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［概　要］

　歴博では調査・研究活動の成果を広く公開すべく，多様な出版物を編集・刊行している。それらは，大学共同利
用機関法人として内外の研究者たちが協同しておこなってきた調査・研究や，博物館における地域との連携などさ
まざまな活動の成果を，専門家のみならず広く市民に伝える役割を担っている。
　2017年度は，研究報告５冊，展示図録３冊，資料目録１冊，歴史系総合誌『歴博』６冊を刊行した。さらに，国
際交流や機構連携研究のプロジェクトの成果として，研究集会やシンポジウムなどの内容をまとめた報告書などを
適宜，作成した。また，過去に開催された歴博フォーラムの成果をより広く知ってもらうために，その一部につい
ては，館内外の共同研究者たちを編著者として論集にまとめなおして，書店から刊行も行う（2017年度は０冊）。

広報連携センター　上野　祥史

３ 出版

［国立歴史民俗博物館研究報告］

第207集（2018.2）
［共同研究］
高度経済成長と地域社会の変化

共同研究の概要 関沢まゆみ
昭和30年代初めのダム建設と集落移転 関沢まゆみ
高度経済成長期を画期とした西中国山地の植生景観変化
とその背景について 小椋　淳一
築後平野の生業と高度経済成長 石垣　　悟
馬産地十和田における昭和30～50年代の変化
 上形　智香
沖縄の戦後復興から高度経済成長の民俗学的考察
 武井　基晃
高度経済成長期における公営住宅の建設 宮内　貴久
高度経済成長期における都市祭礼の衰退と復活
 阿南　　透
ヤキバを残した村 川嶋　麗華
野焼きの伝承と火葬炉の普及 川嶋　麗華
食品産業と企業倫理についての民俗伝承学的考察
 新谷　尚紀
添い寝中の死亡事故からみた育児と授乳 宮内　貴久
【研究ノート】
都市近郊農村における地域社会の変化について
 鈴木　通大
【調査研究活動報告】
京都北郊の盆の行事 中村　　治
【資料紹介】
萩原秀三郎氏撮影「青森ねぶた祭」写真紹介
 阿南　　透
1960～80年代の民俗 上形　智香

第208集（2018.3）
［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

共同研究の経過と概要 山田　康弘

縄文文化の北方適応形態 福田　正宏
北海道千歳市キウス４遺跡出土石錐の使用痕分析
 高瀬　克典
北上川流域における縄文時代前期環状集落に関する研究
 菅野　智則
環状集落の分節構造と異系統家屋 谷口　康浩
「モニュメント」としての多数合葬・複葬例再考
 山田　康弘
縄文時代晩期の中部日本における社会動態の可能性
 長田　友也
関西縄文社会の地域的特色とその背景 瀬口　眞司
<遺跡の消長>研究に見る近畿・中国地方の縄文集団動
態論の方法的・論理的課題 冨井　　眞
頭骨形態からみた縄文人の地域性 近藤　　修
千葉県茂原市下太田貝塚の多数遺骸集積土抗人骨群にお
ける同時代性の検証 米田　　穣

第209集（2018.3）

「現実界」の蝶番，あるいは『あの日見た花の名前を僕
たちはまだ知らない』に現れた物語の三層構造
 川村　清志
洛中洛外図屏風「歴博甲本」と「歴博乙本」の人物デー
タベースによる比較　
小島　道裕・森下佳菜・大籔　海
崖線の在地領主 渡邊　浩貴
【研究ノート】
古代における長鰒（熨斗鰒）製造法の研究 清武　雄二
対馬藩中村家造船文書「諸船長サ方深サ書附」の漆喰拵
えについて 出口　晶子
直良信夫の旧石器時代研究 春成　秀爾
【資料紹介】
長崎県立対馬歴史民俗資料館蔵「諸船長サ方深サ書附」
 荒木　和憲
『春記』逸文拾遺（稿） 小倉　慈司・小川　宏和
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『三合勘文部類』の紹介と翻刻 山口　えり
【調査研究活動報告】
国立歴史民俗博物館総合展示第１室（原始・古代）の新
構築事業 上　奈穂美・横田あゆみ
古代における「糖（飴）」の復元
 三舟　隆之・橋本　　梓
荒川章二教員の退職にあたって 原山　浩介
荒川章二年譜・研究業績目録

第210集（2018.3）
［共同研究］
中世の技術と職人に関する総合的研究

共同研究の経過と概要 村木　二郎
中世初頭の東国の京都系かわらけにみる技術の導入と変
容 池谷　初恵
中世漆器の技術転換と社会の動向 四栁　嘉章
中世京都七条町・八条院町界隈における生産活動
 村木　二郎
挽き臼類の展開にみる中世 佐々木健策
中・近世移行期の施錠具と真鍮生産にみる外来技術導入
をめぐる諸問題 坪根　伸也
津久井城出土金粒かわらけと小田原城出土金箔かわらけ
等の主成分分析結果 齋藤　　努
現役石材採掘職人が見た大坂城石垣石切丁場跡
 松田　睦彦
『名語記』の著者経尊とその周辺 福島　金治
十五世紀生産革命論再論 中島　圭一
中世日本における外来技術伝来の諸条件 関　　周一
【研究ノート】
大航海時代とモノづくり日本 川口　洋平
官制からみた銭貨鋳造官司の変遷について 仁藤　敦史

第211集（2018.3）
［共同研究］
古代東アジアにおける倭世界の実態

共同研究の概要 上野　祥史
【第１部】倭王権の実態
倭王権と倭国史をめぐる論点 岸本　直文
前方後円墳の設計原理と墳丘大型化のプロセス
 新納　　泉
古墳時代における鏡の分配と保有 上野　祥史
【第２部】王権の比較
百済の王号・侯号・太守号と将軍号 井上　直樹
百済墓制の展開と王権の動向 山本　孝文
新羅積石木槨墓の埋葬プロセス 高久　健二
神功紀外交記事の基礎的考察 仁藤　敦史
【第３部】倭の地域社会
ヤマト王権中枢部の有力地域集団 坂　　　靖
倭王権の地域構造 松木　武彦
東国における古墳時代地域経営の諸段階 若狭　　徹
弥生時代後期集落の消長よりみた古墳時代前期有力首長
墓系譜出現の背景 杉井　　健

【第４部】倭世界の境界
古墳と南島社会 橋本　達也
弥生時代後期から古墳時代の北海道・東北地方における
考古学的文化の分布 藤澤　　敦
５，６世紀朝鮮半島西南部における「倭系古墳」の造営
背景 高田　貫太

［展示図録］

『URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─』 （2017.7）
『「1968年」─無数の問いの噴出の時代─』
 （2017.10）
『世界の眼でみる古墳文化』 （2018.3）

［資料目録］

国立歴史民俗博物館資料目録12
『助産院・助産師資料目録』 （2018.3）

［歴史系総合誌『歴博』］

第202号

［特集］日本海交流史
　特集解説　交流をはぐくんだ日本海 三上　喜孝
＜特集１＞古代日本海の沿海地交流 鈴木　景二
［コラム］日本海と鉄 上野　祥史
＜特集２＞渤海への海道―能登半島 小嶋　芳孝
＜特集３＞石見地域の日本海交流・交易 中司　健一
［コラム］地図にみる日本海認識の形成 青山　宏夫
＜特集４＞日本海海運がもたらした変化
─「北前船」の時代 田邊　　幹
歴史の証人　写真による所蔵品紹介
　執念がもたらした宝物─高句麗広開土王碑　水谷悌二
郎氏旧蔵原石拓本 三上　喜孝
歴博けんきゅう便61
　歴博の国際交流の一例─共同研究「古墳時代・三国時
代における日朝関係史の再構築」 高田　貫太
歴博けんきゅう便62
　海上交通史から国際交流史を描く─基幹研究「中世日
本の国際交流における海上交通に関する研究」
 荒木　和憲
博物館展示のいま54　石川県立歴史博物館
　石川県立歴史博物館のリニューアル 北　春千代
［展示批評］
台湾と日本─震災史とともにたどる近現代─
清水　美里
れきはく井戸端会議 春成　秀爾
歴博かわら版
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第203号

［特集］比較から考える東アジアの異文化接触
　特集解説　ミッシング・リンクを探す旅に出よう
 福岡万里子
＜特集１＞日中泰比較から捉え直す十九世紀東アジア─
日本開国をめぐる国際関係の新地平─ 福岡万里子
＜特集２＞広州の背後にある長崎／長崎の行方にある広
州─ 村尾　　進
［コラム］広東貿易の通行証 彭　　　浩
＜特集３＞商館長（Opperhoofd）から対日兼対シャム
全権委員（Kommissaris voor Japan en Siam）へ
 横山　伊徳
＜特集４＞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─ 小泉　順子
［コラム］マカオの石垣─日本からの技術移転？
三谷　博
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　長崎唐人屋敷─塀の向こうの異国社会─ 荒木　和憲
歴史への招待状
　「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─」
 日高　　薫
歴博けんきゅう便63
　海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研
究 松田　睦彦
博物館展示のいま55　山形大学附属博物館
　山形の文化遺産を未来へ伝承するために 佐藤　　琴
［展示批評］
サンジョーさんを探せ！「デジタルで楽しむ歴史資料」
 分藤　大翼
［特集展示］
一九年目を迎えた特別企画「伝統の朝顔」 青木　隆浩
歴博かわら版

第204号

［特集］日本列島の原始・古代史を組みなおす
特集解説
文化・時代・環境 松木　武彦
＜特集１＞世界史のなかの弥生時代・文化 藤尾慎一郎
＜特集２＞海の向こうから前方後円墳体制論を考える
 高田　貫太
［コラム］王朝世界の拡大と縮小 上野　祥史
＜特集３＞古墳時代実年代論のいま 鈴木　一有
＜特集４＞原始・古代史の時間認識と気候変動
 中塚　　武
［コラム］古墳時代は「中世」？ 松木　武彦
歴史の証人　写真による所蔵品紹介

　『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─ 清武　雄二
歴史への招待状
　「1968年」─無数の問いの噴出の時代
 荒川　章二
歴博けんきゅう便64
　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 水上　雅晴
博物館展示のいま56
　留学生がみた歴博─博物館における国際教育研究プロ
ジェクトー 村木　二郎
［書評］
高田貫太著『海の向こうから見た倭国』 金　　大煥
［特集展示］国立公園　今昔 柴崎　茂光
歴博

第205号

［特集］時代の流れと切れ目
特集解説　時を見る目 上野　祥史
＜特集１＞農耕社会と弥生時代 藤尾慎一郎
＜特集２＞古墳時代の流れと切れ目 上野　祥史
＜特集３＞中世から近世へ─政治・経済・文化の流れと
切れ目─ 小島　道裕
［コラム］切り結ばれる芸能の時間―愛知県奥三河の花
祭りから─ 川村　清志
＜特集４＞戦後史における「1968年」 荒川　章二
［コラム］デジタルと現代社会 鈴木　卓治
歴史の証人　写真による所蔵品紹介
　台湾原住民資料 西谷　　大
歴博けんきゅう便65
　国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問う」
を開催して 横山百合子
研究者紹介86
　数学と歴史とコンピューター 橋本　雄太
博物館展示のいま57　大阪府立弥生文化博物館
弥生文化の専門館として─リニューアルとその活動─
 塚本　浩司
［自著紹介］
『国立歴史民俗博物館研究叢書１・２』 藤尾慎一郎
『縄文時代　その枠組・文化・社会をどう捉えるか？』
 山田　康弘
［特集展示］
第３展示室「もの」から見る近世　江戸のグルメ案内
 大久保純一
歴博かわら版
かわら版
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第206号

［特集］だれが死者を送るのか
特集解説
葬送をめぐる無縁・孤立・貧困 山田　慎也
＜特集１＞近世における家の葬送と家から外れた人々
谷川　章雄
［コラム］葬儀互助と契約講 大場　あや
＜特集２＞助葬という発想 山田　慎也
［コラム］明治期札幌の無縁死者 問芝　志保
＜特集３＞死後の共同性の探索 小谷みどり
＜特集４＞寄せ場における死と弔い─あいりん地区の動
向を中心に─ 白波瀬達也
歴史の証人　写真による所蔵品紹介
　中国古代の墓をめぐる意識─漢代の画像石拓本─
 上野　祥史
歴博けんきゅう便66
科学研究費基盤研究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
─（2017～19年度） 関沢まゆみ
研究者紹介87
　地域の歴史と歴史文化資料 天野　真志
博物館展示のいま58　荒川区立荒川ふるさと文化館
　区民と歩んだ一八年 亀川　泰照
［展示批評］
URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─
 谷川　章雄
［歴博フォーラム］
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─ 葉山　　茂
歴博かわら版

第207号

［特集］“カンブリア爆発”する人文情報学
特集解説
ピンチをチャンスに生かすために 鈴木　卓治
＜特集１＞歴史学の知をつなぎ，ひらくデジタルデータ
 後藤　　真
［コラム］日本史史料にもオープン化が到来─歴史学研
究はどう変貌していく？
 山田　太造
＜特集２＞見えないものは存在しない世界へ？─ネット
ワーク化が進む文化資料とそこに乗らない資料の行く末
─」 永崎　研宣
［コラム］「眼の誕生」と「ネットの誕生」─カンブリ
ア爆発時代の人文情報学とCODHの戦略─ 北本　朝展
＜特集３＞人文学情報の時空間情報処理─オープンデー

タを活用したデータ構築 関野　　樹
＜特集４＞研究プロセスのオープン化─「みんなで翻刻」
における市民参加 橋本　雄太
歴史の証人　写真による所蔵品紹介
　れきはくWEBギャラリー 鈴木　卓治
歴史への招待状
　世界の眼でみる古墳文化 松木　武彦
歴博けんきゅう便67
　国際シンポジウム　再考！縄文と弥生─レキハクが目
指す日本先史文化の再構築─ 藤尾慎一郎
博物館展示のいま59　佐伯市歴史資料館
　城下町佐伯を体感するミュージアム 甲斐　玄洋
［展示批評］
　「1968年」─無数の問いの噴出の時代
 山辺　昌彦
れきはく井戸端会議
博物館が本になった！『わくわく探検！れきはく日本の
歴史３近世』 横山百合子
歴博かわら版

［その他］

［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

利用基盤構築事業］

『歴史研究と〈総合資料学〉』
国立歴史民俗博物館編　吉川弘文館 （2018.3）

［日本関連在外資料調査研究・活用事業］

『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編　弘文社 （2018.3）
※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」にて，予稿集を刊行
している。

［国際交流事業］

※歴博国際シンポジウム「年号と東アジアの思想と文化」
及び歴博国際シンポジウム「再考！縄文と弥生 ─歴博
がめざす日本先史文化の再構築─」にて，予稿集を刊行
している。

［歴博フォーラム］

なし

国立歴史民俗博物館研究叢書３
青銅器の考古学と自然科学（2018.3）

刊行のことば 久留島　浩
はしがき 齋藤　　努
序章　考古学と自然科学との関わり 齋藤　　努
第１章　日韓の青銅器と原料の産地推定 齋藤　　努
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第２章　青銅祭器の自然科学分析―加茂岩倉銅鐸群の分
析─ 増田　浩太
第３章　古墳出土の青銅・金銅製品からみた日朝関係
─４～５世紀前半を中心に─ 高田　貫太
第４章　国産銅鉛原材料の産出地と使用開始時期
 澤田　秀実
第５章　理化学的分析と考古学からみた日本の銭貨生産
 高橋　照彦

国立歴史民俗博物館研究叢書４
古代日本と朝鮮の石碑文化（2018.3）

刊行のことば 久留島　浩
はしがき 小倉　慈司
 三上　喜孝
序章　国立歴史民俗博物館の古代文字文化研究
 小倉　慈司
第１章　朝鮮半島古代の石碑文化 橋本　　繁
第２章　古代日本における石碑文化の受容と展開
 三上　喜孝
第３章　宇治橋断碑の研究と復元 仁藤　敦史
第４章　新羅中代末～下代初の地方社会と仏教信仰結社
 尹　　善泰
 訳　稲田奈津子
資料編
１　古代朝鮮諸国の石碑・石刻 橋本　　繁
２　古代日本の石碑 三上　喜孝


