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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。
　歴博が取り組む共同研究には，基幹研究（Principal Research Project：本館の取り組む中心的な研究），基盤研
究（Fundamental Research Project：考古・歴史・民俗の資料に基づく実証的で学際的な研究）がある。また，若
手研究者育成という面から，開発型共同研究（Developmental Research Project: 対象は本館の任期付き助教）を
実施しており，2017年度からは共同利用型共同研究（Joint Research for Collaborative Accessibility：外部の若手
研究者を対象とした館蔵資料および分析機器・設備を利用した研究）を開始した。この他，人間文化研究機構が実
施する基幹研究プロジェクトを進めている。
　歴博は大学共同利用機関としての共同利用性を高め，大学等の研究・教育に供するため，2017 年度から開発型
共同研究を除くすべての共同研究（基幹研究，基盤研究，共同利用型共同研究）の全面公募を行っている。

【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─」，「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─」を実施しており，いずれも６年計画の２年目である。

【基幹研究】　基幹研究は，本館の取り組む中心的な研究テーマのもとに，学際的研究を実施する共同研究である。
　基幹研究には①「先端的な歴史研究の開拓をめざす資料論的かつ方法論的な挑戦的研究」，②「日本の歴史と文
化を広く通史的な視点に立って研究する現代的課題研究」，の２つの枠組みがあり，①については，学際的で国際
的な視点を重視して歴史研究自体の革新をめざすテーマが求められる。また②については，学界をリードし，かつ
学際的で，社会的状況・要請にも応えられるようなテーマが求められ，特に研究成果の高度化・可視化が求められ
る。
　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２つのブランチ『戦いと国家形成の環境的基盤─炭素14年代と酵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─』，『北と南からみた古代の列島社会　～列島諸地域の交流・形成と環境変動～』
を実施している。2016年度に開始した全体課題「歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築」では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』を実施している。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】　基盤研究は2017年度から基盤研究１（課題設定型）と基盤研究２（館蔵資料型）に区分した。基盤
研究１は，考古・歴史・民俗資料の研究資源化，高度情報化を主要な目的として実施する学際的研究であり，新し
い研究視点，研究手法などの研究基盤の新構築を目指す共同研究である。基盤研究２は，本館の収蔵資料を対象と
して研究計画を提案する共同研究ある（従来の公募型共同研究）。2017年度はこの新しい区分で2018年度開始共同
研究の公募を行った。
　なお，2017度は２件の新規基盤研究（公募型）「直良コレクションを構成する更新統産動植物化石の分類学的再
検討と現代的評価」，「『聆涛閣集古帖』の総合資料学的研究」を開始し，他に継続で進められた共同研究が９件あっ
た。

　共同研究担当　工藤雄一郎・松木武彦・田中大喜
　

１ 共同研究
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2017年度　国立歴史民俗博物館共同研究計画一覧

研
究
種
別

研　　　究　　　課　　　題
年　　度

27 28 29 30 31

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17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
23名）
（５）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19名）
（６）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）
（７）「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13名）
（８）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11名）
（９）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10名）
（10）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）
（11）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）
（12）『聆涛閣集古帖』の総合資料学的研究（東京大学史料編纂所・准教授　藤原重雄
　他13名）（館内担当　教授　三上喜孝）
（13）直良コレクションを構成する更新統産動植物化石の分類学的再検討と現代的評
価（国立科学博物館地学研究部　グループ長　甲能直樹　他10名）（館内　准教授　工
藤雄一郎）
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機
構
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
平
成
33
年
度
ま
で
）

（14）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40名）

（15）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23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）

（16）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28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

　総括班を設置したことで，先史時代の朝鮮半島と本州・四国・九州を対象とするＡブランチと，古代の列島の北
と南を対象とするＢブランチとの連絡・調整をおこない，包括的な議論を行って，研究成果を総合化する。

３．今年度の研究経過

　①　調査
　詳細は，各ブランチをご参照いただきたい。
　②　計画変更
　昨年度，ブランチが２つに増えたことをふまえ，全体としての調整を兼ねる目的で総括班を立ち上げたが，代表
自身はＡブランチのみにしか共同研究員として参加していないこともあって，Ｂブランチの動向がつかめなかった
ため，総括代表者としての役割を十分に果たすことはできなかった。
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　また，Ａブランチが最終年度にあたっていたため，年度末に合同研究会開催の必要性を認識していたにもかかわ
らず，実現できなかった。

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１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。
　詳細は，各ブランチをご参照いただきたい。

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・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
　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



9

Ⅰ−１　共同研究

　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。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，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，前年度に引き続
いて復元する。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につ
いて議論を深め，成果提出への基盤を形成する。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，箱㟢真隆）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，2017年６月24日（土）・25日（日）に国立歴史民俗博物館で実施した。まず坂本稔氏が，「年代
測定研究の近況　日本産樹木年輪のAMS14C測定―東アジア版較正曲線の必要性」と題して，AMS14C測定の近年
の成果と留意点について報告を行った。地域による標準曲線の偏差の背景なども含め，年代学ともいうべき新しい
分野の開拓につながる成果について参加者の議論が行われた。さらに，上野祥史氏が「環境からみたときの中国・
東アジアの先史・古代史の諸論点」について報告を行い，広く東アジア全体で見たときの環境と歴史との関係を包
括的に議論するための基礎的な知識と問題を共有するに至った。また，深澤芳樹氏を中心として弥生時代中期/後
期の変化を土器・集落等のあり方から徹底的に追究している作業班から，研究協力者として招聘した石井智大・三
好玄の２氏より「近畿地方における弥生時代中期～後期の変化について」，分析作業の進展状況が報告された。
　続いて第２回研究会は，2017年11月３日（金・祝）に，三重県斎宮歴史博物館にて実施した。まず，箱㟢真隆氏
が「朝鮮半島における酸素同位体比年輪年代法研究の現状と展望」について報告し，韓国南部の遺跡出土材の年代
測定状況と見通しなどを述べた。さらに，協力を依頼した地元三重県の研究者から報告を受け，川部浩司氏が「伊
勢湾西岸域の古墳時代中期集落」について，渡辺和仁氏が「伊賀地域の古墳時代集落の動態」について述べた。こ
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のことにより，伊勢平野における弥生時代から古墳時代にかけての遺跡動態がきわめて明確になり，知見を共有す
ることができた。また，翌４日にかけて，当該地域の遺跡動態に関する理解を深めるために，瑞巌寺古墳群，坂本
古墳群，斎宮跡（復元建物・さいくう平安の杜），宝塚古墳群，西山１号墳，庵ノ門１号墳などを巡検した。
　さらに第３回研究会を，2018年３月16日（金）・17日（土）・18日（日）に国立歴史民俗博物館で実施した。全体
として最後の共同研究会に当たるので，共同研究員各個および研究協力者が，本研究における成果および研究報告
への執筆内容を次のように発表した。若狭　徹（北関東），松木武彦・井上正望（南関東），重藤輝行（北部九州），
松木武彦（瀬戸内），山本亮（近畿），上野祥史（中国），鈴木一有（古墳の年代），藤尾慎一郎（農耕），坂本　稔（年
代測定），箱㟢真隆（年代測定），中塚　武（古気候），以上に加えて，古気候復原のデータと歴史事象との因果関
係の追究について，実践と方法の両面から詳しく検討するための議論を実施した。

４．今年度の研究成果

（１）坂本氏・箱㟢氏の作業により，古気候復元データと考古学的歴史事象とを照合するときの目盛りの役割を果
たす年代測定の方法とデータについて，標準曲線の検討にまで遡上した最新成果の整理ができ，最新の成果の上で
照合作業を行える段階に到達した。また，朝鮮半島のデータと測定成果の提示により，日本列島と朝鮮半島との交
渉の歴史事象を照合作業の射程に含めることができるようになった。
（２）深澤芳樹氏を中心として弥生時代中期/後期の変化を土器・集落等のあり方から追究し，すでに他組織でも
一定の成果が上がりつつある集落立地の変動パターンに加え，土器の実態や，それを踏まえたうえでのさらに細か
い集落立地の変動などが詳しく分析された。このことにより，古気候復元データと考古学的歴史事象とを照合の実
証性や総合性をさらに高めることができた。
（３）石井氏の作業を踏まえて伊勢平野を巡検し，川部氏・渡辺氏の報告に接することによって，中部地方西部の
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）上野氏による中国の歴史事象と環境変動の関係についての考察は，環境と歴史との関係をさらにグローバル
な視点で理解していくための基点となる。また，氏は第３回の研究会において，環境変動は経済・政治的側面のみ
ならず文化事象（世界観・思想）の変化にも影響を与えるという新しい視点を提出し，本研究の今後の発展に一つ
の指針が生み出された。。
（５）中塚氏が，酸素同位体比の変動パターンと水素同位体比の変動パターンを相互に関連させて，これまでは達
成されていなかった降水量変動の長期パターンの提示に成功したことにより，古気候と歴史事象とをさまざまな時
間スパンで照合し，より精細で立体的な歴史の復元につなぐための方法的基礎が得られた。

５．全期間の研究成果

　当初は，集落と人口の変動プロセスを広域的に復元することを目的としていたが，途中で行われた研究組織の分
割も踏まえ，顕著なパターンを抽出できる地域の厳選と，そのような地域と時期を絞った上での土器の様相も交え
た変化の徹底分析という新しい研究視角を創出した。その結果，北部九州の古墳時代，瀬戸内中部（吉備）の弥生
～古墳時代，近畿の弥生中期～後期，南関東および北関東の弥生～古墳時代については，古気候復原データとの照
合対象となる遺跡の変動データを具体的に提示できた。加えて，とくに近畿の弥生中期～後期については，土器も
含めたより精細なデータを拡大サンプル的に分析できた。さらに，古墳時代の戦争，対外関係，地域間交流のパター
ンについても年代観の詳細化とともにより明細なパターンを描き出すことができた。また，中国も含めた広範な地
域の中にこの作業を位置づけることによって，グローバルな視点で上記の作業を行う視界が得られた。
一方で，年代研究と酸素同位体比による古気候復原の作業精度が向上した。方法論の進展や朝鮮半島のデータと成
果の加味，および降水量変動の長期パターンの提示などにより，上記の歴史事象と総合することで，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仮説の提
示が可能となった。

６．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　明治大学文学部・准教授
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　上野　祥史　本館研究部・准教授
○坂本　　稔　本館研究部・教授
　高田　貫太　本館研究部・准教授
　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，対象を南の地域にしぼり，おもに南九州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。

３．今年度の研究経過

第４回研究会（国立歴史民俗博物館）　日時：2017年６月17日（土）～18日（日）　参加人数18名
１．永山修一（ラ・サール高等学校）「薩摩半島の史的展開　─古代を中心に─」
　　８世紀～９世紀に至る薩摩・大隅の地域支配の実態を文献・考古両面から考察した。
２．柳原敏昭（東北大学）「平安末・鎌倉期の蝦夷島と奥羽・鎌倉」
　　北海道厚真町の中世遺跡の調査成果に基づき，奥羽や鎌倉との交流の様相を描出した。
３．杉原敏之（福岡県教育委員会）「大宰府における官衙の成立と展開」
　　近年の大宰府の発掘調査成果に基づき，西海道諸国の官衙の特質について論じた。
４．坂上康俊（九州大学）「筑紫館の風景」
　　 福岡市・鴻臚館の発掘調査成果と文献史料の両面から，鴻臚館の構造と機能，さらには８世紀における対外関

係の特質について論じた。　
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第５回研究会（国立歴史民俗博物館）日時：2017年12月16日（土）　参加人数15名
１．中塚武（総合地球環境学研究所）
　　「樹木年輪同位体比の最新の分析結果から見た古代日本の気候変動」
　　最新のデータ解析に基づき，古代の年代決定・気温復元・降水量復元についての報告。
２．上床真（（公財）鹿児島県埋蔵文化財センター）
　　「薩摩・大隅における古代の集落」
　　発掘調査成果にもとづき，７世紀～10世紀における南九州の集落や官衙にかかわる遺跡の特質を報告した。

第６回研究会（歴博）　日時：2018年３月４日（日）参加人数11名
１．田中史生（関東学院大学経済学部）「平安期の西海道諸国と南島・東アジア」
　　 ９世紀を中心に，西海道諸国と南島，東アジアにおける政治的，社会的変動について豊富な事例を挙げながら

論じた。
２．井上翔（東京大学大学院博士課程・RA）「鞠智城の官衙的性格」
　　熊本県の古代山城である鞠智城の機能について，古代東北の城柵との比較を意識しながら論じた。　

４．今年度の研究成果

　昨年度に引き続き，歴史学，考古学分野と，古気候復元の研究成果を踏まえた議論が活発におこなわれた。また，
今年度は，主に列島の南の地域の様相についての研究報告を重点的におこない，前年度におこなった列島の北の地
域との比較を意識して，官衙や集落遺跡の再検討をおこなった。

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
○林部　　均　本館研究部・教授
◎三上　喜孝　本館研究部・教授
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（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，肥前国小城郡など

を対象に，現地調査や，関連する文献・考古資料の調査を行う。
　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，対馬，韓国，九州等において，海上交通

に関わる遺跡と資料の現地調査，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，韓国に於ける古文書の現地調査を

実施し，また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，および肥前国小城を対象に進め，研究会を４回，現地調
査を３回，文献史料調査を４回，出土遺物の整理・調査を３回行なった。
　Ｂについては，研究会３回，現地調査を対馬・九州・韓国において３回，貿易陶磁調査を１回行った。
　Ｃについては，３回の研究会を開催した他，韓国の古文書所蔵機関３個所を訪問しての調査を行なった。

４．今年度の研究成果

　Ａにおいては，昨年度に引き続き島根県益田市での現地調査に加えて佐賀県小城市での現地調査を実施し，石見
国長野荘・益田荘と肥前国小城郡の領主拠点の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，益田實氏所蔵の新出中世文書を発見・調査するほか，明治９年作成の島根県道水路図・明治22年作成の益田市
地図・近世初頭作成の石見国図を調査し，益田荘と長野荘の領主拠点に関わる情報を収集・整理した。考古資料の
調査では，益田荘域の中世遺跡群と小城郡域の中世遺跡群から出土した遺物の整理・調査を行い，基礎データの収
集・整理を行った。また，今年度までの益田市での現地調査成果については，『中世益田現地調査成果概報 vol.1』
の刊行と，市民を対象とした中間報告会の実施を通して，速報的に公表した。

　Ｂにおいては，「14世紀東アジアの海上交通」をテーマとするミニシンポジウム形式の研究会を開催した。韓国・
国立文化財研究所の研究者も参加し，元朝（モンゴル帝国）を中心とする東アジアの海上交通・物流網が浮き彫り
となった。研究会と併行して，海上交通に関連する史跡等の現地調査，および船大工資料・絵画史料・貿易陶磁等
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の資料調査を実施した。また，昨年度の資料調査にもとづく中間成果として，資料紹介１編・研究ノート１編を『国
立歴史民俗博物館研究報告』で公表した。

　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引き続き検討を行
なった他，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，韓国を訪問して，国立中央博物館，韓国学中
央研究院蔵書閣，ソウル市歴史博物館の３個所において古文書の原本を実見し，現地の研究者と研究交流を行なっ
た。また，韓国国立中央博物館の所蔵する古文書８点について複製を制作した。

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　喜孝 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
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】
　昨年度に引き続き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。ま
た，益田荘本郷故地および小城郡故地の現地調査を併せて行い，同様の基礎データを収集する。
【文献史料の調査】
　①新たに発見した益田實氏所蔵の中世文書原本を調査し，学界に向けて紹介する。
　②慶長年間の作成と目される「石見国図」原本を調査し，長野荘および益田荘に関わる地理情報を収集する。
　③ 明治９年作成の「島根県道水路図」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。
　④ 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】
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　①益田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小城郡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。
【研究会の開催】
　国立歴史民俗博物館と佐賀県小城市において３回開催する。国立歴史民俗博物館では，昨年度および今年度の現
地調査・出土遺物調査の成果報告と，肥前千葉氏および中世小城郡に関する研究報告を行い，討議する。小城市で
は，東国武士の西遷および中世後期の肥前千葉氏に関する研究報告を行い，討議する。また，肥前国小城郡・神埼
郡および下総国千田荘・千葉荘の中世武家領主拠点故地を踏査する。

３．今年度の研究経過

【現地調査】
　① 2017年７月21日～24日：長野荘内安富・横田・高津・本俣賀において聞き取り調査。中須公民館・豊田公民館

所蔵の近代資料の撮影・調査。田中・荒木・高木・中司が参加。
　② 2017年９月８日～10日：小城郡内三間寺・門前・赤司において聞き取り調査。小城市教育委員会所蔵の地籍図

と，円通寺・三岳寺所蔵の中世資料の撮影・調査。田中・貴田・田久保が参加。
　③ 2018年２月１日～４日：益田荘内中須・中島・大塚・乙吉・本郷と長野荘内高津・横田に関する聞き取り調査。

乙吉八幡宮所蔵の近代資料と，妙義寺・万福寺所蔵の中世～近世資料の撮影・調査。田中・荒木・高木・中司
が参加。

【文献史料の調査】
　①2017年４月16日：宮城県図書館において同館所蔵「石見国図」の調査・撮影。田中・渡邊浩貴（RA）が参加。
　② 2017年５月31日：益田實氏自宅・東京大学史料編纂所において益田實氏所蔵文書の調査・撮影。田中・荒木・

中島・中司・西田・村井祐樹（東京大学史料編纂所）が参加。
　③ 2017年７月10日～11日：島根県公文書センターにおいて同館所蔵「島根県道水路図」原本の調査・撮影。田中・

荒木が参加。
　④2018年１月16日～17日：広島大学中央図書館において同館所蔵「益田市地図」の撮影・調査。田中・渡邉が参加。
【出土遺物の整理・調査】
　① 2017年７月21日～24日：益田市において東仙道中世遺跡（大年ノ元・下都茂原・龍光・唐干田・大石前・酒屋

原遺跡）と中須西原遺跡出土遺物の整理・調査。村木・小野・鈴木・水澤・池谷初恵（研究協力者）・佐々木
健策（研究協力者）が参加。

　② 2017年９月８日～10日：小城市において小城郡中世遺跡（久米・社・戌・本告・小路・赤司・布施ヶ里・千葉
城跡・妙見・北滝・古町遺跡）出土遺物の整理・調査。村木・小野・鈴木・水澤・池谷が参加。

　③ 2018年２月１日～４日：益田市において中須西原遺跡・屋加田遺跡・中須東原遺跡出土遺物の整理・調査。村
木・小野・鈴木・水澤・池谷・佐々木・小出麻友美（研究協力者）・李明玉（韓国国立文化財研究所）が参加。

【研究会の開催】
　① 2017年４月29日～30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。井上・小野・貴田・黒嶋・

鈴木・高木・髙橋・田久保・中島・中司・西田・水澤・湯浅・荒木・小島・村木・松田・田中・後藤真（研究
協力者）・渡邊・池谷・栗木崇（研究協力者）が参加。

　　29日： 田中大喜「俣賀文書調査報告と俣賀氏系図復元の試み」，村木二郎・池谷初恵・小野正敏・佐々木健策・
鈴木康之・水澤幸一「陶磁器からみた中世益田─陶磁器調査経過報告─」，松田睦彦「近現代益田の生
業─聞き取り調査成果報告─」，渡邊浩貴「長野荘の中世景観と領主拠点─荘園現地調査経過報告─」

　　30日：湯浅治久「肥前千葉氏に関する論点と史料」，貴田潔「佐賀・筑後平野の地理的環境と地域社会」
　② 2017年９月６日～８日：小城市において，市民に公開のもと，下記の研究報告を行った。また，小城郡・神埼

郡内の中世武家領主拠点故地の踏査を行った。井上・小野・貴田・黒嶋・鈴木・高木・髙橋・田久保・中島・
中司・西田・水澤・湯浅・荒木・村木・松田・田中・後藤・池谷・栗木・鈴木卓治（研究協力者）・天野真志（総
合資料学）・宮武正登（総合資料学）・大塚俊司（ゲストスピーカー）が参加。

　　６日：高橋典幸「御家人の西遷について」，大塚俊司「中世後期の肥前千葉氏─南北朝・室町期を中心に─」
　③ 2018年３月17日～18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。また，千田荘・千葉荘内の

中世武家領主拠点故地の踏査を行った。井上・小野・貴田・黒嶋・清水・鈴木・高木・髙橋・田久保・中島・
中司・西田・水澤・湯浅・村木・田中・渡邉・池谷・栗木・小出が参加。

　　17日： 田中大喜・荒木和憲・貴田潔・高木徳郎・田久保佳寛・中司健一「中世益田・小城領主拠点現地調査経
過報告」，村木二郎・池谷初恵・小野正敏・佐々木健策・鈴木康之・水澤幸一・小出麻友美・李明玉「陶
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磁器からみた中世益田２・小城─陶磁器調査経過報告─」，小野正敏「東国武士の館をめぐる景観と威
信財」

４．今年度の研究成果

【現地調査と出土遺物の整理・調査】
　①『中世益田現地調査成果概報 vol.1』を刊行し，益田市民および益田市の公共施設へ頒布した。
　② 2018年２月４日に益田市立保健センターにおいて，国立歴史民俗博物館共同研究事業中間報告会「中世の宝 

庫　長野荘（益田市西部）に光が当たる！」（主催:石西の文化を学ぶれんげ草の会，共催:益田市教育委員会）
を開催し，調査研究成果を益田市民へ速報的に公開した。

【文献史料の調査】
　①益田實氏所蔵新出中世文書の調査成果をまとめ，『国立歴史民俗博物館研究報告』へ投稿した。
　②「俣賀文書」原本の調査成果をまとめ，『国立歴史民俗博物館研究報告』へ投稿した。

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・教授
　高木　徳郎　早稲田大学教育・総合科学学術院・教授　
　高橋　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

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
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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３回開催する。とくに第２回目（第４回研究会）は「14世紀東アジアの海上交通」をテーマと
してミニシンポジウム形式で開催する。それと併行して中世海上交通史に関連する現地踏査・資料調査を実施する。
今年度の現地踏査等の対象は長崎県松浦市・平戸市・対馬市と大韓民国済州特別自治道，資料調査の対象は対馬藩
船大工資料，博多・益田出土貿易陶磁，館蔵絵画史料とする。

３．今年度の研究経過

○現地調査（兼研究会）
〔実施日〕2017年５月19日（金）～21日（日）
〔場所〕長崎県松浦市・平戸市・長崎市
〔参加人数〕14名
〔研究報告〕佐々木蘭貞「鷹島出土の木材などから見える船体構造について」
〔調査対象〕 鷹島海底遺跡出土の船材・碇石等（於松浦市埋蔵文化財センター・松浦市歴史民俗資料館）
　　　　　　船幟，蛮錨図及び付属文書（於松浦史料博物館・平戸オランダ商館）
　　　　　　対馬藩船大工黒岩家文書（文書類・図面類・器物類，於長崎歴史文化博物館）
〔踏査対象〕 平戸市街地の碇石・錨，田平地区の海寺跡・熊野神社・薩摩塔，川内地区の媽祖像，大島地区の烽火

推定地など
○第４回研究会
〔実施日〕2018年１月27日（土）～28日（日）
〔場所〕国立歴史民俗博物館
〔参加人数〕16名
〔ミニシンポジウム〕
テーマ「14世紀東アジアの海上交通」
　報告１：李明玉「中世東アジアにおける中国・高麗陶磁の流通」（逐次通訳）
　報告２：四日市康博「元代の海上交通」
　報告３：森平雅彦「モンゴル時代における朝中間海上交通の様相」
　報告４：榎本渉「日中貿易船の規模」
　*韓国・国立文化財研究所との国際交流事業と連動
○資料調査
〔実施日〕2018年１月31日（水）～２月３日（土）
〔場所〕福岡県福岡市，島根県益田市
〔参加人数〕３名（李，村木，荒木）
〔調査対象〕 博多遺跡群出土高麗・朝鮮陶磁（於福岡市埋蔵文化財センター），益田市内出土高麗・朝鮮陶磁（於
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益田市教育委員会）
○現地調査
〔実施日〕2018年３月９日（金）～11日（日）
〔場所〕長崎県対馬市
〔参加人数〕２名（佐々木，荒木）
〔踏査・調査対象〕対馬市東海岸・北海岸の港湾，矢櫃の港湾・石積遺構
○現地調査
〔実施日〕2018年３月13日（火）～16日（金）
〔場所〕韓国済州特別自治道・全羅南道木浦市
〔参加人数〕５名（榎本，出口，米谷，田中，荒木）
〔展示見学〕国立済州博物館，済州民俗自然史博物館，国立海洋遺物展示館
〔踏査対象〕 高麗・朝鮮時代の主要港湾（禾北浦・朝天浦・於等浦・朝貢川・涯月浦・明月浦），海上交通関連史

跡等（ハンパドゥリ抗蒙遺跡地・水精寺跡・尊者庵），楸子群島等の視認（船上）
〔訪問先〕　国立海洋文化財研究所
○第５回研究会（兼資料調査）
〔実施日〕2018年３月25日（日）～26日（月）
〔場所〕国立歴史民俗博物館
〔参加人数〕12名
〔研究報告〕
　報告：村木二郎「陶磁器組成からみた国際航路の検討」
　報告：田中大喜「中世西日本海水運と東アジア交易」
　報告：出口晶子「近世造船文書と民俗資料」
〔調査対象〕冊封使船送迎之図（紙本著色），蘭船図・南京船図（絹本著色），唐船輻湊図（紙本著色），
　　　　　　唐船図・綵舟流唐船図（長崎版画），唐船図巻（複製，原蔵：松浦史料博物館）

４．今年度の研究成果

　2017年５月の現地調査は，長崎県の港湾・史跡等を巡検し，海上交通に関連する資料の調査を行った。松浦市埋
蔵文化財センターおよび松浦市歴史民俗資料館では，鷹島海底遺跡から発掘された船材・碇石等の遺物を見学した。
あわせて佐々木蘭貞氏の関連報告を得た。松浦史料博物館および平戸オランダ商館では，平戸松浦家伝来の船幟，
「蛮錨図」等を調査した。また，平戸市内の巡検では，ジャンク船の碇石とオランダ船の鉄錨（市街地），航海信
仰と関連する海寺跡・熊野神社・薩摩塔（田平），媽祖像（川内）等を巡検・調査した。的山大島にフェリーで渡
航し，平戸周辺の海洋環境を観察するとともに，大島では烽火推定地等を巡見し，周辺諸島の島影を視認した。長
崎歴史文化博物館では，対馬藩船大工の黒岩家に伝来した資料（文書類・図面類・器物類）を調査した。
　2018年１月の第４回共同研究会は，「14世紀東アジアの海上交通」をテーマとしたミニシンポジウム形式で開催
した。榎本渉氏（日本史）・森平雅彦氏（朝鮮史）・四日市康博氏（中国史）・李明玉氏（美術史）にそれぞれの立
場から「14世紀東アジアの海上交通」を検討していただき，元朝を中心とする航路・物流網とその時期的な変遷が
従来よりも明瞭になる一方，日中間の海上交通における済州島の位置づけをより一層追究する必要性が認識された。
李明玉氏は，韓国・国立文化財研究所との国際交流事業の一環として本共同研究に参加し，博多遺跡群および益田
市内出土の中国・高麗（朝鮮）陶磁の調査も実施された。本共同研究において，東アジア各地における中国・高麗
陶磁の伝世・出土状況は重要な手がかりとなるため，共同研究員に加わっていただいた。
　2018年３月中旬に現地調査を長崎県対馬市と韓国で実施した。対馬では，中世の航海記録にもとづき，対馬市東
海岸の港湾を巡検し，過去の記録と現在の景観等を比較・照合した。朝鮮渡航船の発着地として重要な港湾である
最北端の鰐浦では，港湾・周辺海域の景観・環境を陸上と船上から観察した。鰐浦の近辺に位置する矢櫃は，中世
に朝鮮の使船が入港したことで知られるが，陸上からのアクセスが困難であるため，調査が実施されてこなかった
エリアである。近年，地元の研究家によって石積遺構が発見されたことから，矢櫃に漁船で渡航し，佐々木蘭貞氏
による簡易な測量・潜水調査を実施するとともに，入江の名称や近代における利用等に関する聞き取り調査も行っ
た。
　韓国の現地調査は済州特別自治道（済州島）と全羅南道木浦市で実施した。国立済州博物館・済州民俗自然史博
物館では，展示を見学して海上交通に関連する情報を収集した。高麗・朝鮮時代に大船の入港に利用された禾北浦・
朝天浦・於等浦・朝貢川・涯月浦・明月浦，および三別抄の拠点であったハンパドゥリ抗蒙遺跡地，貿易陶磁が出
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土した水精寺跡，航海信仰の対象である漢拏山の中腹に位置する尊者庵などを巡検した。済州島から木浦へフェリー
で渡航し，途上で楸子群島等を視認した。国立海洋文化財研究所では，洪淳在学芸研究士と面会し，本共同研究に
関する意見交換を行うとともに，海洋遺物展示館および再現朝鮮通信使船建造現場で解説を受けた。洪淳在氏から
は，次年度の研究会で珍島出土船に関する報告を行うことについて快諾を得た。
　2018年３月下旬に第５回共同研究会を開催した。それぞれの問題関心にもとづく研究報告がなされたが，なかで
も中世考古学の立場から， 13～14世紀の東アジアにおける航路・物流の変化を，貿易陶磁の定量分析という手法に
よって明瞭に提示されたことは，第４回共同研究会のテーマと密接に関連する重要な成果である。館蔵品の調査も
あわせて実施し，中国船および琉球船を描いた絵画史料を対象とした。
　今年度の研究によって，東アジアの海上交通が14世紀以前と以後でどのように変化したのか，それにともない済
州島の位置づけがどのように変化したのかを追究する必要性が認識されたので，次年度はこの課題にも取り組むこ
ととする。
　昨年度の資料調査の中間的成果として，出口晶子「対馬藩中村家造船文書「諸船長サ方深サ書附」（研究ノート），
および荒木和憲「長崎県立対馬歴史民俗資料館蔵「諸船長サ方深サ書附」」（資料紹介）を『国立歴史民俗博物館研
究報告』209号（通常号）で公表した。これは歴史学の史料と民俗学的な知見との接点をさぐる試みであるとともに，
近世中期対馬藩の造船のあり方から中世対馬の船の規模等を照射しようとする試みでもある。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　山内　晋次　神戸女子大学文学部・教授
　榎本　　渉　国際日本文化研究センター・准教授
　四日市康博　早稲田大学中央ユーラシア歴史文化研究所・招聘研究員
　森平　雅彦　九州大学大学院人文科学研究院・教授
　伊藤　幸司　九州大学大学院比較社会文化研究院・准教授
　渡辺　美季　東京大学大学院総合文化研究科・准教授
　米谷　　均　早稲田大学・非常勤講師
　岡　美穂子　東京大学史料編纂所・准教授
　佐々木蘭貞　九州国立博物館学芸部・アソシエイトフェロー
　出口　晶子　甲南大学文学部・教授
　藤田　明良　天理大学国際学部・教授
　李　　明玉　韓国 国立文化財研究所・学芸研究士
　小島　道裕　本館研究部・教授
　田中　大喜　本館研究部・准教授
○村木　二郎　本館研究部・准教授
◎荒木　和憲　本館研究部・准教授

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，
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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，中国などとの比較に
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：引き続き研究会を歴博において開催し，それぞれの分野から，これまでの古文書学の再検討
を行うと共に，新たな体系的解説の構築を模索する。

② 韓国研究者との共同研究会の開催：韓国において資料収蔵機関を訪問し，実際に文書原本を閲覧する。現地で研
究会を開催し，昨年度の議論を踏まえて，日本の古文書との比較，およびその社会的背景について討議を行う。

③ 教育素材とコンテンツの制作：研究会での検討に基づいて，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，大学等における試行も行う。

３．今年度の研究経過

　３回の研究会を国立歴史民俗博物館において開催した他，韓国の古文書所蔵機関３個所を訪問し，実物資料を実
見しながら，現地の研究者との交流を行なった。国立歴史民俗博物館での研究会においても，研究発表の他，館蔵
古文書を実見しつつ討議を行った。この他，韓国の古文書などについて，研究と展示に用いるための複製の制作を
行なった。

第１回（通算５回）研究会　　　参加人数：19名
日時：2017年６月９日（金）・10日（土）
場所：国立歴史民俗博物館　第１会議室および第２修復室
〔館蔵古文書を閲覧〕
〔研究発表 １〕　　古川 元也（日本女子大学）
　　　　　　　　　「モノとしての古文書─鎌倉寺社文書を中心に─」
〔研究発表 ２〕　　横内 裕人（京都府立大学）
　　　　　　　　　「平安時代における東大寺大衆の発給文書─その変遷と背景─」
〔研究発表 ３〕　　高橋 一樹（武蔵大学）
　　　　　　　　　「日本中世地域社会の文書リテラシーをめぐる諸問題」
〔研究発表 ４〕　　丸山 裕美子（愛知県立大学）
　　　　　　　　　「唐の告身と日本の位記─古文書学的比較研究─」
〔協議〕　　　　　・企画展示（2018年秋）について
　　　　　　　 　 ・韓国における研究会（８月末）の計画について

第２回（通算第６回）研究会＝韓国古文書調査　　参加人数：13名
　2017年８月29日（火）
　　国立ハングル博物館展示見学・国立中央博物館所蔵文書閲覧・展示見学
　８月30日（水）
　　韓国学中央研究院蔵書閣所蔵文書閲覧，展示見学，施設見学
　８月31日（木）
　　ソウル歴史博物館所蔵文書閲覧・展示見学

第３回（通算第７回）研究会　　　　　参加人数：10人
日時：2017年12月17日（日）・18日（月）
場所：国立歴史民俗博物館　第１会議室および第１調査室



21

Ⅰ−１　共同研究

〔研究発表 １〕
　　金子　拓（東京大学史料編纂所）
　　「中世の古文書体系における信長・秀吉文書の特質」
〔研究発表 ２〕
　　松尾 恒一（国立歴史民俗博物館）
　　 「興福寺維摩会と文書の授受─古代・中世，顕教僧の昇進と仏教儀礼─」
〔館蔵古文書を閲覧〕
〔協議〕
　・企画展示（2018年秋）について（出品資料案の検討など）
　・「歴博フォーラム」「国際シンポジウム」の開催について　
第４回（通算第８回）研究会　　　　参加人数：16人
日時：2018年３月２日（金）・３日（土）
場所：国立歴史民俗博物館　第１会議室および第２修復室
　〔館蔵古文書を閲覧〕
　〔協議〕
　　企画展示「日本の中世文書」（2018年10/16～12/９）の構成と出品資料，および展示図録の作成について
〔研究発表 １〕
　　四日市康博（沖縄県立芸術大学付置研究所）
　　「イルハン朝官文書の印章と文書様式」
〔研究発表 ２〕
　　荒木和憲（国立歴史民俗博物館）
　　「中世日本の外交文書」
〔研究発表　３〕
　　藤田励夫（文化庁文化財部）
　　「安南外交文書について」
〔協議〕
　・企画展示（2018年秋）について（図録の内容など）
　・「歴博フォーラム」「国際シンポジウム」の開催について

４．今年度の研究成果

　研究会において，日本中世の古文書についてさまざまな角度から検討を行なった他，韓国，中国，ベトナム，イ
ランなどの各国の文書との比較研究を行なうことができた。特に韓国の古文書については，宿願であった韓国の古
文書所蔵機関における古文書原本の実見を行なうことができ，各機関の研究者とも研究交流を行なって，実物資料
による比較研究を進めることができたのは大きな成果である。また，韓国国立中央博物館の所蔵する古文書から，
代表的な様式の文書８点を選び，複製を制作することもできた。
　これらの知見や資料は，次年度に開催する企画展示や，シンポジウム，研究報告などの中に生かすことを予定し
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・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　日本女子大学・教授
　長村　祥知　京都府京都文化博物館・学芸員
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　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
○田中　大喜　本館研究部・准教授
◎小島　道裕　本館研究部・教授

【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内外で二度ほど実施し，各メンバーの研究報告を順次行っていくとともに，年度後半には
バンコク（タイ）・ペナン（マレーシア）への巡検を実施する。また共同研究の途中成果として，歴史系総合誌『歴
博』で本プロジェクトをテーマとした特集号を組み，メンバーの寄稿を集めて刊行する。

３．今年度の研究経過

① 2017年５月26～27日，今年度第１回目の研究会を実施した（＠九州国立博物館，８名全員参加）。26日は午前中，
まず福岡の司会で初年度の研究会の回顧と今年度の予定の相談を行った後，共同研究員・彭浩が報告「近世港町
長崎の都市空間─唐船貿易との関連から─」を行い，質疑応答が交わされた。午後はまず九博学芸員の方のご協
力を得て，史料閲覧室において「長崎阿蘭陀通詞西吉兵衛家関係文書」「長崎唐館図及蘭館図巻」などの史料を
熟覧調査した。次に再び会議室で，共同研究員・横山伊徳が報告「幕末（維新）史からタイを見る」を行い，質
疑応答を経て，全体討論を行った。翌日は午前中，九博で開催中の特別展「タイ─仏の国の輝き」，次いで常設
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展示を見学した。午後は九博近辺の太宰府政庁跡及び長崎街道大野宿を巡検した。
② 2017年12月９～10日，今年度第２回目の研究会を実施した（＠歴博，７名参加）。９日（午後）はまず，共同研

究員・松田睦彦による報告「近代韓国のカタクチイワシ漁を対象とした研究の意義と展望」を得た。次いで研究
代表者（福岡）が報告「1861年プロイセン使節団の対シャム条約交渉」を，1856年の米シャム条約交渉との比較
の論点を組み入れつつ行った。それぞれについて十分な質疑応答の時間を設け，後述するような議論が展開され
た（４．今年度の研究成果）。翌10日（午前）は，2017年12月23日～29日に予定するバンコク・ペナン巡検につ
いて事前打ち合わせを行った。

③2017年12月23～29日，バンコク（タイ）・ペナン（マレーシア）への巡検を実施（７名参加）。
　 　バンコク市内及び近郊では，タイ王宮及び主要寺院，タイの海外貿易を担った華人の中華街，華人墓地，アユ

タヤ遺跡など，シャムの国政・外交と海外貿易・海産物交易にまつわる史跡・地点の巡検を行った（具体的には
24日に，タイ王宮，プラケオ寺院，アユタヤ遺跡─チャントラカセーム国立博物館，ポルトガル町跡，オランダ
東インド会社商館跡，日本町跡，パナンチューン寺，聖ヨセフ教会―を，25日に，バンコク近郊パークナームの
プラチュンラチョームクラオ砦，海産物市場，潮州山荘，プロテスタント墓地，アルン寺，中華街―龍蓮寺，広
肇会館，天華医院，観音寺─を巡見した）。

　 　ペナンは，18世紀後半以降にイギリス海峡植民地の拠点となり，タイ・バンコクと対照的な経過を辿ったイン
ド洋海域の歴史的港市として，巡検対象に追加した。イギリス植民地統治や華人コミュニティに絡む史跡，米国
初代駐日総領事T・ハリスがペナンに滞在した折の日記叙述や第一次大戦前夜まで活動したドイツ人コミュニ
ティにゆかりの史跡の巡見を行った（具体的には，26日午後に，ジョージタウン市内のキリスト教関係史跡―プ
ロテスタント墓地，聖フランシス・ザビエル教会，聖ザビエル学園など―を巡見。27日はまずジョージタウン随
一の高層タワー「コムタ・タワー」の展望台を訪れ，高所から市街及びペナン島の地理関係を観察し，併せて近
くにある市場を巡検した。その後市内で，観音寺，聖ジョージ教会，タウン・ホール，シティ・ホール（館内で
ペナン歴史展示を見学），コーンウォリス要塞，Cheong Fatt Tze Mansion（ブルーマンション），イスラム寺院
（カピタン・クリン・モスク），ヒンズー寺院（マハ・マリアマン寺院），福徳廟を順に巡見した。28日は，ジョー
ジタウンの港付近を訪れ，ドイツ系・オランダ系商社や英国の税関などの歴史的建造物，及び隣接する華人の宗
族の波止場のうち「姓周橋」を巡検した。次いで旧市街に戻り，プラナカン・マンション及び邱公司を巡検，そ
れぞれ館内の歴史展示を見学した。

４．今年度の研究成果

　本年度はまず，本共同研究の全メンバーが参画した最初の成果として，歴史系総合誌『歴博』特集203号「比較
から考える　東アジアの異文化接触」を刊行したことを特筆したい。プロジェクトの開始から一年少しの段階で組
んだ特集であり，個々のテーマは今後さらに深化させていく必要があろうが，共同研究の今後の展開を期待させる
魅力を伝えられる内容になったのではないかと思う。
　５月の九州国立博物館における研究会では，彭浩氏・横山氏による研究報告それぞれについて，近世近代シャム
史，清代対外関係史，明治維新史，東アジア国際関係史，日蘭関係史，日韓比較民俗学などの見地から，活発な質
問と議論，意見交換が交わされた。タイ展や九博総合展示の見学においても，展示品を素材としたメンバー間の活
発な議論を通じ，知見がより深められた。
　12月の歴博における研究会では，松田氏の報告について，19～20世紀の日韓関係と中韓関係の推移を踏まえた東
アジア関係史の幅広い視野から知見が交換された。福岡の報告については，西洋側視点とシャム側視点の相違につ
いての指摘があったのを含め，今後の研究の展開に当たり留意すべき観点について議論が交わされた。
　12月後半に実施した東南アジア巡見では，バンコク・ペナンのいずれにおいても，日本・中国の沿海部など東ア
ジアの近世～現代とは極めて異なる「諸民族雑居」の歴史的経過と実態を目の当たりにした。研究代表者にとり最
も印象的であったのは，まずバンコクでは，郊外で訪れた「潮州山荘」（中国・潮州から移民した華人らの集団墓地）
の圧倒的な規模である。葬られているのは主に，20世紀前半の十数年間にバンコク内外で客死した潮州系華人らで
あるが，その墓は見渡す限りその一帯に広がっていたと言っても過言ではない。次に特筆されるのは，小乗仏教信
仰と王室信仰が渾然一体となった形でタイ社会に深く広く浸潤しているその様相であり，あたかも国民ひとりひと
りが信仰深さを競い合っているような社会の雰囲気である。一方ペナンでは，宗教的には一転して，タイにおける
ような仏教の優勢は見られず，キリスト教（英国国教会及びイエズス会系カトリック），イスラム教，ヒンズー教，
仏教，道教の寺院が至近距離に隣接し合い，文字通り共存していた。民族的にも，マレー系・中国系・インド系そ
の他の諸民族が隣り合って共存・混交する社会を形作っており，インド洋海域に接した交通の要衝と景勝の地とし
ての歴史的背景を鮮やかに反映した現代社会の様相が看取された。これらの実態とその背後の歴史的経過が，本プ
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ロジェクトが対象とする近世近代転換期の外交史にどのような刻印を与え，如何なる特徴を帯びさせていたのかに
ついては，巡見に参加したメンバー個々人にとり，今後検討を深めるべき課題となろう。
　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・研究ノート】
・　総合誌『歴博』特集203号「比較から考える　東アジアの異文化接触」（2017年７月20日刊行）所収：
　　福岡万里子「日中泰比較から捉え直す一九世紀東アジア─日本開国をめぐる国際関係の新地平」（特集１）
　　村尾進「広州の背後にある長崎／長崎の行方にある広州」（特集２）
　　横山伊徳「商館長から対日兼対シャム全権委員へ」（特集３）
　　小泉順子「一八八〇年代中葉のシャムと東アジア―アーネスト・サトウを糸口に」（特集４）
　　彭浩「広東貿易の通行証」（コラム１）
　　三谷博「マカオの石垣─日本からの技術移転？」（コラム２）
　　荒木和憲「長崎唐人屋敷─塀の向こうの異国社会─」（歴史の証人）
　　松田睦彦「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」（歴博けんきゅう便）
・　彭浩「近世港町長崎の都市空間─唐船貿易との関連から─」『都市史研究』4，2017年12月，123～131頁
・　 Mitani, Hiroshi, Meiji Revolution, Oxford Research Encyclopedia of Asian History, 2017（http://asianhistory.

oxfordre .com/view/10 .1093/acrefore/9780190277727 .001 .0001/acrefore -9780190277727 -e -
84?rskey=iCPpxE&result=５）

・　三谷 博『維新史再考』NHK出版，2017年
・　 Fukuoka, Mariko, “Prussia or North Germany?: The Image of “Germany” during the Prusso-Japanese 

Treaty Negotiations in 1860-1861”． In: Sven Saaler, Kudō Akira, Tajima Nobuo（eds.）， Mutual Perceptions 
and Images in Japanese German Relations, 1860-2010. Brill's Japanese Studies Library Nr.59, pp.65-86, 
June 2017.

・　 村尾進「「広東体制」巡検覚書（２）─2016年12月23日 広州市内─」（『中国文化研究』第34号，2018年３月，
pp.83-110）

・　 横山伊徳「オランダ総領事デ・ウィット月例報告一八六〇年－一八六三年（２）」（『東京大学史料編纂所研究
紀要』28号，2018年３月，pp.41-61）

【学会報告】
・　 Hao, Peng, Shinpai: the Trading Pass in Early Modern Sino-Japanese Trade,″ European Association for 

Japanese Studies（EAJS）， 2017 Annual Cofference at Lisboa, August 2017.
・　 Fukuoka, Mariko, “Casper Brennwald: Trading Activities of a Swiss Merchant in 1860s in Japan and 

Europe.” Documenting Westerners in Nineteenth-Century China & Japan: New Sources and Perspectives, 
International Symposium organized by the University of East Anglia and the Sainsbury Institute for the 
Study of Japanese Arts and Cultures. Norwich, England, June 22-23, 2017.

５．研究組織（◎は研究代表者，○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
　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
○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
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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ていくこと
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の実施を見
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
きた具体的事物を取り上げ，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
ンダーとをクロスさせて分析する。参加者は，これらの対象・方法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
代におけるそれら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

　本年度は，初年度の研究から見えてきた，（１）歴史叙述としての博物館展示におけるジェンダー視点導入の重
要性，（２）一過性の国際発信に終わらず，研究者コミュニティの共有財産として成果の国内外における可視化と
定着を図る必要があること，の新たな二つの課題に留意して活動を進める。
　具体的な研究活動としては，３回の研究会（全体会）の充実とその一般公開を図ること，また国際研究集会の開
催および参加・協力（７月国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問う」，2018年２月歴博・韓国ハングル
博主催「東アジアにおける文字文化とジェンダー」，９月Yale大学CEAS主催国際シンポジウム，I-URICフロンティ
アコロキウム2017）を通じて国際的発信と研究交流の深化に努めるほか，ジェンダー展示に向けた博物館の現状調
査（2018年３月台湾の博物館訪問調査等）を行なう。

３．今年度の研究経過

　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，第一年度に続き，企画運営にあたる推進会議と研究会（全体会・国際研究集会）の交
互開催を軸として研究を進めた。また，若手研究者の育成をめざし，研究会（全体会）と国際研究集会は一般公開
の形でおこなった。
①研究会（全体会）と国際研究集会
　2017年５月６・７日第４回研究会「近世の女性労働を考える」
　　牧原成征（東京大学）「近世に女商人はいたか？」
　　塚本明（三重大学）「ジェンダーの観点から見る歴史上の海女の生業と表象」
　 2017年７月３日国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問うHow is gender represented in Historical 

Exhibitions?」
　　トノムラヒトミ（ミシガン大歴史学部）「アメリカにおける日本史研究の現状と博物館展示」
　　黃貞燕（國立臺北藝術大學博物館研究所）「博物館の資料収集・展示におけるジェンダー：台湾での経験から」
　　 リー・コー・リン（シンガポール国立博物館前館長）「包摂の歴史――シンガポール国立博物館におけるケース・

スタディ―」
　　松本直子（岡山大学）「日本の博物館におけるジェンダー表現の課題と展望―歴博の考古学展示に触れつつ―」
　2017年10月28日第５回研究会
　　田中禎昭（専修大学）「書評：義江明子『日本古代女帝論』」と日本女子大学成瀬記念館見学
　2017年12月９・10日第６回研究会「社会集団とジェンダー」
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　　曽根ひろみ（元神戸大学）「書評：辻浩和『中世の＜遊女＞生業と身分』」
　　柳谷慶子（東北学院大学）「大名家奥向の空間と機能の可視化“試論”─仙台藩伊達家を中心に─」
　　伴瀬明美（東京大学史料編纂所）「中世前期の貴族社会における女房　─男女之栄─」
　　義江明子（元帝京大学）「形成期の皇祖観をめぐって」
　2017年12月12・13日　I-URICフロンティアコロキウム2017への参加・報告
　　池田忍（千葉大学）「美術とジェンダー─作り手たち・作品・享受者たち─」
　　横山百合子（国立歴史民俗博物館）「歴史博物館における研究・展示とジェンダー」
　2018年２月21日歴博・韓国ハングル博共催国際研究集会「東アジアにおける文字文化とジェンダー」
　　三上 喜孝（国立歴史民俗博物館）「古代日本の文字文化とジェンダー」
②推進会議
　推進会議を４回開催した。
③資料収集・調査
　 須坂市所蔵坂本家文書の整理と目録作業を行なっている（2018年度終了予定）。2018年３月27～30日　国立台湾

歴史博物館，国立台北博物館等を訪問，研究交流を行った。
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・資料の整備を進めた。
⑤ 基盤共同研究「日本列島社会における歴史とジェンダー」ブログを継続，ニューズレター４～６号を発行し，研

究広報に努めた（http://rekihaku-gender.sblo.jp/）。

４．今年度の研究成果

（１）四つの研究課題を通して，王権論，身分論などの従来の研究領域にジェンダー視点を導入し新たな構図を提
示する報告や論文を発表することができた。このような本研究の方向性は，「ジェンダーを謳わない研究にもジェ
ンダー視角が広範に浸透しつつある」（歴史学研究会編『第４次現代歴史学の成果と課題２』2017）という近年の
研究動向や，明治維新150年のシンポジウムでの報告の３割がジェンダーに関連する（CEAS at Yale）という海外
の研究潮流などとも共鳴するものと考える。特に，Ａ文字とジェンダーは，東アジアの共通性と差違に注目するこ
とで新たな課題提起につながり，Ｄ社会集団とジェンダーについても，政治の場における女性の実態をふまえた社
会構造分析を提示することができた。Ｂ衣料生産とジェンダー，Ｃセクシャリティとジェンダーの課題については，
第三年度に重点的に取り組む予定である。
（２）四つの研究課題を通して，「歴史叙述としての博物館展示とジェンダー」という新たな課題とその意義につ
いて考察を深めたことが，第二年度のもう一つの成果である。これについては，『国立歴史民俗博物館研究報告』
通常号での中間報告をめざして，翻訳作業を含めて準備をすすめている。
　上記（１）（２）の成果は，本研究を基礎とする2020年の企画展示計画にも反映させていく予定である。　

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
　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
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　藤方　博之　東京大学大学院農学生命科学研究科・特任研究員　日本近世史
　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　藤田紗樹　千葉大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程

（５）「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。
　今年度は展示を見すえ，まずは，祭礼にかかわる調査（静岡県沼津市の大瀬神社）およびサケの利用にかかわる
調査（新潟県または秋田県）を優先して行なう。また，科学研究費基盤研究（B）「朝鮮海出漁の歴史とその文化
的影響の研究─イワシをめぐる韓国の民俗変化─」（研究代表者：松田睦彦）や歴博国際交流事業「日韓地域研究
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の実践的展開」（事業主体者：松田睦彦）等との連携をはかりながら，朝鮮海出漁やイワシの利用，鰹節製造に関
する調査についても進めていく。さらに，それと並行して，共同研究員が各自のテーマに沿って調査研究を進め，
『国立歴史民俗博物館研究報告』特集号の編集に向けて準備を行なう。
　韓国国立民俗博物館との共催で行なう国際企画展示の構成については，その概要を確定する。

３．今年度の研究経過

　本共同研究は，科学研究費基盤研究（B）「朝鮮海出漁の歴史とその文化的影響の研究─イワシをめぐる韓国の
民俗変化─」（研究代表者：松田睦彦），歴博国際交流事業「日韓地域研究の実践的展開」（事業主体者：松田睦彦）
等との連携をはかりながら進められている。したがって，研究経過については，他経費による研究を含めて記載す
る。
2017年４月３日～５日　個別調査（静岡県沼津市の大瀬神社の祭礼・石津水天宮の例大祭）
　　　４月８日～９日　研究会（歴博）
　　　４月27日～28日　個別調査（大瀬神社）
　　　６月１日～８月26日　韓国国立民俗博物館客員研究者として韓国に滞在（研究代表者）
　　　６月３日　個別調査（仁川広域市の祭礼）
　　　６月25日～30日　個別調査（全羅南道のカタクチイワシ漁）
　　　７月26日～８月１日　個別調査（全羅南道および慶尚南道のカタクチイワシ漁調査）
　　　８月29日～30日　個別調査（歴博所蔵文献）
　　　９月20日～26日　研究会および個別調査（韓国国立民俗博物館・慶尚南道におけるカタクチイワシ漁等）
　　　10月４日　個別調査（東京海洋大学マリンサイエンスミュージアム・大森海苔のふるさと館）
　　　10月16日　個別調査（京都錦市場・京の食文化ミュージアム・あじわい館）
　　　10月23日～29日　個別調査（鹿児島県における鰹節製造・沖縄県における昆布利用）
　　　11月９日～11日　個別調査（秋田県におけるハタハタ漁および魚醤の製造・利用等）
　　　11月15日　個別調査（千葉県におけるノリ養殖）
　　　11月１日～１月29日　宋奇泰氏を外国人招へい研究者として招へい
　　　12月１日～４日　 個別調査および学会参加（徳島県のノリ養殖・愛媛県のタイ養殖・東アジア島嶼海洋文化

フォーラム）
　　　12月20日～21日　個別調査（新潟県におけるサケの利用）
2018年１月９日～12日　個別調査（韓国・江原道の岩ノリ採取・スケトウダラ加工）
　　　２月13日～20日　個別調査（韓国における日本統治期建築物）
　　　２月18日～23日　個別調査（富山県におけるブリ漁および利用・石川県における魚醤製造および利用等）
　　　３月８日～10日　研究会（歴博）
　　　３月12日～14日　個別調査（青森県下北半島におけるカタクチイワシ利用等）

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，日本ではノリ（天然・養殖），カツオ，ハタハタ，タイ（養殖），
ブリ，カタクチイワシ等についての調査・研究が進められた。一方，韓国ではカタクチイワシに関する調査が集中
的に行なわれたほか，天然の岩ノリの採取道具についての調査も行なわれた。ハタハタに関しては魚醤の原料とし
て，カタクチイワシに関しては煮干しの原料として，C「衣・食・住」の「食」や，D「日韓交流史」とも関連す
るものである。
　つぎに，B「信仰・儀礼・芸能・口承文芸」については，昨年度に引き続き，大瀬神社の祭礼調査が行なわれた。
今年度は大瀬神社に参拝する船に同乗しての調査と写真，映像の撮影，大瀬神社に奉納される魚介類の種類の確認
等，より具体的な調査を進めることができた。また，韓国では仁川広域市の漁村における祭祀の調査のほか，カタ
クチイワシ漁の調査の機会を利用して，イ・スンシン将軍やイム・キョンオプ将軍等に対する信仰の調査も行なっ
た。
　C「衣・食・住」の「食」に関しては，日本においてはこれまで懸案であった魚醤に関する調査に進展があった。
ハタハタを利用したショッツルやマイワシ・イカを利用したイシルの調査から，韓国で盛んな塩辛・魚醤の利用に
日本の魚醤文化を対置し，比較する材料を得ることができた。また，カタクチイワシに関しては，韓国における積
極的な煮干しの製造と利用の実態が把握された。日本統治時代の文化的影響の一例として，重要な素材となる。さ



29

Ⅰ−１　共同研究

らに，年取り魚としてのサケやブリについては，その加工や販売の状況を確認することができた。一方，「衣」に
関しては，海女の衣装の日韓比較や，万祝の意匠についての調査・研究が進められた。
　D「日韓交流史」については，中世の日本漁民の朝鮮半島近海への出漁についての文献調査が行なわれたほか，
戦前に朝鮮半島へ進出した日本人（漁業者・水産関係者等）が残した建築物の現在における利用に関する調査も行
なわれた。また，カタクチイワシやマイワシ，マサバを求めて朝鮮半島近海へ進出した日本人漁民の動きや，その
文化的影響に関しての調査・研究も進められた。
　なお，今年度は，共同研究員の宋奇泰氏（韓国国立木浦大学校島嶼文化研究院）を外国人招へい研究者として迎
え，とくに，ノリ養殖技術と信仰との関わりについての日韓比較研究をテーマとして研究を進めていただいた。

５．全期間の研究成果

　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した。
　研究全体で取り上げたテーマは多岐にわたるが，上で掲げた本共同研究の中心的課題に則せば，韓国のワカメや
スケトウダラ等，日本のタイやカツオ等を取りあげることで，海産物の嗜好性，漁法，加工法，日常生活や儀礼の
場での利用等が複雑に関連しあいながら日韓双方の文化が形成され，類似や相違を生みだしている様相を確認する
ことができた。
　一方，日本の研究者が韓国を，韓国の研究者が日本を対象として調査を行なうことは，自文化を新たな視点から
捉えなおす契機ともなった。たとえば，韓国における日常的な塩辛や魚醤の利用は，かつての日本における塩辛や
魚醤の利用の普遍性に目を向けさせるものであった。一般的に比較研究は，複数の対象を並べて，その類似や相違
を明らかにするものである。しかし，こうした塩辛や魚醤のような事例は，単数の対象の観察が新たな視点を獲得
する契機となるという，比較研究の可能性を切りひらくものでもあることを示している。
　さらに，本共同研究では，日韓の海をめぐる文化の類似の背景にある，日本による朝鮮半島の植民地支配の影響
を正面から捉えることができた。本共同研究ではとくにカタクチイワシに注目し，現在の韓国の食文化で重要な位
置を占める煮干しの利用の背景にある，日本人漁民の朝鮮海出漁の影響について調査した。権現網等の漁法の導入
はもちろん，和船と韓国船の技術の混交，煮干し製造技術や規格名の伝播，韓国風大漁旗の制作など，韓国のカタ
クチイワシ漁と煮干しの利用に与えた影響は大きい。こうした歴史の負の影をまとう課題については，韓国人共同
研究員の学術的使命感にもとづく協力ぬきに調査・研究を進めることはできなかった。感謝申し上げたい。
　本共同研究は展示型共同研究であり，その成果は，最終的には歴博および韓国国立民俗博物館で開催される国際
企画展示で広く示されることになる。この企画展示は，2019年度に開催されることがすでに決まっている。

６．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・研究員
　磯本　宏紀　徳島県立博物館・学芸係長
　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　亜細亜大学国際関係学部・講師
　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
　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・教授
　村木　二郎　本館研究部・准教授
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○小池　淳一　本館研究部・教授
◎松田　睦彦　本館研究部・准教授

（６）「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
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，３
年目（最終年度）である2017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
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　出土遺物の調査
　　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手久津久遺跡群出土陶磁器調査
　　先島採集ジョージ・H・ケア氏収集陶磁器（沖縄県立博物館・美術館蔵）調査
　研究会の実施（於．国立歴史民俗博物館，沖縄本島）

３．今年度の研究経過

2017年４月22－23日　第７回共同研究会（於．国立歴史民俗博物館）
　　　　　佐々木健策「宮古島における石積み技術について」
　　　　　池谷初恵・岩元康成・小野正敏・小出麻友美・佐々木健策・村木二郎「陶磁器調査の成果」
　　　　　池谷初恵「琉球列島，北と南の陶磁器様相」
　　　　　池田榮史「琉球列島における古代末～中世の在地土器研究の現況」
　　　　　鈴木康之「草戸千軒町遺跡出土のビロースクタイプ白磁碗について」
　　　　　村木二郎「琉球帝国を語る要件」
　　　　　松田睦彦「民俗学・人類学的記録に見る八重山のムラ─波照間島ミシク村遺跡をめぐって─」
　　　　　田中大喜「薩摩千竃氏と南薩摩の領主間競合」
　　　　　荒木和憲「尚泰久の王権と〈帝国〉」
　　　　　岡本弘道「琉球王国の活動の拡大と「人の動き」」
　　　５月12－15日　宮古島市久松みゃーか群測量調査
　　　６月24－26日　鹿児島県大島郡喜界町手久津久遺跡群中増遺跡出土陶磁器調査（於．喜界町教育委員会）
　　　８月19－22日　先島採集ジョージ・H・ケア氏収集陶磁器調査（於．沖縄県立博物館・美術館蔵）
　　　10月13日　　　国立歴史民俗博物館保管先島採集陶磁器調査（於．国立歴史民俗博物館）
　　　11月10－14日　沖縄県八重山郡竹富町波照間島ミシュク村跡遺跡測量調査
　　　12月14－15日　先島採集ジョージ・H・ケア氏収集陶磁器調査（於．沖縄県立博物館・美術館蔵）
　　　12月15－18日　第８回共同研究会（於．沖縄本島・久米島）
　　　　シンポジウム「琉球帝国という視点」（於．沖縄県青年会館）
　　　　　久貝弥嗣「 13世紀後半から15世紀前半にかけての宮古島の遺跡動向─宮古諸島における中国産褐釉陶器

の出土状況─」
　　　　　池谷初恵「琉球列島，北と南の陶磁器様相─八重山諸島を中心に─」
　　　　　岩元康成「琉球列島，北と南の陶磁器様相─奄美大島・喜界島の中世遺跡・城郭遺跡を中心に─」
　　　　　荒木和憲「古琉球の王権と論理」
　　　　　村木二郎「琉球帝国とは─周辺からみた琉球─」
　　　　　討論
　　　　久米島巡見
2018年２月16－19日　宮古島市スサビみゃーか測量調査
　　　３月９－13日　 沖縄県八重山郡竹富町波照間島ミシュク村跡遺跡測量調査，石垣市フルストバル遺跡出土陶

磁器調査（於．石垣市教育委員会），沖縄県八重山郡竹富町黒島遺物採集地撮影

４．今年度の研究成果

　昨年度までの研究会で，文献史学・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，当該研究の問題点
を共有して，各人の個別研究報告の段階に入った。今年度は，共同研究員それぞれの個別研究を報告し，それにつ
いて議論した。そのなかで現地調査を踏まえた研究報告もおこない，オリジナルデータの共有化と，調査のまとめ
方に対する議論も実施した。また，石積技術に関する報告を踏まえて，新たに宮古島における中世段階の石製建造
物であるみゃーか（墓）調査の必要性が生じた（第７回研究会）。
　研究会の最終回は，沖縄の研究者・学生にも成果を共有してもらって議論を深めるために，沖縄本島で実施した。
活発な討論により，研究会内部だけでは論じ切れていなかった問題についても話が広がるとともに，「琉球帝国」
をキーワードにした研究会の意義も確認できた。
　個別調査については，資料の少ない奄美・先島地域でデータを増やすために，集落遺跡調査・出土陶磁器調査を
継続しておこなった。集落遺跡調査は，波照間島ミシュク村跡遺跡の平板測量をおこない，図化を完了した。当初
想定していた範囲よりかなり広がったが，同島マシュク村跡遺跡の図面とも比較検討する材料ができ，貴重な成果
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が上がった。
　出土陶磁器調査は奄美地域では手久津久遺跡群中増遺跡，先島地域ではフルストバル遺跡４・５・10・15号住居
跡の全点カウントを完了した。また，沖縄県立博物館・美術館が所蔵する先島地域の採集資料も併せ調査すること
で，少ないデータを補うこともできた。今後，報告書を作成するにあたり，調査編としてこれらの基礎データを提
示する。
　また，琉球における石積技術の検討をおこなうにあたり，基礎資料となるみゃーかの測量調査もおこなった（久
松みゃーか群２基，スサビみゃーか）。中世にさかのぼる巨石墓には，複雑な石切，石積技術が駆使されている。
３基のみゃーかを初めて図化することができたので，今後これを素材として具体的に議論する素地が整った。

５．全期間の研究成果

　文献史学を中心に，研究の進展が著しい古琉球史を総合的に取り扱うにあたり，まずは文献史学・考古学の研究
史を把握して問題点を探ることを重視した。そのうえで，本研究会独自にオリジナルデータを蓄積することで，奄
美・先島から琉球を見つめなおすことが有意義であることを認めた。
　具体的に，オリジナルデータは共同研究員による①中世集落遺跡の測量図作成，②同一基準による出土陶磁器全
点カウント，によって積み上げることとし，①中世集落遺跡としては，比較的遺存状態が良好であった竹富町波照
間島ミシュク村跡遺跡を選んだ。平板測量により200分の１の図面を作成することとし，３年間かけて完成させた。
②陶磁器調査は，奄美地域では喜界町城久遺跡群大ウフ遺跡，同手久津久遺跡群中増遺跡，先島地域では宮古島市
住屋遺跡，同ミヌズマ遺跡，石垣市フルストバル遺跡（１・２・３・４・５・10・15号住居跡），竹富町新里村遺
跡（東・西）出土資料を対象としたほか，沖縄県立博物館・美術館所蔵ジョージ・H・ケア氏採集資料等も参考資
料として実施した。
　研究会では，これらのデータをもとに先島の集落の特徴，琉球周辺域の陶磁器様相を検討し，具体的資料に根差
した新たな琉球史像を提示した。それらは，喜界町での「シンポジウム　中世の喜界島を考える」（2016年度），那
覇市での「シンポジウム　琉球帝国という視点」（2017年度）を通じて，研究会外部の研究者にも情報発信し，共
に議論することができた。
　個別研究としては，研究会メンバー全員および研究協力者から合計35本の研究報告があった。これらは平成31年
度刊行予定の『国立歴史民俗博物館研究報告』にまとめる。
　なお，本共同研究は，文部科学省科学研究費補助金（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─」（研究代表者：村木二郎）と併行して実施しており，相互に補完し合って調査・研究を進めた。

６．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　伊豆の国市教育委員会・文化財調査員
　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　小田原城総合管理事務所・主査
　鈴木　康之　県立広島大学人間文化学部・教授
　中島　圭一　慶應義塾大学文学部・教授
　荒木　和憲　本館研究部・准教授
　齋藤　　努　本館研究部・教授
　松田　睦彦　本館研究部・准教授
○田中　大喜　本館研究部・准教授
◎村木　二郎　本館研究部・准教授
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Ⅰ−１　共同研究

（７）「「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
的に検討し，それを企画展示として総合化して表現すると同時に，個別分野の諸運動を，他の運動との関連性を意
識して論文化し，研究報告集としてまとめ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

　共同研究最終年度の本年においては，①研究の推進，②展示と図録の制作，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，国立歴史民俗博物館研究報告特集号刊行に向けた共同研究会での個別研究発表，②
全体展示案・図録構成の確定・執筆，図録完成と展示の実施，会期中のフォーラム・歴博講演会の実施による研究
成果の公表，③最初に受入れた東大闘争資料，日大闘争資料リストの完成と公開体制を整えること，を目標とした。

３．今年度の研究経過

　2017年度は４回の全体会議を開催し，企画展示内覧会に併せて，歴博フォーラムの打ち合わせ会議を実施した。
　第１回会議は2017年４月15，16日両日，国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。図録校正案，展示構成案
につき，展示各部分の主担当である平井一臣，安田常雄，矢作正，相川陽一，黒川伊織，清水靖久，小杉亮子，河
西英通，荒川章二よりそれぞれ報告がなされ，各パートにつき議論をおこなった。
　第２回会議は2017年７月１日，2日両日，国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。図録入稿後の工程の確認，
図録掲載資料以外の展示予定資料の確認，パネル作成，解説シート，資料の集荷・設営，内覧会，プレス対応など
につき打ち合わせを行った。
　第３回会議は，2018年１月27日，28日，国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。展示アンケートを利用し
て，展示についての反響に関する報告，及び討議をおこなった（荒川「企画展示実績報告」）。その他，研究報告集
に向けた下記研究発表として，平井一臣「ベ平連運動における経験と記憶」，河西英通「1968～1969年北大紛争に
おける「民主」と「変革」」の２報告・質疑が実施された。
　第４回会議は，2018年３月17日，18日の両日，国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。初日，研究報告特
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集号執筆・編集計画を確認した上で，同報告集に掲載予定の小杉亮子「東大闘争の戦術・戦略に見る1960年代学生
運動の男性性」，清水靖久「学部処分，白紙撤回か白紙還元か──東大紛争の分岐点」，根津朝彦「大学担当記者か
ら見た「1968年」大学闘争──『毎日新聞』の内藤国夫を中心に」３人の報告と質疑，２日目に，相川陽一「運動
参加と経験の振り返り─三里塚闘争の支援者支援における「参加の持続」をめぐって」「三里塚闘争における主体
形成と地域変容」，谷合佳代子「大阪府立旭高校における闘争」，荒川章二「日大闘争－9.30大衆団交以後ー」３人
の報告が行われた。

４．今年度の研究成果

　①の研究活動としては，上記研究経過記載の様に，展示終了後引き続き集中した個別研究報告をおこない，研究
報告集刊行を準備した。また，展示期間中におこなった歴博フォーラム「戦後社会運動のなかの『1968年』」には
台風の最中209名の参加をえて会場参加者との活発な質疑が交わされ（予約は約300人），11月11日の歴博講演会「全
共闘とは何だったのか─歴博所蔵資料から見える世界─」には490人という多数の参加をえた。
　なお，本年度中公表の研究成果は以下の通り。
　荒川章二「戦後史における「1968年」」総合誌『歴博』205号，国立歴史民俗博物館，pp.15-18，2017年11月30日
　荒川章二　『日本歴史』834号口絵および解説，，日本歴史学会，吉川弘文館，2017年11月１日
　荒 川章二「歴史への招待状　「1968年」─無数の問いの噴出の時代」総合誌『歴博』204号，国立歴史民俗博物館，

pp.24-25，2017年９月30日
　平井一臣「現代日本の社会運動とイデオロギー─1968年を起点として─」『法学論集』第52巻１号，2017年11月
　②の展示に関する成果やマスコミの高い関心については，詳しくは本研究報告「企画展示」の該当項目の記載を
参照されたい。観覧時間，アンケート回答率など，質的に見て高い関心度合いを示したことが，展示の特徴であっ
た。また，③記載以外にも，多くの関係資料の寄贈があったことも特筆される。
　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，および追加で
受入れた裁判関係，雑誌類，パンフレットその他の史料群など併せて約6000点の整理が完了した。また，日大資料
41箱約14000点のリスト化も完了し，その後，公開に向けたリストの整理を進めた。
　これに加えて，展示実施の関係で，東京教育大全学闘関係資料（1020点），東京医科歯科大学紛争関係資料（275
点）などの史料群の寄贈を受け，資料整理を実施した。なお，本年度実施を予定していた東京教育大資料の整理（ダ
ンボール36箱）は，上記史料群の最終整理に時間を割かざるを得なかったため，次年度の作業として計画を再構築
した。

５．全期間の研究成果

　課題設定に対応して，研究成果・展示・資料収集と整理の３側面から総括する。
　研究成果については，第１に，展示図録（Ａ４版　227頁）であり，1968年社会運動の重要な特性を「個の主体性」
の発現として押さえ，そこから発せられた様々な「問い」の質を重視する角度から，この時期の運動を総括する視
点を具体例として示した。また歴博フォーラムや歴博講演会を通じて，この研究的意義についての問題提起をおこ
なうことができた。第２に，研究報告集の予定論考（仮題）は以下の通りであり，共同研究でおこなった重要な運
動当事者の聞き取り記録を含めて，2018年度中の刊行を目指す。
　荒川章二「共同研究の経過と概要」，平井一臣「ベ平連運動における経験と記憶」，清水靖久「学部処分，白紙撤
回か白紙還元か──東大紛争の分岐点」，河西英通「1968～1969年北大紛争における「民主」と「変革」」，根津朝
彦「大学担当記者から見た「1968年」大学闘争──『毎日新聞』の内藤国夫を中心に」，小杉亮子「東大闘争の戦術・
戦略に見る1960年代学生運動の男性性」，谷合佳代子「大阪の高校全共闘」，荒川章二「日大闘争－9.30大衆団交以
後ー」，相川陽一「三里塚闘争における主体形成と地域変容」，大串潤児「サークル山脈－1960年代後半の地方都市
のサークル運動」，平野泉「日本の反アパルトヘイト運動とその記憶について」，日大闘争聞き取り（大場久昭，森
雄一，池上宣文，清宮誠）
　第３に，既に公にされた主要な研究成果（学会誌の研究論文）は，『大原社会問題研究所雑誌』（697号，698号）
で特集が組まれたうちの，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，これらの成果は展示設計で活かされた。
　また，共同研究期間終了後公表された研究成果は，平井一臣「1968年のベ平連–生成・共振・往還の運動のなかで」
『思想』1129号，2018年５月掲載予定，および小杉亮子『東大闘争の語り——社会運動の予示と戦略』新曜社.（2018
年４月刊）である。
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　展示については，観覧者の反応，メディアの反応，同時代史学会2017年度大会が展示の観覧・展示批評会を含め
て，「1968年」を大会全体会のテーマとして設定，実施されるなど諸方面からの注目をえた。2018年12月発行予定
の同学会誌『同時代史研究』では，展示批評を含めて，この展示に関する特集が企画されている。また，歴史科学
協議会『歴史評論』818号（2018年６月号，６月１日刊）に展示批評として，西田慎「国立歴史民俗博物館『1968』
展を見て」が掲載された。
　資料については，日大闘争資料・東大資料をはじめとして，展示に関わっていくつかの資料（上述）の寄贈を受
け，目録化と公開体制を推進した。本館資料以外にも，埼玉大学市橋秀夫研究室所蔵九州ベ平連関係資料（ダンボー
ル３箱，1579点）の目録整備作業を行った。近年推進されている地域ベ平連研究をはじめとする地域社会運動研究
に寄与すること大と思われる。このほか，東大闘争資料に関しては，類似資料の収集と整理を進めている東京大学
文書館（デーラベース科研プロジェクト）との意見交換の場を設定し，情報の交流を進めた（2016～17年度）。また，
この共同研究．展示をめぐって，歴博として，大学関係で，東京大学文書館・京都大学大学文書館・九州大学大学
文書館・東北大学大学文書館・北海道大学大学文書館・広島大学文書館・神戸大学附属図書館大学文書史料室，立
教大学共生社会研究センター，法政大学大原社会問題研究所などとの連携・交流に寄与した。

６．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
○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

（８）「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
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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，2017年度の研究計画は次のように予定している。
　今年度は，愛知県吉胡貝塚出土人骨を主たる検討資料とし，広い墓域の範囲の中から，その縁辺部および中心部
にある資料のうち埋葬属性の明確なものを抽出し（担当：設楽・近藤・山崎・山田），それらについて年代測定・
安定同位体比の測定を行い（担当：米田・日下・坂本・工藤），吉胡貝塚の墓域の時期的変遷を明らかにする。また，
これに基づき埋葬小群の抽出を行い，当該遺跡における墓域構造について検討を加える（担当：設楽・山田）。こ
の間，歴博において研究会を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

　今年度から公募によって新たな共同研究者として広島大学の石丸恵利子氏にご参加いただくことになった。
　また2017年４月より山田および共同研究者の日下氏を中心として吉胡貝塚のサンプリングおよび人骨のサンプリ
ングとともにコラーゲンの抽出を行っていただいた。これらの資料については，共同研究者の米田氏が勤務する東
大博物館のラボにおいて同位体分析および年代測定を行って頂いた。また，これと関連する保美貝塚1965年出土資
料についてもサンプリング及び年代測定を行った。さらに津雲貝塚の年代測定値と比較検討するために愛媛県平城
貝塚出土人骨の年代測定を行った。これらの研究経過を踏まえながら，2018年１月28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。
１：山田康弘「岡山県船元貝塚・熊本県轟貝塚・岡山県津雲貝塚出土人骨の年代測定結果と考古学的属性について」
２：石丸恵利子「魚骨の炭素・窒素同位体分析について」
３：覚張隆史「伊川津貝塚女性人骨IK002の全ゲノム配列決定」
４：設楽博己「沖縄県北谷町平安山原B遺跡で出土した亀ヶ岡系土器について」
これらの研究発表と討議の後，今後の研究の方針確認と打ち合わせを行った。

これらの研究成果を踏まえて，第二回研究会を2018年２月11日に東京大学総合研究博物館３階第１演習室にて行っ
た。この研究会では以下の点を検討した。
１：山田康弘「本共同研究の目的と経緯」
２：山田康弘「岡山県津雲貝塚の現況と研究史的諸問題」
３：日下宗一郎「岡山県津雲貝塚出土人骨の年代測定結果と食性の時期的変化」
４：討議「津雲貝塚における社会構造について」
５：米田　稔「弥生時代における雑穀利用と縄文農耕」

４．今年度の研究成果

　今年度の研究は当初吉胡貝塚の研究を中心に進める予定であったが，年代測定の実施，および解析に思った以上
の時間がかかったことから，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点は，
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昨年度と同じ結果であるが，墓域の展開が東南側から西北側に広がっていったこと，墓域の主な形成時期が凹線文
土器の時期と考えられること，男女差，年齢差といった差異と年代がリンクしないことなど新規の知見が得られた。
さらにこれらの年代を補正するために，石丸氏によって瀬戸内海産の魚介類の検討が始まるなど，来年度へ向けて
研究の前身が見られた。
　また，DNAの分析に関しては従来より検討を行っている伊川津貝塚出土人骨のデータが整理され，これらのデー
タを用いて人類のアジア域への展開が太田・覚張・米田氏および山田によって考察されており，その成果を取り入
れた形で執筆された論文が『Science』に掲載される予定となっている。
　一方で，吉胡貝塚の事例はサンプル数が200を越えるといった点もあり，解析に時間を要し，検討が繰り越しになっ
てしまっている。この点は反省すべき点でもあるが，測定結果の報告書が上がってきており来年度において集中的
に検討を行う予定である。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　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）
　石丸恵利子　広島大学総合研究博物館・研究員（遺跡出土魚骨の同位体分析）
　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）

（９）「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。
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３．今年度の研究経過

2017年５月10日：研究打ち合わせ（国立歴史民俗博物館），参加４名（坂本，中尾，清水，箱﨑）
　公募研究員である京都工繊大・清水重敦教授の参画を受け，収蔵庫内で建造物古材の実見を行いながら研究の進
め方について議論した。昨年実施した収蔵庫内での古材調査を引き続き実施することになり，清水研究室の大学院
生が参加することになった。
2017年８月７～10日：資料調査（国立歴史民俗博物館），参加８名（坂本，清水，藤井，箱﨑，学生４名）
　収蔵庫内で建造物古材の調査を実施した。清水研究室の大学院生４名が参加し，古材の採寸，撮影，加工痕，風
蝕などを記録した。また目視で樹種，年輪数を確認した。調査にともなって剥落した古材断片を回収し，炭素14年
代測定を実施した。
2017年８月31日：研究打ち合わせ（国立歴史民俗博物館），参加２名（坂本，横山）
　古材調査を踏まえ，木材劣化の調査方法について議論した。
2017年11月９日：研究会（国立歴史民俗博物館），参加９名（坂本，鈴木，箱崎，中塚，大山，横山，藤井，中尾，
清水）
　建造物古材調査を受け，進捗状況について清水から報告があった。また，調査時に拾得した破片の炭素14年代測
定を実施し，その結果を坂本が報告した。
　本研究は試料採取を前提としており，建造物古材の持つ情報を損ねないような採取が可能であるか，建築史学の
立場から改めて調査を行うことを確認した。

４．今年度の研究成果

　昨年度の調査は樹種，年輪数の確認を優先したため600点近い調査が進んだが，今年度は130点にとどまった。し
かしながら調査自体は精密に行われ，加工痕などの情報を詳細に抽出できた。修理報告書から，本資料は1934～
1935年の東大門修理の際の古材を多く含むことがわかった。なお，調査には京都工芸繊維大学の大学院生４名が参
加し，教育的な配慮も行った。
　調査にともなう古材の収蔵庫内での移動の際，断片が大量に発生した。なるべく外側の年輪を回収し，炭素14年
代測定を実施したところ，大きく古代，中世，近世の３グループに分けられた。近世のグループは16世紀前後の年
代に相当し，江戸初期の修理の際の用材と考えられる。中世のグループは11～13世紀の年代に分布し，たびたび部
材が交換される機会があったことを示す。
　古代のグループは西暦500年前後の時期に集中した。炭素14年代は年輪の生育年を示し，製材時に落とされた伐
採年までの年数を加味する必要はあるものの，創建時に近い時期の古材が少なからず含まれていることがわかった。
　種類，形，加工痕や風蝕，帰属建物の時期や修理記録などを元に進められてきた建造物古材の時期比定に，自然
科学的な方法を応用できた。年代の絞り込みは十分ではないが，今後予定する木材科学的な調査において，対象資
料を選定する手がかりを与えたことは評価できる。

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
　清水　重敦　京都工芸繊維大学・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
　箱﨑　真隆　本館研究部・特任助教
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（10）「 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】「二五穴─この水はどこから来るのか（仮題）」（2016年度制作準備開始）
　 概要：房総丘陵の灌漑用水路「二五穴」を中心に，およそ１年にわたって地域の生活との関係を記録し，江戸終

わりから現代にいたる，房総丘陵における水田開発と自然開発の歴史的な変遷過程をたどりながら，身の丈にあっ
た持続的な自然資源利用の可能性を問う。

【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。

３．今年度の研究経過

【映像制作】
　 「モノ語る人びと―津波被災地・気仙沼から」は，今年度，編集を中心に進め，完成に至って，2018年３月17日

（土）開催の「歴博フォーラム12」で上映した。「二五穴」に関する研究映像は，代掻き，田植えなどのほか，
ドローンによる空撮（春・秋の２回），地域の人びとのインタビュー，祭礼，絵馬等の資料などの撮影を，概ね
予定通りに進めることができた。また，調査・撮影を昨年度開始したからむしの生産技術をテーマとした研究映
像では，季節ごとの作業工程を概ね計画に従って調査・撮影できた。

【研究会】
　開催日：2017年５月14日（日）
　場所：歴博（第二会議室）
　内容：西谷大「二五穴の制作計画について」
　　　　分藤大翼「からむし生産技術の制作計画について」
　　　　鈴木卓治「歴博の研究映像の活用に関する技術的問題について」
　　　　その他（予算配分と今後の予定）
　開催日：2017年８月６日（日）
　場所：歴博（第２会議室）
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　内容：春日聡（上映と報告，討論）
　　　　 「スカラ＝ニスカラ　バリの音と陶酔の共鳴」（製作・監督・撮影・録音・編集：春日聡，2013年，57分）
　　　　葉山茂　制作中の映像についての中間報告と討論
　開催日：2018年３月17日（土）
　場所：歴博（第２会議室）
　内容： 歴博映像フォーラム「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から─」に参加したほか，上映された研究映

像「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」について討論をおこなった。
【その他】
　・「明日に向かって曳け」の英語版DVDを作成した。

４．今年度の研究成果

　「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から─」については，制作担当である葉山氏の原案を，共同研究員の川
村・分藤・春日・内田各氏で検討し，共同作業でシナリオを構成していったほか，春日氏を中心に音声の検討をお
こない，整音を綿密におこなうなどして，完成映像の質を高めることができた。研究者自身が企画・撮影・ポスト
プロダクションまでおこなう作品を制作する過程で，とくにポストプロダクションの部分について，経験と知識を
豊かにすることができた。これらの成果は，最終年度にポストプロダクションのプロセスを残している「二五穴」
「からむし」を進める中で役立てることができる。

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

（11）「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年号勘文を提出す
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。
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　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，『元秘別録』の翻刻・校注を含む年号勘文資料を整
備する作業を進め，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，歴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

　2017年度の研究計画は，前年度までの研究内容・成果を土台に据えた上で，年号資料について廣橋家との関連を
注視しつつ，以下の各項目に属する調査と研究を進める。
（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一方，研究計画最終年度において研究成
果の可視性を確保し，社会還元を行うために，以下の三つの事業を実施する。
（１）特集展示「年号と朝廷」
（２）歴博フォーラム「年号と日本文化」
（３）国際学術シンポジウム「年号と東アジアの思想と文化」
　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
定しているので，年内刊行を実現するべく編集作業を進める。

３．今年度の研究経過

①研究報告　2017年５月21日（京都大学文学部）
　５月21日，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），水上雅晴（中央
大学）の４名が京都大学文学部で開催された第116回訓点語学会研究発表会において，「年号勘文の訓法─廣橋家旧
蔵記録文書典籍類の中から─」と題する研究報告を共同で実施した。主として，館蔵の「経光卿改元定記」（H-
63-203）から知られる年号勘文の訓読法についてこれまでの研究を通して得られた知見を披瀝した。

②館蔵資料調査および広報連携センター会議への出席　2017年５月９日（国立歴史民俗博物館）
　５月９日，水上雅晴（中央大学）が本年度開催の歴博フォーラム「年号と日本の文化」の実施に関する報告をし
た。併せて館内事務担当者と10月に実施予定の国際シンポジウム「年号と東アジアの思想と文化」の準備に関する
調整を行った。さらに「元号字挙難」（H-63-184）など館蔵資料の調査も行った。

③館蔵資料調査および研究打ち合わせ　2017年５月31日－６月１日（国立歴史民俗博物館）
　５月31日から６月１日にかけて，石井行雄（北海道教育大学），近藤浩之（北海道大学），石立善（上海師範大学），
髙田宗平（大阪府立大学），水上雅晴（中央大学）の５名が「改元定申詞」（H-600-1023）ほかの館蔵資料を調査した。
調査は，９月に開催する特集展示「年号と朝廷」に展示する資料の選定も兼ねて実施され，その合間に展示および
歴博フォーラムに関する相談も行った。

④国際学術シンポジウムでの研究発表　2017年７月１・２日（南京大学文学院）
　７月１日・２日，の二日間，水上雅晴（中央大学）が上記学術会議に招待され，「日本中世公卿與漢籍：以年號
資料中“難陳”為考察中心」と題する研究報告を実施した。研究報告の中では，館蔵資料の『経光卿改元定記』も
利用しながら，年号資料における「難陳」の学術上の意義について論じたところ，質問・コメントが多く寄せられ
た。報告の最後に，特集展示，歴博フォーラムおよび国際学術シンポジウムに関する宣伝も行った。
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⑤資料調査および研究会と打ち合わせ　2017年７月7-10日（国立歴史民俗博物館，都立中央図書館，東洋文庫）
　７月7-8日は，館内で資料調査と研究打合せを実施した。資料調査は，主として開催時期が近づいた特集展示に
使う資料に関わるものであり，「太平記絵巻」（H-600-27），「年号勘文他20通」（H-600-201）などを熟覧調査した。
調査した内容を踏まえて，展示内容と方法に関する打合せ会議も実施した。参加者は，石井行雄（北海道教育大学）・
大川真（中央大学）・小島道裕（国立歴史民俗博物館）・近藤浩之（北海道大学），石立善（上海師範大学）・髙田宗
平（大阪府立大学）・福島金治（愛知学院大学）・水上雅晴（中央大学）の８名であり，水上が代表をつとめている
科研のメンバーである小幡敏行（横浜市立大学）もゲストとして参加した。調査と打合せに関する記録の補助者と
して，吉田勉（北海大学大学院博士後期課程）にも参加してもらった。長時間にわたる打合せを通して，陳列資料
と範囲，配列，それに展示に使うパネルやキャプションの文章作成の割り当てを決めることができた。８日午前は
福島教授による研究報告と討議もなされた。９日は，石井・近藤・吉田・水上の４名が都立中央図書館にて年号関
連資料の調査を実施した。10日は二手に分かれ，石教授は国会図書館にて年号関連資料の実施をした。石井と水上
は東洋文庫にて広橋家旧蔵本であり紙背に『元秘抄』が鈔写されている国宝『古文尚書』の調査を実施し，白点と
角筆を多数見出すことができた。

⑥国際企画室会議への参加　2017年７月25日（国立歴史民俗博物館）
　７月25日，水上雅晴（中央大学）が国際企画室会議に出席し，10月に開催する国際学術シンポジウムに関して説
明を行った。会議の中で，研究発表する20数名の研究者をいくつかのセクションに分け，そのセクションごとの特
徴が容易に分かるようなタイトルを附するべきだという意見が寄せられ，その意見を踏まえてプログラム内容を組
み替えた。

⑦館蔵資料調査　2017年７月28日（国立歴史民俗博物館）
　７月28日，特集展示に展示する資料の展示箇所の確認のため，髙田宗平（大阪府立大学）と水上雅晴（中央大学）
の２名が「年号事（霊元天皇宸筆年号備忘）」（H-600-205-3-15）などの館蔵資料調査を実施した。

⑧館蔵資料調査　2017年８月17-18日（国立歴史民俗博物館）
　展示に使う資料調査として，８月17-18日，石井行雄（北海道教育大学）が「柳原忠光卿年号勘文　外九通」
（H-63-238-3）ほかの館蔵資料調査を熟覧した。

⑨展示に関する打合せ　2017年８月25日（北海道大学文学部）
　展示パネルのキャプションを集中的に作成するため，石井行雄（北海道教育大学）と水上雅晴（中央大学）が北
海道大学文学部に出向き，近藤浩之（北海道大学）と文言の作成作業を実施した。意見交換しながら作業を集中的
に行うことができたので，大半のパネルのキャプション案が完成した。

⑩演示作業立ち会い　2017年９月７・11日，10月２日（国立歴史民俗博物館）
　９月７日と11日，小島道裕（国立歴史民俗博物館）と水上雅晴（中央大学）が特集展示の演示作業，および10月
２日に実施された展示替えに立ち会った。

⑪特集展示の開催　2017年９月12-10月22日（国立歴史民俗博物館）
　９月12日から10月22日にかけて，特集展示「年号と朝廷」を開催した。平成が近々改元されることが決まり，年
号に関する関心が高まったこともあり，開催初日に水上雅晴（中央大学）が実施したギャラリートークには，多く
の来場者を得た。複数の新聞に関連記事が掲載された。９月23日には，第二回のギャラリートークが石井行雄（北
海道教育大学）と近藤浩之（北海道大学）によって実施された。

⑫歴博フォーラムの実施　2017年９月16日（国立歴史民俗博物館）
　９月12日，館内大講堂にて第106回歴博フォーラム「年号と日本文化」を開催した。研究報告は，所功（京都産
業大学名誉教授）による基調報告「日本年号の来歴と特色」に続き，石立善（上海師範大学）「中国の年号と予言」，
福島金治（愛知学院大学）「鎌倉幕府の「延慶」改元・改暦への関与」，水上雅晴「難陳─朝廷における改元議論の
実態」の順で報告がなされた。多くの参加者が集まり，アンケートに記入された感想も概ね好評であった。

⑬「歴博のミカタ」収録　2017年９月16日（国立歴史民俗博物館）



43

Ⅰ−１　共同研究

　ケーブルネット296で放映される「歴博のミカタ」の中で，特集展示が取り上げられることになり，小島道裕（国
立歴史民俗博物館）が説明役となり，番組が収録された。

⑭国際学術シンポジウムの開催　2017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，ガイダンスルームにて国際学術シンポジウム「年号と東アジアの思想と文化」を開催
した。石井行雄（北海道教育大学）「国語学（書記論）から見た今回の展示」，大川真「近世日本における一世一元
論」，末永高康（広島大学）「いわゆる『兼良公三革説』について」，武田時昌（京都大学）「中国古代の暦運思想」，
田中大喜（国立歴史民俗博物館）「南北朝期日本の年号に関する二，三の問題─公年号・不改年号・私年号─」を
含む22件の研究報告がなされた。討議も活発に行われ，参加者の一人から，同様の会議をもう一度開催してほしい
とのリクエストが寄せられる程の盛会となった。本会議で発表された論考をもとに編集した論文集が商業出版され
ることが決定している。

⑮国際学術シンポジウムへの参加　2017年12月2-3日（上海師範大学）
　共同研究メンバーである石立善教授が主催する「古写本経典的整理与研究」国際学術シンポジウムに髙田宗平（大
阪府立大学）と水上雅晴（中央大学）の２名が招待され，それぞれ共同研究計画に関わる内容の論文を発表した。

⑯国際学術シンポジウムへの参加　2017年12月22日（北京大学）
　12月22日，北京大学で開催された「古写本経典的整理与研究」国際学術シンポジウムに水上雅晴（中央大学）が
招待され，「日本年号与経学文献」と題する論文を報告した。

⑰学術シンポジウムでの研究報告　2018年２月21日（二松学舎大学）
　２月21日，二松学舎大学東アジア学術総合研究所主催の「春秋左氏伝と現代の中国学」に水上雅晴（中央大学）
が招待され，「『春秋』と年号勘文資料」と題する研究報告を行った。同論文は，上記研究所によって後日刊行され
る論文集への掲載が決まっている。

⑱館蔵資料調査　2018年２月26-28日（国立歴史民俗博物館）
　２月26日から28日までの三日間，水上雅晴（中央大学）が館蔵資料を調査した。今回調査した中では，「年号勘
文部類」（H-63-210）に特筆すべき事象が確認できた。すなわち，同資料の改元記事に引かれている年号勘文の中，
一つが年号勘文を集大成した『元秘別録』には収録されていないものであることが判明した。各種年号関係史料を
調べての確認作業はこれから行うが，上記の年号勘文はこれまで未発見の資料である可能性が高い。調査の合間に，
小島道裕教授と総合誌『歴博』の年号特集号に掲載する論考・コラムの進行状況などについて打合せを実施した。

⑲館蔵資料調査　2018年３月15-16日（国立歴史民俗博物館）
　３月15-16日，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）の３名が最後にまと
める『研究報告』の準備のため，重文『周易』（H-743-466）や「年号難陳」（H-63-222）など館蔵資料の調査を実
施した。

⑳館蔵資料調査，第六回研究会および打合せ会議　2018年３月27-29日（国立歴史民俗博物館）
　３月27日から29日までの３日間，最後にまとめる研究報告の準備のため，大川真（中央大学）・近藤浩之（北海
道大学）・末永高康（末永高康）・石立善（上海師範大学）・髙田宗平（大阪府立大学）・福島金治（愛知学院大学）・
水上雅晴（中央大学）の７名にゲストとして小幡敏行（横浜市立大学）・鶴成久章（福岡教育大学）の２名が加わり，
「貞享度改元難陳」（H-600-205-3）などの館蔵資料の調査を実施した。28日に開催された研究会では，福島が「鎌
倉期の年号勘申者の家と公武政権」，水上が「年号勘文資料と難陳」と題する研究報告をそれぞれ行った。続いて
開催された打合せ会議には，小島道裕（国立歴史民俗博物館）も加わり，三年間の研究成果を振り返り，最終的な
報告書として完成する『研究報告』の準備などについて相談を行った。

４．今年度の研究成果

　本年度は，館蔵資料を中心とする資料調査を８回を行い，大半の調査の際に，打合せ会議を併せて実施した。研
究報告は12件あり，大多数が国際学会の場で発表されたものである。刊行された論文は４篇であった。特筆すべき
は，年号資料を影印し，日中二カ国語の解題を付した『日本漢学珍稀文献集成（年号之部）』全５冊が刊行された



44

ことであり，年号資料の国際的な活用を進展させることにつながることが期待される出版事業を完成させることが
できた。９月から10月にかけて相次いで実施した特集展示「年号と朝廷」，第106回歴博フォーラム「年号と日本文
化」，歴博国際シンポジウム「年号と東アジアの思想と文化」は，年号に関する研究の深化を促すのみならず，研
究成果を社会に還元する点で大きな意味を持つ事業となった。以上を含む研究成果の具体的な中身については，記
述の重複を避けるため，事項に掲げた。

５．全期間の研究成果

　館内外の関係者から多大なる協力をたまわったおかげで，三年間にわたる共同研究期間内に多くの研究成果を挙
げることができた。具体的な研究成果物や活動内容については，下記の【刊行物】以下のリストを参照されたい。
研究期間全体を通した研究成果の概要は，以下の三項目にまとめられる。

（１）年号勘文資料の整理：年号勘文が記されている資料には，朝廷官人の日記，および日記から改元記事を抽出
して編集した『改元部類記』，年号勘文を集成した『元秘別録』などがある。今後，年号勘文の研究を進めていく
には，『元秘別録』が重要な基礎資料になると考え，その整理を行い，下記の�の中に一本を影印して解題を附した。
『元秘別録』の翻刻と館蔵資料を含めての校注作業は現在も進行中であり，その成果は『研究報告』特集号の中で
発表する予定である。

（２）年号勘文資料の研究：様々な専門領域に属する研究メンバーが集まったことで，年号勘文に対して，中国思
想，日本史学，国語学，文献学などの知見を生かした多角的な考察を進めることが可能となった。その成果につい
ては，下記の【刊行物】や【口頭発表】の下に並んでいる諸論考を参照されたい。
　特筆すべき成果の一つとして，�が挙げられる。平安時代以降，「革運・革命・革令」すなわち「三革」の歳に
改元することが定例となったが，この「三革」に関わる諸説を集成した『三革説』と呼ばれる書物がある。『兼良
公三革説』は，その代表的なものであり，九条良経が編集したものを一条兼良が増補することによって現在の形に
完成したと見なされてきた。しかし，同書の中で引かれる易説や提示される術数に関わる議論に詳細に検討を加え
ることで，確かに九条良経の仕事に対して増補がなされているものの，手を加えた者は兼良とは別人であることが
明確となった。末永高康（広島大学）による考察を通して，『兼良公三革説』の成立に関する定説の見直しが必要
であることが明らかになったのである。
　このほか，改元に対する武家側からの干渉の詳細な実態，年号勘文の引文と漢籍旧鈔本や類書などとの関係，従
来，学術的価値に乏しいと見られていた「難陳」が日本漢学に関して持つ意味などのテーマに関わる考察について
も一定の伸展が見られた。

（３）年号勘文資料以外の研究：年号勘文資料に属さない資料についても調査と研究を進めた。この点に関して特
筆すべきは下記の�である。田中本重文『周易』には，朱で加えられたヲコト点のほかに，「白点（はくてん）」を
刷り消した痕跡が随所に認められる。調べを進めると，朱点は博士家の者によって加えられたものであり，「白点」
はそれより前に僧侶によって加えられたヲコト点であって，施されている位置を吟味することで，「第三群点」と
呼ばれるタイプに類することがわかった。つまり，鎌倉時代における儒家の典籍の読み方を示す貴重な訓点資料で
あることが判明したのである。本項目に属するそれ以外の研究成果として，特集展示「年号と朝廷」も挙げられる。
展示会場で陳列した資料やそれらに附した解説文を通して，年号勘文資料が持つ学術的価値や面白さを研究者のみ
ならず，一般の参観者とも共有することができた。

【刊行物】
（ａ）論文
� 　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）
� 　石立善「中国の年号と予言」（『第106回歴博フォーラム　年号と日本文化』，国立歴史民俗博物館，2017年９月，

12-17頁）
� 　福島金治「鎌倉幕府の「延慶」改元・改暦への関与」（『第106回歴博フォーラム　年号と日本文化』，国立歴史

民俗博物館，2017年９月，18-23頁）
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� 　水上雅晴「難陳─朝廷における改元議論の実態」（『第106回歴博フォーラム　年号と日本文化』，国立歴史民俗
博物館，2017年９月，24-29頁）

� 　水上雅晴「日本年号資料中的《尚書》」（銭宗武・盧鳴東主編，朱岩副主編『第四届国際《尚書》学学術研討会
論文集』（広陵書社，2017年11月，917-929頁））

� 　髙田宗平「浅論日本古籍中所引《論語義疏》─以《令集解》和《政事要略》為中心」（張伯偉編『域外漢籍研
究集刊』第15輯，中華書局，2017年12月，271-286頁）

（ｂ）書籍
� 　国立歴史民俗博物館編『第106回歴博フォーラム　年号と日本文化』全30頁（国立歴史民俗博物館，2017年９

月16日）
� 　水上雅晴・石立善主編『日本漢学珍稀文献集成（年号之部）』全５冊，5000頁（上海社会科学院出版社，2018

年１月）
＊ 同書の解題担当：近藤浩之「革暦類解題」，末永高康「三革説解題」，石立善「元号六十字之注解題」，髙田宗平「元

秘抄解題」「迎陽文集解題」，武田時昌「革命勘文解題」，名和敏光「革命勘文解題」，福島金治「迎陽文集解題」，
水上雅晴「元秘別録解題」

（ｃ）その他の刊行物
� 　水上雅晴「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（歴博けんきゅう便64）」（『歴博』204号，

国立歴史民俗博物館，26-27頁）

【口頭発表】
� 　水上雅晴「日本年號資料中有關經學的記載與紀傳博士家的學問：以廣橋家舊藏書為考察中心」（「経学史研究の

回顧と展望─林慶彰先生栄退紀念」国際学術シンポジウム，京都大学文学部，2015年８月21日）
� 　髙田宗平「日本中世『論語義疏』受容史初探」（「西域と東瀛：中古時代経典写本国際学術シンポジウム」，上

海師範大学，2015年12月19日）
� 　水上雅晴「浅論日本国内抄写和伝承的漢語経典文本」（「西域と東瀛：中古時代経典写本国際学術シンポジウム」，

上海師範大学，2015年12月19日）
� 　水上雅晴「日本年号資料中的『尚書』」（国際≪尚書≫学第４回学術シンポジウム，香港バプティスト大学，

2016年４月19・20日）
� 　水上雅晴「年号与日本政治和学術」（「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，台

湾師範大学，2016年６月24日）
� 　福島金治「鎌倉幕府の延慶改元・改暦への関与について」（講座「国宝を学ぶ」研究報告，神奈川県立金沢文庫，

2016年９月25日）
� 　水上雅晴「日本年号資料中的漢籍鈔本」（「写本時代的経典」国際学術フォーラム，上海師範大学，2016年10月

25日）
� 　水上雅晴「年号と日本漢學」（無窮会１月例会，和光大学ポプリホール，2017年１月29日）
� 　石井行雄・近藤浩之・髙田宗平・水上雅晴「年号勘文の訓法─廣橋家旧蔵記録文書典籍類の中から─」（第116

回 訓点語学会研究発表会，京都大学，2017年５月21日）
� 　水上雅晴「日本中世公卿與漢籍：以年號資料中“難陳”為考察中心」（第二回南京大学域外漢籍研究国際学術

シンポジウム，南京大学文学院，2017年７月２日）
� 　石立善「中国の年号と予言」（第106回歴博フォーラム「年号と日本文化」，国立歴史民俗博物館，2017年９月

16日）
� 　福島金治「鎌倉幕府の「延慶」改元・改暦への関与」（第106回歴博フォーラム「年号と日本文化」，国立歴史

民俗博物館，2017年９月16日）
� 　水上雅晴「難陳─朝廷における改元議論の実態」（第106回歴博フォーラム「年号と日本文化」，国立歴史民俗

博物館，2017年９月16日）
� 　石井行雄「国語学（書記論）から見た今回の展示」（歴博国際シンポジウム「年号と東アジアの思想と文化」，

国立歴史民俗博物館，2017年10月21-22日）
� 　大川真「近世日本における一世一元論」（歴博国際シンポジウム「年号と東アジアの思想と文化」，国立歴史民

俗博物館，2017年10月21-22日）
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� 　末永高康「いわゆる『兼良公三革説』について」（歴博国際シンポジウム「年号と東アジアの思想と文化」，国
立歴史民俗博物館，2017年10月21-22日）

� 　武田時昌「中国古代の暦運思想」（歴博国際シンポジウム「年号と東アジアの思想と文化」，国立歴史民俗博物
館，2017年10月21-22日）

� 　田中大喜「南北朝期日本の年号に関する二，三の問題─公年号・不改年号・私年号─」（歴博国際シンポジウ
ム「年号と東アジアの思想と文化」，国立歴史民俗博物館，2017年10月21-22日）

� 　水上雅晴「日本年号与経学文献」（経学文献学国際学術シンポジウム，北京大学，2017年12月22日）
� 　水上雅晴「『春秋』と年号勘文資料」（学術シンポジウム「春秋左氏伝と現代の中国学」，二松学舎大学東アジ

ア学術総合研究所，2018年２月21日）

【その他の学術活動】
� 　特集展示「年号と朝廷」（国立歴史民俗博物館第三展示室，2017年９月12日-10月22日）
� 　第106回歴博フォーラム「年号と日本文化」（国立歴史民俗博物館大講堂，2017年９月16日）
� 　歴博国際シンポジウム「年号と東アジアの思想と文化」（国立歴史民俗博物館ガイダンスルーム，2017年10月

21-22日）

６．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・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　中央大学文学部・准教授
　中川　仁喜　大正大学文学部・准教授 　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・客員教授）

（12）「『聆涛閣集古帖』の総合資料学的研究」
　　 2017～2019年度
　　（研究代表者　藤原重雄）

１．目　的

　『聆涛閣集古帖』（以下，『集古帖』）は，摂津国菟原郡住吉村呉田（現在の兵庫県神戸市の東部）の江戸時代の
豪商・吉田家により編纂された古器物類聚の模写図譜である。豊かな財力を背景に，江戸時代の後期（18世紀後半）
から明治初年（19世紀後半）にかけて，三代・約100年間にわたって，当時の学者や貴族たちとの交流を通じ，多
くの古文書や古物を収集して，この『集古帖』は編集された。
　『集古帖』は，さまざまな古い器物を「天地・尺量・升量・扁額・文房・肖像・書・碑銘・墓誌・鐘銘・雑銘・
甲冑軍営・弓矢・刀剣・鋒・馬具・楽器・印章・鏡・織紋・乗輿・玉・食器・食品・葬具・調度・嚢匣・瓦・鈴鐸・
戯器・仏具・雑」の分類の下，全46帖に総計約2,400件を収録し，他に20点ほどの肖像画・絵図の未表装模写が付
属する。物質資料や文献資料の精巧な模写・拓本，古印の模写・模刻，あるいは古い絵画からの抜き描きに，簡単
な注記・解説を記す体裁である。写された対象は，人間の過去の痕跡，すなわち歴史に関する広い領域に及び，『集
古帖』をめぐる「集め，写し，伝える」活動は歴史系博物館の基本的な構成要素を備え，さながら前近代における
「総合資料学」の様相を呈している。
　『集古帖』に写し取られた対象には，モノとして現存する場合も多数含まれ，現存資料との同定が基礎作業とし
て必須である。また，同種の集古図譜が近世から近代にかけて各地で制作されており，それら集古図譜そのものの
比較を通して，近世の学術ネットワークの実態解明も課題となる。また吉田家では，古文書原本を貼った手鑑『聆
涛閣帖』も編集していたが，1940年代後半に解体・売却されており，吉田家の歴史の解明と併せて，散逸古文書の
追跡も，『集古帖』の世界を補完的に理解することになる。
　本研究では，館蔵資料『集古帖』を，さまざまな専門分野の研究者により，現在の研究水準からあらためて総合
的に調査・検討し，基礎的な情報を蓄積するとともに，近世から近代に地域社会が育んだ知のネットワークを解明
し，その文化史的な背景を把握して，現代の歴史研究を顧みる機会ともする。　
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２．今年度の研究計画

　『集古帖』に写された個別対象の分析と，それぞれの専門分野ごとの分担課題を概観した研究発表をおこなう。
佐倉で３回程度の研究会を実施して意見交換を行い，『集古帖』の基本的な性格を把握し，知識の共有と分野ごと
の分析手法の特質について相互理解を深める。その上で，本研究での方向性や目標を共通認識とするとともに，個
人研究として追究すべき課題の輪郭をとらえる。研究会では，『集古帖』や比較すべき関連資料の熟覧も行う。こ
れと並行して，写された１点１点の図像について，現存資料との同定や，他の集古図譜での収録状況の確認と描写
の比較を行い，データベース構築のための基礎情報を蓄積する。これらの基礎的な作業については，専門知識を有
するＲＡが，各共同研究員と連携しながら進める。現存資料との同定に際しては，共同研究員以外の適任者につい
ても助言を仰ぐ。他の集古図譜との比較や現物との照合については，必要に応じて他所蔵機関等に赴いて資料を調
査し，画像データの収集に努める。IIIFによるシステムのデータ構築の実験を行う。機構の基幹研究プロジェクト
である総合資料学とも緊密に連携をとりながら進めていく。

３．今年度の研究経過

第１回研究会（国立歴史民俗博物館）　開催日：2017年７月22日（土）～23日（日）　参加人数14名
公募型共同研究「『聆涛閣集古帖』の総合資料学的研究」の第１回研究会で，「総合資料学の創成」の異分野連携ユ
ニット2017年度第１回研究会との合同研究会として実施した。
７月22日：「聆涛閣集古帖」の熟覧
７月23日：
報告１一戸渉（慶應義塾大学斯道文庫）「近世好古図譜研究の諸前提」
報告２佐藤洋一（福島県立博物館）「『集古十種』版本の流布について」
報告３後藤真（歴博）「聆涛閣集古帖のデジタルデータ化と閲覧システム─IIIFの活用─」

第２回研究会（慶應義塾大学斯道文庫）開催日：2017年11月18日（土）　参加人数13名
１．研究報告
報告１：吉田広（愛媛大学）「近代考古学への収古・好古の系譜」
報告２：藤原重雄（東京大学史料編纂所）「扁額（額字）模写の蒐集史・断章」
報告３：中村憲司（早稲田大学大学院）「「印章部一」よりみた『聆涛閣集古帖』」
２．『集古図』はじめ，関連資料の閲覧（斯道文庫）

第３回研究会（京都文化博物館）　開催日：2018年１月27日（土）　参加人数10名
１，研究報告
報告１：村野正景（京都文化博物館）「パブリック・アーケオロジー関係の取り組み」
報告２：藤原重雄（東京大学史料編纂所）「版本『聆涛閣帖』把握の現状」
２．各自調査の現状報告
佐藤洋一（福島県立博物館）「青木嵩山堂と『集古十種』の出版
島津美子（国立歴史民俗博物館）「『集古帖』の現状模写
藤原重雄「「扁額」部の熱田社東門「春敲門」額（前回補遺）」
中野慎之「保存と修理の文化史」展示解説

第４回研究会（住吉歴史資料館）　開催日：2018年２月12日（月）　参加人数16名
１．資料調査
吉田家墓所調査。
２．研究報告
報告１：木村修二（神戸大学大学院人文学研究科）「近世における住吉村吉田家について」
報告２：内田雅夫（住吉歴史資料館）「現代の吉田家について」
報告３　加藤明恵（住吉歴史資料館専門委員）「吉田道可「道具帳」について」
報告４：藤原重雄（東京大学史料編纂所）「史料編纂所蔵影写本「吉田文書」と『聆涛閣集古帖』」

４．今年度の研究成果

第１回研究会では，館蔵資料「聆涛閣集古帖」をさまざまな学問分野の研究者により分析，成果の共有を目的とす
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る公募型共同研究を総合資料学の１つのモデルと位置付け，これまでの実際の成果をふまえたうえで今後の調査研
究の方向性について活発な意見交換を行なうことができ，両共同研究のさらなる進展が期待された。
第２回研究会では，『聆涛閣集古帖』の編纂に大きく影響した好古図譜をさまざまな学問分野の研究者により多角
的に分析した。今回は考古学，扁額，印章という多角的なテーマから『集古帖』に収められた史料群の由来・性格
を考える研究成果の報告があり，また斯道文庫所蔵『集古図』をはじめとする典籍が参加者に披露され，書誌学的
な意見交換がなされた。総合資料学研究から，『集古帖』を調査する一つの方向性が示された。
第３回研究会では，『聆涛閣集古帖』の編纂に大きく影響した好古図譜を考古学，扁額，版本研究，分析科学とい
う多角的なテーマから『集古帖』に収められた史料群の由来・性格を考える研究成果の報告があった。
第４回研究会では，『聆涛閣集古帖』を編纂した神戸の吉田家について，現地におけるフィールドワークをふまえ
つつ，近世から近現代に至る吉田家の歴史と，『聆涛閣集古帖』が生み出される背景について，地域の研究者の方々
と意見交換ができた。また，地域と連携しながら研究会をおこなうスタイルを模索した。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　一戸　　渉　慶應義塾大学斯道文庫・准教授
　稲田奈津子　東京大学史料編纂所・助教
　落合　里麻　秋田公立美術大学・助手
　佐藤　洋一　福島県立博物館・専門員
　清水　　健　奈良国立博物館・工芸考古室長
◎藤原　重雄　東京大学史料編纂所・准教授
　古市　　晃　神戸大学大学院人文学研究科・准教授
　吉田　　広　愛媛大学ミュージアム・准教授
　村野　正景　京都文化博物館・学芸員
　小倉　慈司　本館研究部・准教授
　後藤　　真　本館研究部・准教授
　島津　美子　本館研究部・助教
○三上　喜孝　本館研究部・教授

（13）「 直良コレクションを構成する更新統産動植物化石の分類学的再検討と
現代的評価」

　　 2017～2019年度
　　（研究代表者　甲能直樹）

１．目　的

　直良信夫コレクションに含まれている日本産哺乳類化石には，日本列島からは絶滅してしまったネコ科食肉類や
これまで日本列島からは知られていない中型の偶蹄類が含まれている。とくに，後者についてはそれが古く大正年
間に東北帝国大学の松本彦七郎によって中国四川省の更新統から記載された哺乳類化石であることが明らかとな
り，現在では２度と得ることのできない国内外の貴重な標本群を多数含んでいる。コレクションを構成する更新統
産動植物化石をそれぞれの分野で先頭に立つ研究者が共同で研究を行って，個別の研究成果を統合してその全体像
を明らかにすることができれば，日本の更新世の動植物群集の知識を充実させる上で極めて意義深い寄与を導き出
せる。
　本研究の目的は直良コレクションの中でもとくに更新統産の動植物化石を現在の知識で総合的に詳査し，個々の
標本の概要把握を行った上でそれぞれの分類群を再検討してコレクションの持つ学術的価値を再評価し，日本およ
び東アジア各地の更新世動植物群集の種構成に新たな情報を付け加えることで，広く東アジアの更新世の動植物群
集変遷史の理解に寄与することである。これらの課題を通して，日本の古生物学の黎明期を代表するにもかかわら
ずその古生物学史に必ずしも正確に反映されているとは言えない直良信夫の業績とコレクションの古生物学史的再
評価も視野に入れて研究の充実を図る。

２．今年度の研究計画

　初年度は，主に中国四川省産哺乳類化石の実体を明らかにするため，現時点で存在することがわかっている長鼻
類化石については高橋啓一が，偶蹄類を中心とする中型哺乳類化石については西岡佑一郎が，それぞれ標本の把握
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を図る。また，四川省産化石の中にサイなどの奇蹄類が含まれていないかどうかを半田直人が，また食肉類につい
ては甲能純子がそれぞれ確認と検証を行う。また，早稲田大学と葛生化石館に所蔵されている直良の関連資料の調
査を行う。これら四川省産化石の正確な地質年代を知るため，坂本稔と工藤雄一郎，甲能純子が放射性炭素年代法
用の試料の抽出と前処理を行い，門叶冬樹がAMSを用いて絶対年代を決定する。これらを現在の知識で分類する
ため，中国科学院において標本調査を行う。また，生体復元を計画している更新世のオオカミについては，茂原信
生がコレクションに含まれる頭蓋と体骨格の調査を行い，頭蓋の三次元測量から復元のための原型を製作すると共
に，保存されている部位の把握を図る。東京江古田産の植物化石については，百原新が標本調査を行い，概要の把
握を図る。甲能直樹と工藤はすべてに関わって調査の進捗に応じて計画の調整を行い，これらの作業内容と進捗状
況を全体で共有するため，４月と９月および３月に歴博において検討会議を執り行う。

３．今年度の研究経過

　＜準備研究会＞
　2017年度より本共同研究を円滑に開始するにあたり，2016年度末にまず共同研究員全体で共同研究の内容と今後
の方針を議論するため，準備研究会を2017年３月30日に歴博で開催した。
　＜第１回研究会＞
　2017年５月11日・12日に歴博で開催した。直良コレクションを歴博に受け入れた際の担当教員であり，故直良信
夫とも親交があった春成秀爾をゲストスピーカーとして招き，「直良信夫の学問と人」という題目で研究発表を行っ
た。また，甲能純子が「更新世・完新世のニホンオオカミの生息年代と結果について」という題目で研究発表を行
い，現時点で測定結果が得られている直良コレクションのオオカミの年代測定結果などについて報告した。その他，
直良コレクションを担当分野毎に熟覧し，資料の計測や記載，写真撮影等を行った。
　＜第２回研究会＞
　2017年11月20日に早稲田大学で開催した。早稲田大学は直良コレクションの一部を保管しており，本共同研究に
おいて歴博が所蔵する直良コレクションとの対比を行い，コレクションの全体像を把握する必要があることから，
早稲田大学国際教養学部の平山廉教授をゲストスピーカーとして招き，早稲田大学所蔵のコレクションの詳細につ
いてご発表いただいた（平山廉「早稲田大学本庄キャンパスの直良信夫コレクションについて」）。その後，早稲田
大学所蔵資料を熟覧し，今後の研究の進め方について議論した。
＜第３回研究会＞
　2018年３月11日・12日に早稲田大学で開催した。共同研究員の西岡氏が中心となって開催した『直良信夫展-再
再発見された遺産は語る-』（2018年２月26日～３月26日）の関連イベント（講演会）に参加し，発表者である春成
秀爾，馬場悠男，長谷川善和の諸氏と意見交換を行った。12日は，半田直人「直良コレクションの奇蹄類化石と中
国標本調査報告」，「西岡祐一郎「北京調査の報告と進捗」の２本の報告を行い，また来年度の研究計画についての
打ち合わせを行った。
＜資料調査＞
　その他，共同研究員が個別に以下の調査を行った。
・直良コレクションの熟覧と資料調査（歴博）
　2017年４月７日，８月25日　甲能直樹
　2017年４月20・21日　高橋啓一
　2017年７月13・14日，10月30日　西岡祐一郎
・中国科学院古脊椎動物古人類研究所所蔵の関連資料の調査
　2017年９月３日～９日　西岡祐一郎・半田直人
・佐野市葛生化石館保管のオオカミ化石の調査
　2017年９月26日　甲能直樹・甲能純子
　2017年10月24日　甲能直樹・甲能純子
・神奈川県立博物館所蔵のオオカミ剥製・骨格の調査
　2018年１月31日　茂原信生
　2018年３月28日　甲能直樹・甲能純子
・天王寺動物園所蔵のオオカミ剥製・骨格の調査
　2017年12月２日　甲能直樹・甲能純子
　2017年12月26日　甲能直樹・甲能純子
　2018年２月20日　甲能直樹・甲能純子
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・大阪市立自然史博物館所蔵の植物化石の調査
　2018年１月17-19日　百原新
・大阪市立自然史博物館所蔵のオオカミ骨格の調査
　2018年２月20日・21日　甲能純子
　2018年２月21日　甲能直樹

＜分析＞
・ 日本列島の更新世オオカミおよびニホンオオカミの系統を解明するため，葛生産更新世オオカミの頭蓋骨から

DNA分析用のサンプルを採取することにした。山梨大学の瀬川高弘助教の協力を得て，国立極地研究所におい
てDNA分析用の採取した。

・ 尻労洞窟出土のオオヤマネコ化石，花泉および江古田の植物化石について，放射性炭素年代測定を行うために試
料を採取した。

４．今年度の研究成果

　初年度は，主に中国四川省産哺乳類化石の概要把握のため，長鼻類化石について高橋啓一がステゴドンゾウの臼
歯化石を中心に再検討した。また，偶蹄類を中心とする中型哺乳類化石とサイなどの奇蹄類について，それぞれ西
岡佑一郎と半田直人が中国科学院の所蔵標本を熟覧して比較検討を行った。食肉類については甲能純子と茂原信生
が標本の再検討を行った。
　これらを含む若干の標本の地質年代を明らかにするため，坂本稔と工藤雄一郎，甲能純子が放射性炭素年代法用
の試料の抽出と前処理を行い，門叶冬樹がAMSを用いて放射性炭素年代を測定した。東京江古田産の植物化石に
ついても，百原新と工藤が標本調査と試料の抽出を行い，年代測定結果を得た。
　生体復元を計画している日本列島の更新世オオカミについては，茂原信生がコレクションに含まれる葛生産オオ
カミ化石の頭蓋と体骨格の調査を行い，頭蓋の三次元測量と立体復興の目的でＣＴ撮影が最善であることを示した。
そこで，国立科学博物館が所有するＣＴで撮影を行った。今後，頭蓋の立体復興に必要な欠損部分の復元を図る。
　甲能直樹と工藤は上記の作業を共有し，研究全体の調整を図った。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　半田　直人　大阪大学総合博物館・研究支援推進員
　甲能　純子　国立科学博物館地学研究部・協力研究員（元日本大学松戸歯学部・助教）
　百原　　新　千葉大学大学院園芸学研究科・教授
　西岡佑一郎　早稲田大学高等研究所・助教
　茂原　信生　奈良国立文化財研究所・客員研究員
　高橋　啓一　琵琶湖博物館・副館長
　門叶　冬樹　山形大学理学部・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
◎甲能　直樹　国立科学博物館地学研究部・グループ長
　

【機構基幹研究プロジェクト】

（14）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」2017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
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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

　2017年度より研究組織を「ワークショップ」から「ユニット」へ変更し，３つのユニットの相互連携を研究・活
用の両面から推進する。なお，研究会は「ユニット研究会」と呼称する。
　推進部局であるメタ資料学研究センターを中心に，年11回の研究会・国際集会等を行うとともに，大学と協定に
基づいた研究体制を整備しつつ，研究を行う。さらに，総合資料学のシステムの公開運用を2017年度末に開始し，
当館の資料を皮切りに，広く歴史資料を「つながるデータ」として国内外で共同利用する環境を整える。

３．今年度の研究経過

　2017年度は全部で11回の研究会等を開催した（うち合同研究会２回，国際シンポジウム１回，国際研究集会１回，
全体集会１回を含む）。詳細は４．研究成果で述べるが，情報基盤の構築と公開運用のための諸研究，和紙の文化
財科学的分析をはじめとする文理融合型研究を実施することができた。情報基盤に関しては，情報・システム研究
機構と連携し，博物館を中心とする歴史文化資料情報に国際的なID（DOI，Digital Object Identifier）を付与する
ための共同研究の立ち上げを行なった。文理融合型研究における和紙の文化財科学的分析では，和紙にある様々な
混合物の分析を行うことで，中～近世の紙資料のありかたについて今後の分析の見通しを得た。本成果は，東京大
学史料編纂所との協定に基づく共同研究へと発展した。
　また産学連携の事業として，花王株式会社（以下，花王）との共同研究を開始した。花王とは特に清潔と洗浄を
めぐる歴史的な分析を今年度より３年間（2017年10月～2020年９月）行うことで合意し，包括研究協定を結んだ。

○研究会の開催
　人文情報ユニット研究会　第１回（2017年６月２日　於：東京大学史料編纂所）
　異分野連携ユニット研究会　第１回（2017年７月22日・23日　於：国立歴史民俗博物館）
　異分野連携ユニット研究会　第２回（2017年８月２日　於：国立歴史民俗博物館）
　地域連携・教育ユニット研究会　第１回（2017年９月６日～８日　於：小城市立歴史資料館ほか）
　 人文情報ユニット研究会　第２回　／　iPRES2017　歴博セッション「Digital Curation of Historical and 

Cultural Resources in Japan ２：歴史資料デジタル記録として何を記述すべきか─日本とアジアと世界─」（2017
年９月26日　於：京都大学百周年時計台記念館）

　 地域連携・教育ユニット研究会　第２回　※「日伊の文化財情報システムに関する研究会」科学研究費基盤研究 
S「災害文化形成を担う地域歴史資料学の確立―東日本大震災を 踏まえて」との共催（2017年11月13日　於：神
戸大学）

　国際研究集会「文化財のデジタル化とその保存・活用─イギリスと日本」（2017年11月22日　於：尚友会館）
　 人文情報ユニット研究会　第３回　／　じんもんこん2017　歴博共催企画セッション「歴史研究と人文研究のた

めのツールを学ぶ」（2017年12月10日　於：大阪市立大学）
　異分野連携ユニット研究会　第３回（2018年１月22日　於：国立歴史民俗博物館）
　人文情報ユニット研究会　第３回（2018年２月　於：メルパルク京都）
　 2017年度全体集会「資料がつなぐ大学と博物館～歴史文化の地域的・国際的展開～」　／　長崎大学大学院多文

化社会学研究科創立記念・長崎大学・国立歴史民俗博物館連携協定記念シンポジウム（2018年３月17日　於：長
崎大学・文教キャンパス）

○研究の進捗状況
　当初想定のロードマップに応じ，研究成果・水準ともにおおむね順調に進展している。当初予定通り，年間１冊
以上の書籍刊行と，複数の国際会議での成果発信などの水準での研究成果を出すことができたとともに，総合資料
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学の体系化への進展がみられる成果を出している。
　当初の想定を超えている点は，当初予定の毎年３大学以上（２年目で６大学以上）という目標を超えて，すでに
８大学（弘前・東北・山形・千葉・東京・神戸・佐賀・長崎）と協定を結び，実質的な研究・事業を行なっている
ことと，花王との産学連携協定に基づく産学連携の共同研究を開始したことである。８大学との協定による実質的
な事業は，大学共同利用機関として大学の機能強化に資する活動の展開を可能にした。また花王との共同研究は，
清潔と洗浄に関わる文化というテーマのもと，総合資料学の手法を活かし，資料に基づいた研究を実施し，日本の
みならずタイ・インドネシアといった海外にまで目を向ける形で展開することを試みている。

４．今年度の研究成果

１）研究成果の概要
　総合資料学の体系をよりわかりやすくアピールすべく，昨年度に引き続き，今年度も総合資料学に関する書籍を
刊行した。人文情報学・和紙の文理融合型研究・資料学の地域における貢献と本事業に即した論考によって，総合
資料学の研究史的位置づけを明確にし，とりわけ人文情報学では，国際的な研究史上の位置づけや，日本の動向に
おける位置づけを行った論考を２本所収している。また，この書籍のほか，当館の中心事業として関連する成果に
位置づけた90本の論文を発表するとともに，複数の国際会議での報告（６件）を行うなど，国際的にも多くの成果
発信を行った。情報基盤については，当初ロードマップの通り，総合資料学のシステムを公開し，館蔵資料を中心
に「資料と資料をつなぎながら閲覧する」データベースの構築を行った。

２）著作物名，論文名
【著作物】
2018年２月　国立歴史民俗博物館編2018「歴史研究と＜総合資料学＞」，208頁，吉川弘文館
　　　　　　久留島浩「はじめに」
　　　　　　後藤　真「日本における人文情報学の全体像と総合資料学」
　　　　　　小島道裕「洛中洛外図屏風をデジタルで読む―人物データベースの試み」
　　　　　　鈴木卓治・大久保純一「江戸図屏風を起点に他の風景と比べたら何がわかるか？」
　　　　　　西谷　大・島立理子・後藤真・橋本雄太「コラム１　総合資料学とフィールド調査」
　　　　　　小倉慈司「正倉院文書の複製を活用する─古文書を多角的に分析する１」
　　　　　　小池淳一「民俗研究における文書の扱い─古文書を多角的に分析する２」
　　　　　　渋谷綾子・小島道裕「顕微鏡を用いた古文書料紙の自然科学分析の試み─古文書を多角的に分析する３」
　　　　　　樋口雄彦「コラム２　人物研究と文書・写真・墓石」
　　　　　　大久保純一「江戸末期の風刺画に見る妖怪表現」
　　　　　　齋藤　努「日本刀の刀身を作る」
　　　　　　関沢まゆみ「民俗学からみる貨幣」
　　　　　　関沢まゆみ「まとめにかえて」

【主な論文】
2017年10月　 「秋田藩佐竹家中長瀬氏系図の成立と旧領常陸─幕末・明治期の由緒探求と同苗間交流─」天野真志，

近代茨城地域史研究会編『近世近代移行期の歴史意識・思想・由緒』，岩田書院，pp.227-258
2017年10月　 Ayako Shibutani. What did Jomon people consume for starchy food? A review of the current 

studies on archaeological starch grains in Japan. Japanese Journal of Japanese Archaeology ５（１）， 
pp. 3-25

2017年11月　 Makoto Goto. Constructing Methodology of Research Resource Information in Premodern Japan: 
Spatial Information and Linked Data. PROCEEDINGS OF THE 2017 PACIFIC NEIGHBORHOOD 
CONSORTIUM ANNUAL CONFERENCE AND JOINT MEETINGS（PNC），pp.37-43

2018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Ⅲ」添田雄二・青野友哉・三谷智広・
永谷幸人・菅野修広・松田宏介・中村賢太郎・杉山真二・渋谷綾子・宮地鼓・甲能直樹・渡邊剛，北
海道博物館研究紀要３号，北海道博物館，pp. 119-132

３）主な研究会・シンポジウム等
　歴博講演会第399回（2017年４月８日　於：国立歴史民俗博物館）



53

Ⅰ−１　共同研究

　　「ザ・メイキング　オブ　デジタルで楽しむ歴史資料」鈴木卓治

　ニコニコ超会議「みんなで翻刻」（2017年４月30日　於：幕張メッセ）
　　橋本雄太・後藤真・小倉慈司

　歴博講演会第400回（2017年５月13日　於：国立歴史民俗博物館）
　　「晩ご飯は何？資料のデンプンから探る昔の食べ物」渋谷綾子

　人文情報ユニット研究会　第１回（2017年６月２日　於：国立歴史民俗博物館）
　　報告　山田太造（東京大学史料編纂所）「史料編纂所歴史情報処理システムの今と新たな日本史情報の活用」
　　　　　後藤　真「歴史資料情報の共有と活用─荘園絵図データの活用を事例に」
　　　　　耒代誠仁（桜美林大学）「字形画像による情報検索技術の可能性と課題」
　　　　　橋本雄太（国立歴史民俗博物館）「学習をベースにした災害史料クラウドソーシング翻刻」
　　討論　司会：金子拓（東京大学史料編纂所），パネリスト：山田太造，後藤真，耒代誠仁，永崎研宣，橋本雄太

　第20回大学博物館等協議会・第12回博物科学会（2017年６月22日・23日　於：山形大学・小白川キャンパス）
　　講演　三上喜孝「大学収蔵資料の調査研究と社会的活用─２つの石碑拓本の実践例から─」
　　ポスター発表　後藤真・渋谷綾子・橋本雄太「『総合資料学の創成』事業における大学間データ連携手法の提案」

　第６回全国歴史民俗系博物館協議会年次集会（2017年７月13日・14日　於：九州国立博物館）
　　後藤真・西谷大・島立理子「『総合資料学の創成』事業中間報告（システム対応状況）」

　異分野連携ユニット研究会　第１回（2017年７月22日・23日　於：国立歴史民俗博物館）
　　『聆涛閣集古帖』の熟覧
　　報告　一戸　渉（慶應義塾大学斯道文庫）「近世好古図譜研究の諸前提」
　　　　　佐藤洋一（福島県立博物館）「『集古十種』版本の流布について」
　　　　　後藤　真「聆涛閣集古帖のデジタルデータ化と閲覧システム─IIIFの活用─」

　第５回地域史惣寄合（2017年７月30日　於：鎌ケ谷市中央公民館）
　　報告　後藤　真「『総合資料学』についての紹介」

　異分野連携ユニット研究会　第２回（2017年８月２日　於：国立歴史民俗博物館）
　　報告　佐々田悠（宮内庁正倉院事務所）「文書のカタチと成り立ち」
　　　　　山口英男（東京大学史料編纂所）「正倉院文書複製からわかる原本所見─『正倉院文書目録』の記述内容」
　　　　　小倉慈司「正倉院文書複製の制作過程」
　　　　　仁藤敦史（国立歴史民俗博物館）「正倉院文書自在閲覧システムについて」

　DH2017（Digital Humanities 2017）（2017年８月８日～11日　於：McGill University（カナダ））
　　ポスター発表　 後藤真・渋谷綾子「Linked Data and IIIF for Promoting Open Science of Historical Research 

Resources in Japan」

　第15回EAJS国際会議（15th International Conference of the European Association for Japanese Studies）（2017
　　年８月30日～９月２日　於：Universidade NOVA de Lisboa（ポルトガル））
　　報告　 渋谷綾子「Reevaluating Plant Food Cultures during the Jomon Period Using Starch Granule Assemblages 

from Northern Japan」

　地域連携・教育ユニット研究会 第１回（2017年９月６日～８日　於：小城市立歴史資料館ほか）
　　報告　高橋典幸（東京大学大学院）「御家人の西遷について」
　　　　　大塚俊司（佐賀大学地域学歴史文化研究センター）「中世後期の肥前千葉氏─南北朝・室町期を中心に─」
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　EAJRS2017（日本資料専門家欧州協会）（2017年９月13日～16日　於：オスロ大学（ノルウェー））
　　報告　 後藤真・渋谷綾子・橋本雄太「“Constructing Integrated Studies of Cultural and Research Resources” 

at the National Museum of Japanese History　国立歴史民俗博物館の「総合資料学の創成」プロジェ
クト」

　人文 情報ユニット研究会　第２回　／　iPRES2017　歴博セッション「Digital Curation of Historical and　
Cultural Resources in Japan ２：歴史資料デジタル記録として何を記述すべきか─日本とアジアと世界─」
（2017年９月26日　於：京都大学百周年時計台記念館）

　　報告　 後藤　真「Digital Curation of Historical and Cultural Resources in Japan（２）　歴史資料デジタル記
録として何を記述すべきか─日本とアジアと世界─」

　　　　　 John Ertl「Reconstructing Buildings as Archaeological Archives: Problems in the Preservation of the 
Recent Past」

　　　　　 師　茂樹（花園大学）「未来への意義申し立てのために─３次元復元CGを作りながら考えていること」
　　　　　 島津美子（国立歴史民俗博物館）「Digital Data in Conservation of Cultural Properties　文化財の保存

とデジタルデータ」

　山形民俗映像フォーラム・黒川能（王祇祭）1954年／2006年（2017年10月９日　於：山形美術館）
　　　　　内田順子・岩鼻通明（山形大学農学部　教授）・市村幸夫（村山民俗学会）

　Pacific Neighborhood Consortium（PNC）2017（2017年11月７日～９日　於：国立成功大学（台湾））
　　報告　 後藤　真「Constructing Methodology of Research Resource Information in Premodern Japan: Spatial 

Information and Linked Data」

　地域 連携・教育ユニット研究会　第２回「日伊の文化財情報システムに関する研究会」　／　科学研究費基盤研
究（S）「災害文化形成を担う地域歴史資料学の確立─東日本大震災を 踏まえて」（2017年11月13日　於：神
戸大学）

　　基調報告　 カルロ・カカーチェ（イタリア国立保存修復高等研究所）「イタリアの文化財危険地図システムと
その運用について」

　　報告　松下正和（神戸大学地域連携推進室）「兵庫県佐用町における浸水シミュレーョンの文化財防災への活用」
　　　　　後藤　真「日本における文化財情報のデジタル化と防災への活用の検討」

　国際研究集会「文化財のデジタル化とその保存・活用─イギリスと日本」（2017年11月22日　於：尚友会館）
　　講演　 David Anderson（英国ウェールズ国立博物館長）「イギリスにおける文化財の保存と活用について　─

ウェールズ国立博物館の実践をふまえて─」
　　報告　後藤　真「日本における文化資源と歴史資料の大規模デジタル化の現状と課題」
　　討論　司会：久留島浩，パネリスト：David Anderson・三木美裕・後藤　真

　人文 情報ユニット研究会　第３回　じんもんこん2017と共催，歴博共催企画セッション「歴史研究と人文研究の
ためのツールを学ぶ」（2017年12月10日　於：大阪市立大学）

　　内容　中村　覚（東京大学）「デジタルアーカイブ管理ツールであるOmeka チュートリアル」
　　　　　関野　樹（総合地球環境学研究所）「時間情報システム HuTime チュートリアル─ 暦の変換」
　　　　　耒代誠仁（桜美林大学）「くずし字などの読めない文字を推定するMOJIZO チュートリアル」
　　　　　橋本雄太（国立歴史民俗博物館）「みんなで翻刻」「くずし字アプリ」
　　　　　上阪彩香（大阪大学）「KH Coder」
　　　　　鈴木親彦（人文学オープンデータ共同利用センター〈CODH〉）「IIIF Curation Viewer」
　　　　　王　一凡（東京大学大学院）「異体字セレクタセレクタ」

　AHA2018　アメリカ歴史学協会第132回大会（2018年１月４日～７日　於：ブリティッシュコロンビア大学（アメリカ））
　　報告　 永崎研宣（一般財団法人人文情報学研究所）・後藤真・小風直樹「Markup for Ancient Japanese 

Transactions through Engi-Shiki」　
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　異分野連携ユニット研究会　第３回（2018年１月22日　於：国立歴史民俗博物館）
　　報告　高島晶彦（東京大学史料編纂所）「古文書料紙の自然科学的手法による調査・分析」
　　　　　石川隆二（弘前大学）「和紙原料の植物種同定のためのDNAマーカーの可能性について」
　　　　　天野真志「近世文書研究における料紙分析の課題と可能性」
　　　　　渋谷綾子「古文書料紙の混入物分析と方法の展開」

　人文情報ユニット研究会　第３回（2018年２月７日　於：メルパルク京都）
　　報告　 一方井祐子（滋賀大学）・小野英理氏（京都大学）「クラウドサイエンスの広がり：KYOTO オープン

サイエンスミートアップの活動にもとづく考察」
　　　　　天野絵里子（京都大学）「研究成果の発信とオープンアクセス：文献，データ，その他いろいろ」
　　　　　田良島哲（東京国立博物館）「博物館コレクション情報の公開に際しての課題」

　2017 年度全体集会「資料がつなぐ大学と博物館～歴史文化の地域的・国際的展開～」　／　長崎大学大学院多文
化社会学研究科創立記念・長崎大学・国立歴史民俗博物館連携協定記念シンポジウム（2018年３月17日　於：
長崎大学・文教キャンパス）

　　　　開会挨拶　久留島浩（国立歴史民俗博物館長）
　　　　第一部　総合資料学の成果と課題
　　　　趣旨説明　後藤　真
　　　　　活動報告１ 「人文情報ユニット」後藤　真／コメント　永崎研宣（一般財団法人人文情報学研究所）
　　　　　活動報告２ 「異分野連携ユニット」渋谷綾子／コメント　崎山直樹（千葉大学）
　　　　　活動報告３ 「地域連携・教育ユニットと資料防災」天野真志／コメント　添田　仁（茨城大学）
　　　　第二部　資料がつなぐ大学と博物館
　　　　　Ⅰ　多文化社会学の未来
　　　　　　　　「長崎大学大学院多文化社会学研究科について」　　首藤明和（長崎大学）
　　　　　　　　「モノから見る多文化社会学」 　木村直樹・野上建紀（ともに長崎大学）
　　　　　Ⅱ　大学と地域歴史文化資料の調査・研究・展開
　　　　　　　　　　九州大学附属図書館付設教材開発センター　　　石　　偉（九州大学）
　　　　　　　　　　佐賀大学地域学歴史文化研究センター　　　　　伊藤昭弘（佐賀大学）
　　　　コメント・討論
　　　　　今村直樹（熊本大学）・山内利秋（九州保健福祉大学）・深瀬浩三（鹿児島大学）
　　　　閉会挨拶　片峰　茂（長崎大学）

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・分館長
　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
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　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　　　　　　　　　天野　真志　本館研究部・特任准教授
　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　　　　　　　　久留島　浩　本館・館長
　小池　淳一　本館研究部・教授　　　　　　　　○後藤　　真　本館研究部・准教授
　橋本　雄太　本館研究部・助教　　　　　　　　　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
　関沢まゆみ　本館研究部・教授　　　　　　　　　高田　貫太　本館研究部・准教授
◎西谷　　大　本館研究部・教授・副館長　　　　　原山　浩介　本館研究部・准教授
　日高　　薫　本館研究部・教授　　　　　　　　　松田　睦彦　本館研究部・准教授
　三上　喜孝　本館研究部・教授　　　　　　　　　村木　二郎　本館研究部・准教授

（15）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

　前年度の成果をふまえ，調査を継続することに加え，東北・四国地方の調査の深化を図り，沿岸部と山間部にお
ける歴史文化研究の拠点の様相に関する比較分析に取り組む。また四国における博物館等において，東日本大震災
とその後の地域文化の拠点がどのように対応したかについてのシンポジウム等を開催し，研究成果の多元的な社会
還元を図る。
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３．今年度の研究経過

2017年６月25～26日　 シンポジウム「奥会津の戦国文化をさぐる」（只見町教育委員会と共催）及び第１回研究会（季
の郷湯ら里ほか）

　　　　渡部賢史（只見町教育委員会）「奥会津の中世を考える～考古資料から～」
　　　　三上喜孝「仏堂の落書きにみる中世びとの交流・信仰」
　　　　久野俊彦「中世の書物から探る知と文化のネットワーク」

2017年９月９日　研究集会「地域文化をはぐくむ」（FUKURACIA東京ステーション５K会議室）
　　　　小池淳一「地域文化のよりどころ」
　　　　木部暢子「方言のある暮らし―ことばは文化の源―」
　　　　寺村裕史「保存科学を通した地域文化へのアプローチ─神恵院扁額の事例から─」
　　　　西村慎太郎「地域歴史遺産救出と活用の射程」
　　　　窪田順平「地域の未来可能性と文化」

2017年11月27～28日　第２回研究会（宇和民具館，松山市民会館など）
　　　　大本敬久「愛媛県における歴史文化研究拠点の現状と課題」
　　　　田中謙（ゲストスピーカー）「テーマ館の活性化戦略」
　　　　高嶋賢二（ゲストスピーカー）「住民参画と博物館ネットワーク」
　　　　別宮博明（ゲストスピーカー）「愛媛県における公文書保存の現状」
　　　　胡光（ゲストスピーカー）「愛媛資料ネットの活動と防災への活用」

2018年３月５日　第３回研究会（国立歴史民俗博物館）
　　　　小林亜希子（ゲストスピーカー）「地域小規模資料館の現状と課題─台風10号豪雨災害時の対応を中心に─」
　　　　島立理子（ゲストスピーカー）「博物館と図書館，公民館の連携」
　　　　川村清志「石造遺物のアーカイブ化による民俗文化研究の再統合の試み─金石碑と震災記念碑を中心に」

（その他，研究発信など）
2017年４月13日
　　　　弘前大学人文社会科学部と連携・協力に関する協定を締結
2017年７月２日
　　　　シアター上映会「明日に向かって曳け」（川村清志担当　佛教大学）
2017年７月23～26日
　　　　九州大学文学部　前期集中講義
　　　　「自然と人の関わりを知る」（葉山　茂担当　九州大学）
2017年９月16日
　　　　第20回防災文化講演会
　　　　「災害常習地の生き方を残すこと・展示すること」（葉山　茂　東北大学災害科学国際研究所）
2017年10月12日
　　　　やまがた創造都市国際会議2017
　　　　「地域と旅行者が共創する地域資産の可能性」（葉山　茂　山形大学）
2017年10月13日
　　　　やまがた創造都市国際会議2017
　　　　「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」（葉山　茂　山形大学）
2017年10月28日～12月16日
　　　　 弘前大学資料館第17回企画展「被災地と向き合う─文化財レスキューの取り組み─」（弘前大学資料館・

企画展示室）
2017年12月１日
　　　　 弘前大学大学院人文社会科学研究科・国立歴史民俗博物館　教育・研究連携記念公開講座「今，祭りの存

続を問う」
　　　　川村清志「明日に向かって曳け」上映，解説会（弘前大学）
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2017年12月９日
　　　　富山大学人文学部・国立歴史民俗博物館　教育・研究連携「祭礼にみる地域文化の現在」
　　　　川村清志「明日に向かって曳け」上映，解説会（富山大学法文学部　講義室）
2018年３月１日
　　　　第２回けせんぬま学講座「気仙沼の漁業の歴史と民俗」
　　　　葉山　茂（気仙沼市民会館）
2018年３月17日
　　　　歴博映像フォーラム12「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」（国立歴史民俗博物館）
　　　　葉山　茂「気仙沼・尾形家と文化財レスキュー活動から見えた課題」
　　　　川村清志「災害の記憶化とモニュメントの創出」

４．今年度の研究成果

久野俊彦・小池淳一　『新しい地域文化研究の可能性を求めて　Vol.2　歴史と文化のよりどころを求めて─福島
県只見町から』国立歴史民俗博物館，pp.1-50，2018年３月20日
小池淳一編『シンポジウム記録　奥会津の戦国文化をさぐる』国立歴史民俗博物館，pp.1-69，2018年３月20日
葉山茂監督（撮影・編集）研究映像「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」国立歴史民俗博物館

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　（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　天童市立旧東村山郡役所資料館・館長
　石黒　宏冶　山形県立博物館・学芸課・研究員
　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・学芸係長
　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
○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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Ⅰ−１　共同研究

　　「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，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。同じく2016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。そのため以下の記述は，両者の成果も合わせた形で記す
こととした。
　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。
　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

　今年度は基本的には前年度と同様，分科会を編成して以下の作業を実施する。
・校訂本文の検討作業継続（写本調査等を含む）
・典薬式・主計式・内匠式・内膳大膳式・データベース・ＴＥＩ・本文研究・現代語訳分科会
・文献目録作成継続
・現代語訳試行継続
・全体研究会開催（年２回）　うち１回は調査を兼ねて館外にて開催。
・分科会ごとの進捗状況を確認し，重点的に進める分野の選定をおこなう。
・『延喜式』データベース作成方針の策定

３．今年度の研究経過

　今年度はまず食品（内膳大膳式）関連の研究を水産学や広く地域社会の視点から展開していくことを目的として，
新たに水産学の研究者をメンバーに追加し，また全体研究会に毎回参加していた大学院生で，食文化関連の学芸員
として職を得た若手研究者を共同研究のメンバーに追加した。なお，館内メンバーが科研基盤研究（C）「古代日
本の食材加工にみる律令国家税制の実態的研究」を，また館外メンバーが科研基盤研究（Ｂ）「古代食の総合的復
元による食生活と疾病の関係解明」を獲得したので，両研究とも協力しつつ研究を進めることとした。
昨年度に引き続き，写本・版本等本文研究の他，工芸品（内匠式），土器（主計式），食品（内膳大膳式），薬物（典
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薬式），TEIの各分科会活動・調査活動を随時，また全体研究会を年２回開催した。現代語訳については検討会を
月１回程度の頻度で開催し，論文データベースは謝金によってデータ整備を進めた。英訳も本格始動にむけた予備
研究として，現代語訳に合わせるかたちで検討会を開催した。ユニット間の連携として，国立国語研究所・国文学
研究資料館・国際日本文化研究センターとTEIに関するマークアップについての検討会を行った。
全体研究会
　第１回全体研究会（通算７回）　2017年８月18日　於国立歴史民俗博物館　参加者総数35名
　　小倉慈司「活動の概況と予定」（含本文校訂方針検討）
　　大隅亜希子「『延喜式』と正倉院文書における織物の単位について～計量制度の変遷とのかかわりから～」
　　石川智士「『延喜式』の記載と水産物の価値」
　　意見交換「来年度における中間成果のとりまとめについて」
　　神戸航介「『延喜式』現代語訳作業の概況報告」
　第２回全体研究会（通算８回）　2018年２月28日～３月１日　於宮内庁正倉院事務所，奈良文化財研究所等
参加者総数42名
　　小倉慈司「今年度の活動概況および来年度の予定」
　　酒井清治「考古学からみた土器（須恵器）」
　　井上正望「論文目録作成の進捗状況について」
　　神戸航介「『延喜式』現代語訳作業の概況報告」
　　堀部　猛「古代の鍍金と内匠寮─金・水銀の分量比をめぐって」
　　奈良文化財研究所見学
　　橿原考古学研究所附属博物館見学
資料調査等
　熨斗アワビ現地調査　2017年５月28日　於神宮御料鰒調製所（三重県鳥羽市国崎町））
　　加工作業・加工形状の確認・聞き取り。
　熨斗アワビ加工実験　2017年７月４日，９月29日　於国立歴史民俗博物館
　　乾燥形状，加工品種絞り込みの検証。実験にはRAや補助業務を依頼している院生も参加。
　マダカアワビ（生，乾燥品）成分分析
　　昨年度実施したメガイアワビ分析との比較検証。味の素食品研究所の全面的協力を得た。
　金属加飾法の調査　2017年12月４日　於森本錺金具製作所（京都市））
　　金アマルガム法による鍍金技術についての聞き取り調査。
　写本・版本調査
　　前田育徳会尊経閣文庫　2017年４月６日，10月19日　　前田本延喜式の調査
　　宮内庁書陵部図書寮文庫　2017年４月21日　神谷元平旧蔵版本・藤波家旧蔵写本等延喜式の調査
　　京都大学附属図書館　2017年５月18日～19日　近衛本延喜式の調査
　　國學院大学図書館　2017年６月12日　三條西家旧蔵延喜式神名帳の調査
　　天理大学附属天理図書館　2017年７月14日　吉田家旧蔵本の調査
　　京都大学日本史研究室　2017年８月１日　壬生家旧蔵『上延喜格式表』の調査
　　静嘉堂文庫　2017年11月15日～16日　延喜式写本・版本の調査
　　東京国立博物館　2018年１月５日　金剛寺本撮影立ち会い調査
　　（この他，国文学研究資料館・東京大学史料編纂所所蔵紙焼写真帳・マイクロフィルム等による調査も実施）

　第１回全体研究会では本文検討の上でも問題となった布の単位について，ゲストを招いて検討を行なった。報告
者によれば，正倉院文書など奈良時代の史料では，調布の単位「端」と庸布の単位「段」が明確に区別されている
のに対し，延喜式では書き分けが不統一で，10世紀以降両者が表記上区別されなくなるという。また『延喜式』の
地方貢納品リストにみえる水産物について，水産学の立場からの提言や問題点，見通し等，報告をいただいた。さ
らに今年度の活動予定や現代語訳作業の問題点等についても報告，議論を実施した。
　第２回全体研究会では『延喜式』にみえる土器名称の検討，問題点について検討を行ない，また2017年12月に実
施した金属加飾法調査を踏まえ，『延喜式』の鍍金関係条文の新たな読解試案の提示がなされた。第１回に引き続き，
現代語訳作業の経過報告を実施し，『延喜式』関係論文目録作成作業や来年度の研究計画についても報告および話
し合いを行なった。その後，奈良文化財研究所にて山崎健氏および小田裕樹氏の御案内のもと藤原宮・平城宮出土
の動物考古資料や土器資料を熟覧し，資料について様々な分野から意見交換を行なった。また翌日には橿原考古学



61

Ⅰ−１　共同研究

研究所附属博物館の特別陳列「万葉集の考古学」の展示調査を行なった。
　資料調査については今年度はマダカアワビによる加工実験を実施し，成分分析に昨年度と同じく味の素食の文化
センター・味の素食品文化研究所の協力を得た。今年度はまた森本錺金具製作所の協力を得て金属加飾法について
の聞き取り調査を実施した。これは，来年度以降の調査研究を見据えてのものである。
　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．今年度の研究成果と成果発信

　今年度の主な研究成果および成果発信は以下の通りである。
① 巻５を対象とした『延喜式』近世写本の書写系統図を描き，写本系統研究の道筋を立てた。
② 公益財団法人味の素食の文化センター・味の素株式会社食品研究所の協力を得て，昨年度に引き続き，熨斗アワ

ビ加工作業にかかる成分分析を実施した。
③ 新たな多分野協働研究のテーマとして鍍金に着目し，アマルガム鍍金を行なっている森本錺金具製作所の聞き取

り調査を実施した。
④ 定期的に現代語訳検討会および英訳検討会を実施し，現代語訳作業を進めるとともに英訳作業の予備的検討を行

なった。
⑤『延喜式』関係論文目録データの作成を進めた。
⑥全体研究会を２回開催した（上記参照）。
⑦ 人間文化研究機構と共催で，文部科学省エントランス企画展示「古代の百科全書『延喜式』に学ぶ，いにしえの

暮らし」を2017年４月27日から６月27日にかけて文部科学省エントランスホールにて実施した。会期中，５月26
日には文科省情報ひろばラウンジにて講演会「『延喜式』から読み解く古代の社会と文化」を開催した。

⑧ 機構基幹研究プロジェクトのグッドプラクティスに選ばれ，11月７日機構総合人間文化研究推進センター会議に
て清武雄二が発表を行なった。

⑨ 「TEI　2017　VICTRIA」（2017年11月11日～15日にて，メンバーが発表した『延喜式』の単位表記に関する
TEI拡張スキーマの考察が，TEIコンソーシアムの幅広い関心を喚起し，単位表記のためのTEIタグセットがガ
イドラインに採用されることとなるなど，日本語史料の扱いに関して国際的に取り組むためのきっかけを提供す
る重要な貢献となった。

⑩メンバーが執筆に加わった『延喜式』巻28～50に関する逐条注釈書が2017年12月に刊行された。
⑪ 2018年３月６日より開催の歴博企画展示「世界の眼でみる古墳文化」にてメンバーが延喜諸陵式関係展示を担当

した。
⑫昨年度に引き続き，東京医療保健大学の卒研ゼミ活動に対し，研究計画策定支援，成分分析支援を行なった。

著書

　荒井秀規，古代の東国３覚醒する〈関東〉，吉川弘文館，2017年６月
論文等

　小倉慈司，古代東アジアにおける「神」信仰，『日本古代交流史入門』，勉誠出版，2017年６月，pp.455-466
　仁藤敦史，倭国における政治空間の成立─都市と王権儀礼─，『唐代史研究』20，2017年８月，pp.105-128
　 清武雄二，『延喜式』にみえるアワビに関する復元資料─一人分の長鰒貢納量─，『歴博』204，2017年９月，

pp.20-23
　早川万年，古代の美濃・飛騨と壬申の乱，岐阜県立博物館特別展図録『壬申の乱の時代』，2017年９月，pp.4-7
　 神戸航介，律令官衙財政の基本構造─民部省・主計寮の職掌を中心に─，『史学雑誌』第126編第11号，2017年11

月，pp.1-37
　 小倉慈司，『延喜式』写本系統の基礎的研究─巻五を中心に─，新川登亀男編『日本古代史の方法と意義』勉誠

出版，2018年１月，pp.192-217
　 小倉慈司，九世紀の仕丁制と日功，新川登亀男編『日本古代史の方法と意義』勉誠出版，2018年１月，pp.416-

437
　荒井秀規，文献にみる須恵器，『季刊考古』142，2018年１月，pp.18-22
　 小風尚樹，第132回アメリカ歴史学協会年次国際大会〈イベントレポート（１）〉，『人文情報学月報』79後編，

2018年２月
　 小倉慈司，『延喜式』土御門本と近衛本の検討─巻五を中心に─，佐藤信編『史料・史跡と古代社会』吉川弘文館，
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2018年３月，pp164-192
　 清武雄二，古代における長鰒（熨斗鰒）製造法の研究─加工実験・成分分析による実態的考察─，『国立歴史民

俗博物館研究報告』209，2018年３月，pp.19-41
　 三舟隆之，古代における「糖（飴）」の復元〈調査研究活動報告〉，『国立歴史民俗博物館研究報告』209，2018年

３月，pp.95-108
　相曽貴志，勢多章甫と勢多家関係図書，『書陵部紀要』69，2018年３月予定
　 神戸航介，平安中後期の民部省勘会，『史学論叢（東京大学日本史学研究室・古代史研究会）』佐藤信先生退職記

念特集号，2018年３月，pp.157-187
　小倉慈司，延喜式，佐藤信・小口雅史編『古代資料を読む』上　同成社，2018年３月，pp.225-242
　 仁藤敦史，官制からみた銭貨鋳造宮司の変遷について，『国立歴史民俗博物館研究報告』210，2018年３月，

pp.261-272
分担執筆

　 相曽貴志，荒井秀規，小倉慈司，中村光一，早川万年，堀部猛，三上喜孝　虎尾俊哉編『訳注日本史料延喜式』
下，集英社，2017年12月

口頭報告

　 三舟隆之ほか，『延喜式』に見える酢の再実験，「古代食の総合的復元による食生活と疾病の関係解明」研究会，
2017年６月22日，於東京医療保健大学世田谷キャンパス

　 清武雄二，『延喜式』に見える貢納食材とその加工法，第３回日本語の歴史的典籍国際研究集会，2017年７月29日，
於国文学研究資料館

　相曽貴志，勢多章甫と勢多家関係図書，筑波大学日本史談話会第31回大会，2017年７月31日，於筑波大学
　 Naoki Kokaze, Kiyonori Nagasaki, Makoto Goto, Yuta Hashimoto, Masahiro Shimoda, and A Charles Muller，

TEI/XML Markup of Engi-shiki as Research Platform for Historians of Ancient Japan，Japan Association for 
Digital Humanities Conference 2017，2017年９月11日，於同志社大学

　 三舟隆之，「豉」の分析結果について，酢の再実験の状況，「古代食の総合的復元による食生活と疾病の関係解明」
研究会，2017年９月14日，於東京医療保健大学世田谷キャンパス

　 Naoki Kokaze, Makoto Goto, Kiyonori Nagasaki，'Markup for Ancient Japanese Transactions through Engi-
Shiki'，＠American Historical Association 132nd Annual Meeting，January ５th，2018，Washington Hilton（U.S.A）

ポスター発表

　 「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」プロジェクト，第３回日本語の歴史的典籍国際研究集会，2017
年７月28-29日，於国文学研究資料館

　 Naoki Kokaze, Kiyonori Nagasaki, Makoto Goto, Yuta Hashimoto, Masahiro Shimoda, and A Charles Muller，
TEI/XML Methodological Examination on Unit Conversion not based on the Metric System，@The 2017 
Annual Meeting of the TEI Consortium，2017年11月14日-15日，The University of Victoria（Canada）

講演等

　 文部科学省「情報ひろばラウンジ」講演会「『延喜式』から読み解く古代の社会と文化」，2017年５月26日，於文
部科学省情報ひろばラウンジ

　仁藤敦史「『延喜式』からみた陵墓の体系　陵墓と前方後円墳
　清武雄二「古代の長鰒を復元する　『延喜式』記載の貢納品研究」
　 小倉慈司，常胤が献じたご馳走，千葉氏フォーラム　千葉常胤の元旦の祝膳　現代につながる鎌倉時代の「食」

文化，2017年６月４日，於千葉市商工会議所大会議室
　 三上喜孝，古代の薬草と東アジア，第219回歴博くらしの植物宛観察会　2017年６月24日，於国立歴史民俗博物

館くらしの植物苑
　 小倉慈司，古代文献史料研究の課題─『延喜式』を中心に，九州史学研究会大会公開講演，2017年10月21日，於

九州大学箱崎キャンパス，招致講演
　 中村光一，高崎の古社を訪ねて─「神社」でたどる郷土の歴史─，高崎郷土史会文化講演会，2017年11月５日，

於高崎市中央公民館，招致講演
展示

　 文部科学省エントランス企画展示「古代の百科全書『延喜式』に学ぶ，いにしえの暮らし」，2017年４月27日～
６月27日，於文部科学省エントランスホール（人間文化研究機構と共催）

　 仁藤敦史担当，国立歴史民俗博物館企画展示「世界の中の古墳文化」にて延喜陵墓式関係展示，2018年３月６日
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～５月６日
その他

　 小倉慈司・後藤真，平安貴族の日記を読んでみた，『ニコニコ超会議2017』超みんなで翻刻してみた，2017年４
月30日，於幕張メッセ国際展示場

　 東京医療保健大学医療保健学部医療栄養学科三舟隆之卒研ゼミにおける研究（「『延喜式』に見える豉の製法実験」
「『延喜式』に見える「酢」の製法実験」）の研究計画策定支援，成分分析支援

　集英社『訳注日本史料』編集事業への協力
　 2017年度に制作した長鰒復元模型の画像の平城宮跡歴史公園「平城宮いざない館」（2018年３月開館）情報検索

コンテンツ「現れた平城宮の姿」への提供

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
　天野　　誠　千葉県立中央博物館・主任上席研究員
　荒井　秀規　藤沢市生涯学習部郷土歴史課・主査上級（学芸員）
　石川　智士　総合地球環境学研究所・教授
　稲田奈津子　東京大学史料編纂所・助教
　小川　宏和　御食国わかさ小浜食文化館・学芸員
　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
　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・教授
　三輪　仁美　宮内庁書陵部編修課・研究員
　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・教授
◎小倉　慈司　本館研究部・准教授
　小風　尚樹　東京大学大学院博士後期課程（研究協力者）
　神戸　航介　ＲＡ

（16）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，
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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。

２．今年度の研究計画

【総括チーム】
（１） 国際シンポジウム「異文化を伝えた人々─19世紀在外日本コレクション研究の現在」（2017年７月）の開催と，

予稿集の刊行
（２）企画展示「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」の巡回（長崎歴史文化博物館，名古屋市博物館，国立民
族学博物館）

【A　ウィーン・チーム】
（１）現地調査
　　①　ウィーン世界博物館所蔵のハインリッヒ・フォン・シーボルト収集の「もの資料」の調査・撮影
　　②　 シーボルトの末裔であるブランデンシュタイン＝ツェッペリン家所蔵のシーボルト父子関連文献資料の調

査・撮影
　　③　ドイツ国内の関連資料の調査・撮影
（２）データベース
　公開中の「シーボルト父子関係資料データベース」の更新（ブランデンシュタイン家所蔵資料データへのドイツ語
情報の付加）

【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ための調査研究
　　②　ダラム大学東洋博物館における日本コレクションを活用した教育プログラム開発のための調査研究
（２）教育プログラム等
　ダラム大学東洋博物館における日本コレクションを活用した教育プログラムの共同開発
（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（同館および文化庁との共催）の準備

【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・狂歌摺物に関する調書作成
　　②　ジュネーヴ市立アリアナ美術館所蔵の日本陶磁に関する調査（チューリッヒ代との共同）
　　③　シーベル・ブレンワルト社絹織物関係資料の調査（ルッツェルン大学と共同）
（２）教育プログラム等
　ジュネーヴ市立アリアナ美術館所蔵の日本陶磁調査実習プログラム（チューリッヒ大学と共同）の実施
（３）展示等
　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（チューリッヒ大学と連携）

３．今年度の研究経過

【総括チーム】
（１）学術交流協定締結



65

Ⅰ−１　共同研究

　　①　 ピーボディ・エセックス博物館（アメリカ）と学術交流協定（覚書）を締結，ウエールズ国立博物館（イギ
リス）との協定の有効期間を延長した。

　　②　 ジュネーヴ市立版画キャビネット（スイス），マインフランケン美術館（ドイツ），公立はこだて未来大学等
と，学術交流協定（覚書）締結のための協議・文案作成をおこなった。

（２）シンポジウム
　　①　 国際シンポジウム「異文化を伝えた人々─19世紀在外日本コレクション研究の現在」を国立西洋美術館講

堂にて開催（2017年10月28・29日），研究者を中心に一般参加者を含む164名の参加者を得て，当該研究の
現状や重要性が広く認識され，海外の研究者との連携強化，人的ネットワークの形成に大きく貢献した。

　　②　 平成28年度に開催した国際シンポジウム「シーボルト・コレクションから考える」の報告書を日英（独）バ
イリンガルで刊行（2018年３月），展示図録では伝えきれなかったフィリップ・フランツ・フォン・シーボ
ルトによる第二次コレクションと博物館理論家としての功績に関する最新の研究成果を発信した。

【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・

撮影を実施，未調査分の資料の整理および撮影を進め，約820カットを撮影した。この際シーボルト・コレ
クションの展示風景古写真を発見，読売新聞に記事として取り上げられた。（2017年８月24～28日）。

　　②　 ヴュルツブルク市内のいくつかの機関にはシーボルト（子）による収集資料が伝世しているが，これらの系
統だった所在調査はおこなわれていない。アレクサンダー・フォン・シーボルトの収集品とされてきた資料
だが，シーボルト父子以外のコレクションとの混乱があり，また実際の収集者はハインリッヒである可能性
も高いため調査研究を進めている。今年度は，シーボルト博物館において，シーボルト（子）収集の日本コ
レクションの調査撮影をおこない，15点の資料の調査，42点の資料の撮影を完了した。（2017年８月22～23日）

　　③　 ワイマールクラシック財団において，ワイマール大公とアレクサンダーとの友好関係に基づき，資料の寄贈
がなされた経緯を示す新資料（書簡12通）の調査をおこなうとともに，旧ワイマール大公博物館所蔵日本関
係資料（絵画・版本等）を確認した。また，ニュルンベルクのゲルマン国立博物館図書館においては，ハ
インリッヒの友人であったハイヤー・フォン・ローゼンフェルト旧蔵の書籍（家紋デザイン帳）７点の調査
撮影をおこなった。（2018年３月６～10日）

　　④　 ミュンヘン五大陸博が所蔵するシーボルト（子）収集資料の調査・撮影（漆工芸・農具など）を行った（2018
年２月26日～３月９日）。

　　⑤　 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，協定締結機関の東京都江戸東京博
物館や，長崎歴史文化博物館との連携により実施するした（2018年１月29日～２月９日）。今回の対象は考
古資料，漆器，陶磁器，絵画，歴史民俗的もの資料など。ハインリッヒとは関連の深いナウマン収集の考古
資料についても併せて調査・撮影をおこなった。

（２）報告書
　２期のプロジェクトで重要性が判明したシーボルト直筆のコレクション解説「シーボルト日本博物館の概要と解説」
の草稿（ブランデンシュタイン＝ツェッペリン家所蔵）を翻刻・翻訳し，資料集『シーボルト日本博物館の概要と解
説―欧文原本・翻刻・翻訳』として2018年３月に刊行した。

【B　イギリス・チーム】
（１）現地調査
　　①　 イングランド北部のダラム大学東洋美術館において，2016年度に寄贈された陶磁器コレクションの調査を現

地の学芸員と共同でおこない，展示に活用し，教育プログラムを念頭においた展示替えをおこなった（2017
年５月24日～27日）。

　　②　 スコットランド，ブルームホール・ハウスにおいて，幕末の日本を訪問し日英修好通商条約（1858年）を締
結したことで知られる第８代エルギン伯爵ジェイムズ・ブルースによる日本コレクションの調査をおこなっ
た。

（２）展示
　ウエ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16日～９月９日開催，文化庁とともに共同開
催予定）の準備を進めている。文化庁，ウエールズ国立博物館，歴博において計12回の打ち合わせ会議を開催した。
展示資料リスト，輸送・随展スケジュール，図録編集などについて検討協議し，三者の協定書を作成，借用交渉や
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図録原稿執筆を進めた。
　また，三木美裕を中心に，会期中に実施する教育プログラムの開発，教育普及活動のための準備，エデュケーター
との協議などをウエールズ国立博物館のスタッフとともに進めた。展覧会前（４月を予定）に各地の学校を回りプレ
事業を行い，展覧会にきてもらうための学校連携の態勢づくり（国際交流基金や英国日本協会の教育部と連携），現
地駐在員とその家族によるボランティア確保（現地日本語学校と連携）などの準備も開始した。
　外部資金調達のため，企業や財団に働きかけをおこない（ウエールズおよびロンドン），今年度は大和日英基金，
英国笹川財団から助成金を獲得，企業からはソニーとパナソニックから展示場で用いる機材の提供を受けられること
が決まった
（３）教育プログラム
　昨年度に引き続き，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。同館常設の日本展示に合わせたプログラムとして，博物館に就職す
る予定の大学院修士課程学生を対象とした講義（ダラム大学博物館学講座）に日本側の専門家として三木美裕（2017
年10月17日・12月12日），久留島浩（2017年12月12日）が参加，実物資料の取り扱いや，展示開発に関する内容を含
む90分間の講義をおこなった。
　また，ダラム大学東洋博物館と共同で進めているデジタルツールを用いたプログラムの作成にむけて，大学図書館
の大学図書館司書と技術的側面に関する打ち合わせをおこない，ダラム大学のデータベースとリンクしたツールの開
発に着手した

【C　スイス・チーム】
（１）現地調査
　　①　 アリアナ美術館，バウアーコレクションおよびベルン歴史博物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。（2017年12月３日～12月10日）。今年度は特に薩摩と肥前磁器を対
象とし，薩摩を専門とする研究協力者を招いて実施した。

　　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）が所蔵するシーベル・
ブレンワルト社絹織物関連資料約400通をルツェルン応用科学芸術大学の研究協力者が進めるにあたり，こ
れにかかる経費の半分を歴博の追加事業予算で支援した。

　　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。また，
関連調査として，柿衛文庫（伊丹市）での俳諧摺物関係文献調査（2017年９月21日），大阪府立中之島図書
館での俳諧摺物帖調査（2017年９月29日），大阪商業大学商業史博物館における四条派絵画調査（2017年11
月８日）を実施した。

　　④　 ロ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チュー
リッヒ大学との連携によりおこなった。（2017年10月19日～13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（アリアナ美術館およびロイトリンゲン工科大学）を実施。
薩摩焼の専門とする渡辺芳郎（鹿児島大学）氏を研究協力者として招き，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），澤田和人（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の学生が参加し，訓練と講義を兼ねた工芸品調査の実習をした。

４．今年度の研究成果

（１）学会・シンポジウム・予稿集
　①　 国際シンポジウム「異文化を伝えた人々─19世紀在外日本コレクション研究の現在」を国立西洋美術館講堂

にて開催し，講演要旨集を刊行した。（2017年10月28日・29日，主催：人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館，
独立行政法人国立美術館 国立西洋美術館，助成：日本万国博覧会記念基金）

　〈講演表題・報告者〉
　　司会：大久保純一）/ 宮坂正英（長崎純心大学）
　　趣旨説明　日高　薫
　　保谷　徹（東京大学史料編纂所）「東京大学史料編纂所における在外日本関係史料の研究資源化への取り組み」
　　櫻庭美咲「磁器陳列室をめぐる神聖ローマ帝国諸侯の競合と日本磁器」
　　 ルドルフ・エッフェルト（ライデン大学）「日本コレクションの委任─“新” 王立キャビネットの収集に携わっ

た３人の文官」
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　　 ブルーノ・J・リヒツフェルト（ミュンヘン五大陸博物館）「変わりゆく視覚：国立ミュンヘン民族学博物館・五
大陸博物館におけるシーボルト・コレクションと150年間の日本文化展示活動」

　　 ヨハネス・ヴィーニンガー（オーストリア応用芸術博物館）「オーストリア応用芸術博物館（ウィーン）所蔵ハ
インリッヒ・シーボルト・コレクション」

　　小林淳一（東京都江戸東京博物館）「モースコレクションにおける陶器その他について」
　　鈴木廣之（東京学芸大学）「磁器から陶器へ：19 世紀後期における西洋の日本美術への関心の変遷」
　　 ジュヌヴィエーヴ・ラカンブル（オルセー美術館名誉上席学芸員）「在仏19 世紀コレクションにみるオランダお

よび中国由来の日本製漆器─1855年以前の状況─」
　　今井　朋（アーツ前橋）「美術商の視線，蒐集家の視線，美術館の視線　在仏極東美術品を巡る嗜好の歴史」
　　 ジラルデッリ青木美由紀（イスタンブール工科大学）「スルタンが愛した日本：トルコ国立宮殿局所蔵日本美術

工芸品コレクション」
　　堅田智子（上智大学）「アレクサンダー・フォン・シーボルトと「視覚による広報」の場としてのウィーン万博」
　　 ベッティーナ・ツォルン（ウィーン世界博物館）「ハインリッヒ・フォン・シーボルトがアイヌに関する自著に

使用した図版について」
　　 フィリップ・スホメル（プラハ芸術大学・プラハ国立博物館）「日本装飾芸術を軸とした19 世紀チェコにおける

日本美術収集」
　　澤田和人「アメリカにおける日本の染織品に対する嗜好の変化─野村正治郎の販売活動を手掛かりとして─」
　②　 人間文化研究機構機関拠点型研究プロジェクト「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」（メタ資料学研究センター）との連携により，国立歴史民俗博物館国際研究集会／全国歴史民
俗系博物館協議会関東ブロック集会研究会「文化財のデジタル化とその保存・活用～イギリスと日本」の開
催に協力し，イギリス・チームの海外連携機関であるウエールズ国立博物館館長のデイビッド・アンダーソン
氏が，講演を行った。（平成29年11月22日，会場：尚友会館，逐次通訳付講演「UK Museums and their 
Audiences 1997-2017」。

　③　 第30回人文機構シンポジウム「海の向こうの日本文化─その価値と活用を考える─」（2017年６月３日，九州
大学西新プラザ）

　　　澤田和人「シーボルト・コレクションの長崎くんち衣裳」
　④　 2017年度史学会第115回大会，西洋史部会（2017年11月12日・東京大学本郷キャンパス法文１号館）
　　　堅田智子「日露戦争下でのベルリン和独会による義捐活動の実態─ドイツ語月刊誌Ost-Asienを手がかりに」
　⑤　大阪私立大学文学研究科プロジェクト研究会（2017年１月17日・大阪私立大学）
　　　堅田智子「ベルリン和独会に見る『独日関係の黄金時代』─人的ネットワークの構築と展開をめぐって─」
　⑥　 Commodity Trading Companies in the First Global Economy, 1870-1913（2017年２月３日・ロッテルダム，

エラスムス大学）
　　　 アレクシス・シュヴァルツェンバッハ（ルツェルン大学）"Modern Silk Roads - Swiss trading companies in 

Japan and China, ca.1860 – 1914"
　⑦　 “Documenting Westerners in Nineteenth-Century China & Japan: New Sources and Perspectives.”（2017

年６月22日・セインズベリー日本藝術研究所）
　　　福岡万里子“Casper Brennwald: Trading Activities of a Swiss Merchant in 1860s in Japan and Europe.”
　⑧　 ‘Japanese Cultural Studies outside of Japan – its current status and future perspectives’（2017年７月14日・

セインズベリー日本藝術研究所）
　　　三木美裕（ディスカッサント）
　⑨　The Background to Japan's Modernization（講演会）（2017年12月10日・ケルヴィングローヴ美術館）
　　　久留島浩「「What made the Meiji Restoration possible? 日本の近代化：明治維新はなぜ可能だったか

（２）学術論文・刊行物等
　①　 国際シンポジウム報告書『国際シンポジウム「シーボルト・コレクションから考える』国立歴史民俗博物館，

総281頁，2018年３月
　　　 （著者：久留島浩，日高薫，ブルーノ・リヒツフェルト，原田博二，青山宏夫，佐々木守俊，櫻庭美咲，大久

保純一，宮坂正英，平田由紀）
　②　 堅田智子・福岡万里子（解題，翻刻および日本語訳），：堅田智子（翻刻および日本語訳），ブルーノ・リヒツ

フェルト（翻刻チェック）『シーボルト日本博物館の概要と解説─欧文原本・翻刻・翻訳』国立歴史民俗博物館，
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総188頁，2018年３月
　③　佐々木史郎「父と子が集めたアイヌコレクション」『月刊みんぱく』475号，8-9頁，2017年８月
　　　青山宏夫「シーボルトが手に入れた日本の地理情報」『月刊みんぱく』475号，6-7頁，2017年８月
　　　 青山宏夫「シーボルトが手に入れた日本図との地理情報」『地図』（日本地図学会）56巻１号，24-39頁，2018

年３月
　　　 宮坂正英「ミュンヘン五大陸博物館所蔵「鳴滝の家屋模型」に関するシーボルトの記述について」『鳴滝紀要』

第28号，シーボルト記念館，1-6頁，2018年３月
　　　 堅田智子（翻刻）男爵アレクサンダー・フォン・シーボルト「古き日本に関する回想 第２部─英国の旗の下

に 1862年から1870年─」『鳴滝紀要』第28号，シーボルト記念館，23-44頁，2018年３月
　　　 Kaori Hidaka, Bruno J. Richtsfeld, 'Revisiting Siebold’s Japan Museum in Munich：Research cooperation 

between the National Museum of Japanese History（Sakura, Chiba Prefecture, Japan）and the "Museum 
Five Continents", Munich'，ExpoTime!, December 2017 / January 2018，Verlag Dr. Christian Müller-
Straten，pp.5-11，2018年，ドイツ，2018年１月

　④　櫻庭美咲「スイスにおける日本美術史量の調査と人材育成」『きざし　Vol.2』人間文化研究機構，2017年３月
　　　 『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　日本文化発信に向けた国際連携のモデル構

築　NEWS LETTER』Vol.1，2018年３月

（３）展示
　　国際企画展示「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」の巡回。
　　　　長崎歴史文化博物館（2017年２月18日～４月２日）
　　　　名古屋市博物館（2017年４月22日～６月11日）
　　　　国立民族学博物館（2017年８月10日～10月10日）。
　　　　 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）

　　　関連行事
　　　　日高薫「シーボルト収集の漆工芸品と日本博物館」（講演）（2017年４月22日・名古屋市博物館）
　　　　 日高薫「シーボルトが収集した漆工芸」（2017年８月19日「みんぱくゼミナール　シーボルトの日本展示と

博物学」，国立民族学博物館）
　　　　 日高薫「シーボルトの日本博物館を復元する」（吹田歴史文化まちづくり協会「民博夜話」，2017年８月８日，

吹田歴史文化まちづくりセンター浜屋敷）

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
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　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，
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

　本プロジェクトは，日系社会において日本語で作成された資料から，日系社会の社会言語学的状況をより包括的
に捉えることを目的としている。そこでは，現地の日本語の構造的特徴を解明するだけではなく，例えば彼らのナ
ラティブを分析することで日系社会の社会構造を解明したり，労働運動やプランテーションなどの歴史資料の研究
にみる現地の社会構造と日本語の特徴との相関を考察するなど，言語学と歴史学のそれぞれのアプローチを統合し
た新たな社会言語学の生成を目指し，その方法としての在外資料論の構築を行っている。
　今年度は，前年度に実施した資料調査・研究会などの蓄積を踏まえ，資料調査等を継続する一方で，社会言語学，
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歴史学等の立場から現地の言語生活を分析・整理し，在外資料論構築に向けた，資料評価の枠組みについての検討
を開始する。
　基礎作業として，国内外で実施した資料調査によって得られた資料（写真資料，音声・映像資料）の整備，並び
にデータベース化（目録の作成，音声・映像資料について，目録作成の他，アナログ音声のデジタル変換，書き起
こし等）を継続する。また，音声・映像資料については目録データベースの公開を開始する。
　これと併行して，これまで収集した資料を用いた研究成果を社会言語学・アジア研究関連の国際会議（Methods, 
EAJS等）で研究発表を行うほか，ハワイ大学マノア校，ミシガン大学でのワークショップ，シンポジウムを実施
する。さらに， 国立歴史民俗博物館における企画展示に向け，プロジェクトメンバーを含めた関係者との協議を開
始させる。その際，国立国会図書館など国内機関との移民資料コンソーシアムにおける議論も踏まえ，日本での移
民資料に関する評価・活用と公開の方向性を検討する。
　さらに，本プロジェクトの研究成果の一端は博物館展示と連動して公開する予定であることから，そもそも「移
民」という対象を人文科学においてどのように位置づけ，研究者および社会に提示するのかが問われることになる。
このため，「移民」をめぐって今日的に要請される課題，とりわけ日本を含む諸国間の人口移動の可能性と，その
一方での「孤立主義」的な政治・社会の動きの緊張関係を視野に入れ，グローバリゼーションへの評価とともに検
討する。
　このほか，現地機関との関係構築（覚書，協定締結など）を行う。また教育プログラムを国内の大学で実施する
とともに，その拡充の可能性を探る。

３．今年度の研究経過

①現地調査・資料収集
　平成29年度においては，現地調査としては，サクラメント歴史センターに所蔵の音源資料（Takarabe 
Collection）のデジタル化作業を完成させた。この他には，福島市やハワイ島，国立国会図書館等での聞き取りを
実施した。また，これまで国内外で実施した資料調査によって得られた資料（写真資料，音声・映像資料）の整備，
並びにデータベース化（目録の作成，音声・映像資料について，目録作成の他，アナログ音声のデジタル変換，書
き起こし等）を継続させた。その内，音声・映像資料については「日系移民音源資料目録データベース」の整備を
進め，平成30年２月に公開する予定である。
②研究会
　平成29年度においては，国内・海外において，研究成果の発表の場を設けた。2017年５月にハワイ大学マノア校
で東アジア言語・文学研究科，ならびに言語学科との共催で国際ワークショップ「Underdescribed Languages 
and Histories: Linguist’s and Historian’s Challenges」を開催し，2017年６月に人間文化研究機構シンポジウム（『海
を渡った日本文化の現在』），2017年11月にミシガン大学日本研究センターとの共催で『Spies, Prisoners, and 
Farmers: the origin of the Japanese studies at Michigan』を開催した。また，2018年２月に国立歴史民俗博物館
で本プロジェクトの研究会を実施する予定である。この他には，平成28年度に引き続き，国立国会図書館など国内
機関との移民資料コンソーシアムを４回開催し，さらに３月28日に５回目を開催する。
③学術交流協定
　平成29年度においては学術交流協定を，ミシガン大学日本研究センター（2017年８月），スタンフォード大学フー
バー研究所（2017月12月）に締結した他，ハワイ大学マノア校とも2018年２月に締結予定である。この他に，龍谷
大学農学部，オーストリア科学アカデミー，全米日系人博物館，Hawaii Times Photo Archives Foundationとの間
でその内容について検討し，締結に向けた準備を進めた。
④その他
 本事業で収集した資料を活用した教育プログラムを龍谷大学農学部で実施した。この他にも，ミシガン大学で日
本研究専攻の学生を対象にNINJALチュートリアルを実施し，若手育成にあたった。また国立歴史民俗博物館での
企画展示について展示プロジェクト委員会を立ち上げ，その検討に着手した。企画展示の策定に当たってUCC上
島珈琲株式会社農事調査部との連携を図ることで合意形成をとった。

４．今年度の研究成果

（１）研究成果について
 本年度の研究成果は，データベース２件，研究論文１件，シンポジウム・ワークショップ３件，研究発表７件で
ある。昨年度は研究計画の遂行が全般的に遅れてしまったため，本年度は年次計画に則り，着実に事業を推進でき
た。特に移民音声資料目録データベースの暫定公開の見通しが立ち，今年度中の試験公開に踏み切れたことは大き
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な意味を持つ。また，シンポジウムでは，ハワイでこれまで収集して来た在外資料を活用した発表を行うことがで
きた。同時に，ミシガン大学で戦時中に実施された日本語教育に関する資料をはじめとし，戦後の現地での日本研
究の起源に迫るシンポジウムを開催できたのも大きい。これの継承的発展としての国立歴史民俗博物館でのシンポ
ジウムも大きな意義をもつ。
　研究体制のメンバーによる研究成果も今年度から提示されるようになった。そのうち，原山浩介「ハワイ立州の
周辺にみるポリティクス」『現代思想』45巻18号219-225，写真花嫁や日本語教材などの分析を（Takada，
Tomokazu. Kanji Character Textbooks at the U-M Army Intensive Japanese Language School. Spies, Prisoners, 
and Farmers: the origin of the Japanese studies at Michiganなど）を行なった。また，昨年度首都大学東京で実
施した教育プログラムの報告も国際会議で報告（ダニエル＝ロング，朝日祥之，高野駿「研究と教育の融合をめざ
した授業実践報告とその効果に関する考察」第10回 実用日本語言語学国際会議など）した。

（２）研究水準について
　本年度は，ハワイで収集された日系移民資料を活用し，現地の日本語，ならびに歴史に関するワークショップを
2017年５月に実施し，68名が参加した。そこで，日本語の特徴についてハワイ大学のKent Sakoda氏，日系史につ
いてはDennis Ogawa氏から，成果報告内容に関する評価，指摘された現象に対する見解などを通じて，本研究の
水準の高さについて評価をえた。ミシガンについては，現地の日本語教育，日本研究センターの成立史，岡山分校
での活動などに関する国際シンポジウムを開催し，74名が参加した。そこで，戦時中の日本語教育の実践，ミシガ
ン大学日本研究センター成立の背景，岡山分校での活動などについて，戦後のアメリカにおける日本研究のあり方
を振り返る格好の機会になったとして評価をえた。
　これら二つのワークショップでは，実証面もさることながら，労働運動や歴史修正主義といった，移民史研究の
射程を押し広げる論点，ないしはグローバルな水準での問題設定との架橋を行い，論点を整理するとともに，これ
ら問題についての共通認識を作ることができた。また，ミシガン大学岡山分校に関わる議論は，戦後日本の人文学
がどのように方向付けられたのかをめぐる思想史的な研究の萌芽が見出され，今後，本研究プロジェクトを超えた
取り組みに発展させることを期待できる。

（３）研究体制について
　研究体制としては，基本的には昨年度と同じ体制で活動を行ってきたが，一方で，在外資料論の点から当該分野
に精通している研究者（国文学研究資料館，海野氏）に参画してもらうこととなった。また，国立国語研究所にお
いてデータベース構築の面ではメンバーの補強を行った。また，研究体制としては，国内外の大学，大学教員，文
化センター，博物館職員，文書館，新聞社等との連携を図っている。その本年度より，これまでの研究活動を通じ
て構築したネットワークを提示すべく，研究体制の示し方の方針を変更することとした。いずれの関係者とも本プ
ロジェクトを進める上で実際に連絡を取り合っている。連携としては，（１）資料を所蔵する機関との資料利用に
関する協議・連携，（２）博物館での企画展示に向けた，資料提供をする上での連携，（３）研究交流，教育プログ
ラム策定，実践を行うための連携などが挙げられる。

（４）教育について
　今年度においては，NINJALチュートリアルを実施した。これは大学院生・大学生を対象としたものである。日
本語教科書に見られる日本語の特徴についての講義を行い，ミシガン大学日本研究専攻の大学院生４名が参加した。
日本語の話し言葉に見られる多様性についてより深い理解を得ることができた。また，龍谷大学農学部において，
当大学の教員がそれぞれの担当する科目で日系移民に関する講義・演習を行なった。

（５）人材育成について
　 国立国語研究所にて，大学院博士後期課程在籍中の大学院生（国籍イタリア）を技術補佐員として雇用した。
日本語・英語に堪能である上，日本語方言にも関心を持っている。移民資料目録データベース構築の作業にあたっ
てもらっている。

（６）社会連携について
　 現地の博物館，文化センター，文書館などとの連携を行っている。また，民間企業に対する協力要請を行って
おり，これまでのところUCC株式会社農事調査部との連携（博物館展示）について，担当者と協議を行った。
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（７）社会貢献について
　 移民目録データベース等の発信がそもそも現地の日系社会のメンバーにも向けられたものである。その点での
社会貢献は見込める。また，Hawaii Times Photo Archivesの資料は，ハワイのコミュニティもさることながら，
日米のさまざまな報道機関・研究活動を支えるものとなり，いわば，「研究」と「社会」という貢献対象の垣根を
越えた意義を持つモものといえる。このほか，NHKなどマスメディアからの問い合わせが増えており，「移民」な
いしは「越境性」に関わる論点を広く社会に示す契機を作りつつある。

（８）国際連携について
　 国際学術交流協定をミシガン大学日本研究センターと締結した。また，スタンフォード大学フーバー図書館と
の協定を締結している。来年２月にはハワイ大学マノア校とも締結が予定されている。さらに，Hawaii Times 
Photo Archivesとの協定締結を準備しており，これが実現すると，研究機関のみならずコミュニティとの連携が実
現できる。

（９）国際発信について
　 国際シンポジウムを協力大学等で実施したり，国際会議での研究発表を通じた国際発信を推進したりしている。
また，移民資料目録データベースを英語・日本語で用意している。これも国際発信に繋がる。

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）


