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［概　要］

　外部資金の導入による研究の活発化については，歴博が追求している課題の一つである。競争的研究資金の一つ
である日本学術振興会による科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金／科学研究費補助金）については，
2017（平成29）年度の新規採択件数は11件で，継続を含めた採択件数では28件，総額85,575千円であった（採択課
題一覧参照）。
　また，民間の研究助成についても従来のものに加え，新たに「産学連携共同研究」の導入を図り，研究の促進に
努めた。

共同研究担当　工藤雄一郎・松木武彦・田中大喜

［採択課題一覧］

研究種目 代表者氏名 研　究　課　題　名

新
　
規

基盤（A）一般 後藤　　真 「研究に真に使える」歴史資料情報基盤の構築
─データ持続性研究と人文情報学の実践─

基盤（A）一般 齋藤　　努 高精度同位体比分析装置を用いた古代日本における青銅器原料の産地と
採鉱状況の研究

基盤研究（B）
（一般） 日高　　薫 17～19世紀の在外日本コレクション形成に関する基礎的研究

基盤研究（B）
（一般） 関沢まゆみ 村落社会の相互扶助の動揺と民俗の維持継承─葬儀変化にみる地域差の

存在とその意味─
基盤研究（B）
（一般） 松田　睦彦 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

若手研究（A） 箱﨑　真隆 東北日本における過去3400年間の酸素同位体比標準年輪曲線の確立

基盤研究（C）
（一般） 大久保純一 幕末世相取材錦絵の美術史的研究

基盤研究（C）
（一般） 清武　雄二 古代日本の食材加工にみる律令国家税制の実態的研究

基盤研究（C）
（一般） 松木　武彦 古墳時代鉄鏃の変化と地域性に関する数理的解析

基盤研究（C）
（一般） 青木　隆浩 1930～1960年代における化粧文化の実態

基盤研究（C）
（一般） 荒川　章二 帝国日本と植民地災害─日本植民地時代の台湾震災史を中心に─

継
　
続

基盤研究（B）
（一般） 荒木　和憲 中世日本の東アジア交流史に関する史料の集成的研究と研究資源化

基盤研究（B）
（一般） 小倉　慈司 史料学的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究

基盤研究（B）
（一般） 山田　慎也 現代日本における死者儀礼のゆくえ─生者と死者の共同性の構築をめざ

して
基盤研究（B）
（一般） 柴﨑　茂光 林業遺産の保存と持続的な活用による林業教育・地域づくりの可能性

基盤研究（B）
（一般） 日高　　薫 東西貿易と東洋趣味コレクション─17～19世紀の日本美術コレクション

が担った役割
基盤研究（B）
（一般） 上野　祥史 武装具の集積現象と古墳時代中期社会の特質

基盤研究（B）
（一般） 村木　二郎 琉球帝国と東アジア海域の動態研究─集落・流通・技術─

２ 外部資金による研究
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継
　
続

基盤研究（C）
（一般） 樋浦　郷子 日本植民地の学校教育に見る民族意識の形成

基盤研究（C）
（一般） 櫻庭　美咲 ザクセン選帝侯アウグスト二世旧蔵日本磁器の研究─西洋における日本

像の受容史的考察
基盤研究（C）
（一般） 高田　貫太 朝鮮半島西南部の前方後円墳をめぐる倭と馬韓の交渉史

基盤研究（C）
（一般） 青山　宏夫 坤興万国全図と国民的教養の基盤形成

基盤研究（C）
（一般） 工藤雄一郎 旧石器・縄文時代の人類活動と古環境との時間的対応関係に関する研究

基盤研究（C）
（一般） 天野　真志 津波被害を受けた民間所在歴史資料の歴史情報保存に向けた基礎的研究

挑戦的萌芽研究 山田　慎也 無縁化する社会の葬送墓制と公的支援に関する基礎的研究

若手研究（B） 島津　美子 近世近代における赤色染料の利用実態に関する研究

若手研究（B） 福岡万里子 幕末維新期日本をめぐる国際関係史の再構築に向けて─東アジア比較・
世界史の視点から

特別研究員奨励費 山口　えり
（RＰＤ）

自然と天文の変異からみた日本古代王権の研究─祈雨儀礼と災害認識を
中心に─

【科研費研究】
（１）基盤研究（Ａ）
　　 「「研究に真に使える」歴史資料情報基盤の構築
　　 ─データ持続性研究と人文情報学の実践─」
　　 2017～2020年度
　　（研究代表者　後藤真）

１．目　的

　本研究の目的は歴史資料情報基盤を「研究で真に使える」ものにするべく，研究を行うものである。情報基盤と
してRDF・IIIF・TEIという３つの標準を用い，目録・画像・テキストそれぞれについて，国際標準でかつ実用に
耐えうるシステム構築を行う。歴史学研究および関連研究に資することから始まり，広く過去を扱った教育などに
展開し，大学などだけではなく各地域の博物館や在野の歴史研究者でも活用可能とする。技術として標準化された
ものを重点的に用いるのは，歴史研究の方法論を反映し，かつ複数機関で相互運用し，教育などへのアウトプット
までを実際に行うという，実践のための研究であることを本研究の最大の意義である。また，歴博の資料を国際標
準規格で公開することで，進んでいない博物館資料の公開へのモデルケースともなる。
　実際には目録・画像・テキストが複雑にリンクを構成し，必要な情報に容易にアクセスできるようにするもので
ある。また，これらの情報にはすべてURIを付し，研究資源として論文等の成果リポジトリとの連携を行う。

２．今年度の研究計画

　2017年度は，資料情報の基礎的な研究としては，標準的データと手法のギャップが少ないものから検討を開始し，
最初のモデルを作り上げる。RDFについては，館蔵資料と歴民カードのリンクから開始し，情報のリンクや
Linked Dataの実装を可能にする。情報基盤については館蔵資料目録のRDF版をオープンデータとして公開できる
ようにすると同時に，RDF化した際のリンク実装などの課題を洗い出す。とりわけ，Linked Dataはデータが増え
れば増えるほどグラフが複雑になるので，その実装がどのように可能かを検討する。TEIについては，TEIカンファ
レンス2017（カナダ・ビクトリアにて予定）での発表投稿を行う。
　データの持続性についての検討は，Digital Preservationの専門国際会議であるiPresを連携研究者および研究分
担者とともに平成29年度に日本に招致し実施する。iPres2017を議論の最初の出発点と位置づけ，これらの国際標
準でかつ日本資料特有の仕組みにどのように適用可能かの検討を進める。

３．今年度の研究経過及び成果

　2017年度において，システムの構築を行い，第一次となるシステム公開を行った。RDFについては，歴民カー
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ドのデータおよび館蔵資料目録のデータとの連携を可能とし，実際にどのような形でシステムとして閲覧可能かの
実験を実施した。また，RDFデータからIIIFの画像データとの相互リンクについても，実験を行い，問題なく解決
できることを確認した。
　TEIについては，TEIカンファレンス2017およびAHA（American Historical Association）2018においても事例
報告を行った。持続性研究については，当初予定通り，iPres2017を副代表として開催し，データの長期保存に関
する議論の第一歩として位置付けることができた。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎後藤 　真　本館研究部　准教授
　岡田 義広　九州大学，附属図書館　教授
　坂本 　稔　本館研究部　教授
　関野 　樹　総合地球環境学研究所　研究基盤国際センター　教授
　高田 良宏　金沢大学　総合メディア基盤センター　准教授
　山田 太造　東京大学　史料編纂所　助教
　内田 順子　本館研究部　准教授

（２）基盤研究（Ａ）
　　 「高精度同位体比分析装置を用いた古代日本における青銅器原料の
　　 産地と採鉱状況の研究」
　　 2017～2020年度
　　（研究代表者　齋藤努）

１．目　的

　わが国は，古墳時代後期から古代にかけて，海外の関与を受けつつも日本独自の国家体制が成立していき，やが
て変容・崩壊の過程をたどる。その影響は多方面の文化や技術に反映され，青銅器原料の産地や採鉱技術にも及ん
でいる。
　本研究では，青銅器原料の産地を推定する主な手段であった鉛の同位体比分析に加え，きわめて高精度な新規分
析装置を使用して銅，スズの同位体比分析も行う。それにより，（１）古墳時代後期における青銅器の日本産原料
の開始時期とその地域を解明すること，（２）古代において青銅器原料を供給した鉱山を特定しその推移を明らか
にすること，（３）古代に採掘された銅の鉱石種別を判定し日本における採鉱の状況を究明すること，以上の三課
題に取り組むことを目的とする。

２．今年度の研究計画

　これまでの鉛同位体比研究から，古代の青銅製品には，山口県内から採取された原料が主として使用されていた
ことがわかっている。今年度は，山口県内にある十数カ所の鉱山から鉱石を採取し，歴博が新規に導入した高精度
同位体比分析装置（Thermo Fisher Scientific製 NEPTUNE PLUS）を使用して，鉛同位体比を比較する。また，
近隣遺跡から出土した資料と数値を比較して，原料を採取した鉱山との関係について考察する。
　以前に調査が行われていた周防鋳銭司跡の再調査が進められているので，その進捗状況を見学し，出土している
羽口などから付着物を採取して鉛同位体比分析を行う。

３．今年度の研究経過及び成果

　山口県内の鉱山のうち，古代に稼働していたと推定される４箇所から採取された鉱石の分析を行ったところ，鉛
同位体比に明確な差があることがわかった。これは，歴博が以前に所有していた装置では識別できなかったもので，
新しい成果である。また長登鉱山と蔵目喜鉱山は，近接遺跡から出土した資料が，それぞれの鉱石とほぼ重なる鉛
同位体比を示し，鉱山と製品との間に強い関連性があることがわかった。また，7世紀後半から11世紀頃までの遺
跡から出土した遺物について同様の分析を行ったところ，早い時期には近接鉱山の原料が使われていたと推定され
るが，時期が下るほど原料の産地が複雑化していく様子がみてとれた。
　研究会を実施する中で，鉱山周辺の地質に関する知見が必要であることがわかり，鉛のほかに，ネオジム，スト
ロンチウムの同位体比分析を開始した。そのほか，近年注目を集めているが文化財科学の分野ではまだ未着手状態
の銅同位体比の分析も実施することを，次年度以降の計画として合意した。　
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４．研究組織（◎は研究代表者）
　成瀬正和 東北芸術工科大学文化財保存修復センター・客員教授
　田中晋作 山口大学文学部・教授
　亀田修一 岡山理科大学生物地球学部・教授
　高橋照彦 大阪大学文学部・教授
　古尾谷知浩 名古屋大学文学研究科・教授
　澤田秀実 くらしき作陽大学音楽学部・准教授
　竹内　亮 花園大学文学部・専任講師
　坂本　稔 本館研究部・教授
　高田貫太 本館研究部・准教授
　荒木和憲 本館研究部・准教授
　林部　均 本館研究部・教授
◎齋藤　努 本館研究部・教授

（３）基盤研究（Ｂ）（一般）
　　 「17～19世紀の在外日本コレクション形成に関する基礎的研究」
　　 2017～2020年度
　　（研究代表者　日高薫）　

１．目　的

　17世紀以降のヨーロッパで形成された日本コレクションは，未知の世界である東方へ向けた眼差しを反映する異
文化コレクションのひとつとして位置づけられるが，その歴史的展開は未だ全体的には把握されていない。本研究
では，王侯貴族による啓蒙主義的な性格のコレクションから近代的なコレクションへの変化が認められる19世紀の
状況にとくに注目し，具体的な事例の比較検討を通じて，各時代における日本コレクション形成の動向をたどる。
博覧会や博物館展示との関連，貿易や産業振興といった実利的な側面にも留意しつつ，ジャポニスム前夜の日本美
術受容の実態を解明し，海外における異文化コレクションをめぐる文化の総体的理解の一助としたい。
　なお，本研究は，歴博が推進する人間文化研究機構・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世紀日本関連資料の調査と・活用 ─日本文化発信にむけた国際連携のモ
デル構築にむけて─」と連動しつつ，19世紀のコレクション研究に新たな理論的裏付けを与える基礎的な研究を推
進するものである。

２．今年度の研究計画

　基幹研究プロジェクトにおいては，ウィーン世界博物館所蔵のハインリッヒ・フォン・シーボルトのコレクショ
ンの総合的調査を中心に，シーボルトの二人の息子，アレクサンダーとハインリッヒに関する「もの資料」および
文献資料の調査を進めている。そこで，本年度は，19世紀の在外日本関係資料をめぐる状況を包括的に捉えるため，
国際シンポジウムを開催することを中心課題とした。あわせて，ウィーン世界博所蔵のコレクションの比較材料と
なるコレクションの調査や，19世紀の日欧の収集をめぐる文化・社会的背景に関する検討をおこなうことを目的と
した。

３．今年度の研究経過及び成果

　① ドイツを中心に各地に散在するシーボルトの息子たち（アレクサンダーとハインリッヒ）の収集資料の調査（ブ
ランデンシュタイン＝ツェッペリン家，ヴュルツブルクシーボルト博物館，ミュンヘン五大陸博物館，ワイマー
ル・クラシック財団，ニュルンベルクゲルマン国立博物館図書室）をおこなった。その結果，シーボルトの末
裔家ブランデンシュタイン城所蔵資料の中から，シーボルト父子収集資料の展示風景を撮影した４枚の古写真
を発見し，一部の成果をシンポジウムおよび論文で発表した。

　② ロイトリンゲン大学が所蔵するベルツ・コレクションの染織品調査をおこなった。
　③ ピーボディ・エセックス博物館と学術協力協定を締結し，同館所蔵のモース・コレクションをはじめとする日

本関係資料に関する調査協力の打ち合わせをおこなった。
　④ ルッツェルン応用科学芸術大学との連携により，スイス絹織物産業関係資料（シーベル・ブレンワルト社の共

同経営者であったシーベル兄弟の書翰，総計約300通）の翻刻作業をすすめた。
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　⑤ 19世紀における日本関連資料収集の歴史的展開と意義，活用の諸問題について，国内外の研究者が意見を交換
する国際シンポジウム「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」を開催（2017年10月
28・29日，於国立西洋美術館講堂，同時通訳付），海外から７名，国内より８名が報告をおこない，研究者を
中心に一般参加者を含む164名の聴講があった。シンポジウム報告書は，平成30年度末に刊行予定である。

４．研究組織（◎は研究代表者）
　荒川　正明　学習院大学・文学部　　　　山崎　　剛　金沢美術工芸大学・美術工芸学部
　吉田　雅子　京都市立芸術大学　　　　　大久保純一　本館研究部・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
　島津　美子　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

（４）基盤研究（Ｂ）
　　 「村落社会の相互扶助の動揺と民俗の維持継承
　　 ─葬儀変化にみる地域差の存在とその意味─」
　　 2017～2019年度
　　（研究代表者　関沢まゆみ）

１．目　的

　昭和30年代以降，溝浚えや道普請などの共同労働や，結婚，出産における地域の人びとの相互扶助など，地域社
会における共同慣行が日本各地で次第に消滅していった。そうした中で，最後に残っていたのが葬儀における相互
扶助であった。しかしそれも，1990年代から2000年以降，地域の人びとの手を離れて葬儀社やJAの職員によるも
のとなり，間もなく葬儀の場所も自宅から葬祭ホールへと変化した。このように葬儀を執り行う人と場所が変わっ
てきている中で，地域社会の人びとの結集力はどのようになっているのか。これについて考察する上で，地域の人
びとのつなぎ役となってきたもう一つのきずなとして，祭りや行事などの伝統行事があったことが注目される。本
研究は，それらの伝承の実態と動向とを調査し分析することとするが，その際，葬儀の変化と伝統行事の変化との
間に連動するものが有るのか無いのか。これについて，地域ごとの対応の違い（これまでの葬儀の調査から，たと
えば公営火葬場を利用するようになってから，ころっと葬式が変わったといわれているようなところもあれば，公
営火葬場ができても講中による村での火葬を続けていたり，葬式だけはまだ講中が中心になって行なっているとこ
ろもあるなど，変化への対応の違いがわかってきている）という観点も含めて分析を行う。

２．今年度の研究計画

　共通の調査項目を作成し，研究分担者と研究協力者とで分担して調査を行い，次の２つの課題について検討を行
う。
（１）地域の伝統行事の伝承実態（維持継承・簡略化・消滅）と，葬儀の個人化（自宅葬からホール葬へ・集落葬
から家族葬へ）という動向に関して，近年の地域社会における相互扶助の動向，動揺の実態，および両者の間に関
連があるか否かの追跡を試みる。
（２）地域の伝統行事が伝承されている地域と，それが消滅に向かっている地域とは，両者の間で何か異なるもの
があるのか。生業の変化，つき合いの変化，地域の歴史の深浅などいくつかの探りの網をかけてみて調査分析を試
みる。

３．今年度の研究経過及び成果

　葬儀の変化，初盆のつき合い，村落の結集する行事，地区の共同事業の有無，などを把握するための調査項目を
作成し，各地で調査を開始した。調査事例のうち，広島県北広島町下川東地区の花田植えと葬儀の変化（新谷尚紀），
御殿場市御殿場の吾妻祭と葬儀の変化（松田香代子），大分県姫島村の盆踊りと葬儀の変化（羽田野京），福井県若
狭町瓜生の葬儀と六斎念仏（高橋史弥），富山県氷見市岩瀬地区の獅子踊りと葬儀（川嶋麗華），沖縄県中城村北浜
の葬儀とお盆のウンケージマ：お迎え相撲（武井基晃），宮崎県西諸県郡高原町祓川・狭野地区の神舞と葬儀の変
化（大山晋吾），福岡市の葬儀の現状（宮内貴久），島根県美保関の宮座の変化（関沢）などの調査から，2017年12
月２日，３日の研究会で報告と討論を行った。
　今年度のこれらの調査事例から，葬儀の変化と伝統行事の変化との間に直接的な連動の有無については，それは
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必ずしも明確には認められないという状況が明らかになった。ただし，民俗行事の維持継承の力の強い事例の存在
があらためて注目され，伝承の担い手となる人びとの意識やその地域の歴史的背景などについて，さらに多角的に
分析していく必要が確認された。
　また，本研究では，相互扶助の動揺をよく表すものとして葬儀変化（X軸）を，それと地域の民俗行事の動向（Y
軸）とをあわせ分析するというのは，観点としては新しいが，多様な事例を単純化しすぎるとの自己批判もあり，
分析方法としてはさらに深く検討していこうということが課題となった。
　12月の研究会記録を中間報告として編集，簡易製本した（全85ページ）。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎関沢まゆみ　本館・教授　　　　　　　　　新谷尚紀　國學院大學大学院・教授
　武井基晃　筑波大学人文社会系・准教授　　宮内貴久　お茶の水女子大学基幹研究院・教授

（５）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」
　　 2017～2020年度
　　（研究代表者　松田睦彦）

１．目　的

　本研究では，明治中期から第二次大戦終結まで日本人漁民によって行われた朝鮮海出漁を，日本の文化の朝鮮半
島への移入の歴史ととらえ，その経緯と現代の韓国の生活文化に残る影響を明らかにする。具体的には，魚油や肥
料，煮干の原料として，経済・軍事・生活などの面で重要な位置を占め，朝鮮半島の生活文化に変革をもたらした
イワシをめぐる出漁を取り上げ，Ⅰ．イワシを追った朝鮮海出漁の背景と実態，Ⅱ．朝鮮海出漁が朝鮮半島の人々
の生活に与えた影響について，文献資料や現地で採集された記録・語りから明らかにする。本研究は，イワシをめ
ぐる韓国の現在の生活文化の観察を起点にすることで，「植民地収奪論」や「植民地近代化論」に回収されない，Ⅲ．
日本と東アジア諸国との新たな生活文化研究の枠組みを提示する。

２．今年度の研究計画

　韓国における日本の文化の残存状況の確認作業を中心とした調査を行なうと同時に，日本では朝鮮海出漁の母村
で聞き取り調査及び現地に残る記録文書の調査を行なう。さらに，国立国会図書館，広島県や香川県の図書館・文
書館等での文献資料調査も行なう。具体的には以下の研究会および現地調査を予定していた。

国立歴史民俗博物館（研究会：研究目的の共有と今後の調査にかかわる打ち合わせ）
統営・釜山・楸子島（調査：現在のイワシ漁と日本の文化の残存状況の調査）
ソウル・三陟（調査：現在のイワシ漁と日本の文化の残存状況の調査）
坂町・広島市（調査：朝鮮出漁の聞き取り及び文献資料調査）
伊吹島・高松市（調査：朝鮮出漁の聞き取り及び文献資料調査）

３．今年度の研究経過及び成果

　今年度の研究の経過は以下のとおりである。

2017年４月８日～９日　研究会（国立歴史民俗博物館）
　　　６月25日～30日　個別調査（全羅南道・カタクチイワシ漁）
　　　７月20日～22日　個別調査（広島県広島市，坂町，呉市豊島・朝鮮海出漁）
　　　７月26日～８月１日　個別調査（全羅南道，慶尚南道・カタクチイワシ漁）
　　　８月17日～19日　個別調査（山口県周防大島町，広島県坂町・朝鮮海出漁）
　　　８月30日～９月１日　個別調査（長崎県天草市，牛深町，カタクチイワシ漁・ウルメイワシ漁）
　　　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・カタクチイワシ漁）
2018年１月９日～12日　個別調査（江原道・岩ノリ採取）
　　　１月31日～２月１日　個別調査（福岡県福岡市，宗像市・イリコ製造）
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　　　２月18日～23日　個別調査（石川県輪島市・魚醤製造および利用）
　　　２月26日～28日　個別調査（千葉県南房総市，イワシ地曳網漁）
　　　３月12日～14日　個別調査（青森県下北半島・焼き干し製造）

　韓国におけるイワシ漁にともなう日本文化の残存調査，日本における朝鮮海出漁の母村の調査，図書館資料の調
査ともに，ほぼ予定どおり調査が進行した。さらに，韓国では和船の技術が取り入れられた漁船が確認され，次年
度に実測調査を行なうことが決まっている。また，日本では広くイワシ利用に関する調査も行ない，韓国の伝統的
なイワシ利用との比較の材料を得ることができた。韓国の岩ノリ採取については，日本とほぼ同じ道具が使われて
いるため，日本からの技術移転の可能性を考慮して行なった。

４．研究組織（◎は研究代表者）
　磯本宏紀（徳島県立博物館・学芸係長）
　川島秀一（東北大学災害科学国際研究所・教授）
　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）
　飯田　卓（国立民族学博物館・准教授）
◎松田睦彦（本館研究部・准教授）

（６）若手研究（Ａ）
　　 「東北日本における過去3400年間の酸素同位体比標準年輪曲線の確立」
　　 2017～2020年度
　　（研究代表者　箱﨑真隆）

１．目　的

　遺物から年代情報を得る「年代測定」は，遺跡・遺構の歴史的価値を計るうえで，最も基本的かつ重要な作業の 
ひとつである。近年，日本で急速な発展を遂げている酸素同位体比年輪年代法は，木質遺物の高精度年代測定の応
用範囲を大きく広げ，従来の年輪幅の年輪年代法では不可能であった縄文時代後期の木質遺物（それも広葉樹材）
の年代決定を可能にした。しかし，この手法は従来法と同様，気候の異なる地域ごとに「標準年輪曲線（年代測定
のものさし）」を必要とする。申請者は，主に東北日本でその整備を進め，西暦417年-1595年にわたる酸素同位体
比標準年輪曲線を構築した。本研究の目的は，これを過去3400年間連続するものにすることであり，東北日本で縄
文時代晩期以降の木質遺物の誤差のない年代測定を可能にすることである。

２．今年度の研究計画

　今年度はこれまでの研究で得てきた資料の分析と追補資料に関する情報収集を計画した。また，酸素同位体比年
輪年代法と東北日本版標準年輪曲線の有用性を認知してもらうため，論文出版と学会発表等を行うこととした。
　申請者の手元には，過去420年分のデータを得るための試料として青森県産ヒバ現生木と山形県産アベマキ現生
木，北海道千歳市ユカンボシ遺跡出土材，上ノ国町勝山館跡出土材がある。加えて，産地が不明であるが，ヒバの
可能性がある東京都愛宕下遺跡から得られた江戸時代の出土材群がある。古い時代のデータを得る木質遺物・自然
埋没木として，青森市石江遺跡群出土材，東通村猿ヶ森埋没林などがある。加えて，年代が定まっていない宮城県
多賀城跡出土木材がある。これらの資料の分析によって，標準年輪曲線の強化と拡張につながる酸素同位体比デー
タ獲得を目指した。また，引き続き北海道・東北地方の行政・研究機関と連絡を取り合い，新規木質遺物の情報を
集め，標準年輪曲線構築に供すべき資料であれば，採取・分析を行うこととした。

３．今年度の研究経過及び成果

　今年度の大きな成果として，東京都愛宕下遺跡出土材の年代測定を行なった結果，15-17世紀の年輪を含む青森
ヒバが多数含まれていることを突き止めた。これにより，これまでデータが得られていた時代と得られていなかっ
た時代をつなぐ極めて重要なデータが得られる見通しとなった。次年度はこれらの資料と現生木を中心に酸素同位
体比分析を進め，過去420年間のデータを獲得することを目指す。また，青森市石江遺跡群や米山（２）遺跡出土
材の酸素同位体比分析を進め，新たなデータを得たことで，既存の標準年輪曲線のクオリティが格段に向上し，国
際誌に投稿できる水準に達した。次年度早々に，既存データをまとめて国際誌に投稿する予定である。また，多賀
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城跡出土材の酸素同位体比分析を行った結果，既存の標準年輪曲線によって暦年代を確定することに成功した。加
えて，追補資料として青森市高屋敷館遺跡の出土材を得ることができ，既存の標準年輪曲線の中世のクオリティを
上げるデータを得ることができた。
　今年度は酸素同位体比年輪年代法の有用性を関連分野の研究者に広く認知してもらうため「考古学ジャーナル」
に酸素同位体比年輪年代法の概説論文を寄稿した。次年度はさらに「季刊考古学」にも論文の投稿を予定している。
日本第四紀学会においてセッションコンビーナーを務め，酸素同位体比年輪年代法の特別講演を企画し，創始者で
ある中塚武氏らを招待した。さらに大韓民国でも国際ワークショップを開催し，日本の酸素同位体比標準年輪曲線
によって朝鮮半島の資料の年代決定も可能になっていることを発表した。今後の調査，研究を円滑に進めるために
も，次年度以降もこのような情報発信を継続する予定である。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎箱﨑真隆（本館研究部・特任助教）

（７）基盤研究（Ｃ）
　　 「幕末世相取材錦絵の美術史的研究」
　　 2017～2019年度
　　（研究代表者　大久保純一）

１．目　的

　幕末の諷刺画や世相に取材した錦絵を，伝統図像や主題との関係，あるいは個々のモティーフが担う意味につい
ての先行作例など，絵画史的観点から分析を加える。従来，美人画，役者絵，名所絵が錦絵の三大ジャンルとされ
てきたが，幕末動乱の世情を背景に，世相諷刺，あるいは流行り病や災害など世情に取材する錦絵の出版は激増し，
上述の三大ジャンルに匹敵する市場を確立している。幕末政治史や社会史では研究対象とされてきながら，美術史
の方面では芸術性に乏しいという理由で看過されてきたそうした錦絵を，先行する浮世絵作品，古絵巻や版本挿絵
の図像伝統を踏まえ，そこにいかなる意味付与がなされたのかなど絵画史上の位置づけを試み，また従来世相風刺
とは認識されてこなかった作品の新たな掘り起こしも試みる。

２．今年度の研究計画

１ ）国内外の所蔵機関の浮世絵コレクションを実地調査，あるいは公開された国内外のデータベースや図録などを
通して調査し，できるだけ多くの世相取材の錦絵の画像情報を収集し，申請者自身の研究基盤となるデータベー
ス作成をおこなう。データベースには，画像と作者，版元，改印（検閲印）といった書誌情報に加え，解読のキー
ワードとなるモティーフ情報もできるだけ詳細に盛り込み，検索時の有効性を高める。

２ ）諷刺画等の世相取材錦絵の図像源泉となった可能性のある読本や武者絵本といった版本類，あるいは古絵巻の
模写などを国内外の所蔵機関の収集品から探し出す。国内の具体的な調査先としては，国立国会図書館，都立中
央図書館，大阪府立中之島図書館，名古屋市蓬左文庫，西尾市岩瀬文庫など。

３．今年度の研究経過及び成果

　今年度は戊辰戦争関係の錦絵が大量に出版された1868年に焦点を当てて，館蔵およびデータベースなどで収集で
きる国立国会図書館等の公的機関所蔵の錦絵の画像および書誌情報を収集し，1868年の戊辰戦争関係の錦絵に関し
ては相当点数の情報蓄積をおこなうことができた。成果として，当時の出版統制を回避するため，主として４つの
類型の手法がとられていることを見い出し得た。また各地の博物館や美術館で開催された浮世絵展等を調査し，幕
末期の作品中における風刺画的要素の抽出をおこなった。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎大久保純一（本館研究部・教授）
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（８）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」
　　 2017～2019年度
　　（研究代表者　清武雄二）

１．目　的

　古代日本の律令国家税制は各地からの現物の直接貢納を原則としており，国家が必要とする食材についても平安
時代の法制書である『延喜式』や都城から出土する木簡等に食材名称が頻出している。保存が容易ではない古代に
おいては，長距離の運搬や一定期間の保管に耐え得る乾燥・発酵の方法が駆使されたものと思われるが，加工法・
運搬・保管・調理・消費については史料にはほとんど記述されておらず，実態は不明である。本研究では，文献史
料や木簡記載の食材名称に併記される数量詞や助数詞を集成・分析して食材の形状や管理の単位を考証するととも
に，乾燥加工等の再現実験によって加工法や運搬・保管の在り方を検証することで，律令国家税制の解明に資する
新たな基礎的データを提供し，研究の深化・発展に寄与することを目的とする。
　本研究では，以下の視点を重視した具体的課題を設定し，アプローチしていく。
・文献史料・木簡記載の数量詞・助数詞の集成と分析
　保存のための乾燥・発酵といった加工が施される水産物等の食材は，加工に応じて数量・重量に変化が生じるこ
とが予想される。個々の税物の律令税制上に規定される重量・容積の計測基準を明らかにする基礎データとして，
『延喜式』や「正倉院文書」，木簡といった史料に記載される数量詞および助数詞を食材毎に集成し，運搬や保管
の形状，あるいは食材そのものの形状を推定する。特に採取・加工の適切な時期と貢納時期との時間差も考慮して，
保管・運搬に必要な条件を検証する。数量詞・助数詞の集成・検討は税制全般の状況を把握しておくことが必要で
あるため，税物全般に関して行い，実態的な検証は加工実験で対象とする特定食材に限定して行う。まずは先行し
て検証を進めてきたアワビの乾燥品，次いでアワビの発酵品を取り上げ，あわせてアワビと同一地域から貢納され
ることの多い海藻類を具体的検討対象とする。
・加工実験による分析
　アワビ，海藻類の乾燥品について，天日干し，陰干しの条件変化による加工手順などの工程上の差違を確認する。
あわせて成分分析を行い，食品としての状態を数値化して把握する。次いでアワビの発酵品を取り上げ，適切な採
取時期，発酵期間と貢納時期との関係について検証する。検証で得られた形状や容積・重量の数値を文献史料・木
簡の数量詞・助数詞による検討結果と比較して，貢納品一人あたりの実態的な形状，運搬に必要な条件等を算定す
る。
　従来の研究は，稲作を除き，生産サイクルや加工手順などを考慮した実態的把握は進んではおらず，そもそもそ
れ自体を問題として認識し，解明に取り組んだ研究も多くはない。文献史料の分析を加工実験によって検証する本
研究によって，税制および税物の生産・貢納に伴う実態の一端が明らかになれば，古代日本の国家と社会を理解す
る上で重要な成果となる。

２．今年度の研究計画

　まず，貢納食材を多数記載する『延喜式』のデータを収集する。貢納地域毎に食材の一覧を作成した上で各食材
の数量詞・助数詞を分類する。別途，木簡についても集成を行う。この際，国家的管理を前提とした『延喜式』と
実際の貢納を担当した現地官人が記載する木簡との性格の違いを考慮して，名称や数量詞・助数詞記載の相違の把
握に努め，分析上の留意点とする。得に初年度は，律令や『延喜式』における貢納物品の記載順等も分析の対象と
し，個々の食材加工について乾燥や発酵といった加工法毎の記載順の相違を史料上で確認する作業を行う。
　食材加工実験としては，初年度は2016年７月に先行して実施した熨斗アワビの乾燥加工結果を踏まえて，乾燥条
件とアワビ調整時の加工状態を変えた実験を試みる。実験および分析の時期は，アワビの旬といわれる５～７月期
に行う。乾燥加工後の分析は実際の貢納・消費の時期にあわせて2017年10月以降に実施する。実験内容は，天日干
しや陰干し，加工時の厚み，部位といった加工条件に差異を加えて行い，乾燥後の形状・重量等の計測・確認を内
容とする。また，古代における税としての運搬・貢納や，年間を通しての消費サイクルに則した２次的加工，およ
び長期保管の方法等を検証・考察するために，乾燥加工後の運搬形状への調製実験を試みる。
　成分分析については，加工前の生の段階および乾燥後の段階とで行う。乾燥後の段階では，乾燥直後，２ヶ月後
の水戻し再調製前，水戻し再調製後の再乾燥時の計３回実施し，長期保管の影響等を比較検討する。
　現地調査として，次年度以降の海藻類の乾燥加工実験等に備えて，三重県志摩地方および千葉県房総地方の調査
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旅行を行い，実験の時期，乾燥加工上の注意点，食材調達の方法について検討する。また，「腸漬鰒（わたづけあ
わび）」等のアワビの発酵加工を具体的に計画するために，水産加工の現場での取材・聞き取り調査を実施する。

３．今年度の研究経過及び成果

①今年度の研究経過
　文献史料を対象とした検証については，先行して調査を進めていたアワビとの比較考察のため，まずは水産品を
対象として貢納国別・食材別に整理を進めた。特にアワビについては，後述の加工実験による製品との比較検討の
ため，数量詞・助数詞・加工名称に留意した木簡データの整理を行った。
　アワビの加工実験は，当初はクロアワビを対象として天日干しによる乾燥法等を試みる予定であったが，メガイ
アワビによる前年の実験結果と木簡データとの比較検証の結果，古代の熨斗アワビ（長鰒）は現代では漁獲量の少
ないマダカアワビである可能性が高まったため，使用品種の検証を第一の目的とすることとした。実験の参考に資
するため，急遽2017年５月に，伊勢神宮の神饌として熨斗アワビを製造している三重県鳥羽市国崎町にて，マダカ
アワビで製造した熨斗アワビの形状等についての聞き取り調査を行った。2017年７月には志摩産の天然マダカアワ
ビによる加工実験を行った。比較のため，前年のメガイアワビ加工時と同様の陰干しによる乾燥過程を経て，2017
年９月に水戻しによる２次加工実験を実施した。その後は古代の消費期間を前提とした計１年の保管実験を継続し
ている。実験の結果，長さ・質量・各部位の幅等の計測によって，アワビの品種中で最大個体となるマダカアワビ
が長鰒の材料であることが数値的に確認された。
　成分分析については，入手できたマダカアワビの個体数が少ないため，加工前の生段階と水戻し再調製から再乾
燥２週間後の段階の計２回を対象とした。長期保管時の分析については，製造から消費まで最大１年と見込まれる
ことを考慮して，製造から１年を経た次年度に３回目の分析を行うこととしている。今年度の分析結果としては，
前年に行ったメガイアワビと類似した分析値を確認した。成分分析の項目には，今後に天日干しによる乾燥との比
較を行う可能性を考慮して，新たに脂肪酸分析も行っている。成分分析は，味の素食の文化センター・味の素食品
研究所の全面的なご協力を得て行われた。
　本研究では，加工実験や成分分析といった従来の文献史学とは異なる研究方法をとるので，加工実験・成分分析
に適した食材と地域等の具体的な選定等，検証に耐えうるデータ収集の実現が必須となる。そのため，初年度とな
る今年度に，水産学や地域社会学といった異分野の研究者に水産資源や地域社会の生業に関する調査・研究上の意
見を求めることとし，水産学分野の石川智士氏（総合地球環境学研究所・教授）および社会学分野の赤嶺淳氏（一
橋大学大学院社会学研究科・教授）のご協力を得て，意見交換を重ねている。その結果，本研究の調査対象に予定
していた海藻類は，近代以降の水産資源管理や環境変化によって分布や生育状況等が古代と大きく異なっている可
能性が高いこと，文献史料上の海藻類と現在のものとの種別の厳密な同定が困難，といった課題が浮き彫りとなっ
た。実験・分析と文献史料との比較による検証の精度を高めるため，予定していた海藻類の調査に変えて，現代の
地域社会における生業との比較が可能な伝統的水産加工品であるサメおよびナマコを新たな対象として取り上げる
こととした。
　対象食材の変更に対応して，海藻類加工の調査旅行は前述のマダカアワビ調製に関する聞き取り調査に変更する
とともに，2017年７月よりサメやナマコに関する文献史料や木簡についてのデータの収集・整理を進めている。同
様に，当初予定の腸漬鰒に関する水産加工現場での取材・聞き取り調査については，腸漬鰒に加えて海鼠腸や鮫楚
割といった加工品に関する資料収集とその検討を経た後の次年度以降に延期することとした。これに関連して，貢
納食材についての考古学分野での知見を得るため，2018年２月に奈良文化財研究所に於いて山崎健氏の御案内のも
と，藤原宮・平城宮出土の動物考古資料を熟覧して意見交換を行なった。2018年３月１日には橿原考古学研究所附
属博物館特別陳列「万葉集の考古学」の展示資料調査・参考資料収集を行っている。

②資料調査および研究成果
資料調査等
　長鰒（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。
　長鰒（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。
　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。味の素食の文化センター・味の素食品研究所の全面的協力を

得た。
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Ⅰ−２　外部資金による研究

　貢納食材の考古資料調査　2018年２月28日　於奈良文化財研究所・橿原考古学研究所附属博物館
　　都城における魚介類，棘皮動物類，鳥類の動物遺存体資料の熟覧。
論文等
　 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  
　 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
口頭報告
　 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～，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
　 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

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎清武　雄二（本館研究部・特任助教）　研究の統括と推進
　

（９）基盤研究（Ｃ）
　　 「古墳時代鉄鏃の変化と地域性に関する数理的解析」
　　 2017～2019年度
　　（研究代表者　松木武彦）

１．目　的

　古墳時代の量産武器である鉄鏃を，その発達がピークとなる５世紀の資料を中心に，日本列島と朝鮮半島とで広
くデータを集成する。集成したデータを最新の数理的手法によって解析し，その年代による変化（時間的変化）と
地域色（空間的変異）を，数量的・客観的に図上に明示する。そのことによって，変化や変異の内容と方向性を数
量的に正しく認識し，機能や技術の発展過程のほか，「デザイン」としての形態が生み出されるプロセスを復元する。
そのプロセスを，これまでの考古学で明らかになっている日本列島と朝鮮半島の国家形成過程と照合することによ
り，武器がそのデザインを通じて国家や民族の形成に関連したことを実証し，その歴史的メカニズムについてモデ
ルを提示する。

２．今年度の研究計画

　本研究が対象とする５世紀の鉄鏃のうち，もっとも量産されて広く普及し，地質学の「示準化石」にも例えられ
る「柳葉形鉄鏃」を中心とした一括出土資料の平面図データを，日本列島と朝鮮半島にわたって収集する。本資料
は５世紀の主として初頭～中頃に属するので，今年度の主たる作業の対象時期は，本研究全体が対象とする時期の
前半に当たる。
　資料は，他の出土品の様式などから年代が明確で，なおかつ一度に多量に出土した例を選んでデータを収集する。
このような条件に当てはまるのは，中部～関東では東京都野毛大塚古墳ほか約10例，近畿では大阪府七観古墳・京
都府恵解山古墳ほか約20例，中国・四国・九州では福岡県月岡古墳ほか約15例，その他（北陸・東北など）約10例
ほどであり，点数でいえば総計およそ500点に達する。これらのほか，朝鮮半島各地に100点ほどの例が知られてい
る。
　次に，収集したデータを対象に，楕円フーリエ解析を行う。楕円フーリエ解析は，輪郭全体の形状を数量化する
手法である。主成分分析と組み合わせることで，研究者が特定の特徴を選択することなしに，「変異幅が大きい」
形態的特徴を主成分として抽出することができる。この解析の特徴のひとつとして，こうして抽出した特徴を可視
化することができるため，例えば地域間で大きな変異を示していたり，時間的に大きく変化したりしている形態的
特徴を視覚的に把握することを目指す。

３．今年度の研究経過及び成果

　第１回の会合として，2017年６月10日に組織の全員が国立歴史民俗博物館に集まり，試行的に集めたデータ（大
阪府大塚古墳，東京都野毛大塚古墳）の柳葉形鉄鏃のデータを共有し，田村を中心とする楕円フーリエ解析担当に
示し，目指す方向での分析作業が可能かどうかをまず検証するために，１か月以内に田村がその結果を示すことを
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取り決めた。第２回会合を2017年11月８日に国立歴史民俗博物館で開催し，今後の作業についての課題と，それに
歴史的な意味づけをしていく際の方法について議論を行った。併せて，柳葉形鉄鏃以外で分析が可能かつ有効な資
料について検討した。その結果を受けて，松木を中心として銅鏃データの収集を進めた。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎松木　武彦（本館研究部　教授）
　田村　光平（東北大学学際科学フロンティア研究所　助教）
　中尾　　央（南山大学人文学部　准教授）
　橋本　達也（鹿児島大学総合研究博物館 教授）
＜研究協力者＞
　高田　貫太（本館研究部　准教授）
　野下　浩司（九州大学理学部　助教）

（10）基盤研究（Ｃ）
　　 「1930～1960年代における化粧文化の実態」
　　 2017～2019年度
　　（研究代表者　青木隆浩）

１．目　的

　本研究課題は，おもに1930年代から1960年代にかけての化粧文化について，その実態を探るものである。大正時
代までの日本では，洗顔と水性のバニシングクリームによるスキンケアをした後に，薄く白粉を塗るのが日常の一
般的な化粧法であった。ところが，大正末期にハリウッド映画が人気を博し，昭和初期からアメリカ映画女優のメ
イクをまねたモダンガールが出現すると，都市部を中心に少しずつメイクが普及していった。
　ただし，その流行期間は短く，第二次世界大戦による「ぜいたくは敵だ」というスローガンや化粧品に対する高
額な物品税の導入などにより，メイクの流行は去っていった。本研究課題は，その背景にある社会的・経済的条件
とそれらによって変化していった化粧に対する道徳観・価値観の変化を取り上げ，さらに戦時・戦後期に化粧離れ
が進んだ後，1960年代に再び化粧が人々の生活に定着する様子を明らかにするものである。

２．今年度の研究計画

　まずは，株式会社コーセーから借用している第二次世界大戦前後の業界紙・業界雑誌の写真撮影をして整理した
後，それらをデータベース化する。分量が，大きな段ボール箱で約10箱分と大量にあるので，効率よく作業を進め
るため，データ化する項目を発行年月日や巻号，主要な見出しタイトルなどにできるだけ限定して，リスト化する。
　次に資生堂の『資生堂月報』や『資生堂グラフ』，カネボウ化粧品の『ＱＵＥＥＮ』や『ＢＥＬＬ』，コーセーの
『カトレア』，『ＢＥＡＵＴＹ』などの企業ＰＲ誌などの企業ＰＲ誌を撮影し，その写真を整理する。なお，本研究
課題が対象とする期間は，これらの企業ＰＲ誌が発行されていた時期に較べるとかなり短いが，当時の歴史的な位
置づけをするには，その前後の数十年間にわたる誌面分析が必要である。現時点において，『花椿』の撮影はほぼ
終えている。『カトレア』と『ＢＥＡＵＴＹ』はすでにコーセーから借用しており，撮影可能な状況である。その
他のＰＲ誌については，現物の入手や撮影の作業がごく一部にとどまっている。その後，業界紙や業界雑誌と同様
に発行年月日や巻号，主要な見出しタイトル，表紙のモデルやイラストの作家などをデータ化して，リストにする。
　さらに，第二次世界大戦前後にかけて大手・準大手であった企業に関する資料の発掘を進めていく。とくに中山
太陽堂（商標：クラブ），平尾賛平商店（商標：レート），久保政吉商店（商標：ウテナ），伊東胡蝶園（商標：パ
ピリオ），丸見屋商店（商標：ミツワ），長瀬商会（商標：花王），小林商店（商標：ライオン）などの資料収集に
重点を置く。現時点では中山太陽堂が『中山太陽堂月報』や『ビューティ』，平尾賛平商店が『レート通信』を発
行していたことを把握しており，それらのごく一部を現物や画像で所有している。
　また，クラブコスメチックスの文化資料室や資生堂企業資料館，紅ミュージアムなど，企業資料館の企画展示は
参考になるものが多いので，できるだけ見学していく。加えて，化粧品の業界団体である日本粧業会に，所蔵して
いる資料の閲覧を申し込む。同会は，数多くの資料を保存しており，その一部をホームページで公開している。

３．今年度の研究経過及び成果

　まず，業界紙・業界雑誌の撮影・整理については，綴じ紐で固く，深く綴じられており，かつ紙の劣化が進んで
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いるため，予想以上に時間がかかっている。次年度も引き続き同様の作業を続けていく予定である。
　資生堂やカネボウ，コーセーの企業ＰＲ誌については，例年よりもやや多めに市場へ出ていた。中でも，コーセー
の『ＢＥＡＵＴＹ』は市場に出ることが少なく，これまで購入困難な資料であったが，今年度ようやく数冊購入す
ることができた。また，カネボウのＰＲ誌はまとめて閲覧する場がなく，1970年代後半発行のものをほとんど見た
事がないので，今後も積極的に収集していく。
　中山太陽堂やレート，ウテナ，パピリオ，ミツワ，ライオンについては，幸いなことにチラシや商品の現物をい
くつか入手することができた。花王についても，広告などに関する参考図書を入手した。次年度も引き続き同様の
資料を収集していきたい。
　クラブコスメチックスや資生堂企業資料館，紅ミュージアムの企画展示は，いずれも見学をした。中でも，紅ミュー
ジアムの企画展示は，１企業の展示でありながら，他社の商品を展示する画期的なもので，その見学を機に化粧品
の現物や広告などを収集しているコレクターとの面識ができた。一方，日本粧業会への資料閲覧の申請は，その他
の作業に追われたため，次年度に持ち越した。
　初年度としては，まずまずの量の資料を収集することができたが，整理が追い付いていないので，次年度は整理
にも重点を置いて，分析に結び付けていきたい。

４．研究組織（◎は研究代表者）
　青木　隆浩　　本館研究部・准教授

（11）基盤研究（Ｃ）
　　 「帝国日本と植民地災害
　　 ─日本植民地時代の台湾震災史を中心に─」
　　 2017～2019年度
　　（研究代表者　荒川章二）

１．目　的

　本研究は，日本植民地時代の台湾における震災史の全容を明らかにすることで，植民地での災害とそれに対する
植民地権力・本国の対応という分析視角から，一般に内国史的な色彩が強い災害史と日本植民地史（帝国史），総
力戦体制への過程史を接合し，総体としての歴史的意味を問うことにより，それぞれの分野の研究に一石を投じる
ことを目的とする。初期の植民地統治期においては，災害という非常時への対応は，支配の安定・定着に関わる局
面であり，国際社会が制度的に形成された第一次世界大戦以降においては，植民地の大災害は，国際的救援・関心
を呼び込む広義の外交・国際関係に関わる事態でもあり，本国と植民地が一体となった救済・復興の演出は，総力
戦準備の基盤形成にもつながった。以上の諸側面に注目し，災害史像の再構築を試みる。

２．今年度の研究計画

①予備的に行ってきた震災関係の資料調査を継続して本格的に行う。2017年度中に，台湾歴博の台日比較の震災展
示も行われるので，それに対する協力を通じても，新たに，個人（主として台湾在住者）の所蔵資料等の発掘がで
きると思われる。
②-1　資料調査：中華民国国史館台湾文献館所蔵の台湾総督府文書の本格的調査，国立台湾図書館，国立台中図書
館の文献調査を継続して実施する。②-2　日本国内では，宮内庁書陵部，国立公文書館，外交史料館，防衛研究所
図書館，国立国会図書館，また東大地震研究所図書館所蔵資料の調査と複写・撮影を継続する。明治期・大正期に
ついては，宮内庁書陵部の資料が重要である。昭和期についても『恩賜録』などの綴に報告書等の原資料が見られ
たので，引き続き調査を進める。軍隊の出動に関しては，1935年震災当時の台湾軍と在台湾海軍の救援活動・治安
出動・憲兵の動向などの調査は一応済んでいるが，他の震災時の出動についても改めて追跡する。②-3　国内の大
学図書館では，理学部系で地震研究を行っていた旧帝国大学系の大学図書館からは，さらに文献が発掘できると思
われ，一部は私学系大学図書館の追跡的調査と文献蒐集を進める。
③調査の留意事項として，大正期の震災についてはこれまで未調査のため，特に集中的に取り組む。
④国立歴史民俗博物館では，平成28年度に戦前の戦時総動員業務の中枢機関であった企画院・軍需省，および戦時
地方行政に関わり，その経験と所蔵資料を活かして全13巻の大著『国家総動員史』をまとめあげた石川凖吉に関す
る5000点余に及ぶ資料群を，研究代表者が責任者となって受入れた。戦後の石川は，行政監察行政に携わり，伊勢
湾台風後の災害対策基本法制定に関与し，災害報告書および法の制定過程を追及できる資料が含まれるが，災害対
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策立法への関与を通じて，戦時総動員経験と災害対策との関係をつなぐ問題意識が，非常大権的権力行使の是認等
として確認できる。アジア規模での総力戦推進の行政体験が戦後の防衛行政にどうつながるかを考察できる資料群
でもあり，植民地の災害とその後の対策が，日本の戦後の防災行政にどのような関連を持つのか，視野を広げて同
資料を整理し，読み込んでいく作業を行う。

３．今年度の研究経過及び成果

　本年度当初より，2017年６月から始まる国立台湾歴史博物館の特別展「地震帯上的共同體：歴史中的臺日震災特
別展」（～12月）に対する，関東大震災関係資料借用（台湾での展示利用）の仲介・援助をおこなった。この関係で，
特別展図録に挨拶文寄稿を依頼された（「国立台湾歴史博物館「地震帯上的共同體：歴史中的臺日震災特別展」に
よせて─国際協力の台日震災史共同展示として─」，『地震帯上の共同体　歴史の中の日台震災』，国立台湾歴史博
物館，pp.5-8，台湾，2017年10月）。研究発表としては，国立台北芸術大学主催，国立台湾歴史博物館共催：フォー
ラム「負歴史遺産，當代歴史意識與博物館」（於：国立台湾歴史博物館，2017年７月14日～15日）に口頭発表「「東
アジアにおける地震史と植民地時代史」をおこない，台湾の研究者との交流，意見交換の機会を得た。さらに，こ
の研究会の後，水害で故郷を失った高雄市の平埔族の調査機会に恵まれ，原住民と大災害の関係についての実例を
考える機会を得ることができた。しかしながら，本年度予定した国内外の資料調査については，上記などの事情か
ら進める機会を得なかった。
　本年度経費の相当部分を割り当てていた上記④の石川凖吉の戦後災害関係資料については，年度後半に補助作業
体制を整え，集中的に整理作業をおこなった。石川資料5700余点の内，２割程度が戦後災害関係であり，今年度の
整理により，利用と公開の準備がほぼ整えられた。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎荒川章二　本館研究部・教授

（12）基盤研究（Ｂ）
　　 「中世日本の東アジア交流史に関する史料の集成的研究と研究資源化」
　　 2016～2020年度
　　　（研究代表者　荒木和憲）

１．目　的

　本研究の目的は，中世日本の分権的な社会で分散的に生成された「東アジア交流史関係史料」を網羅的に収集・
分析し，史料論的側面から，中世日本の東アジア交流史研究の総合化を図ることである。具体的な手順としては，
収集した史料の基本情報と本文テキストをデータ化し，これに個々の史料の生成・授受等に関わるメタデータを付
加する。そして，ユーザーが任意の切り口から史料を検索することができるファセット検索システムを構築し，こ
れに上記のデータを投入することで，中世社会における「東アジア交流史関係史料」の生成・授受等のあり方を表
現するとともに，ユーザーが高度で有意な情報を自在に引き出せるようにする。当該システムは2016年度内に構築
し，2017年度以降に研究成果の速報的な公開を図る。最終年度に研究成果報告書として『中世日本東アジア交流史
関係史料集成（稿）』を作成し，将来的な史料集成の実現に向けた第一歩とする。

２．今年度の研究計画

　昨年度と同様，代表者・研究分担者が所属する４機関で研究補助作業従事者を雇用し，その補助を受けながら，
「東アジア交流史関係史料」の検出，基本情報・本文テキスト・メタデータの作成・入力を進める。代表者は全体
の進捗状況を管理し，研究分担者から提供されたデータの集約と整合化の作業を行う。代表者と研究分担者は必要
に応じて史料所蔵機関で原本等の調査を行う。これらのデータ作成作業と並行し，メタデータのファセット検索を
可能とするシステムの公開に向けた調整を行う。

３．今年度の研究経過及び成果

　昨年度に引き続き，榎本班は中世前期の記録・典籍，伊藤班は九州に所在する中世後期の文書，荒木班は九州以
外に所在する中世後期の文書・記録，須田班は禅宗関係史料（東京大学史料編纂所謄写本）にもとづき，「東アジ
ア交流史関係史料」の検出・データ化作業を進めた。昨年度末までにデータ化したのは約1,000件であったが，今
年度末には約2,300件に増加した。
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　ファセット検索システムに関しては，後藤班を中心として設計を行い，昨年度末に構築が完了した。今年度内に
インターフェース等の微調整を行ったうえで公開する予定であったが，当該システムを格納する歴博のシステム自
体が改修されることになったため，次年度の公開を期することとした。公開後はデータの逐次的な追加・更新によっ
て研究成果の速報的な発信を進める予定である。

４．研究組織（◎は研究代表者）
　伊藤　幸司　九州大学大学院　比較社会文化研究院・准教授
　榎本　　渉　国際日本文化研究センター・准教授
　須田　牧子　東京大学　史料編纂所・助教
　後藤　　真　本館研究部・准教授
◎荒木　和憲　本館研究部・准教授

（13）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」
　　 2016～2019年度
　　　（研究代表者　小倉慈司）

１．目　的

　古代の法制書『延喜式』は，延長５年（927）に完成し，康保４年（967）に施行された古代の基本史料の一つで
あるにもかかわらず，全50巻，条文数にして約3500条にも及び，内容が多岐にわたることもあって，これまでの研
究や翻刻では必ずしも充分な校訂がなされずに使用されるなど，様々な問題を抱えている。そこで本研究では京都
国立博物館本など近年新たに紹介された写本も検討対象に加え，目録学や史料群研究，また近世の版本刊行・受容
史研究など最新の史料学研究の成果を踏まえつつ，改めて本文校訂をおこなう。新たな校訂本文を学界に提供する
ことによって『延喜式』研究の基礎を固めるとともに，今後の『延喜式』研究の発展に結びつけていく。
　本研究では以下の課題を設定する。
①『延喜式』諸写本の写本系統研究

　12世紀以前の書写とされる九条家旧蔵巻子本や金剛寺所蔵本等の古写本の他，国立歴史民俗博物館所蔵土御門家
旧蔵本・京都国立博物館本・国立公文書館所蔵紅葉山文庫本・宮内庁書陵部所蔵藤波家旧蔵本・同部所蔵壬生家旧
蔵本・天理大学附属天理図書館所蔵梵舜本等の近世写本を調査，紙焼写真を蒐集し，写本系統を探る。九条家旧蔵
巻子本が祖本である巻13を除き，近世写本の多くが現在は失われた一条家本に由来するのではないかとの推測があ
る。土御門家旧蔵本と他の近世写本，部分的に残る一条家本の影写本との異同を詳細に比較検討していくことによ
り，これを具体的に検証することが課題である。
②『延喜式』写本・版本書入れの調査研究および『延喜式』受容史の研究

　写本・版本に書き入れられた校合や按文等を調査することにより，古代以来近世にいたるまでの『延喜式』の受
容，校訂史を明らかにする。現状の校訂の中には根拠を持たない版本の文字や書入れを無批判に取り入れている事
例も少なくない。単に埋もれていた研究を発掘するというだけでなく，本文校訂のためにも必要な作業であり，①
の写本系統研究にも資すると考えられる。一方，書入れは，それがなされた時期や経緯を探ることにより，『延喜式』
の理解にとどまらず，そこに記された食材（例えばアワビ）や器物，あるいは事柄等の歴史的変遷を解明する上で
の貴重な歴史情報でもある。諸本の書入れを総合的に検討することで，前近代の文化史・技術史といった分野の研
究にも結びつけていきたい。
③校訂本文作成

　①②の調査結果をもとに，現在の研究水準を踏まえた『延喜式』校訂本文を作成し，その成果を公表する。
　本研究がこれまでなされて来なかったことの理由としては，『延喜式』が大部にわたる史料であるため，個人で
取り組むことが難しかったこと，奥書のある写本が少なく写本系統を探ることが容易でなかったことなどが挙げら
れる。
　しかし目録学や中近世公家社会における典籍受容史の研究が進展したことにより，『延喜式』の書写関係につい
てもおおまかな見通しを立てることが可能な段階に達してきた。また諸機関に蔵される写本・版本の所在把握・画
像閲覧が以前に比べて容易になりつつあることも指摘しておきたい。とはいえ本文校訂は労力を要する割に地味な
研究であり，熱意を持つ複数の研究者が協力して研究を進めることが必要となる。
　近世の版本開版，近代の活字本刊行がそれぞれ研究の進展につながったように，今，改めて最新の史料学研究を
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踏まえた校訂本文を作成することによって，『延喜式』を利用した研究が活発化することが予想される。『延喜式』
には科学史や考古学等諸分野に資する様々な内容が収められており，文献史学，また日本古代史のみならず様々な
分野における活用にも結びつくことと考えられる。

２．今年度の研究計画

　２年目にあたる今年度は昨年度閲覧停止のため調査・紙焼写真収集のできなかった無窮会専門図書館所蔵本のほ
か，國學院大学図書館所蔵の三条西家本などの調査を実施する。また近世の学者による校合書入れを持つ版本の調
査・紙焼写真収集も並行して進める。それらをもとに本文系統研究に本格的に取り組み，論文等のかたちで中間成
果公表もおこなう。
　また研究分担者の追加を行ない，本文研究についても本格的に進めていくこととする。『延喜式』の内容は多分
野にわたるため，研究メンバーのみならず，適宜，研究者・有識者の協力を得ることとしたい。また作業を効率的
に進めるために，大学院生もしくは若手研究者を研究支援者として雇用する。これには研究者育成という目的も込
められている。
　研究成果中間報告として２回程度，研究会を開催し，新たな知見や問題点等を共有し，研究に活かしていく。校
訂方針についての議論も行なう。研究会は研究代表者の所属する国立歴史民俗博物館もしくは研究分担者が所属す
る機関にて公開で行ない，メンバー以外の『延喜式』本文研究に関心を持つ研究者や大学院生にも参加を呼びかけ
る。

３．今年度の研究経過

　昨年度は本文比較研究・校訂作業に必要な写本等の収集作業に重点を置いたが，『延喜式』の重要な写本を蔵す
る無窮会専門図書館が耐震工事のため年度当初より休館したことにより，調査・収集がかなわなかった。今年度は
早くより情報収集に努め，同館の閲覧再開には時間を要することが明らかになったことにより方針転換を図り，同
館所蔵『延喜式』写本紙焼写真所蔵者から協力を得るとともに，校合書入れを有する版本の捜索・紙焼写真収集に
力を注いだ。調査・収集した主な『延喜式』写本は尊経閣文庫本，静嘉堂文庫所蔵西洞院時慶書写本，三手文庫泉
亭本，天理大学附属天理図書館吉田文庫『上延喜格式表』，國學院大学図書館所蔵三条西家旧蔵神名帳，版本は岐
阜大学図書館度会義利書入れ版本，大和文華館鈴鹿文庫所蔵清岡長親書入れ版本，刈谷市立図書館村上文庫所蔵神
谷元平書入れ版本である。その他，『延喜式』注釈書として京都大学文学部所蔵『上延喜式表』，天理大学附属天理
図書館吉田文庫所蔵『延喜式神名帳頭註』，また関連史料として，同館吉田文庫所蔵の近世吉田家蔵書目録，宮内
庁書陵部図書寮文庫所蔵『郷薬救急方』，大阪市立大学福田文庫所蔵『政事要略』等を調査収集した。このうち西
洞院時慶書写本は現所在不明の三条西実隆抄出本の江戸初期転写本として貴重であり，清岡長親書入れ版本は現在
宮内庁書陵部に蔵されている壬生本に欠けている巻１～９のうち，巻１～５の内容を校異の形で伝えるものとして
重要であることが判明した。これらを踏まえ，まず巻５を主な考察対象として諸本の書写系統について比較検討し
明らかにした。これらの成果は論文の形で公表した他，九州史学会において研究代表者が公開講演を行なっている。
　また『延喜式』研究に関心を持つ研究者や大学院生にも参加を呼びかけて，2017年８月に国立歴史民俗博物館に
て，2018年２月に宮内庁正倉院事務所および奈良文化財研究所にて公開研究会を開催した。これらの概要について
は，科研と連携して実施している共同研究「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」の項を参照されたい。
なお，この2017年８月の公開研究会にて校訂方針についての検討を行ない，方向性を定めた。
　以上，本年度は昨年度における史料収集の遅れを取り戻し，巻５を検討材料として写本系統のおおよその道筋を
立てることに成功した。今後の課題として，同様の検討を他巻にも及ぼして巻５において行なった推定の検証を行
なうこと，また流布本系統とは別系統にあたる九条家旧蔵本の性格解明を進めることが挙げられる。

４．今年度の研究成果

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
　 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
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　 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，
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

　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
　小倉慈司，中村光一，早川万年，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
　 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
講演
　 仁藤敦史，『延喜式』からみた陵墓の体系　陵墓と前方後円墳，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
　 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，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
　 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
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
　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
～５月６日

５．研究組織（◎は研究代表者）
◎小倉　慈司（本館研究部・准教授） 研究の統括と推進・写本研究・本文研究（祭祀分野）
　研究分担者
　　清武　雄二（本館研究部・特任助教）　統括補助・写本研究・本文研究（技術分野）
　　稲田奈津子（東京大学史料編纂所助教）　写本研究・本文研究（儀礼分野）
　　酒井　清治（駒澤大学文学部教授）　本文研究（技術分野）
　　中村　光一（上武大学ビジネス情報学部教授）　本文研究（技術分野）
　　仁藤　敦史（本館研究部・教授）　 本文研究（政治・法制分野）
　　早川　万年（岐阜大学教育学部教授）　版本研究・本文研究（祭祀・儀礼分野）
　　三上　喜孝（本館研究部・教授）　本文研究（経済分野）
　連携研究者
　　町　泉寿郎（二松学舎大学文学部教授）　版本研究（受容史）・本文研究（医学分野）　
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（14）基盤研究（B）
　　  「現代日本における死者儀礼のゆくえ
　　　─生者と死者の共同性の構築をめざして」
　　 2016～2019年度
　　（研究代表者　山田慎也）

１．目　的

　本研究の目的は，死者儀礼を担う共同体や社会関係などの「ヒト」と，死者の表象となる墓や遺影など「モノ」
との関係を通して，現在生成されている新たな共同性を捉えることで，人びとの死生観の変遷を考察することであ
る。
　現在，直葬や散骨，樹木葬などの新たな儀礼が誕生し，孤独死の増加など，死者儀礼は大きく変容し社会問題化
している。これは社会の個人化の進展が背景にある一方で，従来には見られない新たな共同性を持つ事象が誕生し
ている。本研究では，従来の分析枠組みでは捉えきれない事象に対し，生者と死者の共同性を析出し，個人化の進
んだ社会における死の受容のあり方を検討するものである。これにより，従来の葬送墓制研究の新たな段階を構築
するだけでなく，大きな社会問題ともなっている現代人の死への対処法への解決にも貢献するものである。

２．今年度の研究計画

　今年度は、一般のシンポジウムと国際シンポジウムを企画している。一般のシンポジウムは、近代以降の墓地行
政が東京を中心に発しており研究も東京を中心としたものが多い。しかし、歴史の蓄積の大きい京都や大阪ではそ
の歴史的経緯から東京とは異なる対応をする場合があるが、それについては従来あまり取り上げられてこなかった
ため，墓制の歴史的経緯と葬送儀礼の変容について，関連する研究者も招き、成果の地域的な還元のために、大阪
でシンポジウム開催を計画した。
　また2018年３月には，葬儀の近代化によって湯灌などの葬儀技術や情報が東アジアに影響をおよぼし，生者と死
者の共同性に影響を与えていることを踏まえ，東南アジアの多民族国家における葬儀と日本の影響を把握するため，
マレーシアの葬祭業者や墓園業者などの調査を行い，またマレーシア死生学協会と共催で国際研究集会を開催する。
　調査に関しては、近親者のいない人への葬儀支援や生前契約制度等の調査，合葬式共同墓や公園墓地とその展開，
無縁墳墓の状況や改葬の進展，無縁改葬広告の調査，狛江市泉龍寺墓地の位牌や墓石調査，桜井市小夫墓地の無縁
墳墓、過去帳の実態調査などを行う。

３．今年度の研究経過

　表現文化社旧蔵の葬儀写真を，スライドポジフィルムからデジタル化を引き続き進めた。また追加の写真や会葬
礼状やプログラムなど葬儀の関連資料が発見寄贈されたので，その整理も併せておこなった。
　また家族以外の人々がどのように死者を追悼するかについて，近親者のいない人の生前契約制度や，合葬式共同
墓，無縁墳墓の調査などを行うとともに，近年終の棲家となっている老人ホームなどにおける共同墓の様相につい
ても調査を行った。また近世から近代の墓制調査では，狛江市泉龍寺の墓石調査を進めるとともに，位牌の調査も
引き続き行った。さらには桜井市小夫墓地の無縁墳墓，過去帳の実態調査なども行った。

４．今年度の研究成果

　現代の葬儀の変遷については，整理を進めている国立歴史民俗博物館蔵の表現文化社旧蔵の葬儀写真を順調にデ
ジタル化しており，約35000点のポジフィルムのデジタル化を行った。昨年度，さらに追加の資料についてデジタ
ル化を進めるための情報整理を行った。
　また近親者のいない人の生前契約制度等の調査は，それを実施している横須賀市の具体的な調査を行った。一定
の所得水準以下の人だけを対象としていたが，それ以上の人々も希望があり，市としては対応を行い，住民登録と
連動させて情報を保存することとなった。また相模原市や千葉市などでも行政による対応がなされ，千葉市の場合
は民間業者との連携が行われていることが明らかになった。
　また京都や大阪での葬送儀礼や墓の変容について，研究成果の地域的還元として民間の文化団体と協力し「上方
で考える葬儀と墓～近現代を中心に」というテーマで，大阪市天王寺区の浄土宗寺院應典院を会場にてシンポジウ
ムを開催した。当日は人々の関心も高く，約150名が集まり会場は立ち見が出るほど盛況であった。
　また2018年３月には，多民族国家であるマレーシアにおける葬儀と日本の影響を把握するため，マレーシアの中
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国系葬祭業者や墓園業者，ムスリム墓地，ヒンドゥー墓地などの調査を行った。中国系の業者は日本や台湾，中国
大陸，アメリカなどかなりグローバル的な展開をしていることがわかった。さらにマレーシア死生学協会と共催で
国際研究集会「葬送文化の変容に関する国際比較─日本とマレーシアを中心に─」では，葬儀教育とその思想を積
極的に公開し，葬儀業務の正統性を出張して，ビジネスを展開していることが把握できた。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎山田慎也（本館研究部・准教授）
　鈴木岩弓（東北大学文学部・総長特命教授）
　森　謙二（茨城キリスト教大学文学部・教授）
　谷川章雄（早稲田大学人間科学学術院・教授）
　村上興匡（大正大学文学部・教授）
　土居　浩（ものつくり大学技能工芸学部・准教授）
　朽木　量（千葉商科大学政策情報学部・教授）
　小谷みどり（身延山大学仏教学部・客員教授）
　瓜生大輔（東京大学先端科学技術研究センター・助教）
　槇村久子（関西大学・客員教授）
　問芝志保（筑波大学・博士後期課程）
　大場あや（大正大学・後期博士課程）

（15）基盤研究（B）
　　 「林業遺産の保存と持続的な活用による林業教育・地域づくりの可能性」
　　 2016～2019年度
　　（研究代表者　柴崎茂光）

１．目　的

　林業遺産に対する関心が高まる一方で，大半の林業遺産は年々風化が進む。こうした状況の中で，本研究では，
林業遺産を持続的に保全するとともに，長期的な視点から林業教育や地域づくりにつなげるための方策を探る。具
体的には，全国の林業遺産に関する網羅的な調査を行い，その現状と課題を把握する。また，活用されている林業
遺産の事例分析を行い，遺産保存と活用上の課題を明らかにする。このほかに，風化の危機に瀕している林業遺産
の状況を明らかにした上で，活用にむけた潜在的可能性を探る。さらに，得られた情報を包括的に取りまとめる。

２．今年度の研究計画

　昨年度実施した保存状況を把握するためのアンケート分析を継続し，必要に応じて追加調査を実施する。またア
ンケート調査の結果も踏まえつつ，林業遺産リストの作成も進める。
　フィールド調査については，活用されている林業遺産を対象に，遺産保存に関するガバナンス（意思決定のプロ
セス）や，ガバナンス構築後のマネジメントの実態（保存に向けた監視活動など）を，利害関係図の作成も必要に
応じて行いながら把握する。保存状態が悪く一部消失したフィールド系の林業遺産を抱える地域を対象として，考
古学的知見も活用しながら林業遺構の実態調査を行う。
　こうした研究成果に加えて，一部海外調査の結果（例：台湾など）の結果全体を踏まえつつ，各地の林業遺産の
保存・活用・機器の状況を包括的に把握する。
　さらに，これまでの研究成果を日本森林学会などの学会・学術誌で発表していく。また展示や講演会，業界誌と
いった多様な形態も活用しながら，林業遺産の保存活用の現状などの成果を公表していく。

３．今年度の研究成果

　初年度に実施したアンケート調査の結果も踏まえつつ，現地調査を行った。八巻・武田らは，北海道十勝三股に
現存する森林鉄道修理庫の保存を巡るガバナンスのあり方を探り，地域住民による多様な価値の理解が保存にむけ
て肝要であり，そのために研究者の持続的な支援が重要と論じた。柴崎は，屋久島でのフィールド調査を通じ，保
護地域設定が価値の単純化を生じさせている状況を論じ，こうした傾向が続くと，長期的には当該地域の全体の価
値が減ずる可能性を指摘した。さらに屋久島に関しては公的機関と連携しながら遺構の把握調査を実施した。
　また林業遺産の保全や活用をめぐる理念・方針作りに関連する調査研究や，林業遺産を包括的に捉える研究も行っ
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た。例えば平野は，，林業遺産をめぐる価値を保存への価値と活用への価値と大別したうえで，それぞれの価値を
クローズアップする方法論の深化が必要と結論づけた。奥山は，北海道丸瀬布地方，長野県上松地方，高知県魚梁
瀬地方における森林鉄道遺産のマネジメントの現状を比較分析した。
　研究成果の一部については，展示，学会やシンポジウムなどで幅広く公開した。まず研究代表者は，2017年８月
～１月にかけて国立歴史民俗博物館第４展示室特別展示「国立公園・今昔」を公開する中で，林業遺構をはじめと
する保護地域内の文化・歴史的価値について解説した。次に2018年３月に高知大学で開催された日本森林学会では，
研究代表者や一部の研究分担者が企画シンポジウム「林業遺産の保存と持続的な活用に向けて─日本森林学会の選
定遺産の紹介─」や，公募セッション「林業遺産の保存と持続的な活用に関する研究」を企画し，当日はコーディ
ネーター，座長を務めた。上述したシンポジウムやセッションでは，本科研のメンバーが発表した。この他に，筑
波大学大学院自然保護寄附講座が主催する国際シンポジウム「地域に根差した自然保護」でも研究代表者が日本の
林業遺産の保全・活用状況も含む発表を行った。この他に，「林野」や「森林科学」といった雑誌でも日本の林業
遺産に関する発表を行った。

４．研究組織

　研究分担者
　　上野　祥史（本館研究部・准教授）
　　奥　　敬一（富山大学芸術学部）
　　奥山洋一郎（鹿児島大学農水産獣医学域農学系）
　　武田　　泉（北海道教育大学教育学部）
　　林　　雅秀（山形大学農学部）
　　深町加津枝（京都大学地球環境学堂）
　　八巻　一成（森林総合研究所北海道支所）
　　山田　康弘（本館研究部・教授）

　連携研究者
　　竹本　太郎（東京農工大学農学部）
　　平野悠一郎（森林総合研究所）

　研究代表者
　　柴崎　茂光（本館研究部・准教授）

（16）基盤研究（Ｂ）
　　  「東西貿易と東洋趣味コレクション─17～19世紀の
　　　日本美術コレクションが担った役割」
　　 2013～2017年度
　　 （研究代表者　日高　薫）

１．目　的

　16世紀に始まる西洋との交流を通じて，17世紀から19世紀にかけてのいわゆる「鎖国」の時代に海を渡った日本
の美術工芸品は，当時の西洋を席捲した「China Mode（独）」，「Le goût chinois（仏）」と呼ばれる東洋趣味の一
環として収集され，受容された。本研究では，当時の日本イメージ形成にも大きく関与した漆器・陶磁器・染織品・
屏風などの交易品の輸出の実態と，中国・日本製品を中心とした東洋趣味のコレクションの形成および受容のあり
さまを，文献資料と伝世する美術資料をもとに検討し，西洋における東洋趣味の文化において日本の美術工芸が担っ
た役割や，収集の担い手になった王侯貴族を中心とする西洋人の意識などを明らかにするものである。

２．今年度の研究計画

　今年度は，チェコおよびオーストリアに現存する日本漆器・磁器・染織品のコレクションと，シノワズリの工芸
品について調査をおこない，日本および東洋からの文物の交易と受容の実態について検討することを主たる目標と
した。
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３．今年度の研究経過

（１）チェコにおける調査　2018年３月21日～25日
　平成27年度の主要な成果は，チェコ国内に現存する日本製磁器および漆器の調査，またシノワズリ建築・室内装
飾の調査と，それを構成する日本・中国・西洋製などの美術工芸品の調査をおこなったことである。調査方法は，
昨年度同様，磁器班，漆器班を中心におこなった。各機関において，現地研究者との意見交換をおこない，情報交
換につとめた。
　主な調査先：ムニホヴォ・フラジシチェ城，ナープルステク美術館，プラハ国立美術館，プラハ芸術大学など。
（２）オーストリアにおける調査　2018年３月26日～29日
　オーストリアのロースドルフ城において，ピアッティ家に伝わる日本・中国陶磁破片の調査をおこない，復元的
考察をおこなうとともに，今後の文化財活用（修復・展示・教育活用など）に関して所蔵者と意見交換をおこなっっ
た。

４．今年度の研究成果

　チェコおよびオーストリアの城や美術館に伝世する日本製の漆器・磁器・染織品の調査を通じて，日本では知ら
れていないチェコにおける日本工芸の受容例が存在することを確認しえた点が成果となった。

５．研究組織

　荒川　正明　学習院大学・文学部　　　　岩崎　均史　静岡市東海道広重美術館館長
　岡　　泰正　神戸市立博物館　　　　　　山崎　　剛　金沢美術工芸大学・美術工芸学部
　吉田　雅子　京都市立芸術大学　　　　　坂本　　満　本館・名誉教授
　櫻庭　美咲　本館研究部・機関研究員　　澤田　和人　本館研究部・准教授
◎日高　　薫　本館研究部・教授

（17）基盤研究（Ｂ）
　　 「武装具の集積現象と古墳時代中期社会の特質」
　　 2013～2017年度
　　（研究代表者　上野祥史）

１．目　的

　古墳時代は，象徴的な器物の授受を通じて，王権中枢が地域社会との関係を構築した時代である。５世紀の古墳
時代中期には，武器と武具とを組み合わせた武装具が，王権から地域社会（首長）へと配布される象徴的器物であっ
た。本研究では，武装具が古墳に集積する現象に注目し，古墳時代中期社会の特質を描き出すことを目的とする。
奈良県円照寺墓山１号墳出土資料を事例として取り上げ，武装具が集積することの意味を「王権」「地域」「東アジ
ア」という３つの視座から検討する。

２．今年度の研究計画

　今年度は，研究成果の取りまとめと，成果公開準備を目的とした年度として位置づける。本研究では，奈良県円
照寺墓山１号墳の出土資料を整理して，基礎情報を提示すること，その情報を基礎として武装具の集積現象を比較
検討し，古墳時代中期社会の特質を議論することに二分して研究を推進してきたが，基礎情報と蓄積した議論に基
づく報告書により，成果公開を目指したい。報告書は，円照寺墓山１号墳の基礎情報を公開する「報告編」と，武
装具の集積現象あるいは暦年代体系や技術系譜などを対象とした議論を集約する「論考編」によって構成する予定
で，今年度は報告書の執筆と編集作業を中心に活動を推進する。
　「報告編」の準備では，資料を所蔵する東京国立博物館にて，円照寺墓山１号墳出土資料の補足調査を，分担者
各自が個別に行い，基礎資料調査を完遂することを目指す。併せて，古墳時代資料の理化学的分析について，これ
までの分析を進めた諸資料に対して，情報を集約させて古墳時代中期の視点と対照させた評価を試みる。これらを
総合して，２度ほどの検討会を経て，報告書原稿の完成を目指す。
　「論考編」の準備では，これまでの検討会での議論をふまえて，各自が各視座・論点に基づいて論考を完成るこ
とを目指す。
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３．今年度の研究経過

　本年度は，研究期間最終年度を延長申請した年度であり，補足調査と報告書完成に向けた準備作業を推進した。
各分担課題の進捗にあわせて，2017年５月及び８月，12月に個別の調査を実施した。大型資料のみならず，これま
での整理調査作業を通じて明らかとなった小型破片も含めて大半の資料の図化・情報化を完遂した。2017年９月に
は，報告書作成検討会を開催し，改稿した報告書草稿を作成して，読み合わせをおこない，編集作業を進めた。

４．今年度の研究成果

　円照寺墓山１号墳出土資料の基礎情報の整理は，完成形に近い形で取りまとめることができた。大型資料のみな
らず，これまでの整理調査作業を通じて明らかとなった小型破片も含めて大半の資料の図化・情報化を完遂した。「報
告編」では，従来認識されていた大型資料だけでなく，小型資料も含めた円照寺墓山１号墳の全貌を明らかにする
ことが可能となった。武装具を集積して保有する中期古墳として注目されながらも，昭和初年と調査年次が古く詳
細が不明であった円照寺墓山１号墳を，現在段階で果たしうる制度の高い情報提示を可能にした。「論考編」もそ
の基礎情報を反映して，各論を進化させた。研究成果は概ね取りまとめられたものの，情報公開にまで至ることが
できず，今後の機会に委ねることにした。

５．研究組織

研究代表者
　上野　祥史（本館研究部・准教授）
研究分担者
　諫早　直人（奈良文化財研究所）　　　　　齋藤　　努（本館研究部・教授）
　阪口　英毅（京都大学大学院文学研究科）　坂本　　稔（本館研究部・教授）
　杉井　　健（熊本大学文学部）　　　　　　橋本　達也（鹿児島大学総合研究博物館）
　古谷　　毅（東京国立博物館）
連携研究者
　清水　和明（大阪文化財研究所）　　　　　高橋　　工（大阪文化財研究所）
研究協力者
　川畑　　純（文化庁）　　　　　　　　　　鈴木　一有（浜松市文化課）
　西嶋　剛広（宮崎市教育委員会）　　　　　松崎　友理（福岡市観光経済文化局）
（50音順）

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

１．目　的

　14～16世紀の東アジア海域では，世界史の中の大航海時代以前から，すでに活発な交易がおこなわれていた。そ
の立役者は琉球王国である。大明帝国は海禁政策を建て前としたために自由な貿易ができず，冊封体制下にある琉
球王国に貿易公社としての役割を担わせた。これを逆手に，琉球は明と東南アジア諸国，朝鮮，そして日本をつな
ぐパイプ役として積極的な交易活動を展開し，「大交易時代」を現出したのである。
　この間，琉球王府は異なった文化をもつ奄美諸島や，宮古，八重山といった先島諸島に侵攻し，中央集権的な体
制で支配した。それによって先島諸島の中世集落の構造は一変し，領主層を頂点とした個別権力体が解体したと考
えられる。琉球の帝国的側面はこれまで触れられなかったが，先島に残る集落遺跡の構造や，威信財などの出土資
料を検討することで，文献資料の希薄な当該地域の動態や琉球王国の実態を解明する。

２．今年度の研究計画

　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，４年目（最
終年度）である2017年度は下記に重点を絞り，調査を完結させる。なお，調査・研究にあたっては，本館基盤研究
「中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究」（代表：村木二郎）と連動して実施する。
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　集落遺跡の調査
　　沖縄県八重山郡竹富町波照間島ミシュク村跡遺跡の測量調査
　　先島の集落遺跡の踏査
　出土遺物の調査
　　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．今年度の研究経過および成果

　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，引き続き個別研究報告をおこない議論を進めた。報
告内容等は以下の通りである。2017年４月22－23日，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」」。2017年
12月16日，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─」。
　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
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。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。

４．研究組織

［研究分担者］
　池田　榮史　琉球大学法文学部・教授　　　　　　　岡本　弘道　県立広島大学人間文化学部・准教授
　佐伯　弘次　九州大学大学院人文科学研究院・教授
　関　　周一　宮崎大学教育文化学部・准教授　　　　中島　圭一　慶應義塾大学文学部・教授
　齋藤　　努　本館研究部・教授　　　　　　　　　　松田　睦彦　本館研究部・准教授
◎村木　二郎　本館研究部・准教授
［研究協力者］
　池谷　初恵　伊豆の国市教育委員会・文化財調査員
　岩元　康成　姶良市教育委員会・主事　　　　　　　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　　　　　　栗木　　崇　熱海市教育委員会・学芸員
　小出麻友美　早稲田大学グローバルエデュケーションセンター・講師
　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
　田中　大喜　本館研究部・准教授
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（19）基盤研究（Ｃ）
　　 「日本植民地の学校教育に見る民族意識の形成」
　　 2016～2018年度
　　 （研究代表者　樋浦郷子）

１．目　的

　本研究は，「日本人」たることが強固に目指された植民地の学校教育の中で，逆説的かつ不可避的に形成された
民族の意識について，朝鮮を中心に台湾との比較も重視しながら検討する。日本語使用や天皇崇敬など「日本化」
を目指した学校教育の実態に関しては，申請者のものを含む先行研究では国語（日本語）や修身の研究がなされて
きた。本研究では儀礼，裁縫や体操（武道と教練を含む）等の「身体性」に着目し，そこに期待された「国民」像
と，共時的に醸成される民族の意識に接近するものであり，日本と周辺国の相互理解の基盤づくりのために貢献し
うる研究である。

２．今年度の研究計画

　2016年秋以降から１年間を目途に，植民地朝鮮と台湾との比較を念頭に「御真影」「奉安殿」や学校内神社，神
棚等の調査を再開する。朝鮮の「御真影」や「奉安殿」については，すでに2014-2015年の科研費研究（課題番号
26590197）において実施したため，その成果をさらに進展・深化させるべく，台湾についての交付状況の調査を行
い，学会発表を経て論文を執筆する計画である。「御真影」のみならず，学校儀式，「奉安殿」や学校内神社，神棚
等の調査や，そこに求められる身体の動き，心の統制と一見相反する民族性の醸成について，日本，台湾，韓国そ
れぞれの教育会機関誌や回等を読み込みつつ，現地調査を行う。
「御真影」の交付状況調査は原則として宮内公文書館（東京）で実施するが，各地で残存する奉安殿や学校内神社，
教育関係の碑石等のフィールドワーク，学校内歴史館調査等は，韓国のみならず日本国内と台湾も想定している。

３．今年度の研究経過

　今年度もおおむね当初の計画どおりに研究をすすめている。上記に計画したとおり，今年度の前半は宮内公文書
館（東京）で「御真影」の交付状況調査を集中的に実施し，その成果を下記（２）（「植民地期台湾における天皇崇
敬教育」）として，教育史学会大会で発表した。今年度半ばから後半においては，韓国（鐡馬初等学校，熊川初等
学校）と台湾（梅山国民小学等）において主に初等学校（日本植民地期の普通学校及び公学校）の学校保存文書お
よび遺物の調査・分析を行った。

４．今年度の研究成果

（１）論文「教育勅語と植民地支配」，教育史学会編『教育勅語の何が問題か』岩波書店教育史学会編，pp.46-
61，2017年10月５日
（１）研究発表「教育勅語と植民地支配」教育史学会公開シンポジウム「教育勅語の何が問題か」2017年６月10日
（２）研究発表「植民地期台湾における天皇崇敬教育」教育史学会第61回大会発表要綱集録，2017年10月８日

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）

（20）基盤研究（Ｃ）
　　  「ザクセン選帝侯アウグスト二世旧蔵日本磁器の研究─西洋における日

本像の受容史的考察」
　　 2016～2018年度
　　（研究代表者　櫻庭美咲）

１．目　的

　ドイツのザクセン選帝侯兼ポーランド王アウグスト二世（1670～1733・通称アウグスト強王，以下強王と略記）
は，ヨーロッパ最大と謳われる膨大な日本・中国産の磁器コレクションを一代で築きあげた。これらの磁器は，強
王が「日本宮」と名づけた東洋趣味の宮殿を飾るために収集されたが，王の急逝により計画は未完に終わり，没年
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まで収集された約２万５千点の東洋磁器だけが後世にのこされた。磁器はその後，多くが戦乱などを経て散逸し，
欧米や日本など世界に流出する。
　これらの磁器コレクションは，1721年および1727年，そして1772年に目録化され，収蔵品には特有の分類記号と
番号が記入されているという，包括的かつ体系的な記録性を伴う歴史的コレクションである。主たる収蔵先である
ドレスデン国立美術館磁器コレクション館には，現在もなお約7000点が収蔵されている。
　本研究は，日本磁器が西洋宮廷の美術として受容されたという事実に即し，美術史的な問題解決を最終課題と位
置づけるが，考古学に基づく科学的な裏付けを重視する。方法論や文化的背景を異にする研究者同士が情報を交換
しあい，総合的な知見に到達することを目指す。すなわち，日本側からの貢献が特に期待される日本磁器の生産窯
や製作年代の特定，日本での所在確認のみならず，「日本宮」の装飾など受容史研究によりザクセン宮廷における
日本認識の内容を把握しつつ，ドレスデン国立美術館磁器コレクション館蔵アウグスト強王旧蔵磁器コレクション
の総目録化事業という国際共同研究プロジェクトに協力する。

２．今年度の研究計画

（１）ドレスデンでの調査・打合せ
（２）国内におけるアウグスト強王コレクションの所在調査
（３）研究会を兼ねた打合せの実施
（４）文献研究と文献資料の収集
（５）総目録の執筆とドレスデンへの考古学的情報の提供

３．今年度の研究経過

（１）第３回ドレスデン合同調査　2017年８月７日～８月21日
　大橋康二氏（佐賀県立九州陶磁文化館），荒川正明氏（学習院大学）と共同でドレスデン国立美術館が所蔵する
アウグスト強王旧蔵日本磁器を調査し，約90点の肥前磁器を対象に詳細な熟覧およびメモ写真の撮影をした。また，
ドレスデンの図書館において，日本宮の建築図面や日本宮に関する刊行図書の調査も行った。ユリア・ヴェーバー
館長（ドレスデン国立美術館磁器コレクション館），コーラ・ヴュルメル学芸員（ドレスデン国立美術館磁器コレ
クション館）やクリスチャン・ヨルフ名誉教授（ライデン大学）をはじめとするオランダやドレスデンの国際共同
研究プロジェクトメンバーと共に，資料検討会や会議も兼ねた共同調査となった（注：櫻庭の渡航費用は出光文化
福祉財団の研究助成金で賄った）。
（２）東洋陶磁学会大会への参加・打合せ　2017年10月21日～22日
　多治見市産業文化センター／岐阜県で開催された第５回東洋陶磁学会大会「自然科学系の東洋陶磁研究報告」に
参加し，肥前磁器にかかわる自然科学系分野の研究動向について情報収集した。また，同会場において，2018年夏
に実施予定のドレスデン国立美術館調査について意見交換のための打合せをした（櫻庭・大橋・野上）。
（３）日本各地に所在する強王旧蔵品と推測される肥前磁器の全体像の把握
　2017年８月ドレスデンでは，コーラ・ヴュルメル学芸員らと，日本所在の強王コレクションの所在を確認するた
め，日本の博物館など肥前磁器の所蔵者に送る連絡方法に関する打合せをした。帰国後ドレスデン側の要望により
各所蔵者への依頼状を作成した。その後，依頼状をドレスデンから12月に郵送し，情報を相互共有しながら集計し
ている。現段階で７件の所蔵者から回答をいただき，７点の強王コレクションの日本における所在を確認すること
ができた。
（４）アウグスト強王旧蔵磁器コレクションの総目録化事業への協力
　調査データの事後処理は，第３回調査のメモ写真の整理，調査情報のデータベースを継続中である。基礎的な情
報はすでにドレスデン国立美術館と共有し，ドレスデン側がこれらの情報をプロジェクト全体の情報管理のために
活用している。今年度末までに提出する計画であった強王コレクション総目録事業のための解説の執筆は約300点
分が提出済である（櫻庭・大橋・藤原）。

４．今年度の研究成果

　日本側のメンバー間の情報共有や打合せを活発におこなうことができ，それをドレスデン側に伝え，日独間の意
向の調整も滞りなく行われている。メンバー間で良好な信頼関係を構築することができていると考える。結果，日
本各地に所在する強王旧蔵品と推測される肥前磁器の所蔵者からも協力を得ることができ，国内における強王コレ
クションの全体像の把握も順調に進んでいる。ドレスデン側と日独バイリンガルで情報共有することもできた。
　文献研究と文献資料の収集は，ドレスデンの「日本宮」研究を軸とするドレスデン宮廷における肥前磁器への評
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価・認識，ドレスデンにおける「日本像」の検討を中心におこなっている。日本宮に関する文献調査は来年度も継
続しつつ，刊行が遅れている重要な先行研究であるドレスデン工科大学の成果報告書の刊行を待ち，刊行後できる
だけ早い時期に研究成果をまとめることを目標としたい。
　総目録の執筆とドレスデンへの考古学的情報の提供については，調査後の調査情報のデータベース化が進み，今
年度中の提出を課された作品解説についても大半は，ドレスデン側に提出済である。実務面でも着実な成果を上げ
ていると言う事ができる。日本磁器の考古学的な位置づけの考証も，着実に情報が蓄積されつつある。

５．研究組織

◎櫻庭美咲（本館・機関研究員）
　荒川正明（学習院大学・文学部・教授）
　大橋康二（佐賀県立九州陶磁文化館・名誉顧問）
　西田宏子（根津美術館・顧問）
　野上建紀（長崎大学・多文化社会学部・教授）
　藤原友子（佐賀県立九州陶磁文化館・学芸員）
　クリスチャン・J.A,・ヨルフ（ライデン大学・名誉教授）
　コーラ・ヴュルメル（ドレスデン国立美術館磁器コレクション館・学芸員）

（21）基盤研究（Ｃ）
　　 「朝鮮半島西南部の前方後円墳をめぐる倭と馬韓の交渉史」
　　 2016～2019年度
　　 （研究代表者　高田貫太）

１．目　的

　朝鮮半島西南部における三国時代遺跡の調査・研究成果に基づき，５世紀後半から６世紀前半頃に当地域に造営
された前方後円墳を，当地域に根拠を置いた政治勢力たる馬韓（栄山江流域）の観点から歴史的に位置づける。そ
れによって，これまで倭や百済の立場が強調されがちであった前方後円墳の造営をめぐる，倭と馬韓との交流史を
再構築する。特に，以下のa ～ dの課題に取り組む。
ａ．半島西南部の集落・墳墓資料の集成・分析作業から当地域に位置した馬韓社会の構造を明らかにする。
ｂ．半島西南部の外来系資料（前方後円墳を含める）の系譜を再整理し，馬韓の対外関係を明らかにする。
ｃ．a・bの成果から馬韓社会における前方後円墳造営集団の役割や性格を明らかにする。
ｄ．a ～ cの成果を総合化し，前方後円墳造営をめぐる馬韓と倭の政治経済的な交流関係を再構築する。

２．今年度の研究計画

　朝鮮半島西南部の中で，栄山江流域以外の地域における集落・墳墓の集成に重点をおく。また，交通路との相関
性について検討し，馬韓の社会構造に関する研究を開始する。
① 集落・墳墓の資料集成と分析：全羅北道東部や忠清南道・北道の一部の地域における集落・墳墓の集成を行う。

これについても韓国側で行われている集成作業を参考としつつ，特に全羅北道東部については，研究協力者の金
洛中氏の協力を得る。そして，本年度の後半には分布図をある程度完成させ，古地図の検討，現地踏査，最適経
路計算機能を有するソフトウェアの活用などを通して，半島西南部の陸上交通路を推定する。そして，その結節
点と集落・墳墓の相関性，集落・墳墓の規模や特徴などを整理し，次年度以降の馬韓の社会構造についての研究
に備える。

② 外来系資料の系譜検討：①の集成を行った地域から出土した外来系資料の分析を個別的に行う。
③ 調査と研究会：前年度と同様に大韓文化財研究院の発掘調査への参加，共同研究会の開催を行う。その場で集落・

墳墓の集成結果やその分布図を提示する。

３．今年度の研究経過

　今年度は，研究会と資料調査をあわせて行った。いずれも韓国（大韓文化財研究院）において計３回行っている。
　第１回目は，2017年７月12日（水）～15日（土）にかけて行った。主に，栄山江流域出土の金銅製装身具関連資
料の調査である。13日に研究打ち合わせとともに，国立光州博物館において前方後円墳である咸平新徳１号墳出土
金銅製冠・飾履の資料調査を行った。14日には，国立全州博物館にて益山笠店里１号墳出土金銅製冠の資料調査を
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行った。
　第２回目は，国立羅州博物館の国際シンポジウム『羅州新村里金銅冠の再照明』（2017年11月17日）にあわせて，
11月15，16日に行った。その際に第１回目の調査成果を韓国側の研究協力者に紹介し，またシンポジウムでの発表
も行った。研究協力者の金洛中氏も発表を行っている。
　第３回目は，2017年11月26日（日）～29日（水）にかけて行った。連携研究者の廣瀬氏とともに，主に，栄山江
流域で出土している埴輪の資料調査を行った。具体的には，27日に光州明花洞古墳や羅州新村里１号墳（国立羅州
博物館所蔵）の資料を調査した。また，羅州潘南面古墳群や，大韓文化財研究院が発掘調査中であった光州坪洞の
集落遺跡の踏査も行った。28日には，高敞七岩里古墳や同旺村里遺跡（国立全州博物館・井邑市立博物館），霊岩
沃野里１号方台形古墳（国立羅州文化財研究所），そして羅州徳山里８号墳（全南大学校博物館）などの埴輪の資
料調査を行った。

４．今年度の研究成果

　今年度の特筆すべき成果のひとつは，咸平新徳１号墳出土の金銅製冠・飾履の資料調査が実現したことである。
資料調査の結果，広帯二山式冠とともに飾履が存在することが確定的となった。これによって，栄山江流域におけ
る前方後円墳の造営には，百済との密接なつながりも背景にあることがより明確となった。その成果を，研究メン
バー間で共有しながら，その成果の一部を上述のように，高田が国立羅州博物館の国際シンポジウム『羅州新村里
金銅冠の再照明』において発表した。
　また，前年度に引き続いて行った栄山江流域出土の埴輪についての資料調査では，調査した円筒埴輪や器材埴輪
が，日本列島とは製作技法や形状が異なり，見本もしくは指導する工人が倭から栄山江流域へ伝わり，それに基づ
いて現地で製作された可能性をより明確に認識できた。特に，連携研究者の廣瀬氏によって，資料調査の中で，栄
山江流域の埴輪の相対編年案が提示されている点は重要である。これによって，より具体的に栄山江流域における
墳墓の時間的な動態が追跡できるようになった。その成果は，歴博の研究報告に投稿される予定である。
　ただし，本来予定していた日本における研究会の開催が，諸般の事情で2018年度に持ち越されることになった。
また，集落遺跡に関する踏査が一ヶ所にとどまり，資料集成もやや滞っている。これについては，研究協力者の李
暎澈氏に協力をお願いしている。そして，連携研究者の諫早氏とともに，栄山江流域圏の馬具を中心とした鉄・金
銅製品の資料調査も実施する予定である。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎高田貫太（本館研究部・准教授）
　廣瀬　覚（奈良文化財研究所）　　連携研究者
　諫早直人（奈良文化財研究所）　　連携研究者
　李　暎澈（韓国大韓文化財研究院）研究協力者
　金　洛中（韓国全北大学校）　　　研究協力者

（22）基盤研究（Ｃ）
　　 「坤輿万国全図と国民的教養の基盤形成」
　　 2016～2018年度
　　（研究代表者　青山宏夫）

１．目　的

　1602年にイエズス会宣教師マテオ=リッチ（Matteo Ricci）が中国の北京で作製した坤輿万国全図は，ヨーロッ
パによる世界認識を漢字で初めて詳細に表現しに世界図であった。そのため，漢字文化圏の人々の世界認識に多大
な影響を与えた。とくに，日本では，さまざまな軋轢を生みながらも，その影響力は長く持続しかつ広範に及んだ。
本研究の目的は，近世日本における坤輿万国全図の受容過程を検討し，国民的教養の基盤形成におけるその意義を
追究することにある。具体的には，①坤輿万国全図の原刊本と近世日本における模写図の成立過程の再検討，②「マ
テオ＝リッチ系世界図」として分類されてきた世界図に関する新分類の提起，③それらの世界図の系譜関係と受容
過程の解明，④最新の蘭学系世界図が出現する18世紀末に至っても坤輿万国全図が影響力を維持した理由の解明，
⑤その受容が近代社会の成立に果たした役割，について考察する。



100

２．今年度の研究計画

　2017年度は，初年度の2016年度に引き続き，各地に所在する坤輿万国全図の模写図の調査を行う。また，マテオ
=リッチ系世界図の成立に影響があったとされる南蛮系世界図等，および坤輿万国全図系統の世界図の原本調査を
中心に行う。とくに，後者については，坤輿万国全図の忠実な翻刻者である稲垣定穀関係の資料を調査し，世界図
作製の背景を探る。
　主な調査地は，大阪（大阪歴史博物館等），兵庫（篠山市立歴史美術館等），三重（津市津図書館等），滋賀（彦
根城博物館等），広島（広島県立歴史博物館等）である。このほか，前年度において未調査として残った資料につ
いて適宜調査する。また，Web上で高精細画像が公開されている資料については，資料保護の観点から，それら
の画像も適宜活用する。
　これらの原本調査を通じて得られた知見をもとに，マテオ＝リッチ系世界図の成立の経緯を検討する。また，そ
れらの世界図に関する個々の評価と相互関係の再検討を行う。

３．今年度の研究経過

2017年４月５日　東洋文庫ミュージアムにおいて日本北方関係の地図およびロシア製の地図を閲覧し，近世日本に
おける北方認識について検討した。

2017年６月７日～８日　静岡県立中央図書館において，坤輿万国全図の写本を製作した榊原長俊（駿府在番）関係
の資料等の文献調査を実施した。

2017年６月21日～22日　大阪市の武田科学振興財団杏雨書屋において，坤輿万国全図の所蔵者であった医学者樋口
道泉の調査，および大阪歴史博物館において，同館所蔵の世界図・天文図屏風の原本調査を行った。

2017年６月26日　彦根城博物館において同館所蔵の世界図屏風に関する資料について調査した。
2017年６月27～28日　篠山市立歴史美術館において，同館に寄託されている坤輿万国全図屏風および世界図屏風を

詳細に調査するとともに，篠山市立中央図書館において，世界図屏風の所蔵者に関する資料の調査を行った。
2017年９月27日～平成29年９月27日　津市教育委員会において，同委員会が所蔵する稲垣文庫の資料について原本

調査した。
2017年10月14日　台湾・逢甲大学の招聘を受けて，同大学主催の国際シンポジウム（第九屆臺灣古文書與歷史研究

國際學術研討會The ９th International Conference on Taiwanese Historical Documents and History）にお
いて，坤輿万国全図に関する研究成果の一部を発表した。

2017年10月18日～19日　本居宣長記念館に所蔵されている世界図の熟覧調査を行うとともに，三重県立図書館で関
係資料を調査した。

2017年11月２日　史学研究会の招聘を受けて，2017年度史学研究会大会（京都大学）において，公開講演「近世日
本における坤輿万国全図の広がり」により研究成果を発表した。

2017年12月20日　国立国会図書館において，近世日本の世界図に関する資料収集を行った。
2017年12月27日　神奈川県立金沢文庫において，坤輿万国全図の日本関係の記載を検討するために中世日本図の調

査を行うとともに，近世世界図に関する資料を収集した。
2018年３月23日　国際稀覯本フェア（東京交通会館）に出品されたモレイラ系日本図を調査し，坤輿万国全図にお

ける日本記載について比較検討した。
　以上の資料調査の準備および調査結果のとりまとめ等を随時実施したほか，文献・高精細画像等による検討を行っ
た。

４．今年度の研究成果

・ 青山宏夫「地図空間と地理思想」第九屆臺灣古文書與歷史研究國際學術研討會　The ９th International 
Conference on Taiwanese Historical Documents and History，台湾・逢甲大学，2017年10月（招待・基調講演）．

・ 青山宏夫「近世日本における坤輿万国全図の広がり」史学研究会大会，京都大学，2017年11月２日（招待講演）．
発表要旨：『史林』101巻１号，pp.293-295，2018年１月．

・青山宏夫「地図にみる日本海認識の形成」『歴博』202号，p.15，2017年５月．
・ 青山宏夫「江戸時代の世界地図」『わくわく！探検れきはく　日本の歴史３　近世』国立歴史民俗博物館編，吉

川弘文館，pp.66-67，2017年10月．

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎青山宏夫（本館研究部・教授）　
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（23）基盤研究（C）
　　  「旧石器・縄文時代の人類活動と古環境との時間的対応関係に関する研

究」
　　 2015～2018年度
　　（研究代表者　工藤雄一郎）

１．目　的

　考古学における14C年代測定の普及とその高精度化により，旧石器時代から縄文時代の考古遺跡の年代を極めて
明瞭に捉えられるようになった。古環境復元のための資料も同様に精度の高い年代が与えられ，人類史と環境史と
の厳密な時間的対比が可能となりつつある。一方で，高精度化が実現される以前に測定された遺跡・古環境資料も
多い。それらは極めて重要な考古学的遺跡，あるいは古環境資料にも関わらず，現在の研究レベルでは年代学的比
較研究に耐えない。そこで本研究では，旧石器時代から縄文時代における考古遺跡と古環境の双方が調査された既
発掘遺跡出土資料を中心に新たに高精度な14C年代測定を行う。これにより，遺跡と当時の古環境情報とを対応させ，
人類活動の変遷とその背景となる古環境との関係を解明する。

２．今年度の研究計画

　2017年度には，再測定可能な既存資料の探索を行うとともに，３～４遺跡，20点程度の新たな14C年代測定を実
施する。また，2017年度以降の測定対象となる資料の調査を併せて行う。これに加え，遺跡発掘調査報告書に掲載
されている放射性炭素年代測定例について，時代・地域を問わず悉皆的に調査しこれを集成する。2017年度は東北
地方のデータを中心に集成を行う。

３．今年度の研究経過

　今年度は，長崎県泉福寺洞窟で過去に調査され保管されていた縄文時代草創期から早期までの炭化材10点につい
て測定を行った。また，酒々井町墨古沢南Ⅰ遺跡の後期旧石器時代前半期の炭化材の調査を行い，10点の試料を選
定し，年代測定を実施した。遺跡発掘調査報告書年代測定データベースの入力作業を行うともに，データを歴博ホー
ムページで公開するべく準備した。

４．今年度の研究成果

　長崎県泉福寺洞窟の試料は，本年度は主に縄文時代草創期の隆起線文土器包含層をから押型文土器包含層を中心
に実施し，重要な年代が得られた。また，千葉県墨古沢南Ⅰ遺跡では，後期旧石器時代前半期の環状ブロック群の
年代を決定する上で重要な年代が得られた。遺跡発掘調査報告書の放射性炭素年代測定例のデータベースについて
は，関東・東北までのデータ入力を完成させ，国立歴史民俗博物館ホームページで公開した。

５．研究組織

　工藤雄一郎（研究代表者）

（24）基盤研究（Ｃ）
　　 「津波被害を受けた民間所在歴史資料の歴史資料の歴史
　　 情報保存に向けた基礎的研究」
　　 2015～2017年度
　　（研究代表者　天野真志）

１．目　的

　本研究の目的は，古文書を中心とした紙媒体歴史資料の自然災害からの保全と長期保存に向けた技術的方法論の
確立を目指すものであ る。特に，東日本大震災にともなう大規模津波では，救済された被災歴史資料の長期的保
存を視野に入れた復旧対応に関する方法論の 未確立と，そのための関連分野による連携体制の未整備が顕在化し
た。本研究では，東日本大震災への対応策として，また今後発生が 予想される大規模自然災害に備えた歴史資料
の災害対策として，被災紙媒体資料の大量復旧に関わる実践的かつ普遍的な方法論を提示する。
　本研究では，古文書や軸資料を中心とした紙媒体資料を対象とする。特に，民家に多く伝来する近世から近現代
資料であるため，それ らの保存法を目指し，歴史学と保存科学双方の観点を集約した複合的視野に立つ復旧・保
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存論を提起するものである。このような視点に配慮し，各専門分野との協力関係を構築するとともに，NPO法人
宮城歴史資料保全ネットワークや市民と共同した津波被災歴史資料 の復旧工程を実践する。そのことで多様な紙
媒体資料の性格や被害状況をサンプリングし，それらを基にした実践的災害対策研究を実施する。

２．今年度の研究計画

　前年度までに得られた検証結果を踏まえ，文化財保存修復学会その他で研究発表をおこなうとともに，地域歴史
資料保全団体と協力して市民向け講座を開催し，諸地域で求められるニーズに応じた復旧・保存モデルを提示する。 
あわせて，関連学会や各地域における意見交換を踏まえ，文化財防災に連なりうる分野横断型の学問体系の確立に
向けた提起を進める。

３．今年度の研究経過及び成果

　最終年度に当たる今年度は，これまでの成果をもとにした社会還元に向けた検討を中心的に実施するとともに，
東日本大震災以降進行する救済事業の現在地点について，『歴史学研究』に時評として寄稿した。
　また，これまでの古文書救済法の実践技術を普及することを目的として，国立文化財機構文化財防災ネットワー
ク推進室と協力し，『文化財防災マニュアル～汚損紙資料のクリーニング処置法～』を監修し，被災した民間所在
歴史資料の保存に関する簡易型対応法の社会発信を実施することができた。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎天野真志（本館研究部・特任准教授）
　

（25）挑戦的萌芽研究
　　 「無縁化する社会の葬送墓制と公的支援に関する基礎的研究」
　　 2015～2018年度
　　（研究代表者　山田慎也）

１．目　的

　本研究では，個人化が進む現代社会において，葬送の担い手となる近親者をもたない人々が死を迎えた際，行政
を始め関連機関がどのように対処し，また埋葬しているかについて地域の実態を把握するとともに，行政による葬
儀の公的支援の状況を把握し，現代社会における死の社会的位置づけを分析することを目的とする。この成果によっ
て全国の実態を把握する調査手法を見いだすとともに，さらにこのような死への具体的対処の指針を示し，人々が
尊厳を持って葬送され，安心して老後を送るための福祉政策への基本となる資料をも創出するものである。

２．今年度の研究計画

　近親者のいない人の公的対応とその支援の実態について，おもな政令指定都市の補足調査と，また都市の対応に
関係する社会福祉協議会や納骨堂を持つ寺院なども調査を行い，総合的なとりまとめを行う。さらに行政の提供す
る葬儀サービスの調査については，葬祭業者との連携についても調査を行う。
　困窮者等の葬送について，引き続き法制や行政の歴史について，法律および関連の規則，政令などの制定の背景
や施行の状況について関連資料の収集分析を行いとりまとめる。さらに助葬事業全般についても調査を行う。

３．今年度の研究経過

　官報における行旅死亡人の広報をデータ化し整理をした。10政令指定都市の火葬の方式や対応した部署，遺骨の
安置場所，葬儀のあり方など，各都市によって扱いが異なるため，その内容について調査を行い，また慰霊祭の参
与観察を行った。さらにそれぞれの都市の納骨堂の実地調査も行った。
　行政による葬祭事業については，市民のほとんどが利用していた岡山県玉野市の市民葬祭制度の調査を行い，火
葬場や葬儀場，民間葬儀社，生協による葬祭事業の調査も行った。さらに行政の提供する葬儀サービスとして，葬
祭業者の委託事業と直営事業の相違などを調査した。
　また困窮者等の葬送について，助葬会のほか，方面委員の記録や社会事業団体のリストなどから，助葬事業の展
開についての資料調査を行った。
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４．今年度の研究成果

　３年間にわたる調査で，10政令指定都市の無縁故者の葬送について調査を行った。法令で市町村が火葬納骨をす
ることになっているが，その具体的取り扱いは都市によって多様であることがわかった。葬送に関して基本は直葬
であり，葬儀社が担当することになるが，名古屋市のように祭壇を組み読経を行っている市もあった。
　また最終的な納骨堂も福岡市の場合には，１年だけ個別安置し，その後第二頸椎など一部だけビニールに入れて
永久保存をする都市がある一方，多くの市町村は５年など一定年限で合葬する場合が多い。近年，引き取り手のな
い遺骨が増加し，市設の納骨堂に安置しきれずに民間に保管を委託している市もあり，対応に苦慮している市も多
い。さらに一般市民と同じ納骨堂に安置する都市が京都市と札幌市であり，こうした施設ではつねに参拝者が途切
れないことが把握できた。
　さらに慰霊祭については，実施している都市が多い。市が主催する場合は無宗教式で行うが，社会福祉法人主催
の札幌市や名古屋市の場合には，仏式の宗教儀礼が行われている。また京都市のように，市主催の儀礼と市民主催
の儀礼にわかれ，市民主催の儀礼の場合には市の仏教各宗派や神道，キリスト教，新宗教系などの宗教団体が輪番
で儀礼を行うようになっている。そして市民参加をどのように促していくかが，今後近親者無き人が増えていくな
かで課題であると考える。
　さらに岡山県玉野市は市民葬祭制度を設定し，祭壇や柩などの消耗品などを無償で提供し，市民のほとんどが利
用していたが，近年自宅葬や公民館などでの葬儀が減少し，業者の斎場で行うようになったことで，その利用は減
少している。以前調査を行った松本市や習志野市も，業者の斎場の利用が進むことで，市民葬が減少しており，必
要とされる葬儀サービスの質が変わっていることが把握できた。

５．研究組織

◎山田慎也（本館研究部・准教授）　　　小谷みどり（身延山大学仏教学部・客員教授）

（26）若手研究（Ｂ）
　　 「近世近代における赤色染料の利用実態に関する研究」
　　 2016～2018年度
　　（研究代表者　島津美子）

１．目　的

　江戸時代の通商には制約はあったものの，日蘭貿易や中国との交易により，さまざまな材料や技術が日本国内に
輸入されていたことが知られている。その中には，染料，染織製品，さらに染色技術などが含まれる。たとえば，
列島内には植生しない赤色染料であるスオウは，奈良時代以降，江戸時代に入ってからも継続的に輸入されている
ことが明らかにされている。
　しかしながら，このような文献史学的な研究成果を裏付ける実資料の調査はほとんど行われておらず，交易によっ
てもたらされた染料や染色技術が実際にどのように国内に浸透し，色彩文化の形成に寄与してきたかについては実
証に乏しい。本研究では，近世から近代にかけて製作された錦絵や染織製品などに用いられた赤色染料に着目し，
実物資料および原材料の調査分析から，国産あるいは輸入の赤色染料の利用実態を明らかにすることを目的とする。

２．今年度の研究計画

　昨年度は，錦絵に用いられた赤色染料を色素分析により同定し，合わせて基準となる分光スペクトルデータや蛍
光X線分析のデータを収集した。今年度は，これらのデータの解析と比較を継続して進め，赤色染料の種類との関
係を明らかにし，汎用性の高い分析手法により染料の推定同定が可能であるか検討する。あわせて，赤色染料の流
通形態についても，文献資料の調査や絵具として残されている実資料の分析により明らかにすることを目指す。

３．今年度の研究経過

　昨年度に引き続き，錦絵の赤色部分を主に分析し，２種類以上の色材が混ぜられているケースも多いことが明ら
かとなった。レーキ（染料から作る粉末の色材）と顔料が同時に見つかる他，２種類のレーキが混ぜられている例
も見つかっている。いずれの場合においても，染料の種類を示す特徴的な分光スペクトルは得られにくく，一手法
の分析による色材の同定が難しいことから，複数種の分析手法によるデータを収集，解析を行った。光学顕微鏡に
よる観察では，紫外線蛍光反応の有無や，和紙繊維の染まり方の違い，顕微蛍光X線装置による元素分析では，水
銀朱などの顔料の有無，合成染料に含まれる特徴的な元素の有無など，複数の色材が混在する場合に有効となる要
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件を精査した。また，色素分析や推定同定に基づき，色材の組み合わせにパターンがあるのかといった使用傾向を
探った。あわせて，江戸時代や明治期の色材について記された文献を調査し，とくに明治期に流通していたと考え
られる赤色色材の種類や，その製造法を調べ，分析結果との整合性を検討した。

４．今年度の研究成果

　江戸時代と明治期の文献によれば，錦絵などに用いられる色材のうち，国外産のものは，レーキに加工された状
態で国内に輸入されていたと考えられる。中でも，明治期に錦絵に多用された「洋紅」と呼ばれる赤色色材は，カ
イガラムシの一種コチニールから作るカーマインレーキであったことが複数の文献資料に記述されている。コチ
ニールは，南米大陸原産のサボテンに寄生する虫で，体内にカルミン酸と呼ばれる赤色色素を生成する。欧州では
南米大陸発見後からこの赤色染料を染色用としても色材としても利用している。しかし，日本では，染色された生
地や製品の輸入に留まっていたようであり，1800年頃であっても染色法が伝わっていなかったことがわかる記録が
残されている。色材も，1850年頃には輸入されていたとされるものの，管見の限り，江戸時代の資料からは見つかっ
ていない。コチニールが，カーマインレーキの原料であることが明らかとなったのは，早くても幕末であり，日本
国内では，染料としてのコチニール（虫）と色材としてのカーマインが別々に取り扱われていたと考えられる。こ
れにより，他の染料についても，染色用と色材用では，製造法や流通時の形態が異なっていたことが示唆される。
また，合成染料は，幕末明治期以降に導入されたといわれているが，実際に使用が本格化するのは明治中頃であっ
て，明治初期にはほとんど実用化していなかったものと考えられる。文献からは，染色への合成染料の利用は，ま
ず製品として輸入されたものの利用があり，その後に，国内製造にいたるものの，色材については，輸入の既製品
が使われていた様子がうかがえる。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎島津　美子（本館研究部・助教）

（27）若手研究（B）
　　  「幕末維新期日本をめぐる国際関係史の再構築に向けて─東アジア比

較・世界史の視点から─」
　　 2015～2018年度
　　（研究代表者　福岡万里子）

１．目　的

・ 明治維新期日本の外交史を，多言語史料に基づき，多極的な国際関係の中で展開した日本外交の軌跡を考察する
という原点に立ち帰って再構築する。その際，幕末日本の政体の対外政策を同時代の近隣東アジア諸国の事例と
比較対照する視点，及び幕末日本をめぐる国際関係史を世界史的文脈の中に埋め込んで考察し直す視点を取り入
れる。

・ 具体的な分析対象としては，プロイセン東アジア遠征団の日本・中国・シャムとの条約交渉，幕末日本の外交政
策論，及びアメリカ初代駐日代表タウンゼント・ハリスの対日外交などを取り上げる。

・方法的には日独米蘭等の外交関係史料を用いるマルチ・アーカイヴァル・アプローチをとる。

２．今年度の研究計画

【前年度から継続の課題】
① プロイセン東アジア遠征団が日本との条約締結後に行った清朝中国及びチャクリー朝シャムとの条約交渉（1861

－62）に関する最重要の史料（特命全権公使の報告書翰類）について，前年度までにドイツの文書館で調査探訪
の上，複写を収集し得たことを受け，今年度から史料の解読を本格的に開始する。

② 初代米国駐日代表タウンゼント・ハリスについて，史料調査と収集を継続する。
③ プロイセン東アジア遠征団が訪中した時期はアロー戦争期に当たり，この時期の中国外交史及び列強の東アジア

政策については関係文献が少なくない。それらの調査を継続して進める。
　【上記以外に今年度実施予定の課題】
④ 戊辰戦争期の日独関係について近年，これまで所在不明であった重要度の高い史料群（初代駐日プロイセン（北

ドイツ連邦）代表マックス・フォン・ブラントの本国宰相兼外相ビスマルク宛て報告）が発見され，複写が日本
にもたらされたのを受け，2016年度から急きょこれらの調査・解読を行っており，今年度はこれについて最初の
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研究成果の公開を目指す。
⑤ 幕末～明治期の横浜で有数の生糸貿易商社を経営したドイツ系スイス人カスパー・ブレンヴァルトについて，彼

が日本滞在中に記した日記の翻訳プロジェクト（横浜開港資料館）に参加してきたが（2006年～），これについ
て今年度，国際学会において成果報告を行う機会を得たのを受け，英語による研究報告を行う。

３．今年度の研究経過

　今年度は上記①・②・④について，それぞれ再びドイツ・アメリカに渡航して史料調査を実施するとともに，渡
航先や日本において史料の解読調査を進め，研究成果の一部の報告を行った（本項目下記及び4.研究成果a, d, f, g
参照）。⑤についてはイギリスに渡航して予定通り研究報告を行った（下記及び研究成果e参照）。また③について，
19世紀東アジア国際関係史に関する各種の文献調査を継続して行った。加えて昨年度までにとりまとめてあった研
究成果が今年度中に幾つか刊行された（研究成果b, c）
【ドイツ渡航調査】（②・①・④）
　2017年８月14～21日，ドイツ・ベルリンのプロイセン枢密文書館及びドイツ連邦文書館において史料調査を行っ
た。プロイセン枢密文書館では，②に関し，1860～61年の日独条約交渉に際するハリスの貢献に感謝してプロイセ
ン政府からハリスに贈られた勲章について，関係史料・文献の調査を行った。次いで①について，1861～62年のシャ
ム独条約交渉史料の原本を閲覧しつつ，史料の翻刻を進めた。ドイツ連邦文書館では，④に関し，論文による成果
報告に際して使用するため，一部史料（1868年の戊辰戦争中に横浜の北ドイツ連邦領事館で作成された蝦夷地の領
地割図）のカラーコピーを申請した。またこれを含め，維新期のブラントの本国宛て報告の原本を閲覧調査した。
【アメリカ渡航調査】（②）
　2018年３月12～22日，アメリカ合衆国のワシントン・ニューヨークを訪問し，ワシントンでは米国国立公文書館
（NARA），ニューヨークではニューヨーク市立大学（CCNY）を訪問して，それぞれ調査及び打合せを行った。
NARAでは今回特に米国海軍文書を閲覧し，ハリスが1856～58年に日本の下田に滞在中，日本近海で活動し時折
下田にも来航した米国軍艦（特にサン・ジャシント号，ポーツマス号）の東アジアにおける動向について，それら
の航海日誌を参照して調査した。CCNYでは，ハリス日記の翻刻・刊行やハリス関係史料の目録整理などに当たっ
て功績のあった故マリオ・コセンザ教授が残した未刊行原稿の調査を行うとともに，2018年６月～12月に予定する
在外研究に備え，同大学教員らと打合せを行った。
【イギリスでの研究報告及び調査】（⑤・②）
　2018年６月22～29日，イギリスのノリッチ・ロンドンを訪問し，ノリッチではセインズベリー日本藝術研究所で
行われた国際シンポジウム「Documenting Westerners in Nineteenth-Century China & Japan: New Sources and 
Perspectives」に参加し，上記のスイス商人ブレンヴァルトの幕末明治初期の貿易活動について研究報告を行った
（これについては来年度，ブレンヴァルトがヘルマン・シーベルと共に立ち上げたシーベル・ブレンワルト商会に
ついての研究として，シーベルの書翰を素材に調査をしているスイス・ルツェルン大学教授アレクシス・シュヴァ
ルツェンバッハ教授と共同執筆する形で英語論文をとりまとめ，上記シンポジウムの成果となる論文集の一篇とし
て寄稿する予定である）。その後ロンドンに移動し，英国公文書館において，②に関し，1861年に勃発した江戸の
米国公使館付き通訳兼書記ヘンドリック・ヒュースケンの襲撃殺害事件について，米国政府の提案を受けた英国政
府の対応を調べるべく英国外務省文書の調査を行った。

４．今年度の研究成果

ａ． 【論文】福岡万里子「ドイツ公使から見た戊辰戦争―蝦夷地と内戦の行方をめぐるブラントの思惑」（奈倉哲三・
保谷徹・箱石大編『戊辰戦争の新視点（上）世界・政治』吉川弘文館，pp.61-81， 2018年１月）

ｂ． 【論文】Mariko Fukuoka “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（Brill, 2017）：
65-88

ｃ． 【書評】福岡万里子「書評　後藤敦史著『開国期徳川幕府の政治と外交』」（『歴史学研究』No.965，pp.26-29（2017
年12月）

ｄ． 【一般向け記事】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」
（『総合誌歴博』203号「比較から考える　東アジアの異文化接触」2017年７月， pp.2-5）※ほか203号全体の
編集代表

ｅ． 【 学 会 発 表 】Mariko Fukuoka, “Casper Brennwald: Trading Activities of a Swiss Merchant in 1860’s in 
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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.

ｆ． 【学会発表】福岡万里子「1861-62年 プロイセン使節団の対シャム条約交渉─1856年米シャム交渉との比較」：
歴博基盤研究「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討─日本・中国・シャムの相互比較から」第４回研
究会（2017年12月９日）

ｇ． 【一般向け講演】歴博友の会歴史学講座「幕末日米条約の立役者ハリスの人物像」（2017年５月10日）

５．研究組織（◎は研究代表者）
◎福岡万里子　本館研究部・准教授

（28）特別研究員奨励費
　　  「自然と天文の変異からみた日本古代王権の研究─祈雨儀礼と災害認識

を中心に─」
　　 2015～2017年度
　　（研究代表者　山口えり）

１．目　的

　本研究の目的は古代における自然と人間との関係を学ぶことである。具体的には，古代王権が自然現象と向き合
い災害が起こる合理的な解釈を求める中，日本で貞観期以降に独自に発展した「理運」という天文観念から「王権」
を分析し，その展開を思想の「積層性」に着目し，解き明かすことが課題である。「理運」と「積層性」をキーワー
ドとして「古代王権」の自然現象に対する思考を分析し，古代から中世への変化の一端を明らかにしたい。　
２．今年度の研究計画

　最終年度に当たる今年は，これまでの二年間で得られた「理運」の思考法の特徴，および『三合勘文部類』につ
いて調査した成果を学会で公表し，論文にまとめる。
　自然崇拝の系譜を引く神祇信仰は日本固有の信仰とされるが，この「固有」という概念について，文字史料の残
らない縄文・弥生時代の信仰のあり方から神祇信仰の成り立ちについて検討し，私見を論文にまとめる。
　昨年度開始した摂関期に活躍した僧仁海の祈雨儀礼に関する資料調査を引き続き行い，その内容を論文にまとめ
る。
　以上の研究を体系的に総括し，博士論文「日本古代国家の祈雨儀礼と災害認識」として提出する。
　加えて，基幹研究「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」の活動の一環として，延喜式の英訳作業を始
めることを予定している。

３．今年度の研究経過

　すでに前年度までに，六国史をはじめ古記録や日記類でみられる「理運」の用例を蒐集し，その使用法・変遷を
調査し，また，中国の史書にみられる「理運」と比較し，日本における「理運」の用語の意味・使用法の独自性に
ついて検討を始めていた。本年度は，それらの点について考察を加えた。
　神祇信仰の特質を理解するため，信仰形態のあり方について仏教・陰陽道と比較した。また，考古学の研究成果
も参考にし，神祇信仰の源流について検討を加えた。
　僧仁海の祈雨儀礼については，高野山大学図書館所蔵の聖教類のうち，請雨経法に関わる資料の調査を行った。
　以上の研究内容は，いずれも博士論文の一部となった。
　延喜式の英訳作業については，国際共有が進む日本史史料の今後の有用性を鑑み，政務の基本となる太政官式の
英訳を優先することをメンバーとの話し合いで決めた。太政官式の各条文の現代語訳を複数人で検討し，その成果
を元に英訳作業を開始した。来年度以降にはまとまった形で英訳を公表できる予定である。

４．今年度の研究成果

　昨年度にコメンテーターとして参加した2016年度民衆史研究会大会シンポジウム「古代の仏教受容と在地支配 
─地域社会と村堂─」の成果については，「古代の在地における仏教施設─精神的紐帯としての選択─」（『民衆史
研究』93号，2017年５月）に論文として発表した。
　現存する四つの『三合勘文部類』の伝来を整理し，東山御文庫本を底本とした翻刻・校合を行った。その内容に
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ついては，「『三合勘文部類』の紹介と翻刻」（『国立歴史民俗博物館研究報告』209号，2018年３月）に発表した。
　東北大学附属図書館蔵『三合勘文部類』に押された「牧氏蔵書之記」印については牧氏なるものが不詳であるた
め，これまでどの時代に押された印鑑か不明であったが，他の来歴が確かな印との関係から19世紀中葉に押印され
たものであることを明らかにした。この内容は，「『牧氏蔵書之記』印について─東北大学図書館蔵『三部勘文部類』
を中心に─」（『東洋文化』114号，2017年５月）に論文として発表した。
　『三合勘文部類』，『日本三代実録』貞観十七年十一月十五日条，『五行大義』の「三合」に関わる箇所を検討し
た結果，これまで不明とされていた「三合」の算出法を明らかにした。研究成果は，「三合歳について─『三合勘
文部類』を中心に」と題して，第74回東洋文化談話会研究例会〔2017.5.21実施〕において口頭報告，および，「陰
陽寮の三合歳算定法」（『日本歴史』833号，2017年10月）として論文発表した。
　神祇信仰・仏教・陰陽道の三つの信仰形態の古代日本での展開と，それらの信仰形態の儀礼を古代国家がどのよ
うに実践し，日本社会においてどのようにそれらの儀礼が表出したのかについて，祈雨を題材に検討した。その成
果については，「日本古代の国家と災害認識」（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）
として論文を発表した。
　これまでの研究成果をまとめ，博士論文「日本古代国家の祈雨儀礼と災害認識」を早稲田大学に提出した。［2018
年２月25日 博士（文学）取得］本学位論文は，日本古代の国家が自然現象とどのようにむきあってきたのかを明
らかにすることを目的として，祈雨儀礼の展開に表象される古代国家の災害認識のあり方について考察したもので
ある。本論文では，六世紀末のいわゆる飛鳥時代から十二世紀末のいわゆる院政期までの古代全体を対象とした。
神祇儀礼，仏教儀礼，陰陽道儀礼，加えてそれらに分類できないものも含め，祈雨儀礼に関するデータを，古文書・
古記録類などの史料から蒐集し，資料「日本古代の祈雨儀礼」として付した。

５．研究組織

　山口　えり　本館・外来研究員

［その他の外部資金］

（29）受託研究
　　 冠婚葬祭総合研究所「葬儀の標準化と個別化」
　　（研究代表者　山田慎也）

１．目　的

　近代に成立した告別式は，その後葬送儀礼の中心的儀礼として位置づけられてきた。それにともない葬儀産業も
業務の形態を整え発達している。戦後成立し発展してきた冠婚葬祭互助会は，共助的発想から成立し，核家族化す
る戦後社会において大きな位置を占めているが，その際，前受金を徴収するために一定の葬儀サービスを事前に提
示したことは，戦後進んでいった葬儀形態の標準化に大きな影響を与えたと考えられる。
　そこで本研究では，葬儀形式の変遷を捉えると同時に互助会の提供してきたサービスの変遷を把握することで，
互助会の果たしてきた役割を明らかにするだけでなく，現在生じている個別化する葬儀への転換の様相も把握し，
葬儀産業の位置づけを明らかにすることを目的としている。

２．今年度の研究計画

　葬儀の標準化と個別化について，引き続き２つの側面から検討する。ひとつは儀礼形態の標準化として，告別式
などの葬儀形式の定型化について検討する。その際に，一般紙の死亡広告を通して葬儀の全体的傾向を把握するだ
けでなく，社葬を通して近年のお別れ会に通底する団体葬の様相も明らかにするため，『朝日新聞』と『日本経済
新聞』を取り上げる。さらにそれに伴って葬儀サービスの定型化と個性化について，互助会の各社への資料収集と
インタビューを行う。特に地域的慣習や顧客の個別的対応等を中心に情報を収集する。

３．今年度の研究経過

　葬儀様式の変遷を明らかにすることを目的とするため，素材として『朝日新聞』を取り上げた。朝日新聞は1879
年創刊され，明治後期の告別式の成立から，1990年代の葬儀の小規模化まで，葬儀形態を通時的に分析するための
素材としては適切である。今年度は，1990年代から2015年まで，５年ごとに11月と12月のデータを収録しており，
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それぞれの年ごとの特徴の傾向を捉えることとした。さらに『日本経済新聞』を1945（昭和20）年から５年ごと，
10月から12月までの３か月ごとに1995（平成７）年までの死亡広告を収集整理する。
　また，互助会の事例研究として株式会社セレマを取り上げた。株式会社セレマは，1959（昭和34）年，齋藤近次
郎氏が有限会社京都市冠婚葬祭互助センターを創業し，これが発展して現在の株式会社セレマとなった。さらに玉
姫グループのリーダーとして，全国のさまざまな互助会を指導し，1972（昭和47）年には日本冠婚葬祭互助協同組
合を設立，また全日本冠婚葬祭互助協会の設立にも参画し副会長となっており，互助会業界の発展にも寄与してき
た。ここでは関係者からの聞き取り調査と創業依頼のパンフレット，社史などの資料収集を行った。

４．今年度の研究成果

　『朝日新聞』のデータを通して，当初，葬儀と告別式を別の儀礼として行われていたが，1980年代になると次第
に合体した形態が増えていく。一方で，通夜も1955年頃から一般会葬者に公開するようになり，１時間程度に限定
される。1975年頃に密葬と本葬が分かれるようになると，通夜は告知されなくなり，本葬の葬儀告別式のみが伝え
られるようになる。そして1990年以降は広告が減少し，おもに社葬などの団体葬のみとなり，ついには広告自体が
減少する。これは葬儀の小規模化と団体葬の減少が重なっていったことが要因と考えられる。
　また『日本経済新聞』からは，1970（昭和45）年以降1990（平成２）年まで基本的には最も死亡黒枠広告が多い
時代であり，1995（平成７）年になると半分以下となる。そして，告別式が完全に葬儀とセットなっていることが
うかがえる。さらに通夜式場も自宅以外になり通夜と告別式の差異が無くなっていく。喪家の葬儀と団体葬を合同
葬と称して行うこともあり，その場合には死後まもなく，通夜，葬儀，告別式，火葬を連続して行う場合などがあ
る。これは喪家と会社という本来カテゴリーの異なる組織を同等に扱っている点で，会社という組織の自律性が強
くなっていることがうかがえる。
　また互助会事業の展開について株式会社セレマの場合，地域社会のネットワークが事業展開の上で重要であるこ
とが判明した。とくに創業当初の重要な展開が婚礼であり，受注した結婚式は，当初地元神社で式を挙げ，その後
社務所で披露宴を行った。そして1963（昭和38）年に，初めて結婚式場玉姫殿を設置するがこれは神社の御旅所で
あった。一方で葬儀に関しては1961（昭和36）年，「葬祭部」が設置され，隣町にあった葬儀社店主が実務を担っ
ていた。以上のように地元のネットワークを把握し，それを活用しながら業務を展開していったのである。
　さらに契約書やパンフレットなどの資料からは，昭和40年代後半から昭和50年代にかけてサービス内容が，より
具体化し，より細分化して詳細な内容で提示されていることがわかった。この時代はちょうど互助会が改正割賦販
売法の適用を受け，許可事業となっていく時期であり，制度化とともにサービス内容もより確定，多様化していっ
たことをみてとることができた。

５．研究組織

山田慎也（本館研究部・准教授）
田中大介（東京大学・研究員）
大場あや（大正大学・博士課程）

（30）受託研究
　　 冠婚葬祭総合研究所「無縁社会における墓と追悼」
　　（研究代表者　山田慎也）

１．目　的

　少子高齢化や個人化の進展は家族構造の変容をもたらし，その影響が最も大きく現れているのが，死後の祭祀の
問題である。家を基盤とした祖先祭祀が衰退し，少子化による家族人員の減少や単身世帯の増加によって，死者の
追悼行為がどのように変容していくかについて墓の様態を中心に検討を行う。特に子孫の祭祀を必要としない死後
祭祀のあり方について，歴史的経緯も含め多様な現状を把握することで，現代人の死生観を照射することを目的と
する。あわせて今後の対応の可能性も考察していきたい。

２．今年度の研究計画

　今年度も引き続き，和歌山県南端部の紀南地域を素材として，過疎地域の死者祭祀の実態を捉え，文化的な動態
を把握し，実態をしめすモノグラフの作成をおこなう。古座川流域の集落の各寺院の合葬式共同墓の設置を通して，
檀家の変動について検討していきたい。　
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３．今年度の研究経過

　古座川河口部の漁村地域である古座地区では，曹洞宗寺院の墓地整備について調査を行い，あわせて建設中の合
葬式共同墓の設置について調査をした。また沿岸の津荷地区の曹洞宗寺院，田原地区の臨済宗寺院，また古座川町
の住職のいる寺院は，小川地区の臨済宗寺院，中崎地区の臨済宗寺院，高池上部区の曹洞宗寺院，高池下部区の臨
済宗寺院の調査を行い，合葬式共同墓の設置の背景や状況について把握した。

４．今年度の研究成果

　古座地区では最も早く合葬式共同墓を作ったのが1998年であり，その頃山間部にある墓の移転が進んでおり，曹
洞宗寺院は墓地として整備し，街に近い所に墓を移すようになった。これ以降，古座川流域の寺院では次第に合葬
式共同墓の設置が進んでいく。津荷地区の曹洞宗寺院では，2005年に「永代供養塔」を，本堂に近い墓地入口にカ
ロート付きの台座に地蔵を建立して合葬式共同墓とした。また田原地区の臨済宗寺では，2014年４月に「永代供養
塔」を設置している。当初，墓地最奥の無縁墓は供養碑もなく参拝者もいないため，参拝しやすいように本堂前の
入口に建立している。
　古座川町の場合には，集落ごとに20ヶ寺以上の寺があるが，現在住職のいる寺は４ヶ寺であり，古座川上流の小
川地区の臨済宗寺院は合葬墓をつくっていない。中流域の洞泉寺では，檀家から相談があり，2008年住職個人が費
用を負担して合葬式共同墓を作った。「慈悲」と刻んだ石碑とカロートを作った。永代供養の布施は別会計となっ
ており，法要の度に寺の会計の方に移すようになっている。高池下部地区の臨済宗寺院では，後継者のない檀家の
寄附で合葬式共同墓「芳永塔」を2014年建立した。永代供養制度も整備し，檀家とは覚書を交わすようになった。
葬儀に関しても生前契約を始め，預託金は定期預金として寺会計とは別にしている。こうして檀家の要望などから
合葬式共同墓が作られているが，檀家の増加にはつながっていかない点で，寺院の維持が問題となっている点が明
らかになった。

５．研究組織

山田　慎也（本館研究部・准教授）　　　　　鈴木　岩弓（東北大学・教授）
森　　謙二（茨城キリスト教大学・教授）　　村上　興匡（大正大学・教授）
小谷みどり（身延山大学・客員教授）　　　　土居　　浩（ものつくり大学・准教授）
問芝　志保（筑波大学・博士課程）
　

（31）出光文化福祉財団研究助成研究
　　「ドレスデン国立美術館所蔵　ザクセン選帝侯アウグスト二世旧蔵肥
　　 前磁器コレクションの調査・研究」
　　 2016～2017年度
　　（研究代表者　櫻庭美咲）

１．目　的

　ドイツのザクセン選帝侯兼ポーランド王アウグスト二世（1670～1733・通称アウグスト強王，以下強王と略記）
は，その存命中にヨーロッパ最大と謳われる膨大な数の東洋磁器（日本・中国産）コレクションを一代で築きあげ
た（17～18世紀日本から西洋へ輸出された磁器はすべて肥前産のため，以下肥前磁器と称す）。これらの磁器は，
強王がみずから「日本宮」と名づけた東洋趣味の宮殿を飾るために収集されたものであるが，王の急逝により計画
は未完に終わり，没年まで収集されつづけた約２万５千点の東洋磁器があとに残された。磁器はその後，多くが戦
乱などを経て散逸し，欧米や日本など世界に流出する（出光美術館蔵品にも含まれる）。
　現在，強王コレクションの東洋磁器を対象とした総目録編纂にむけた大規模な国際共同研究が，ザクセン王家の
コレクションを一括管理するドレスデン国立美術館磁器コレクション館（以下ドレスデン国立磁器美術館と略記・
約千点の肥前磁器を所蔵）により進められている。本研究は，その共同研究の一環として，肥前磁器の生産地日本
からの貢献が期待される諸課題のうち，ドレスデンと日本に所在する強王コレクションの調査等諸課題に取り組み
つつ，最終的には「日本宮」の室内装飾における肥前磁器の位置づけや，肥前磁器の収集に熱中した強王を中心と
するザクセン宮廷の王侯貴族達の意識に刻まれた日本像を捉える美術史的研究を完成させることを最終的な目的と
する。
　本研究は，概要に述べたとおり最終的にはドレスデンの「日本宮」において日本の磁器が担った役割や，それを
受容するドイツ（ザクセン）人王侯貴族達の意識に刻まれ評価された日本像を，肥前磁器研究を通じて浮き彫りに
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することを最終目的と考える。ドレスデンプロジェクトから依頼されておこなう課題（磁器と所蔵品目録の調査，
総目録の項目執筆等）は，最終目的にいたるための重要な基盤となる。

２．今年度の研究計画

Ⅰ　ドレスデン国立磁器美術館が所蔵する強王旧蔵肥前磁器の調査・研究
Ⅱ　日本各地に所在する強王旧蔵品と推測される肥前磁器の全体像の把握
Ⅲ　強王旧蔵品の肥前磁器における日本の伝統意匠の把握
Ⅳ　ドレスデン宮廷における肥前磁器への評価・認識

３．今年度の研究経過

（１）第２回ドレスデン調査　2017年８月７日～８月21日
　大橋康二氏（佐賀県立九州陶磁文化館），荒川正明氏（学習院大学）と共同でドレスデン国立美術館が所蔵する
強王コレクションの肥前磁器を調査し，約90点の肥前磁器を対象に詳細な熟覧およびメモ写真の撮影をした。また，
ドレスデンの図書館において，日本宮の建築図面や日本宮に関する刊行図書の調査も行った。
（２）日本各地に所在する強王旧蔵品と推測される肥前磁器の全体像の把握
　2017年８月ドレスデンでは，コーラ・ヴュルメル学芸員らと，日本所在の強王コレクションの所在を確認するた
め日本の博物館など肥前磁器の所蔵者に送るための打合せをした。帰国後ドレスデン側の要望により櫻庭は各所蔵
者への依頼状を作成し，それをドレスデン側が12月に郵送し，情報を相互共有しながら集計している。現段階で７
件の所蔵者から回答をいただき，７点の強王コレクションの日本における所在を確認することができた。
（３）強王旧蔵品の肥前磁器における日本の伝統意匠の把握
　日本伝統の文様に関する文献調査を行うことにより情報収集し，その成果を盛り込んだ強王コレクション総目録
事業のための解説の執筆を約80点分完了した。
（４）ドレスデン宮廷における肥前磁器への評価・認識
　アウグスト強王が出資して設立させたザクセン王立磁器製作所（通称マイセン）では，1730年頃柿右衛門様式磁
器を中心とする肥前磁器の写し物が膨大な数製作された。この写し物の製作は，パリ出身の高級美術商ルドルフ・
ルメーアによる不正な注文によって行われた犯罪であった。この事件は約１年後に発覚し，流出を逃れた大量の写
し物が没収された。ところがその後，この事件によって生み出された写し物の出来栄えがあまりに見事で評判となっ
たことから，アウグスト強王は，没収した写し物を日本宮における最も格の高い中心的な「玉座の間」に本物の肥
前磁器と共に並べて陳列した。
　この史実は，ユリア・ウェーバー館長によって2013年に論文発表された。当時のドレスデンにおける肥前磁器に
対する評価を裏付けるものとして実に重要な事実であると思われる。ただしこの論文は，まだ比較的近刊であるこ
ともあり日本ではほとんど知られていない。今回，ドレスデンで現地調査を行う事によって，肥前磁器への称賛に
留まらず，マイセンで作られた磁器が日本の磁器を超えるものであることを証明することに大きな意義を感じた同
時のザクセン宮廷の評価・認識について，さまざまな文献やウェーバー館長やビショップ氏など現地の複数の研究
者の意見も聞くことができ大きな成果が得られた。さらに加えて，日本宮の建築図面や建築の発展についても新し
い情報が得られた。以上の点により，今後はより総合的な見地から，日本宮およびマイセンによる肥前磁器の写し
物の評価・分析することが可能となった。
　2017年10月28日に行われた歴博国際シンポジウム「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」（会場：国立西洋美術館講堂，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）において，この調査研究の成果の一部を「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」
として口頭発表した。

４．今年度の研究成果

　海外の研究者達と意見や情報の交換を重ね，プロジェクトの方法論検討の話し合い，調整役としても貢献するこ
とができた。国際的な議論に参加し，プロジェクト全体の環境整備のみならず，日本各地に所在する強王旧蔵品と
推測される肥前磁器の全体像の把握についても，日本の博物館からの情報をとりまとめる統括者として携わった。
加えて，調査後の調査情報のデータベース化もおこない，今年度中の提出を課された約80点の作品解説も完了し，
ドレスデン側に提出済である。
　本研究の最大の目的であるドレスデンの「日本宮」研究を軸とするドレスデン宮廷における肥前磁器への評価・
認識，ドレスデンにおける「日本像」の検討についても，現地で一次資料の閲覧，資料収集をおこなうなど情報収
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集した。ただし，2016年末までには刊行され計画であった，ドレスデン工科大学がおこなったドレスデンの「日本
宮」に関する建築史的方法に基づく研究プロジェクトの成果が，現在もなお未刊行であることから，本研究に遅れ
が生じた。この書によって，「日本宮」建築に関わる，未公開の新出資料・情報が公開される予定であるという情
報を，現地で確認していた。そのため，その最新知見を本研究にも活用したいと考え，本助成によるドレスデンの
「日本宮」にかかわる「日本像」の考察をその刊行後まで継続し，とりまとめを2018年度におこなう計画とした。よっ
て，２回目の調査を今年度夏まで延期した。しかし，結局現在もなお前掲書は未刊行のため，「日本宮」に関わる
ドレスデンの「日本像」研究は，残念ながら今後の課題とせざるを得ない。今後も本研究を発展・継続させるため，
ドレスデン工科大学の成果報告書の刊行を待ち，刊行後できるだけ早い時期に本格的な研究成果をまとめたい。

５．研究組織

◎櫻庭　美咲（本館・機関研究員）
　

（32）産学連携共同研究
　　「清潔と洗浄をめぐる総合的歴史文化研究」（花王株式会社）
　　 2017～2020年度
　　（研究代表者　関沢まゆみ）

１．目　的

　本研究の目的は，日本列島における「清潔」と「洗浄」について，通史的に概観するとともに，歴史資料から，
詳細にその実態を問い直すための端緒を拓くことである。「清潔」をめぐる文化や政策を概観する研究は，2000年
前後までさかんに行われてきたが，それ以降，全体像を大きく見ることを目指しての事例は少ない。本共同研究は，
この状況から新たな一歩を進めるため，論点整理を行い，「清潔」という文化全体を学際的にとらえていこうとす
るものである。
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