
［概　要］

　「共同研究」は，歴博が大学共同利用機関として，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）お
よび共同利用型共同研究（Collaborative Access Type Joint Research：若手を主体とする外部研究者を対象とし
た館蔵資料および分析機器・設備を利用した研究）を行っている。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，および，大学共同利用機関法人に属する４機構が連携して行う人間文化研究機構機構間連携・異分
野連携研究プロジェクト事業を進めている。
　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３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・可視化が必要とされる。
　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─」は，２つのブランチのうち「戦いと国家形成の環境的基盤─炭素14年代と酸素同位体による
古気候復原と社会統合過程との比較照合─」が2017年度をもって終了し，2018年度にはもう１つの「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─」も終了した。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」がいずれも2018年度に終了した。
　そして，2018年度からは新たな全体課題として，「近代日本社会の形成・展開についての学際的・国際的研究」（基
幹研究Ⅰ）を発足させ，ブランチ「学知と教育から見直す近代日本の歴史像」を３年計画で開始した。

【基盤研究】　基盤研究は，基盤研究１（課題設定型），基盤研究２（館蔵資料型），基盤研究３（歴博研究映像）か
らなる。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である。そして，基盤研究３は，「歴博研究映像」の制作・研究活
用に関する共同研究である。基盤研究１は，継続５件のほか，新たに「高精度同位体比分析法を用いた古代青銅原
料の産地と採鉱に関する研究」「高度経済成長と食生活の変化」を開始した。また，基盤研究２では，継続２件の
ほか，「奈良暦師吉川家文書を中心とする暦・陰陽道研究の史料基盤形成」を開始した。いずれも３年計画である。

【開発型共同研究】　開発型共同研究は，若手研究者（本館の助教）を対象として，新規課題発掘と人材育成に取り
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組むものである。2018年度には「歴史災害研究のオープンサイエンス化に向けた研究」を，３年計画で開始した。

【共同利用型共同研究】　大学院生やポストドクターなどを含む外部の若手研究者を主な対象として，館蔵資料およ
び分析機器・設備を利用し取り組むもので，館蔵資料利用型と分析機器・設備利用型がある。いずれも期間は１年
である。2018年度は，館蔵資料利用型５件，分析機器・設備利用型２件を実施した。

　共同研究担当　田中大喜・松木武彦・吉井文美

研
究
種
別

研　　　究　　　課　　　題
年度(西暦)

'16 '17 '18 '19 '20

機
構
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
'21
年
度
ま
で
）

（１）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41名）  

（２）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26名）

（３）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35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─（歴博・考古研究系　教授　藤尾慎一郎　他31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　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15
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19名）

（３）学知と教育から見直す近代日本の歴史像（歴博・歴史研究系　教授　樋口雄彦　他
11名）

基
　
盤
　
研
　
究

（４）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）

（５）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）
（６）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）

（７）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）

（８）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）

2018年度　国立歴史民俗博物館共同研究計画一覧
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【機構基幹研究プロジェクト】

（１）機関拠点型基幹研究プロジェクト
 総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源の共同利用基盤構
築
2016～2021年度

（研究代表者　西谷大）

１．目　的

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

基
　
盤
　
研
　
究

（９）高精度同位体比分析法を用いた古代青銅原料の産地と採鉱に関する研究（歴博・情
報資料研究系　教授　齋藤努　他12名）

（10）高度経済成長と食生活の変化（お茶の水女子大学基幹研究院人文科学系・教授　宮
内貴久　他８名）（館内　教授　関沢まゆみ）

（11）『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
12名）（館内　教授　三上喜孝）

（12）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９名）（館内　准教授　工藤雄一郎）

（13）奈良暦師吉川家文書を中心とする暦・陰陽道研究の史料基盤形成（京都女子大学文
学部・准教授　梅田千尋　他11名）（館内　教授　小池淳一）

開
発
型

（14）歴史災害研究のオープンサイエンス化に向けた研究（歴博・研究部　助教　橋本雄
太　他13名）

共
同
利
用
型
共
同
研
究
（
当
該
年
度
実
施
）

館
蔵
資
料
利
用
型

「豊後若林家文書」の修正翻刻と総合比較（名古屋学院大学国際文化学部・教授　
鹿毛敏夫/歴博・研究部　准教授　荒木和憲）
歴博蔵中国侗族（トン族）関係民俗仮面・衣装の調査研究─追儺儀礼の少数民族
地域への伝播と展開に注目して─（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研
究科・大学院生（博士後期課程）　黄潔/歴博・民俗研究系　教授　松尾恒一）
明治初期における神葬祭墓地の理念と実態に関する調査研究（筑波大学大学院人
文社会科学研究科・大学院生（博士後期課程）　問芝志保/歴博・民俗研究系　准
教授　山田慎也）
写真・絵葉書からみるアイヌの生活用品の地域的特徴（釧路市立博物館・学芸員　
城石梨奈/歴博・民俗研究系　准教授　内田順子）
デジタル・アーカイブズの拡充を通した中世の写経事業についての研究─館蔵の
神護寺経と金沢貞顕寄進「紺紙金字法華経」の料紙・装飾・絵画分析を中心に─（立
命館大学衣笠総合研究機構・客員協力研究員　相田愛子/歴博・歴史研究系　准教
授　小倉慈司）

分
析
機
器
・

装
置
利
用
型

縄紋土器付着物の放射性炭素年代測定研究─西日本縄紋後晩期の実年代の確定へ
向けて─（中央大学文学部・教授　小林謙一/歴博・情報資料研究系　教授　坂本稔）
九州南部における縄文時代早期後葉土器群の年代的位置付け（（公財）鹿児島県文
化振興財団埋蔵文化調査センター・文化財専門員　立神倫史/歴博・考古研究系　
准教授　工藤雄一郎）
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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
用の両面から推進している。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

　2018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，公開シンポジウム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, 地域資料の保全・活用に関する研究実践を実施することができ
た。データベースについては，「歴史資料と他の資料をメタデータでつなぐ」「資料と資料をつなぎながら閲覧する」
情報基盤システムの本運用を開始（５月），館外からのフィードバックをふまえシステム改修に着手するとともに，
大学との協定に基づき大学所蔵資料の可視化・共同利用化を開始した（千葉大学附属図書館所蔵町野家文書，鳴門
教育大学附属図書館所蔵後藤家文書）。加えて国際研究集会（６月）等を通じて情報基盤の国際化のための議論を
深め，大学を含む複数の研究機関等とも連携する態勢を整えた。文理融合型研究における和紙の文化財科学的分析
では，東京大学史料編纂所との協定に基づく共同研究により，館蔵資料，史料編纂所所蔵資料および各地の資料（上
杉家，松尾大社等）を中心に和紙の文化財科学的分析を行い，中～近世の紙資料のありかたについての研究を大き
く進展させた。また，地域連携・教育ユニットを中心に歴史文化資料保全の大学・共同利用機関ネットワーク事業
と連携し，地域・社会貢献の取り組みについても，あらたに展開を広げつつある。
　産学連携の事業としては，2017年度より花王株式会社（以下，花王）との清潔と洗浄をめぐる歴史的な分析につ
いての共同研究を継続している。
○研究会の開催
　人文情報ユニット研究会　第１回（2018年５月31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（2018年６月25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（2018年７月15日　於：福島大学）
　人文情報ユニット研究会　第２回　（2018年10月23日　於：東京大学史料編纂所）
　異分野連携ユニット研究会　第２回（2018年10月７日　於：東京大学史料編纂所）
　地域連携・教育ユニット研究会　第２回　（2018年12月22日　於：千葉大学）
　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2018　歴博共催企画セッション「歴史研究と人文研究のた

めのデータを考える」（2018年12月２日　於：東京大学地震研究所）
　異分野連携ユニット研究会　第３回（2019年１月18日　於：米沢市上杉博物館）
　地域連携・教育ユニット研究会　第３回（2019年３月３日　於：山形大学）
　2018年度全体集会「資料がつなぐ大学と博物館」（2018年３月４日　於：山形大学）

○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
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（３年目で９大学以上）という目標を超えて，すでに
12大学（弘前・東北・山形・福島・千葉・東京・神戸・山口・鳴門教育・佐賀・長崎・熊本）と協定を結び，実質
的な研究・事業を行なっていることである。とくに山口大学（全学）・福島大学・熊本大学永青文庫研究センター・
東京大学（全学）・ルーヴェン大学文学部との学術包括協定に基づき，共同研究や大学院教育だけでなく，地域資
料の保全や活用のための共同事業も実施した。大学院の教育機能強化に貢献する「国立歴史民俗博物館未来世代育
成プログラム」を立ち上げ実施したほか，総合資料学の長期的な発展を見据え，大学院生２名を対象として，人文
情報学の実践的な若手研究者教育プログラムを試行した。国際的な展開としては，ルーヴェン大学において，日欧
の人文情報学に関するワークショップを実施，総合資料学の概要を紹介し，その中の特に人文情報ユニットについ
て説明をするとともに，ルーヴェン大学における事例やヨーロッパ全体のデジタルアーカイブである「ヨーロピアー
ナ」の活用手法などについて情報交換を行い，今後の連携を確認した。
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４．今年度の研究成果

１）研究成果の概要
　総合資料学に関する査読付き英語論文を含む研究書をミシガン大学から電子出版したほか，総合資料学の学術コ
ミュニティを長期的に拡大していくため，総合資料学のうち，人文情報ユニットの枠組みを学習する教科書を文学
通信から電子出版した。いずれも海外・若手・学生への普及を重視し電子出版とした。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65本の論文を発表するとともに，複数の国際会議での報告（11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】

2019年３月　Integrated Studies of Cultural and Research Resources　The National Museum of Japanese History，
218頁，ミシガン大学出版局fulcrum
Yoshihiro Okada, Wei Shi1 and Kosuke Kaneko”Development Framework of Web-Based interactive 3D 
Educational materials and its extension for picture animations”
Takayuki Ako”Information technology workshop for small cultural institutions in japan”
Yuta Hashimoto”A Survey of Digital Approaches to the Large-scale Transcription of Pre-modern Japanese 
Documents”
Norio Togiya”Evaluation of Metadata in Stock Photography and Issues Thereof: Focusing on Getty Images’ 
Historical News Photos of Emperor Hirohito”
Makoto Goto”The Overall Picture of Digital Humanities and Integrated Studies of Cultural and Research 
Resources in Japan”
齋藤　努「日本刀の刀匠が伝承する卸し鉄の浸炭と脱炭における条件の相違」
Ayako Shibutani”Developing A Methodology of Mixture Analysis to Determine the Origins of Japanese 
Historical Papers”
内田順子「音声資料の保存と共有に関する諸課題について─「日本民謡データベース」の事例から─」
天野真志「歴史文化資料の保存・継承に向けた課題と可能性」

2019年３月　『歴史情報学の教科書　歴史のデータが世界をひらく』，208頁，文学通信
久留島浩「ご挨拶○新たな学の創成に向けて」
後藤　真「はじめに」
後藤　真「chapter1　人文情報学と歴史学」
山田太造「chapter2　歴史データをつなぐこと─目録データ─」
中村　覚「chapter3　歴史データをつなぐこと─画像データ─」
北本朝展「column.1　画像データの分析から歴史を探る─「武鑑全集」における「差読」の可能性─」
橋本雄太「chapter4　歴史データをひらくこと─オープンデータ─」
橋本雄太「chapter5　歴史データをひらくこと─クラウドの可能性─」
天野真志「chapter6　歴史データはどのように使うのか─災害時の歴史文化資料と情報─」
関野　樹「column.2　歴史データにおける時空間情報の活用」
鈴木卓治「chapter7　歴史データはどのように使うのか─博物館展示とデジタルデータ─」
永崎研宣「chapter8　歴史データのさまざまな応用─Text Encoding Initiative の現在─」
後藤　真「chapter9　デジタルアーカイブの現在とデータ持続性」
大河内智之「column.3　さわれる文化財レプリカとお身代わり仏像─3Dデータで歴史と信仰の継承を支える─」
後藤　真「chapter10　歴史情報学の未来」
おわりに／用語集／学会・雑誌案内／執筆者一覧／大学案内

【主な論文】
2018年５月　「資料ネット活動の現状と今後」天野真志，『宮城考古学』20号，六一書房，pp.133-140
2018年11月　「構造化記述されたテクストの基盤整備に向けて：延喜式のTEIマークアップを事例に」，後藤　真・
小風 尚樹・橋本 雄太・小風 綾乃・永崎 研宣,『じんもんこん2018論文集』，pp.243-248
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３）主な研究会・シンポジウム等
　・ニコニコ超会議「超みんなで翻刻してみた2018」（2018年４月30日　於：幕張メッセ）
　　橋本雄太・天野真志
　・人文情報ユニット研究会　第１回（2018年５月31日　於：東京大学史料編纂所）
　　　報告　後藤　真「総合資料学システム（khirin）の公開と現状」
　　　　　　内田順子「音声・映像資料のデータ化および情報公開に際しての課題」
　　　総合討論
　・ 国際研究集会「アート・歴史分野における国際的な標準語彙（ボキャブラリ）の活用－－Getty Vocabulary 

Programの活動と日本」,日本アート・ドキュメンテーション学会と共催,（2018年６月16日）　於：国立歴史民
俗博物館）

　　　開会挨拶　西谷　大
　　　趣旨説明　後藤　真
　　　講演　　　 ジョナサン・ワード（米国ゲティ研究所）「The Getty Vocabularies：Access to Art History 

through Multilingualb Thesauri」ソフィー・チェン（台湾中央研究院歴史言語研究所）「台湾に
おけるゲティボキャブラリー翻訳の現状」

　・第21回大学博物館等協議会・第13回博物科学会（2018年６月21日・22日　於：香川大学　幸町キャンパス）
　　　 ポスター発表　後藤真・天野真志・渋谷綾子「国立歴史民俗博物館による総合資料学のシステム（khirin）

と歴博および大学の連携」
　・異分野連携ユニット研究会　第１回（2018年６月25日　於：国立歴史民俗博物館）
　　　報告　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」
　　　　　　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（弘前大学能楽生命科学部）「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」
　　　　　　但，海外調査により欠席につき，資料を渋谷が代読した。
　　　　　　渋谷綾子「古文書料紙の構成物分析と方法の展開・可能性」
　　　話題提供　野村朋弘（京都造形芸術大学）「神社史料や牛宝印に用いられた料紙について」
　　　　　　　　角屋由美子（米沢市上杉博物館）「国宝上杉家文書について」
　　　全体討論
　・第７回全国歴史民俗系博物館協議会年次集会（2018年７月５日　於：大阪歴史博物館）
　　　ポスター発表　後藤真・天野真志・渋谷綾子
　・地域連携・教育ユニット研究会 第１回（2018年7月15日　於：福島大学）
　　　報告　天野真志「地域調査活動を想定した「現地資料保存論」への展望」
　　　　　　 阿部浩一（福島大学行政政策学類）「歴史資料調査から総合資料学への可能性─福島県での取り組み

を例に」
　　　　　　 竹原万雄（東北芸術工科大学）「現地での古文書整理活動と歴史学教育─岩手・宮城・山形地域での

実践活動から─」
　　　　　　 加藤幸治（東北学院大学）「津波被災地域での「復興キュレーション」と社会関与型の民俗調査─宮城県・

牡鹿半島での実践から─」
　　　　総合討論
　・ EAJRS2018（第29回日本資料専門家欧州協会）（2018年９月12日～15日　於：ヴィータウタス・マグヌス大学（リ

トアニア））
　　　　 ポスター発表　後藤真・渋谷綾子　”System of Integrated Studies of Cultural and Research Resources 

khirin (Knowledgebase of Historical Resources in Institutes) by the National Museum of Japanese 
History and Status of “Digital Archive” in Japan”（「国立歴史民俗博物館の総合資料学システム「khirin

（Knowledgebase of Historical Resources in Institutes）」と日本の「デジタルアーカイブ」の現状」）
　・人文情報ユニット研究会　第２回（2018年10月23日　於：東京大学史料編纂所）
　　　報告　橋本雄太「IIIF対応版みんなで翻刻の開発状況と今後の展望」
　　　　　　鈴木比奈子（防災科学技術研究所）「災害事例データベースについて」
　　　　　　蝦名裕一（東北大学災害科学国際研究所）「歴史災害分野における文理連携研究」
　　　総合討論
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　・Pacific Neighborhood Consortium（PNC）2018（2018年10月28日　於：Fort Mason Center（アメリカ合衆国））
　　　報告　 後 藤　 真「Current Movement of “Digital Archives in Japan” and “khirin (Knowledge base of 

Historical Resources in Institutes)”」
　・国立歴史民俗博物館友の会発足35周年記念講演会「歴博の研究のいまと未来　総合資料学とは」（2018年11月4
　　日　於：国立歴史民俗博物館）
　　　講演　後藤　真「国立歴史民俗博物館が進める「総合資料学」とは」
　　　　　　橋本雄太「人文情報学と史料解読の未来」
　　　　　　天野真志「災害と資料保存の現─歴史・文化の継承を考える」
　　　　　　齋藤　努「小判の色付け─金ぴかに見せる技─」
　・ 人文情報ユニット研究会　第３回　じんもんこん2018と共催，歴博共催企画セッション「歴史研究と人文研究

のためのデータを学ぶ」（2018年12月２日　於：東京大学地震研究所）
　　　内容　趣旨説明　後藤　真
　　　報告　徳原直子（国立国会図書館）「NDLの公開データについて～歴史的音源を中心に」
　　　　　　橘川英規・小山田智寛（東京文化財研究所）「東文研の公開データ」
　　　　　　茂原暢（渋沢栄一記念財団）「渋沢栄一記念財団の公開データ」
　　　　　　村田良二（東京国立博物館）「ColBase」　
　　　　　　中村覚（東京大学）「大学が公開するIIIFデータ」
　　　　　　大久保ゆう（青空文庫）「青空文庫のデータについて」
　　　　　　後藤真・橋本雄太「とくにじんもんこんに関係の深いデータセット概観」
　・ 地域連携・教育ユニット研究会　第２回／公開シンポジウム「地域の歴史文化資料の救済と連携」（2018年12

月22日　於：千葉大学）
　　ワークショップ「災害への備えと歴史文化資料の救済を考える」実演：山内利秋，天野真志　
　　　報告　小関悠一郎（千葉大学）「千葉大学・千葉資料救済ネットの取り組みと現状」
　　　　　　山内利秋（九州保健福祉大学）「災害にあった写真を救おう」
　　　　　　多和田雅保（横浜国立大学）「大都市圏における大学と地域資料保全」
　　　　　　パネルディスカッション
　・異分野連携ユニット研究会　第３回（2019年１月18日　於：米沢市上杉博物館）
　　　趣旨説明　渋谷綾子
　　　報告　野村朋弘（京都造形芸術大学）「松尾大社所蔵史料の伝来と現状」
　　　　　　小倉慈司「典籍研究と料紙研究」
　　　　　　渋谷綾子「古文書料紙に対する自然科学的研究の意義と2018年度研究成果報告」
　　　全体討論
　・ Digital Humanities Workshop, KU Leuven, Faculty of Arts, + National Museum of Japanese History（2019

年２月27日　於：Katholieke Universiteit Leuven）
　　　報告　
　・地域連携・教育ユニット研究会　第３回（2019年３月３日　於：山形大学）
　　　趣旨説明　天野真志
　　　報告　西谷大「総合資料学とモバイルミュージアム」, モバイルミュージアムの紹介と検討
　　　　　　崎山直樹（千葉大学）「歴史的思考としての展示作成　ツールとしてのモバイルミュージアムの可能性」
　　　　　　大平聡（宮城学院女子大学）「学校資料の調査・保存と展示活動」
　　　討論
　・2018年度全体集会「資料がつなぐ大学と博物館」（2019年３月４日　於：山形大学）
　　　開会挨拶　西谷　大
　　　　　　　　後藤　真「総合資料学とは」
　　　活動報告　天野真志「地域連携・教育ユニットおよび歴史資料保全NW事業」コメント：川内淳史（東北大学）
　　　渋谷綾子「異分野連携ユニット」コメント：尾上陽介（東大史料編纂所）
　　　後藤　真「人文情報ユニット」コメント：原正一郎（京都大学）
　　　講演　　　三上喜孝「大学所蔵資料と総合資料学」
　　　成果報告　 岡田義広（九州大学附属図書館付設教材開発センター）「九州大学附属図書館付設教材開発セン

ターにおける研究成果「Linked Dataに基づく対話型Web 3D教材の開発」　
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　　　　　　　 伊藤昭弘（佐賀大学地域学歴史文化研究センター）「佐賀大学における奨励研究の成果　「地域資料
を〈売り込む〉ために─小城藩日記データベースの試み─」　

　　　　　　　 藤田裕嗣（神戸大学）「神戸大学における奨励研究の成果　「1689年『堺大絵図』と近代地籍図に見
る土地区画の比較 ─空間情報の総合化に向けて─」

　　　　　　　 深瀬浩三（鹿児島大学）「鹿児島大学における奨励研究の成果　「地理情報システムを用いた歴史文
化情報の可視化と災害対策への活用に向けた基盤構築」

　　　　　　　 佐藤琴（山形大学）「山形において近代に収集された歴史資料の研究と活用─長井政太郎収集文書
と林泉文庫─」

　　　全体コメント　奥村　弘（神戸大学）
　　　全体討論　総合資料学，今後の３年間に向けて　司会：小倉慈司（国立歴史民俗博物館）
　　　閉会挨拶　新宮学（山形大学附属博物館長）
　　　山形大学附属博物館見学

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　阿児　雄之　東京国立博物館・主任研究員
　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　国際日本文化研究センター・教授
　高田　良宏　金沢大学・准教授
　研谷　紀夫　関西大学・教授
　宮武　正登　佐賀大学・教授
　百原　　新　千葉大学・教授
　藪田　　貫　兵庫県立歴史博物館・館長
　山家　浩樹　東京大学史料編纂所・教授
　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
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（２）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。
　具体的に本共同研究では，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，石川県輪島市皆月等を取りあげる。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

　前年度までの成果をふまえ，調査を継続し，さらに東北地方と四国地方各地での調査研究の比較分析をふまえ，
列島各地における地域変動と文化資源に関する提言を構築する。具体的には国際シンポジウム等を開催し，本事業
の中間報告を編集，刊行する。海外との比較研究の準備を進める。

３．今年度の研究経過

【研究会】
2018年７月８日　第１回研究会（成城大学・日本民俗学会談話会と共催）
　　　　丸山泰明（天理大学）「私鉄文化とミュージアム─学術とリクリエーションの両立をめぐって」
　　　　山田嚴子（弘前大学）「地方における民間博物館への『まなざし』─渋沢敬三の声のレコードから─」
　　　　小島孝夫（成城大学）「民間博物館の行方，民俗資料の行方─小川原湖民俗博物館旧蔵資料を中心に─」

2018年12月７日～９日　第2回研究会　（徳島県立博物館ほか）
　　　12月７日
　　　磯本宏紀（徳島県立博物館）「徳島県における歴史研究拠点の現状と課題」
　　　町田　哲（ゲストスピーカー・鳴門教育大学）「徳島における文化財保全活動と史料ネットの課題」
　　　岡本和彦（ゲストスピーカー・小松島市教育委員会）「長国の埋蔵文化財」
　　　内藤直樹（ゲストスピーカー・徳島大学）「徳島県西部における『伝統の創造』：世界農業遺産登録活動の
　　　事例から」
　　　12月８日～９日
　　　つるぎ町，三好市東祖谷地区巡見
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2019年２月23日～24日第３回研究会　（国立歴史民俗博物館）
　　　２月23日
　　　葉山茂（人間文化研究機構）「映像「モノ語る人々─津波被災地・気仙沼から」上映と解説」　
　　　２月24日　　　
　　　 小池淳一（国立歴史民俗博物館）「地域における歴史文化研究拠点の性質と可能性─研究成果のとりまとめ

にむけて─」
【報告書・成果論集】
・2018年８月，石川県輪島市門前町皆月の山王祭について，地元の青年会と協働作業の元にブックレット形式で『輪
島市皆月山王祭　フォトエスノグラフィー準備編』を刊行。
・12月23日，南山大学人類学研究所国際化推進事業主催のシンポジウム「自然災害と共に生きるための知恵─復興
と生業の変化─」において，葉山茂が南山大学からの招聘により「災害常習地における災害と生業の再編・地域変
容」というタイトルで講演を行ない，パネルディスカッションにおいてパネラーを務めた。
・2019年3月10日，弘前大学人文社会科学部地域創生センター主催の国際フォーラム「東日本大震災からの復興を
考える─レジリエンス社会をつくるために地域大学が担うべき役割とは」において，弘前大学との教育・研究連携
協定にもとづいて，葉山茂がフォーラムに招聘され，「被災地における文化の継承と再創造に向けた課題」と題し
て講演を行なった。

【大学等における教育プログラム】
・弘前大学人文社会科学部との協定に基づき，リレー講義において学部３年生を対象とした「地域文化振興論」の
授業２コマを担当した。本授業に並行して，国立歴史民俗博物館が研究成果の可視化・高度化のために製作した展
示キットを弘前大学附属図書館にて公開した。
・熊本大学において，文学部および大学院人文社会科学研究科の学生を対象とした2本の歴博研究映像『明日に向
かって曳け─石川県輪島市皆月山王祭の現在』（10月３日，参加者140名）および『モノ語る人びと─津波被災地・
気仙沼から』（10月31日，参加者150名）の上映会を実施した。

【展示等】
・特集展示『お化け暦と略縁起─くらしのなかの文字文化─』（4月24日～10月28日，国立歴史民俗博物館第４展示
室副室），展示の延べ日数164日（入館者数86,041人）。なお，この展示のなかでも略縁起にかかわる部分とその後
の調査研究の成果を盛り込んでブックレット『略縁起への招待』を３月に刊行した。
・弘前大学人文社会科学部との協定に基づき，弘前大学図書館を会場として，国立歴史民俗博物館が研究成果の可
視化・高度化のために作成した展示キット，モバイルミュージアムを用いた展示を行った。本展示キットには，特
集展示「台湾と日本」および文化財レスキューに関わる本ユニットの研究成果が中心となっており，製作にあたっ
ては本ユニットから情報・資料等の研究成果を提供し，展示内容の監修を行った。

４．今年度の研究成果

川村清志・倉本啓之編　『地域文化研究フィールドノーツ１　輪島市皆月日吉神社山王祭　フォトエスノグラフィー
準備編』pp.1-95,2018年８月30日
久野俊彦・小池淳一　『略縁起への招待』国立歴史民俗博物館，pp.１-55，2019年３月20日
葉山茂・麻生玲子編（小池淳一・木部暢子・寺村裕史・西村慎太郎・窪田順平・奥村弘著）　『新しい地域文化研究
の可能性を求めてVol.７　地域文化をはぐくむ』pp.１-109,2019年３月25日
麻生玲子・葉山茂編（呂理政・葉山茂ほか著）　『新しい地域文化研究の可能性を求めてVol.８　市民とともに地域
を学ぶ─日本と台湾にみる地域文化の活用術』pp.１-154,2019年３月25日
葉山茂『地域文化研究フィールドノーツ２　物質文化を救う意味─気仙沼市小々汐の現場から』，pp.１-149，2019
年３月29日
葉山茂監督（撮影・編集）研究映像「The Reminder:The Life and Items in Kesennuma,A Tunami Hit Area」(「モ
ノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」英語版)，2019年

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
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　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

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

14

Ⅰ-１　共同研究



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う。

２．今年度の研究計画

　今年度は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
・現代語訳案作成
・全体研究会開催（年１回）　
・英訳作業の本格的開始に向けて検討作業を行う。
また当初の計画を１年早め，今年度に延喜式関係論文目録データベースの公開を開始することとした。

３．今年度の研究経過

　今年度は延喜式関係論文目録データベースを公開することとしたため，全体研究集会は１回となった。８月31日，
９月１日の２日間にわたり，「個別報告・特集１英語圏における日本史史料の翻訳と『延喜式』・特集２『延喜式』
と水産資源」として，10本の報告を実施した。集会は公開でおこない，メンバーおよび招聘研究協力者のほか，外
部研究者も含め，33名が参加した。
　延喜式関係論文目録については，まず訳注日本史料『延喜式』頭注・補注に取り上げられた論考および雑誌『延
喜式研究』掲載論文を収録し，うち『延喜式研究』掲載論文は，許諾を得られたものにつき，ＰＤＦによるネット
公開を行なった(全135件のうちの87％)。さらに法政大学国際日本学研究所が作成している日本古代史関係研究文献
目録データベースのデータより一部を基礎データとして加え，14185件を公開した。現時点で日本古代史関係研究
文献目録データベースより加えたデータは著者名が「あ」「い」で始まるごく一部にとどまっており，今後，追加
していく予定である。
　分科会については，内匠式（物品・工芸），主計式（土器），内膳大膳式（食品），典薬式（薬物），TEI，本文校訂，
現代語訳・英訳の各分科会において，研究会・打合わせ・調査等の活動を行なった。また５月18日に個別研究発表
会，３月８日に太政官式英訳検討会を実施した。
　本年度からは水産学の研究者や水産加工会社との合同による水産品を対象とした調査・研究活動を本格的に開始
し，現地調査等を実施した。英訳に関しては，アメリカの研究者と協議・検討を重ね，若手外国人研究者との研究
協力関係の構築・来年度からの定期的な検討会開催にむけての準備を行った。
　研究成果の中間とりまとめとして，『国立歴史民俗博物館研究報告』特集号の刊行準備を進めた（来年度刊行予定）。

【全体研究会】
全体研究集会（通算９回）　2018年８月31日・９月１日　於国立歴史民俗博物館　参加者総数33名
　　　　小倉慈司　開会の挨拶
　　　　　　「「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」の活動」
　　　　永島朋子　「古代の儀式に見る植物の表象性─挿頭花（カザシ）を中心に─」
　　　　清武雄二　「『延喜式』現代語訳作成の現況と活動予定─内匠式の事例紹介─」
　　　　古田一史　「『延喜式』巻一七「内匠寮」現代語訳（稿）補考の事例紹介」
　　　　後藤真　　「『延喜式』データベースについての報告」
　　　　　「特集1　英語圏における日本史史料の翻訳と『延喜式』」
　　　　河合佐知子「女性・ジェンダー史から考える前近代史料用語翻訳の重要性とその課題」
　　　　山口えり　「『延喜式』の英訳に関する現状と課題」
　　　　　「特集2　『延喜式』と水産資源」　
　　　　清武雄二　「古代における貢納水産品の産地形成」
　　　　武藤文人　「古典籍の鮪と推定漁法」
　　　　花森功仁子「延喜式や木簡に記載されている各地の水産物の考察を踏まえた今後の展開」
https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/sougoushomotsu.web/rekihaku_b30.html

【史料調査等】
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　熨斗アワビ加工実験（６月１日（金），於歴博）。古代の長鰒製造における乾燥法を検証するため，マダカアワビ
を使用した桂剥き・天日干しによる加工実験を実施。実験にはRAや補助業務を依頼している院生も参加。　　　
　熨斗アワビ長期保管後の成分分析（７月３日（火），於歴博）。長期保管による味覚の劣化等を数値的に確認する
ため，加工より１年間にわたるマダカアワビを使用した長鰒の観察・計測・計量を行い，成分分析を実施（味の素
株式会社食品研究所の協力による）。
　カツオ製品製造調査（11月６日（火）・12月11日（火）。場所：株式会社田子丸ほか静岡県西伊豆町所在の製造会社）。
古代のカツオ製品研究の一環として，西伊豆の鰹節・塩鰹・堅魚煎汁の製造についての現地調査およびカツオ漁や
塩鰹に関する風習等に関する聞き取りを実施）。
　　国立公文書館（４月５日・７月15日）
　　宮内庁書陵部図書寮文庫（６月28日）
　　東洋文庫（７月30日）
　　国会図書館（７月30日）
　　神宮文庫（９月20日・12月21日）
　　天理大学附属天理図書館（11月８日，１月28日）
　　国文学研究資料館（11月９日）
　　愛知県陶磁美術館（８月24日）

　全体研究集会の初日は，まず小倉報告においてプロジェクトの経過などについて情報の共有がなされ，次いで特
集号の刊行やデータベースの公開といった今後の事業展開についての予定が示された。
　永島報告は古代における儀式に際して，一部の官人らが頭に花飾りを装着する挿頭花に着目した研究報告であり，
挿頭花が天皇に奉仕する公卿らのメンバーシップを示すとの先行研究を踏まえつつ，挿頭花に用いられる花の種類
や，その挿す位置に階層性を見いだし，さらに挿頭花のうち造花を用いる場合には，花と官職とが対応していると
の見解を示した。参加者相互の差異性・階層性と，参加者としての同質性との両方を認める報告者に対し，儀式の
種類によってそのいずれかが強調されるのではないかとの質問が提示され，報告者もこれを認めつつ，挿頭花着用
者と非着用者との間にある差異にも注意する必要があるとの展望が示されるなど，質疑が行われた。
　清武・古田報告では，清武氏から延喜式現代語訳の進捗と課題などの現状報告，また太政官式の英語訳に関する
報告があり，特集号に掲載する内匠式現代語訳について，その作成目的や作成時の原則などについて説明がなされ
た。次いで古田氏より特集号掲載の内匠式補考のうち古田氏執筆分について内容を紹介した。質疑では，特に現代
語訳の進め方，特に誰を対象とするのか，史料用語については別途用語集を作成すべきではないか，など公開に向
けた本質的な問題について活発な意見交換がなされた。また，今回の補考において殿舎の復原図を作成したことか
ら，理解を促すためにも視覚資料を多用すべきではないかなど，新たな提案もあった。補考については，専門的・
研究的な側面から，史料読解や史料評価に関する質疑応答が行われた。
　後藤報告では，日本における歴史学とデータベース作成の現状を確認し，今後のコンピュータ利用の発展とデー
タベース作成の利点が示された。また現在公開されているデータベースの実例を紹介しつつ，今後作成する延喜式
データベースのレイアウトや機能をどのようにするか，特にコスト面を踏まえた問題提起がなされた。また今後デー
タベース作成にあたり，日本史の専門的知識を持たないアルバイト職員でも作業可能となるようなマニュアルの作
成，また他データベースなどとの互換性を高めるための普遍性の高いデータ作成が必要であることが強調された。
　２日目は，現在進行している他分野との協働研究から，２つの特集を組んで報告が行われた。特集１は延喜式の
英語訳，特集２は水産学との協働に関する内容である。
　特集１の河合報告では，史料を英語訳することの意義・必要性が示された。また女性皇族関係の史料用語を事例
として取り上げ，訳語を決定する際にニュアンスの相違から生じる問題点を提示し，訳語を一対一で決定するので
はなく，複数の可能性を検討し，その都度文脈に即して英訳すべきであるとした。
　山口報告では，すでに公開されている延喜式の翻訳を紹介したうえで，現在進めている太政官式の状況報告と，
その英訳に即して問題点の提示がなされた。また，今後太政官式以外の英訳に着手する場合の，人手不足などの課
題点が示された。
　全体討論では，清武氏から延喜式の英訳を公開する際に，まずは日本における延喜式の使われ方を含め，史料自
体の紹介を行う必要があり，別途事業を立ち上げるべきかとの問題提起がなされた。また，河合氏より，史料紹介
に加えて，これをどのように活用できるかというガイドラインまで付ければ，海外の研究者・学生に延喜式をより
広く読ませることができるだろうとの意見がでる一方，山口氏から実際に優れた概説を伴いながら広く読まれな
かった翻訳の事例もあるとの発言があり，延喜式を英訳し，海外の研究者らに提供するための様々な課題について
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活発な議論が行われた。
　特集２の清武報告では，延喜式にみえる貢納水産品とその貢納国に着目して，中世以降の特産品形成を考えると
き，その前段階としての奈良・平安時代および延喜式をいかに評価しうるか，という新たな視角の提示がなされた。
これについて，延喜式で設定される貢納国は必ずしも特産地・生産地と一致していないこと，律令国家の必要量を
満たすための政策的な割り振りと見られることなどが指摘され，こうした点を明確化することも本研究の目的であ
るとの回答があった。
　武藤報告では，「鮪」が中国ではチョウザメ類を示していたが，日本で「しび」と呼ばれていた魚を指すように
変化したこと，この「しび」がマグロにあたるらしいこと，さらにマグロの漁獲量は不安定で，延喜式にみえない
のは当時マグロがさほど獲れていなかったか，鰹と混同されていた，または雑魚類に含まれていた可能性があるこ
とを指摘した。質疑では，「しび」と鮪に関する中世史料が不足していたのに対して，参考となる史料・文献の提
示がなされるなど，報告者の今後の研究に向けた情報の提供や意見の交換がなされた。
　花森報告では，水産学の研究者が日本史の研究者と協力する場合に，どのような課題を克服する必要があるのか
を説明した。特に鰹を事例として取り上げ，古代史の側から様々な情報が提供されれば，水産学の側でも検討を一
層推進できるとした。質疑では，前近代の漁法などについて参考となる諸文献の情報が提示された
　全体討論では，鰹の加工や貢納に関して意見が交換されたほか，水産品一般について，平城宮などから出土する
動物遺存体などが参考となり，動物考古学との連携も必要であるとの指摘がなされた。
　資料調査については今年度も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。
　資料調査等については上欄を参照されたい。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写本系統研究を継続し，巻５・17については校訂文を作成した。
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来年度以降の英訳作業，海

外若手古代史研究者育成に向けての検討を進めた。
④延喜式関係論文目録データベースの公開を開始した。
⑤全体研究集会を１回開催した。
⑥中間研究成果として原稿をとりまとめ，『国立歴史民俗博物館研究報告』特集号に投稿した（来年度刊行予定）。
⑦他ユニットと連携してシンポジウム「書物を耕す─総合書物学の挑戦─」を開催し，歴博ユニットのパネルとし

て３本の報告を行った（https://jarsa.jp/event/a06/pref29/8170/）。
⑧歴博のモバイルミュージアム展示企画として「古代国家とアワビ～『延喜式』にみる生産と貢納～」を制作し，

３月14日にマスコミ向けに紹介（13名来場），同月19日より先行して歴博にて展示した。
⑨他ユニットと連携して総合書物学のサイトを立ち上げ，活動概要，研究メンバー，年度毎の活動状況を発信した。

（https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/sougoushomotsu.web/top.html）
⑩『延喜式』を対象としたTEIマークアップに関する紹介の一環として，口頭発表を複数の国際シンポジウムにて

行なった。
　「2018 Spring Tokyo Digital History Symposium」小風尚樹「テキストデータベース構築の先端モデルと「延喜式」

─デジタル技術で分野を越境する─」
　（https://naokicocaze.wordpress.com/2018/03/20/2018-spring-tokyo-digital-history-symposium-）
　「2018 IIIF Conference」小風尚樹・後藤真ほか「Connecting TEI and IIIF」
　（https://iiif.io/event/2018/washington/program/paper-61/）
　「人文科学とコンピュータシンポジウム「じんもんこん2018」」後藤真・小風尚樹ほか「構造化記述されたテクス

トの基盤整備に向けて：延喜式のTEIマークアップを事例に」
　（http://jinmoncom.jp/sympo2018/program.html#A2）
　「The 2018 Annual TEI Conference and Members' Meeting」小風尚樹「Dissemination of TEI as a Japanese 

Historian」小風尚樹ほか「Facilitating the Dissemination of TEI-based Digital Resources in Japan」。
　（https://tei2018.dhii.asia/papers_panels）
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⑪異分野協業の試みとして，2019年度日本水産学会春季大会にて『延喜式』を利用とした水産品研究の紹介をポス
ター発表および討論にて行った。　　　

⑫前年度に引き続き，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。ま
たメンバーが新たに就職した広島市立大学において『延喜式』英訳に取り組むゼミ活動を行なった。

【論文等】
　堀部　猛，常陸国の調布墨書銘，日本史学集録39，40-48，2018年７月，査読有
　小倉慈司，古代文献史料本文研究の課題─『延喜式』を中心に─，九州史学181，28-55，2018年11月，依頼
　後藤真・小風尚樹ほか，構造化記述されたテクストの基盤整備に向けて：延喜式のTEIマークアップを事例に，

じんもんこん2018論文集，243-248，2018年11月，査読有
　三舟隆之ほか，『延喜式』に見える古代の酢の製法，東京医療保健大学紀要13-1，25-34，2019年３月，査読有
　三舟隆之ほか，古代における「豉」の復元，東京医療保健大学紀要13-１，3-13，2019年３月，査読有

【分担執筆】
　小倉慈司（佐藤信　他），延喜式（平安時代篇），『古代史料を読む』下　平安王朝篇，同成社，2018年６月
　稲田奈津子（古瀬奈津子　他），死亡報告と弔使派遣の展開，『律令国家の理想と現実』（古代文学と隣接諸学５），
竹林舎，2018年９月

　早川万年（岡田荘司　他），官社制度の展開，『古代の信仰・祭祀』（古代文学と隣接諸学７），竹林舎，2018 
年10月

　小倉慈司（岡田莊司　他），神戸の存在形態と神社経済，『古代の信仰・祭祀』（古代文学と隣接諸学７），竹 
林舎，2018年10月

　小倉慈司（藤尾慎一郎　他），延喜式，『ここが変わる！日本の考古学─先史・古代史研究の最前線』，吉川弘 
文館，2019年３月

【口頭報告】
　小風尚樹，テキストデータベース構築の先端モデルと「延喜式」：デジタル技術で分野を越境する，2018 Spring 

Tokyo Digital History Symposium，東京大学，2018年４月15日
　Nicholas Laiacona / Kiyonori Nagasaki / Naoki Kokaze / Makoto Goto，Connecting TEI and IIIF，2018  

IIIF Conference，Washington DC，2018年５月21日，審査有，英語
　Naoki Kokaze，Dissemination of TEI as a Japanese Historian，The 2018 Annual TEI Conference and 

Members'　
　Meeting，一橋講堂，2018年９月11日，英語
　Naoki Kokaze et al.，Facilitating the Dissemination of TEI-based Digital Resources in Japan，The 2018 

Annual TEI Conference and Members' Meeting， 一橋講堂，2018年９月13日，審査有，英語
　後藤真・小風尚樹ほか，構造化記述されたテクストの基盤整備に向けて：延喜式のTEIマークアップを事例に，

じんもんこん2018，東京大学地震研究所，2018年12月1日，審査 有，
　三舟隆之，大甕を使う，第22回古代官衙集落研究会，奈良文化財研究所，2018年12月８日
　山口えり，「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」プロジェクトの紹介─『延喜式』の翻訳をいかに進

めていくか─，東京大学史料編纂所共同研究「日本史用語グロッサリーの蓄積と改良にむけて」，東京大学史料
編纂所，2018年12月15日

　古田一史，奈良時代における中央軍事官司の管理体制─中務省の関与をめぐって─，国史学会例会，國學院大学， 
2019年１月26日

　小倉慈司，「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」の活動，シンポジウム「書物を耕す─総合書物学の
挑戦─」，奈良女子大学，2019年２月17日

　清武雄二，『延喜式』にみえる水産貢納物の研究，シンポジウム「書物を耕す─総合書物学の挑戦─」，奈良女子
大学，2019年２月17日

　後藤真・小風尚樹，前近代日本資料資料に対する国際標準マークアップの試み，シンポジウム「書物を耕す─総
合書物学の挑戦─」，奈良女子大学，2019年２月17日

　石川智士ほか，"延喜式を活用した水産物の付加価値向上に向けた取り組み（予報）"，2019年度日本水産学会春
季大会，東京海洋大学品川キャンパス，2019年３月28日

【講演等】
　清武雄二，『延喜式』記載の地域特産食品から読み解く古代史，国立歴史民俗博物館友の会　歴史学講座，国立

歴史民俗博物館，2018年６月21日，依頼
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【展示】
　歴博モバイルミュージアム「古代国家とアワビ　『延喜式』にみる生産と貢納」，３月14日，19日～，国立歴史民

俗博物館メディアルーム
【その他】
　清武雄二，海鼠腸　今も昔も能登の逸品（北陸歴史よもやま話），読売新聞石川・富山面，2018年5月

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　東海大学海洋学部・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・所長
　早川　万年　岐阜大学教育学部・教授
　堀部　　猛　土浦市立博物館・市史編さん係長
　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
　山口　えり　広島市立大学国際学部・准教授
　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
○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）
　古田　一史　ＲＡ

【機構基幹研究プロジェクト】

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

（プロジェクト代表者　日高　薫）

１．目　的

　本研究は，ヨーロッパ各地に現存する19世紀日本関連資料の調査をおこない，それらをデータベース公開，展示，
シンポジウム，セミナー，教育プログラム，大学における教育など，多彩な方法により効果的に活用することによっ
て，日本研究や日本文化理解を促進することを目的とする。３つの異なる地域における異なるレベルの事業を，現
地の博物館・大学などとの学術協力協定のもと，協同で展開することにより，日本・現地双方へ成果の還元を図る
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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】
　 　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月開催）の報

告書の刊行

【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

【B　イギリス・チーム】
（１）現地調査
　　スコットランドにおける日本関連資料の調査

（２）教育プログラム等
　　ダラム大学東洋博物館およびスコットランド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日本特別展（同館および文化庁との共催を開催

【C　スイス・チーム】
（１）現地調査
　　①　ジュネーヴ市立版画博物館所蔵の俳諧摺物に関する調査研究
　　②　 ジュネーヴ市立アリアナ美術館およびドイツのロイトリンゲン大学が所蔵する資料の調査（チューリッヒ

大学との共同）
　　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およびドイツのロイトリンゲン大学での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博物館が進める摺物の企画展示準備への協力（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
　　①　ジュネーブ市立アリアナ美術館（スイス）との交流協定（覚書）を締結した。
　　②　 チューリッヒ大学美術史研究所（スイス），ロイトリンゲン大学（ドイツ）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
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　　①　 第3回EACJS（東アジア日本研究者協議会）国際学術大会（2018年10月26～28日）に参加し，本プロジェ
クト関連の報告をおこない，プロジェクトの意義と課題を伝えた。

　　②　 国際シンポジウム「国際海洋都市平戸と異文化へのあこがれ」（2019年２月９日，平戸オランダ商館）に
参加し，本プロジェクト関連の報告をおこない，研究の深化を幅広い参加者に発信した。

　　③　 平成29年度に開催した国際シンポジウムの成果報告書としての日英バイリンガルの書籍『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』を外部出版（2019年３月・臨川書店），当該分野の研究
の現状や重要性，国際連携研究の実態について国内外に発信した。

（３）教育プログラム
　 　「総合資料学の創成」プロジェクトと連携して，長崎大学大学院・国立歴史民俗博物館における「総合資料学」

授業実施プログラムにおいて「歴史資料学各論─海外にある日本資料の調査と現状」を担当した（2018年９月４日）。
　 　また，名古屋大学文学部において「博物館資料論」および「文化資源研究の諸問題（考古学講義IV／考古学

特殊研究）」を担当し（集中講義），「海外にある日本資料の調査と現状」，「国際連携による在外資料調査とその
活用」について講義した（2018年12月25日～28日）。

【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・撮影を実施し，併せて，2019～20年度に予定している世界博物館所蔵ハインリッヒ・フォン・シーボ
ルト日本コレクションの展示に活用され得るハインリッヒ関係史料の調査・撮影を世界博物館と合同でお
こなった（2018年８月24日～30日）。

　　②　 ウィーン世界博物館所蔵ハインリッヒ・フォン・シーボルト収集日本関係資料の調査を２回にわたり実施
し，約1,000点の調査を完了した（2018年10月８日～19日，2019年１月21日～２月１日）。

　　③　 ヴュルツブルク市内の機関（シーボルト博物館，ヴュルツブルク市公文書館，フランケン博物館）に所蔵
されるシーボルト（子）関係資料調査（撮影・文献調査）をおこなった。（2018年８月24～26日および29日，
11月25日～12月２日）。

　　④　 ウィーン郊外のロースドルフ城には，第二次大戦後のソヴィエト軍侵攻により破壊された膨大な陶磁器コ
レクションが伝わるが，学習院大学を中心としたグループが，コレクションの7割以上を占めると推測さ
れる日本および中国陶磁の調査・修復事業を推進中である。本プロジェクトにおいては，磁器片の整理・
調査により事業支援を行った（2018年10月13日～18日）。

　　⑤　 ピーボディ・エセックス博物館フィリップス・ライブラリー（アメリカ）において，日本コレクションの
一部をなす「キャプテン・コレクション」及びモース・コレクション関連資料の調査・分析を行うととも
に，ハーバード大学付属自然史博物館にてモース関連資料を調査した（2018年11月10日～16日）。さらに，
人間文化研究機構若手研究者海外派遣プログラムを利用して，福岡万里子がニューヨーク市立大学コーエ
ン図書館，スミソニアン協会等アメリカ東海岸に所蔵される日本関係史料および，もの資料の調査をおこ
なった（2018年６月17日～12月15日）。

（２）データベ─ス
　 　ウィーン世界博物館所蔵ハインリッヒ・コレクションから新規データ約260件を追加し，ミュンヘン五大陸博

物館所蔵シーボルト（子）収集もの資料から農具の新規データ約30件を追加して，データベースれきはく「シー
ボルト父子関係資料」を更新した。また，ブランデンシュタイン家文書に関しても日独バイリンガル化を進めて
同データベースの充実を図った（2019年３月）。

（３）展示
　　①　 日墺友好150周年企画としてウィーン世界博物館と共同開催することが決定した同博物館におけるハイン

リッヒ・コレクションに関する企画展示（会期：2020年２月20日～５月12日予定）に向けて，同博物館担
当社とのあいだで展示構成や具体的な展示資料選定の検討，および撮影作業を行った（2018年10月８日～
19日，2019年１月21日～２月１日）。

　　②　 2016～2017年度に国内5会場を巡回した企画展示「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」がドイツ（ミュ
ンヘン五大陸博物館）で当館と共同開催が決定した（2019年10月10日～2020年4月）ことから，具体的な
協力内容について五大陸博物館と協議した（2019年３月18～19日）。

（４）教育プログラム
　　ウィーン世界博物館及びロースドルフ城での調査に際して大学院生を参加させ，次世代研究者の育成を図った。
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【B　イギリス・チーム】
（１）現地調査
　 　グラスゴー博物館機構が所蔵する日本関係資料の調査を行い，同機構が出版を計画している日本コレクション

のカタログ作成の支援をおこなった（2018年５月５日，11月２日，11月５～６日，2019年３月15日，３月19・20日）。
また，スコットランド・ナショナルトラスト財団との連携により，ポロックハウス（グラスゴー）の室内を飾っ
ている日本資料の調査をおこなった（2018年６月６・７日，11月４・５日，３月20日）。

（２）展示
　 　ウェールズ国立博物館における国際連携展示「KIZUNA: Japan | Wales | Design」展（2018年６月16日～９月

９日開催，文化庁とともに共同開催）の開催に協力した。
（３）教育プログラム
　　①　 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支援，それを活用

した教育プログラムの共同開発に取り組んでいる。2018年度は，日本コレクションを用いた学部学生およ
び大学院生対象のワークショップ２回（三木：2018年６月７～９日，久留島：６月13日）を実施，大学院
博物館講座・学科日本学講座における実習２回（三木：10月31日・11月１日）を実施した。

　　　　 　久留島によるワークショップ（６月13日）では，まず，博物館学履修の院生・学生たちにあらかじめ歴
博の画像素材を与え，これとダラム大学東洋美術館所蔵資料を使って企画展示を完成させる。そして，ワー
クショップ当日は，この企画展示「The Emperor’s New Clothes -Transforming 19th Century Japan」を
めぐって，担当学生によるプレゼンテーションと久留島のコメント，ディスカッションをおこなうという
形態をとった。

　　②　 ウェールズ国立博物館における国際連携展示「KIZUNA: Japan | Wales | Design」展の開催にともない，
教育関連事業の支援をおこなった。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ェールズ国立博物館のスタッフとともに進め，展
覧会前には各地の学校を回りプレ事業を行い，展覧会に足を運んで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）などの準備をおこなった。また会期中に，久留島による友の会講演会（「Japan: past to 
present」，2018年６月16日），三木・大久保・澤田によるギャラリートークを計9回開催した。

【C　スイス・チーム】
（１） 現地調査
　　①　 ロイ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

を同大学，およびチューリッヒ大学，ベルン（いずれもスイス）との連携により継続し，で約270点の詳
細な調査をおこなった（2018年10月26日～30日）。

　　②　 ジュネーヴ市立アリアナ美術館が所蔵している日本陶磁器の調査および学生指導をチューリッヒ大学東洋
美術史研究所との連携によりおこなった。併せて，同館が計画する大規模な日本陶磁展の開催に向けて，
出品資料の選定のための助言等をおこなった（2019年３月23日～31日）。

　　③　 ジュネーヴ市立版画博物館所蔵の俳諧摺物（一部，狂歌摺物を含む）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，神奈川県立歴史博物館にて摺物コレクションの　　
資料調査を実施した（2019年３月17日）。

　　④　 ルツェルン応用科学芸術大学が推進する「シルク・ヒストリー」プロジェクトとの連携により，スイスと
日本の織物産業の交流の実態を，スイス（シーベル・ブレンワルト社関係資料）と日本（横浜開港資料館
ほか）に残る資料に基づき検討している。これまでにスイス側のシュヴァルツェンバッハ氏と日本側の福
岡万里子とが行ってきた情報・意見交換や学会発表等をもとに，セインズベリー日本藝術研究所の国際会
議の成果報告論集（Robert Helleyer，Robert Fletcher編，刊行時期未定）用に共同論文を筆した（2018
年７月提出）。

（２）展示
　　①　 ジュネーヴ市立版画美術館が開催を計画している摺物展（共同主催予定）の準備を同館学芸員およびチュー

リッヒ大学との連携で進めた。同展覧会の開催は同館の諸事情により延期となっており，実際の開催は
2020年度以降になりそうであるが，展覧会準備は予定通りに図録原稿執筆等を日本側とスイス側とで分担
して進めている。
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　　②　 ジュネーヴ市立アリアナ美術館が2020年秋の開催を計画している日本陶磁展に向け，同館および連携機関
であるチューリッヒ大学との三者で協議し，当館では展示資料への助言や展覧会カタログの執筆協力を行
うこととなった）。

（３）教育プログラム
　　①　 ロイ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

を通じて学生の教育をおこなう事業は，同大学およびチューリッヒ大学東洋美術史研究所との連携により
2016年度より継続中である。今年度の調査（2018年10月26日～30日）では，スイス・ベルン大学を加えて
実施され，３大学の教員のほかチューリッヒ大学院生２名，ベルン大学院生３名が参加して，極めて専門
的なレベルの指導をおこなった。

　　②　 ジュネーヴ市立アリアナ美術館においても，チューリッヒ大学東洋美術史研究所との連携により，学生指
導と学芸員への専門的知識供与を目的とした日本陶磁の調査を継続しておこなっている。今年度は，これ
までに調査できなかった分野に関する調査実習に加えて，2020年秋に開催予定の日本陶磁展にむけて，出
品資料の選定を含めた指導・助言をおこなった。（2019年３月23日～31日）。

　　③　 ルツェルン応用科学芸術大学と歴博とが共同で翻刻作業をすすめた新出のシーベル書翰に関して　，バー
ゼル大学ヨーロッパグローバル研究所の大学院生に未発表の翻刻成果の閲覧を許可し，助言をおこなうと
ともに博士論文の素材としての活用してもらった。

４．今年度の研究成果

（１）学会・シンポジウム・予稿集
　　①　 第3回EACJS（東アジア日本研究者協議会）国際学術大会（2018年10月26～28日）におけるパネル発表

（分科会５／10月28日／セッション番号：IA５東アジアの内外を移動伝播した日本関連資料の発掘と活用）
に協力し，日高薫が「国際連携における在外資料調査とその活用」と題する報告をおこなった。

　　②　 国際シンポジウム「国際海洋都市平戸と異文化へのあこがれ」（2019年２月９日，平戸オランダ商館）に日高，
福岡，平田が参加し，福岡が「シーボルトの日本博物館─最後の構想をめぐる謎解き」というタイトルで
報告をおこなった。

　　③　 アメリカ東海岸における日本関係資料（ハリス関係史料）調査研究の成果として，福岡万里子がニュー
ヨーク市立大学コーエン図書館（CCNY）において“International Race toward Japan’s Opening?: Harris’ 
Rivalry with the European Powers, 1858-61. ”と題して講演をおこなった（2018年12月６日）。

（２）学術論文・刊行物等
　　①　 国際シンポジウム報告書『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』日英バイリ

ンガル,  頁，2019年３月，臨川書房
　　　　 （著者：日高薫，保谷徹，ルドルフ・エッフェルト，櫻庭美咲，ブルーノ・リヒツフェルト，堅田智子，

ヨハネス・ヴィーニンガー，ベッティーナ・ツォルン，ジュヌヴィエーヴ・ラカンブル，今井朋，フィリッ
プ・スホメル，小林淳一，鈴木廣之，澤田和人）

　　②　 福岡万里子とシュヴァルツェンバッハ氏共著論文を執筆し，セインズベリー日本藝術研究所の国際会議
の成果報告論集（Robert Helleyer，Robert Fletcher編，刊行時期未定）用に原稿を提出した（’Between 
Trade and Diplomacy: The Commercial Activities of the Swiss Silk Merchants Siber & Brennwald in 
late Edo and early Mejij Japan,’ 2018年７月提出）。

　　③　 堅田智子「古き日本に関する回想　第２部──英国の旗の下に　1862年～1870年──」（2）Freiherr 
Alexander von Siebold, „Erinnerungen an Alt-Japan. II. Abteilung: Unter britischer Flagge (1862-1870)
“『鳴滝紀要』第29号，シーボルト記念館，2019年３月）

　　④　 堅田智子「シーボルト兄弟の蝦夷見聞──日本民族アイヌ起源説と蝦夷植民地化計画をめぐって──」（近
代博物館形成史研究会編『好古家ネットワークの形成と近代博物館創設に関する学際的研究　Ⅱ』〔2019
年３月，3-7頁）

　　⑤　 福岡万里子「初代米国駐日総領事ハリスが遺したニューヨーク市立大学所蔵日本関係史料」『きざし　
Vol.3』人間文化研究機構，2019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.2，2018年12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
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構築　NEWS LETTER』Vol.3，2019年３月

（３）展示
　 　国際連携展示「KIZUNA: Japan | Wales | Design」展（（邦題：「今・昔　日本のアート&デザイン」）（平成30

年６月16日～９月９日）
　　・日本語，英語，ウェールズ語を併記した展示図録の刊行
　　・日本語教育プログラムの立案・実施
　　・ 久留島による友の会館長講演会（「Japan: past to present」，2018年6月16日），三木・大久保・澤田によるギャ

ラリートークを９回開催
　　　 （参加者：三木美裕，日高薫，大久保純一，澤田和人，荒木和憲，鈴木卓治，久留島浩，アンドリュー・レントン，

ジャニス・レーン，多比羅菜美子，伊東哲夫，松永佳子ほか）
　　　
５．研究組織

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

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

【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─

        2015～2018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

　先史時代の朝鮮半島と本州・四国・九州を対象とするＡブランチが昨年度終了したので，今年度は，古代の列島
の北と南を対象とするＢブランチのみの継続となった。

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
　
４．今年度の研究成果

　詳細は，各ブランチをご参照いただきたい。

５．全期間の研究成果

　Ａブランチは，日本列島中央部を主対象に，弥生～古墳時代（紀元前10世紀～７世紀）の社会変化に，環境変動
がいかなる影響を与えたのかを主題とした。また，Bブランチは，日本列島の北と南の地域をフィールドに，古代(７
世紀～11世紀)の環境変動が地域社会に与えた影響を探求することを主題とする共同研究である。
　全期間を通じて，Ａブランチでは，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，古気候復原データとの照合対象となる遺跡の変動デー
タを具体的に提示し，戦争，対外関係，地域間交流のパターンも明らかにしつつ，環境変動が社会変化に影響を与
えたプロセスを描き出すことができた。これを基盤として，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。
　Ｂブランチでは，おもに２つの点について成果を得ることができた。まず第一に，列島の北と南の地域における
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古代官衙や古代集落の様相を素材に，「境域」における社会変動の特質について，共通認識を深めることができた
という点である。これまでは，列島の北と南をそれぞれフィールドにする研究者が議論をする場がほとんどなく，
したがって両地域を比較する研究もみられなかった。本共同研究により，９世紀～10世紀において，列島の北と南
の地域社会が，火山噴火や地震などの自然災害の影響をダイレクトに受け，大きく変貌していく様子が明らかになっ
た。北と南の地域に共通することとして，10世紀後半～11世紀にかけて，集落がいったん断絶・減少し，11世紀後
半になり再び開発が進んでいく事実が確認された。おそらくこうした北と南の地域に連動して起こった社会変動が，
日本列島の古代から中世への社会構造の変化を後押ししたものと思われる。
　第二に，共同研究員の中塚武氏により，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
連させることにより，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が提示され，本共同研究の対象
となる古代（７世紀～11世紀）においても気温や降水量の復元につなぐための方法的基礎が得られたこと，また，
箱﨑真隆氏らの酸素同位体比年輪年代法研究により，古代の遺跡の年代観についても新たな知見が得られたことな
ど，従来の文献史学や考古学における調査研究成果に，自然科学的分析による検討が積極的に加えられた点である。
　本共同研究では，考古学や文献史学のこれまでの成果と照らし合わせて，それらのデータをどのように位置づけ
るべきか，また，それにより先史～古代社会像をどのように描いていくか，といった点に力点を置いて，議論を進
めてきた。その意味で本共同研究は，こうした文理融合による先史社会研究・古代地域社会史研究の手法の端緒を
開いたものといえる。
　（成果の詳細は，Ａブランチについては『国立歴史民俗博物館年報』平成29年度の「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─」の「5．全期間の研究成果」の項
を，Ｂブランチについては本年報「北と南からみた古代の列島社会─列島諸地域の交流・形成と環境変動─」の「5．
全期間の研究成果」の項をご参照いただきたい）

６．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
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　坂本　　稔 本館研究部 文化財科学 炭素14年代・年代論
　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
　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 福岡県教育庁 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 早稲田大学 日本古代史 南方世界との交流
　中塚　　武 総合地球環境学研究所 地球科学 地球科学　古気候復元
　永山　修一 ラサール学園 日本古代史 古代中世南島史
　菱田　哲郎 京都府立大学 考古学 古代地域社会
　蓑島　栄紀 北海道大学 日本古代史 北方世界との交流
　八木　光則 岩手大学 考古学 東北古代社会
　柳原　敏昭 東北大学 日本中世史 中世の北と南
　山縣耕太郞 上越教育大学 自然地理学 火山噴火分析
　吉野　　武 宮城県教育庁 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

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。今年度は，宮崎県の都城盆地の古代集落の変
遷をたどるべく，現地踏査を行う。さらに，古気候復元に必要なデータや，酸素同位体比年輪年代法による遺跡の
年代データ等をふまえて，列島の北と南の古代社会について，その交流の実態の復元や，社会変動の様相を明らか
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にする。

３．今年度の研究経過

第７回研究会（国立歴史民俗博物館）　日時：2018年10月13日（土）～14日（日）　参加人数18名
１．桒畑光博氏（宮崎県都城市教育委員会）「都城盆地の古代遺跡の様相について」
２．柴田博子氏（宮崎産業経営大学）「文献からみた大島畠田遺跡　─都城盆地の開発と有力者─」
３．津曲大祐氏（宮崎県西都市教育委員会）「日向国府跡の調査成果」
４． 箱﨑真隆氏（国立歴史民俗博物館）「2つの新しい年輪年代法による研究事例の紹介：白頭山10世紀噴火(B-Tm)

の年代確定・十和田カルデラ10世紀噴火(To-a)年代の再検討・高屋敷館遺跡出土橋脚木柱の年代確定」

第８回研究会（宮崎県都城市）日時：2018年12月15日（土）　参加人数17名
桒畑光博氏（宮崎県都城市教育委員会），近沢恒典氏（同）の解説のもとに，都城盆地における古代遺跡について
現地踏査を行った。

第９回研究会（国立歴史民俗博物館）　日時：2019年３月23日（土）～24日（日）参加人数14名
〔展示見学〕
リニューアルした第1室の見学と意見交換

〔研究発表〕
１．高梨修氏「薩南諸島の古代並行期─古代国家周縁地域における7～11世紀の遺跡動態」
２．箱﨑真隆氏「酸素同位体比年輪年代法に基づく北海道上ノ国町勝山館跡出土木材の年代測定と産地推定」

〔研究報告論文構想発表〕
出席者全員

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，古気候復元や年輪年代法の研究成果を踏まえた議論が活発におこな
われた。
　第７回研究会では，古代の南九州，とりわけ都城盆地の古代遺跡の様相について全体的な把握と，個別的な検討
を行うことができた。また10世紀の白頭山噴火と十和田噴火について年輪年代法により年代についての新たな知見
を得ることができた。
　第８回研究会では，古代の南九州，とりわけ都城盆地の古代遺跡について，現地踏査を通じて，全体的な様相を
把握することができた。遺跡を前にして活発な意見交換が行えた。
　第９回研究会では，古代の南島世界，とりわけ薩南諸島について，具体的な遺跡の検討をもとにした古代社会の
ダイナミズムを描き出した。また，酸素同位体比年輪年代法に基づき木材の流通経路の変遷を明らかにするなど，
文理融合の研究を進めることができた。

５．全期間の研究成果

　本共同研究では，全期間を通じて，おもに２つの点について成果を得ることができた。第一に，北は北海道，青森県，
秋田県，岩手県，宮城県，南は福岡県，宮崎県，鹿児島県（奄美群島を含む）など，日本列島の北と南をフィール
ドにしている研究者が一堂に会して，各地域における古代官衙や古代集落の様相を素材に，日本列島の「境域」に
おける社会変動の特質について，共通認識を深めることができたという点である。これまでは，列島の北と南をそ
れぞれフィールドにする研究者が議論をする場がほとんどなく，したがって両地域を比較する研究もみられなかっ
た。本共同研究により，9世紀～10世紀において，列島の北と南の地域社会が，火山噴火や地震などの自然災害の
影響をダイレクトに受け，大きく変貌していく様子が明らかになった。北と南の地域に共通することとして，10世
紀後半～11世紀前半にかけて，集落がいったん断絶・減少し，11世紀後半になり再び開発が進んでいく事実が確認
された。おそらくこうした北と南の地域に連動して起こった社会変動が，日本列島の古代から中世への社会構造の
変化を後押ししたものと思われる。
　この過程で，９世紀～10世紀に列島の北と南で起こった火山噴火の年代についても，従来考えられていた年代と
は異なる年代が与えられる可能性も出てきた。たとえば南九州においては，『続日本紀』の延暦７年（788）の条に
記載されている噴火の最有力候補とされてきた霧島火山帯の御鉢テフラと考古資料との年代的な位置付けに齟齬が
生じており，御鉢テフラの年代がもう少し降る可能性が高い（桒畑光博）。北日本においては，10世紀の十和田噴火が，
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『扶桑略記』の記載から915年と推定され，長らくこれが北日本の考古学の年代の指標とされてきたが，十和田a火
山灰の年代と酸素同位体比年輪年代法による多賀城跡出土木材の年代に齟齬が認められたことから，再検討の必要
が出てきた（箱﨑真隆ほか）。火山噴火の年代の再検討は，これまでの当該地域の考古資料の年代観にも再検討を
せまるものである。
　第二に，共同研究員の中塚武氏により，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
連させることにより，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が提示され，本共同研究の対象
となる古代（７世紀～11世紀）においても気温や降水量の復元につなぐための方法的基礎が得られたこと，また，
箱﨑真隆氏らの酸素同位体比年輪年代法研究により，古代の遺跡の年代観についても新たな知見が得られたことな
ど，従来の文献史学や考古学における調査研究成果に，自然科学的分析による検討が積極的に加えられた点である。
　たとえば，中塚氏の古気候復元のデータによれば，９世紀の斉衡元年（854年）の付近に急激な気温の低下がみ
られるが，『日本文徳天皇実録』によればこの年，陸奥国での飢饉の発生が記録されている。従来は，古代の文献
史料にみえる災害の記載と気温データとを年単位で対比することができなかったが，今後は，気温の変動が古代の
地域社会与えた影響について，文献史料と古気候データを対比させながら詳細に論じることができるようになるも
のと思われる。
　また，箱﨑氏らにより，青森県東通村猿ヶ森埋没林，青森市石江遺跡群，青森市米山（２）遺跡の木材資料を対
象に酸素同位体比分析が進められ，５-16世紀にわたる北日本の標準年輪曲線（年代測定のものさし）を構築した
点も大きな成果である。東北日本特有の気象要素である「ヤマセ」が反映されている特殊な標準年輪曲線となり，
これまでに構築されている中部日本の標準年輪曲線とは部分的な挙動がかなり異なることも明らかになった。この
成果をふまえて，高屋敷館遺跡（青森県），多賀城跡（宮城県），払田柵跡（秋田県），勝山館跡（北海道）等から
出土した木材に酸素同位体比年輪年代法が適用され，遺跡の年代の確定に大きな役割を果たした。
　南九州では，都城盆地の集落と気候変動のかかわりについて，屋久杉の酸素同位体比に基づく解析が進められて
いる。また，奄美大島のリュウキュウマツの巨木をもとに，南西諸島における酸素同位体比年輪年代法の確立と，
江戸時代まで標準年輪曲線の構築がめざされている。これらはいずれも，本共同研究（都城盆地は桒畑氏，奄美群
島は高梨氏）がきっかけとなって進められているものである。なお，これらの自然科学的分析じたいは，中塚武氏
を代表とする総合地球環境研究所FRプロジェクト「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強
い社会システムの探索」や，科学研究費補助金基盤研究（S）「年輪酸素同位体比を用いた日本列島における先史
暦年代体系の再構築と気候変動影響評価」などの研究成果によるところが大きいが，本共同研究では，考古学や文
献史学のこれまでの成果と照らし合わせて，それらのデータをどのように位置づけるべきか，また，それにより古
代社会像をどのように描いていくか，といった点に力点を置いて，議論を進めてきた。その意味で本共同研究は，
こうした文理融合による古代地域社会史研究の手法の端緒を開いたものといえる。

６．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　秋田城跡歴史資料館・事務長
　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・参事補佐兼企画・文化財保護係長
　高梨　　修　奄美市立奄美博物館・館長
　田中　史生　早稲田大学文学学術院・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　宮城県教育庁文化財課・技術補佐
　桒畑　光博　宮崎県都城市教育委員会文化財課・主幹
　箱﨑　真隆　本館研究部・特任助教
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　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

（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，３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。
　なお，2016～2018年度の本研究は，上記の「第Ⅰ期」に相当する。

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，昨年度に引き続き石見国長野荘・益田荘を

対象に, 現地調査や, 関連する文献・考古資料の調査を行う。また, 共同研究員による個別研究報告と３年間の
調査成果の総括を行い, 研究成果のまとめを図る。

　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，五島列島において現地巡検を行うととも
に，狭山池出土船材等の海事資料の調査を行う。また，東アジアの海上交通における済州島の位置づけに関し
て研究成果を発信する。

　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，企画展示「日本の中世文書」およ
び関連事業を実施し，それを通じて成果のまとめと発信を図る。

３．今年度の研究経過

　Ａについては，研究会を４回, 石見国長野荘・益田荘を対象とする現地調査・文献資料調査を２回, 出土遺物の整
理・調査を３回行った。
　Ｂについては，研究会を２回，現地巡検を１回，海事資料調査を１回，貿易陶磁調査を１回行った。
　Ｃについては，研究会を２回開催した他，企画展示を実施し，展示期間中に「歴博フォーラム」と国際シンポジ
ウムを行った。　　

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現地調査を実施し，石見国長野荘・益田荘の領主拠点および中
世高津川・益田川河口域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，主に明治９年作
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成の島根県道水路図と19世紀初頭の作成と目される石見国高津川水域大絵図を調査し，長野荘・益田荘の領主拠点
と近世高津川河口域に関わる歴史地理情報を収集・整理した。考古資料の調査では，益田荘域の港湾遺跡から出土
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，『中世益田現地調査成果概報 vol.2』を刊行し，
益田市民および益田市の公共施設へ頒布して, 現地調査の成果を速報的に公表するほか, 一昨年度・昨年度の資料調
査にもとづく成果として, 資料紹介１編・研究論文１編・調査研究活動報告１編を『国立歴史民俗博物館研究報告』
212集で公表した。 
　Ｂにおいては，五島列島の巡検では，福江島から奈留島・若松島・中通島・野崎島・小値賀島へと南北を縦断し
て海洋環境を観察するとともに，遣唐使・遣明使等の対外交渉に関連する港湾・遺跡等を巡検した。研究会では共
同研究員が分担課題にもとづく個別報告を行ったが，第６回研究会では，韓国・国立海洋文化財研究所の洪淳在学
芸研究士をゲストスピーカーとして招へいし，中国船の特徴と和船の特徴をあわせもつ珍島出土船に関して，最新
の研究成果を共有した。また，歴史系総合誌『歴博』213号で特集「済州島をめぐる東アジアの海上交通」を企画し，
最新の研究成果を研究者だけでなく一般に向けても発信することができた。
　Ｃにおいては，共同研究が展示プロジェクトを兼ねた企画展示「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」を実
施し，図録を刊行し，「歴博フォーラム」と国際シンポジウムを開催した。古代から近現代に至る日本の古文書を，

「『官』の文書」と書状，という二つの観点で整理し，東アジアの古文書と比較しつつ通史的に展示したこの試みは，
国際的な観点から日本の古文書を体系的に見直したものとして大きな意義があった。また古文書の「活用」の面で
も，展示方法の工夫や，タッチパネルによるデジタルコンテンツの開発など，多くの実践的な成果があった。

５．全期間の研究成果　

　Ａにおいては, 石見国の高津川・益田川中下流域社会を基軸事例に設定し，文献史学・考古学・民俗学の連携に
もとづく地域総合調査を実施した。これにより，河口部・平野部・中山間部等の地形環境に適応しながら形成され
た両河川流域の各武士の本拠＝存立基盤の景観復元を行い，そこから武士の領主支配が地域社会に受容された諸契
機を具体的に追究した。その結果，①地域社会の安穏祈願，②先行する官衙機能の継承，③材木生産・流通過程へ
の関与，という当該地域社会における武家領主支配成立の諸契機を明らかにすることができた。また，共同研究員
にはそれぞれが得意とするフィールドにおける武家領主支配のあり方について報告してもらい，上記の成果と比較
検討することで, 中世武家領主支配一般の特質についても具体的に議論することができた。
　上記の地域総合調査の成果概要については，『中世益田現地調査成果概報 vol.1』・『中世益田現地調査成果概報 
vol.2』を刊行して, 速報的に公表した。また，2017年度には, 中世の高津川・益田川中下流域社会に関わる文書を
多く含む新出の中世文書を発見することができた。これら新出中世文書の調査成果は，『国立歴史民俗博物館研究
報告』第212集で公表し，学界に向けて成果還元を行った。

　Ｂにおいては，中世日本の国際交流史を海上交通というインフラの視点からとらえなおすため，文献史学（日本
史・中国史・朝鮮史），考古学（中世考古学・水中考古学），民俗学の協業による共同研究を実施し，共同研究員の
専門分野における最新の研究成果を共有した。また，全体の方向性としては，具体的なカタチを遺すことの少ない

「海上交通」という事象を追究するにあたり，東アジアの海上交通において重要な位置をしめる対馬・平戸・五島・
済州島を巡検し，その海洋環境を観察するとともに，海上交通の痕跡をとどめる資料の把握を進めることに重点を
置いた。歴史系総合誌『歴博』第213号の特集記事は，済州島巡検の成果にもとづくもので，西北九州（平戸・五島）
─中国江南（寧波）間を往来する大型船舶にとって，済州島は重要なランドマークであり，かつ航海信仰の対象で
はあるが，寄港地ではないとの結論に達した。このことは，東シナ海を横断する大型の帆船（ジャンク船等）にとっ
て，寄港は必須の営みではなく，目的地への直航がある程度可能であったことを示す重要な成果である。一方，中
型・小型の帆船（和船）に関しては，中近世の文献史料が豊富な対馬の事例をもとに追究し，一般商船は好天候下
の昼間の航海を基本としており，1日単位の出航・寄港を繰り返しながら目的地へと徐々に帆走して移動している
ことが判明するとともに，領主の公用船が悪天候下で出航する場合や急行する必要のある場合には，水夫による漕
走が行われていたことが判明した。このように大型船と中型・小型船とは根本的に運航方法が異なるという事実は，
東アジア海域における人・モノの動きをとらえるための重要な視座を提供するものである。なお，対馬の船舶に関
しては，文献史学・民俗学の協業による研究成果を『国立歴史民俗博物館研究報告』第209集で速報的に公表した。
　Ｃにおいては，企画展示「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」（2018年10月16日～12月9日）を目標としな
がら，研究会における各時代・分野からの報告や，国立歴史民俗博物館および海外（韓国）の所蔵機関における実
物資料の調査を通じて議論を重ね，東アジアにおける比較研究と古代から中世への展開を一体的に捉えることで，
新たな体系を提示することができた。すなわち，古文書を，官僚機構が発給する「『官』の文書」と，個人が発給
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する「書状」の二系統に分け，それぞれがどのように機能するか，という視点で整理し，日本においては，古代か
ら存在した書状様式の文書が次第に機能を拡大して公文書としても用いられるようになり，律令由来の「『官』の
文書」は中世には形骸化する，という東アジアにおいては特異と言える特質を示した。また，研究テーマの一つに
掲げた「活用」の面においても，展示とそれに伴うコンテンツなどの開発によって，多くの実践的な成果を挙げる
ことができた。
　以上の三つのブランチにおいて，領主としての武士，海上交通と国際交流，古文書の様式と機能というそれぞれ
の課題において，日本中世史社会像の検討を大きく進めることができた。総合展示リニューアルに向けた新たな中
世社会像の構築には無論十分ではないが，それに発展させ得る核を作ることはできたのではないだろうか。

６．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，石見国の高津川・益田川中下流域社会を基軸事例に取り上げる。
長野荘と益田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および益田荘乙吉郷・本郷故地の現地調査を行い，領主拠点の確定と景観復元に向
けた基礎データを収集する。

【文献史料の調査】
　① 昨年度に引き続き明治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。
　② 19世紀初頭の作成と目される「石見国高津川水域大絵図」原本を調査し，主に長野荘高津郷の港湾部に関わる

情報を収集する。
【出土遺物の整理・調査】
　昨年度に引き続き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。
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【研究会の開催】
　国立歴史民俗博物館，新潟県胎内市・村上市，静岡県菊川市・牧之原市において４回開催する。国立歴史民俗博
物館では，共同研究員による個別研究報告および今年度の現地調査・出土遺物調査の成果報告を行い，討議する。
胎内市・村上市でも，共同研究員による個別研究報告を行い，討議する一方，越後国奥山荘・小泉荘の中世武家領
主拠点故地を踏査する。また，菊川市・牧之原市では，遠江国内田荘・横地・相良荘・勝間田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 2018年７月５日～８日：長野荘内飯田・市原・高津・角井・本俣賀および益田荘内本郷に関する聞き取り調査。

田中・荒木・松田・中司が参加。
　② 2019年２月15日～18日：長野荘内高津・須子および益田荘内乙吉郷・本郷に関する聞き取り調査。高城・豊田

城と益田荘内中須・中島の踏査。松本祐二氏および教正寺所蔵の近世資料の撮影・調査。田中・松田・中司・
渡邊浩貴（神奈川県立歴史博物館）が参加。

【文献史料の調査】
　① 2018年８月22日～23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

が参加。
　② 2018年８月23日：島根県立古代出雲歴史博物館において同館所蔵「石見国高津川水域大絵図」と「貞和７年３

月27日付足利直冬下文」の撮影・調査。田中が参加。
【出土遺物の整理・調査】
　① 2018年７月５日～８日：益田市において中須東原遺跡出土遺物の整理・調査。村木・小野・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 2018年８月22日～25日：島根県立埋蔵文化財センターにおいて沖手遺跡出土遺物の整理・調査。村木・小野・

鈴木・水澤・池谷・佐々木が参加。
　③ 2019年２月15日～18日：益田市において沖手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）が参加。
【研究会の開催】
　① 2018年６月23日～24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・黒嶋・清水・

鈴木・高木・髙橋・田久保・中島・中司・西田・水澤・荒木・小島・村木・松田・田中・池谷・栗木崇（研究
協力者）・森田大介（総合研究大学院大学学生）が参加。

　　23日： 中島圭一「石見国長野荘における領主の諸類型」，小島道裕「石見国益田と戦国・織豊期城下町研究─
モノからコトへ─」，鈴木康之「御家人長井氏と草戸千軒町遺跡」

　　24日： 井上聡「南九州における地頭拠点の検討─日置北郷中分絵図を主題に─」，黒嶋敏「奥羽から見た越後
応永の乱」，水澤幸一「貿易陶磁の流通経路（地域性）と使用者による差」

　② 2018年９月５日～７日：胎内市・村上市において，下記の研究報告を行った。また，陸奥国蜷川荘と越後国奥
山荘・小泉荘の中世武家領主拠点故地の踏査を行った。井上・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・田中・池谷・栗木・鈴木卓治（研究協力者）・高橋一樹（武蔵大学）・
工藤祐一（学習院大学大学院学生）が参加。

　　６日：高橋典幸「御家人の西遷について　その２」，貴田潔「小城北部エリアにおける現地調査の経過報告」
　　７日： 西田友広「高津川流域での材木生産を考える」，中司健一「中世石見西部における河川交通と益田氏・

吉見氏」
　③ 2018年11月３日～４日：菊川市・牧之原市・島田市において，遠江国内田荘・横地・相良荘・勝間田荘の中世

武家領主拠点故地および千葉山智満寺境内の踏査を行った。井上・小野・貴田・黒嶋・清水・鈴木・髙橋・中
島・中司・水澤・湯浅・松田・田中・栗木・佐々木・鈴木卓治・高橋一樹が参加。

　③ 2019年３月27日～28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・清水・
鈴木・高木・髙橋・中司・西田・湯浅・荒木・小島・村木・松田・田中・渡邉・池谷・栗木・後藤真（研究協
力者）・李明玉（韓国国立文化財研究所）が参加。

　　27日： 渡邊浩貴「西遷御家人の本拠形成と水資源開発─備後国地毘荘山内首藤氏の事例から─」, 清水亮「鎌
倉幕府の地頭請所政策と荘園制」

　　28日： 高木徳郎「荘園制的領域支配の成立と在地領主の生業」，湯浅治久「近江佐々木氏の『西遷』（近江回帰）
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について─佐々木京極氏・佐々木朽木氏を事例に─」
　　　　　 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・佐々木健策・小出麻友美・李明玉

「陶磁器からみた中世益田３─陶磁器調査報告─」，松田睦彦「中世高津川・益田川下流域社会現地調査
成果報告（民俗班）」, 田中大喜「共同研究総括」

４．今年度の研究成果

【現地調査の成果】
　① 『中世益田現地調査成果概報 vol.2』を刊行し，益田市民および益田市の公共施設へ頒布して，現地調査の成

果を速報的に公表した。
　② 田中大喜「中世武士の地域支配の実態に多様な資料から迫る」（『歴博』208号）を公表し，共同研究の内容な

らびに現地調査の様子を紹介した。
【文献史料調査の成果】
　① 田中大喜・中島圭一・中司健一・西田友広・渡邊浩貴「益田實氏所蔵新出中世文書の紹介」（『国立歴史民俗博

物館研究報告』212集）を公表した。
　②渡邊浩貴「石見国長野荘俣賀氏の本拠景観と生業・紛争」（『国立歴史民俗博物館研究報告』212集）を公表した。
　③田中大喜「『俣賀文書』の史料学的基礎考察」（『国立歴史民俗博物館研究報告』212集）を公表した。

５．全期間の研究成果

　本研究では，石見国の高津川・益田川中下流域社会を基軸事例に設定し, 文献史学・考古学・民俗学の連携にも
とづく地域総合調査を実施した。これにより，河口部・平野部・中山間部等の地形環境に適応しながら形成された
両河川流域の各武士の本拠＝存立基盤の景観復元を行い，そこから武士の領主支配が地域社会に受容された諸契機
を具体的に追究した。その結果，①地域社会の安穏祈願，②先行する官衙機能の継承，③材木生産・流通過程への
関与，という当該地域社会における武家領主支配成立の諸契機を明らかにすることができた。また，共同研究員に
はそれぞれが得意とするフィールドにおける武家領主支配のあり方について報告してもらい，上記の成果と比較検
討することで，中世武家領主支配一般の特質についても具体的に議論することができた。
　上記の地域総合調査の成果概要については，『中世益田現地調査成果概報 vol.1』・『中世益田現地調査成果概報 
vol.2』を刊行して，速報的に公表した。2019年度には，『中世益田現地調査成果概報 vol.3』の刊行と益田市民を対
象としたフォーラムを実施し，引き続き調査成果の概要を公表していく。最終的には正式な調査成果報告書を刊行
して，調査成果の全容を公表する予定である。
　そのほか, 2017年度には，中世の高津川・益田川中下流域社会に関わる文書を多く含む新出の中世文書を発見す
ることができた。これらは，これまで存在がまったく知られていなかったため，学界に大きなインパクトを与え，
新聞記事としても報道された。これら新出中世文書の調査成果は，「益田實氏所蔵新出中世文書の紹介」として『国
立歴史民俗博物館研究報告』212集で公表した。

６．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
　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
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　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
交通の活発性などが明らかになってきている。水中考古学の分野では，東アジア海域における沈没船の調査研究が
進み，宋・元・高麗の船舶の船体構造や陶磁器等の積載品に関する知見が蓄積されている。こうした隣接分野の研
究状況に鑑みながら，日元間の海上交通の実態を追究する必要がある。
　14世紀後半に明が海禁＝朝貢システムを導入したこと，14世紀末期～15世紀初期に朝鮮が明と類似した対外政策
を実施したことなどによって，東アジア海域の海上交通における日本と琉球の地位が飛躍的に向上したことが明ら
かとなっている。日明貿易の研究においては，近年，遣明使の渡航記録である「入明記」の研究が進み，日明間の
海上交通の実態を詳しく検討できる状況であるが，日朝貿易・日琉貿易の研究においては，海上交通に関する基本
的な事実関係の積み上げが必要な段階である。また，16世紀半ば以降に「後期倭寇」（中国海商を中心とする密貿
易集団）の来航やポルトガル船の直接来航が相次ぎ，博多の存在を相対化する国際貿易都市が分立したことで複雑
化した海上交通網のあり方を把握することも課題である。
　このように，中世日本の国際交流を支えた基盤である「海上交通」に関しては，さまざまな課題がある。そこで
本研究においては，日本史学・中国史学・朝鮮史学・考古学・民俗学の研究者からなる研究会を組織し，「船体構造」

「乗組員」「航海知識」「操船技術」「航路」「港湾」「乗継」「航海信仰」「漂流」などを共通のキーワードとして，各
時代の国際交流における海上交通の特徴を明らかにすることを第一の目的とする。さらに，中世日本の国際交流に
おける海上交通のあり方を通時的かつ体系的に整理し，本館の総合展示および企画展示に反映させることを第二の
目的とする。

２．今年度の研究計画

　今年度は研究会を２回開催する。初回（第６回研究会）は,韓国・国立海洋文化財研究所の洪淳在学芸研究士を招き,
珍島出土船に関する最新の研究成果を報告していただく。それと併行して中世海上交通史に関連する現地巡検・資
料調査を実施する。今年度の現地巡検先は五島列島（長崎県）とし,資料調査は狭山池（大阪府）出土船材等を対
象とする。

３．今年度の研究経過

○現地調査
 〔実施日〕2018年５月11日（金）～14日（月）
 〔場所〕五島列島（長崎県五島市・新上五島町・小値賀町）
 〔参加人数〕10名

○第６回研究会
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〔開催日〕2018年７月27日（土）～28日（日）
〔場所〕国立歴史民俗博物館
〔参加人数〕17名（うち共同研究員11名）
　報告１：山内晋次「日宋貿易の航路をめぐって」
　報告２：洪淳在（韓国・国立海洋文化財研究所）「韓国出土珍島船の構造と特徴」（逐次通訳）
　報告３：米谷均「倭寇的状況下の海上交通」
　報告４：佐々木蘭貞「対馬矢櫃の石積遺構に関する調査概報」　
　関連報告１：荒木和憲「対馬矢櫃の港湾機能に関する考察」
　関連報告２：洪淳在「再現朝鮮通信使船について」（逐次通訳）
○第７回研究会
〔開催日〕2018年11月25日（土）～26日（日）
〔場所〕国立歴史民俗博物館
〔参加人数〕14名（うち共同研究員12名）
　展示見学：企画展示「日本中世の古文書」（ブランチC 成果展示）
　報告１：渡辺美季「日琉交流における海上交通─『琉球御渡海日記』を中心として─」
　報告２：岡美穂子「16 世紀イエズス会宣教師報告に見る日本の海上交通」
○資料調査
〔実施日〕2019年１月27日（日）～28日（月）
〔場所〕大阪市・神戸市
〔参加人数〕９名
〔調査対象〕 狭山池出土船材の調査（於狭山池博物館），船屋形の見学（於相楽園），航海信仰等に関する海事関連

資料の調査（於神戸大学海事博物館）
○現地調査
〔実施日〕2018年２月28日（木）～３月３日（日）
〔場所〕鹿児島県大島郡与論町
〔参加人数〕２名（李，荒木）
〔調査対象〕与論島出土貿易陶磁の調査

４．今年度の研究成果

　五島列島の現地巡検では，福江島から奈留島・若松島・中通島・小値賀島・野崎島へと南北を縦断し，島々をめ
ぐる海洋環境を観察するとともに，遣唐使・遣明使等の対外交渉に関連する港湾・遺跡等を巡検した。具体的な巡
検先は,福江島（岐宿地区〈水垂，艫綱石，巌立権現・宮小島，金福寺，岐宿城跡〉，玉之浦湾，勘次ヶ城，大浜遺
跡，石田城址，五島観光歴史資料館，明人堂，六角井戸，常灯鼻，福江湊），奈留島（鳴浦，海安寺跡，奈留神社，
夏井の井戸），若松島（日島石塔群，極楽寺），中通島（今里地区〈三日ノ浦，舟形石〉，青方地区〈青方浦，姫神
社跡，ともじり石，青方神社〉，鯨賓館ミュージアム），小値賀島（小値賀町歴史資料館，前方湾，地ノ神島神社），
野崎島（野崎遺跡，沖ノ神島神社）である。
　資料調査では，海事資料および貿易陶磁の調査を実施した。狭山池出土船材に関しては，16世紀後半の構造船の
船材とする見解があるものの，構造船と判断するための決定的な根拠となる船底材が含まれていないことを確認し
た。日本造船史における準構造船から構造船への展開については，より慎重に検討する必要があるとの認識を得る
に至った。
　研究会では共同研究員が分担課題にもとづく個別報告を行い，米谷均氏・渡辺美季氏・岡美穂子氏の報告によっ
て，16世紀後半～17世紀前半にかけての中国・琉球─日本間の航路，および宣教師のみた日本の海上交通のあり方
が浮き彫りとなった。また，昨年度に実施した対馬矢櫃の石積遺構の簡易調査を踏まえ，佐々木蘭貞氏がその概要
を報告するとともに，荒木和憲が矢櫃の港湾機能に関して,その自然地理的条件を勘案しつつ，文献史学の立場か
ら報告した。さらに，洪淳在氏（韓国・国立海洋文化財研究所,造船史）をゲストスピーカーとして招へいしたこ
とは特筆すべき点であり，池田榮史氏（琉球大学，水中考古学）ならびに木村淳氏（東海大学，水中考古学）にも
討論者としてゲスト参加していただいたことで，珍島出土船（13世紀後半）に関する最新の研究成果の共有と活発
な議論を行うことができた。珍島出土船については，隔壁構造・充填剤（桐油）・保寿孔の存在から中国船とみる
既往説があるが,洪淳在氏は船底材に丸木を使用していることを根拠として，日本の準構造船（和船）とみる見解
を提示した。珍島出土船の評価には慎重を要するものの，日本の準構造船の船底構造に関する示唆が得られた。
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　本共同研究の中間成果として，歴史系総合誌『歴博』213号の特集「済州島をめぐる東アジアの海上交通」を企画し，
最新の研究成果を研究者だけでなく一般に向けても発信した。森平雅彦氏（朝鮮史），榎本渉氏（日本中世史），米
谷均氏（日本中近世史），出口晶子氏（民俗地理学），李明玉氏（美術史,高麗・朝鮮陶磁）の寄稿を得て，東アジ
アの海上交通における済州島の位置づけを検討した。下記５に記すように，日中間を往来する大型船が済州島を寄
港地としていなかったという事実が判明したことは大きな成果であるが，その一方で済州島の内陸部および沿海か
ら出土する中国陶磁器は，中国と済州島を結ぶ直接ルートの存在を示唆するものであり，より多角的な検討が必要
であることが確認された。

５．全期間の研究成果　

　中世日本の国際交流史を海上交通というインフラの視点からとらえなおすため，文献史学（日本史・中国史・朝
鮮史），考古学（中世考古学・水中考古学），民俗学の協業による共同研究を実施し，共同研究員の専門分野におけ
る最新の研究成果を共有した。当該の成果は，『国立歴史民俗博物館研究報告』特集号で公表する予定である。
　本共同研究の全体の方向性としては，具体的なカタチを遺すことの少ない「海上交通」という事象を追究するに
あたり，東アジアの海上交通において重要な位置を占めていた対馬・平戸・五島・済州島で現地巡検を行い，その
海洋環境を観察すること，および海上交通の痕跡をとどめる資料等の把握を進めることに重点をおいた。
　歴史系総合誌『歴博』213号の特集記事は，済州島巡検の成果にもとづくもので，西北九州（平戸・五島）─中
国江南（寧波）間を往来する大型船舶にとって，済州島は重要なランドマークであり，かつ航海信仰の対象ではあ
るが，寄港地ではないとの結論に達した。このことは，東シナ海を横断する大型の帆船（ジャンク船等）にとって，
寄港は必須の営みではなく，目的地への直航がある程度可能であったことを示す重要な成果である。
　一方，中型・小型の帆船（和船）に関しては，中近世の文献史料が豊富な対馬の事例をもとに追究した結果，一
般商船（荷船）は好天候下の昼間の航海を基本とし，１日単位の出航・寄港を繰り返しながら目的地へと徐々に帆
走して移動していたこと，領主の公用船（飛脚船）が目的地へ急行する必要のある場合は，水夫による櫓漕ぎが行
われていたことなどが浮かび上がった。
　このように，東シナ海を横断する大型船と日本列島近海を往来する中型・小型船とでは根本的に運航方法が異な
るという事実は，東アジア海域における人・モノの動きをとらえるための重要な視座を提供するものである。なお，
対馬の船舶に関しては，文献史学・民俗学の協業による研究成果を『国立歴史民俗博物館研究報告』第209集で速
報的に公表した。

６．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　立教大学文学部・准教授
　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
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Ｃ　中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究
　　2016～2018年度

（研究代表者　小島道裕）

１．目　的

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

新たな体系的解説の構築を模索する。
② 企画展示およびフォーラム・国際研究集会の実施
　 研究成果の公開かつ実物資料・複製資料を展示して比較する機会として，企画展示を開催する。また，共同研究

員を中心にフォーラムと国際研究集会を開催する。
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，企画展示で用

いる他，大学等における試行も行う。

３．今年度の研究経過

第９回研究会
　日時：2018年６月10日（日）・11日（月）
　場所：国立歴史民俗博物館　第１会議室および第２修復室
　〔研究発表〕古文書資料の活用とコンテンツの制作について

　　　鈴木 卓治（国立歴史民俗博物館）
　　　「博物館展示・資料画像・デジタルコンテンツ」
　　　橋本 雄太（国立歴史民俗博物館）
　　　「中世文書のオンラインコンテンツ化に向けて」　　　　
〔協議〕
　・企画展示の構成と準備状況について
　・フォーラム・国際シンポと出版について
　・企画展示「日本の中世文書」の解説原稿について（読み合わせ）
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〔閲覧〕
　　企画展示の「Ⅱ 中世の文書へ」関係，および「エピローグ：近現代に受け継がれた文書の形」関係
第108回歴博フォーラム「日本の中世文書」
　日時：2018年10月27日（土）
　場所：国立歴史民俗博物館講堂
　開会挨拶：久留島浩（国立歴史民俗博物館館長）
　趣旨説明：小島道裕（国立歴史民俗博物館）
　報告：
　　小倉 慈司（国立歴史民俗博物館）
　　「古代日本における『文書』の誕生」
　　佐藤 雄基（立教大学）
　　「中世日本における書札様文書の広がり─古代から中世へ─」
　　田中 大喜（国立歴史民俗博物館）
　　「将軍の文書と武士団の文書」
　　横内 裕人（京都府立大学）
　　「寺院文書の特性─集団意思決定の方法と様式─」
　　金子 拓（東京大学史料編纂所）
　　「戦国大名の文書と天下人の文書」
　質疑：総合司会　荒木 和憲（国立歴史民俗博物館）
国際シンポジウム「東アジアの古文書と日本の古文書─形と機能の比較─」
　日時：2018年11月17日（土）
　場所：国立歴史民俗博物館講堂
　開会挨拶：西谷 大（国立歴史民俗博物館副館長）
　趣旨説明：小島道裕（国立歴史民俗博物館）
　＜セッション１　韓国の古文書をめぐって＞
　　川西 裕也（新潟大学）
　　「朝鮮王朝の国王文書」
　　朴 竣鎬（国立ハングル博物館）
　　「韓国古文書の花押」<韓国語逐次通訳>
　　文 叔子（ソウル大学）
　　「朝鮮における私人間の契約文書について」
　　三上 喜孝（国立歴史民俗博物館）
　　「日韓古文書比較研究のための二つの視点─『前白』木簡と画指─」
　＜セッション２　中国の古文書をめぐって＞
　　黄 正建（社会科学院）
　　「中国古文書学概論─公文書の様式研究を例に─」<中国語逐次通訳>
　　阿 風（社会科学院）
　　「明清時代の『信牌』」<中国語逐次通訳>
　　丸山裕美子（愛知県立大学）
　　「中国文書様式の受容と変容」
　＜セッション３　アジアの文書と外交＞
　　荒木和憲（国立歴史民俗博物館）
　　「外交関係の文書─15～16世紀の現存文書を中心として─」
　　藤田励夫（文化庁）
　　「安南日越外交文書にみる花押についての試論」
　　四日市 康博（立教大学）
　　「イルハン朝（イラン）の文書」
　＜討論＞
　　総括コメントと司会：高橋一樹（武蔵大学）
　　　　　　　　　　　　小島道裕（国立歴史民俗博物館）

39

Ⅰ-１　共同研究



第10回研究会　
　日時：2018年３月８日（金）・９日（土）
　場所：国立歴史民俗博物館　第１会議室
　〔研究発表〕研究報告の執筆に向けて

　　　三上 喜孝「韓国出土の文書木簡（仮）」
　　　小倉 慈司「写経所における文字伝達（仮）」
　　　仁藤 敦史「古代公文書の成立条件（仮）」
　　　丸山 裕美子「告身と位記」　
　　　佐藤 雄基「日本文書史における書状の成立と展開─鎌倉期武家の書状まで」
　　　田中 大喜「中世武家の譲状と置文」
　　　松尾 恒一「三つの牛玉宝印─牛玉宝印・牛玉宝印札・牛玉杖─」
　　　古川 元也「モノとして残る文書（仮）」
　　　川西 裕也「朝鮮王朝の古文書における捺印の位置について」
　　　荒木 和憲「中世日本の往復外交文書」
　　　金子 拓　「織田信長馬廻の発給文書について」」
　　　小島 道裕「戦国大名の印判状について　付，中世文書におけるジェンダーの問題」
　　　橋本 雄太「中世文書の展示コンテンツ開発とそのWebシステム化」
　　　鈴木 卓治「企画展示におけるスマートフォンむけ音声ガイドの試行と考察」
　〔協議〕

　　・企画展示および関連事業の総括
　　・今後の活動について（刊行物の計画）

４．今年度の研究成果

　企画展示「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」（2018年10月～12月）の開催とその関連企画を予定通り実
施し，その過程で研究を前進させ，世に問うことができた。展示では，中世を中心とした日本の古文書学を総合的
に扱い，アジアの視点から見直した。古文書の比較研究には，実物ないし実物大の複製を実際に並べて見ることが
不可欠であるが，今回，実際にそれを行い，特に国際シンポジウムにおいては，韓国・中国の研究者も招いて展示
を実見しながら意見を交換し，その上でシンポジウムに臨んだことは，大変効果的であり，博物館における研究の
意義を示すことができた。内容的にも，国際的に通用する概念を用いて日本の古文書を体系的に見直し，新しい水
準を開くことができた。これらについては，研究報告の他，国際シンポジウムと歴博フォーラムの内容を中心とし
た一般書としても刊行する予定である。
　また，展示では古文書の展示のあり方についても多くの工夫を行い，展示方法や博物館教育の面でも実践的な成
果を挙げることができた。デジタルコンテンツについては，さらに拡充して，ホームページなどにおける学習コン
テンツなどとして展開を予定している。それを用いて，予定しながら実施に至らなかった大学での試行についても
試みたい。

５．全期間の研究成果　

　研究課題として当初掲げたのは，総合的な中世文書展を実施する背景となるような，日本における古文書学の体
系的な再構築であり，特に，古代文書と中世文書の連続性と変化，および韓国・中国など関連性の強いアジア諸国
の文書との比較であった。企画展示「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」（2018年10～12月）を目標としながら，
研究会における各時代・分野からの報告や，国立歴史民俗博物館および海外（韓国）の所蔵機関における実物資料
の調査を通じて議論を重ね，比較研究と古代から中世への展開を一体的に捉えることで，新たな体系としての展示
を実施することができた。
　すなわち，古文書を，官僚機構が発給する「『官』の文書」と，個人が発給する「書状」の二系統に分け，それ
ぞれがどのように機能するか，という視点で整理を行った。日本においては，古代から存在した書状様式の文書が
次第に機能を拡大して公文書としても用いられるようになり，律令由来の「『官』の文書」は中世には形骸化する。
このような現象は東アジアでも特異なものであり，王命系の文書では，日付上に漢字朱方印を一つ押印する様式が
広く東アジアで用いられ，ペルシャのイル・ハン朝にまで及ぶのに対し，日本では綸旨や御判御教書などの，公印
を押さない書状様式の文書が卓越していた。
　戦国時代に行われた印判状も基本的には花押の代替として印を用いているが，北条氏の「虎の印判」などは，日
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付上に押印しており，東アジアの中で見ると，「国際標準」に準拠したものと見なすことができる。しかし，江戸
幕府においては，その様式は受け継がれず，老中奉書など書状様式の文書が公文書として用いられたまま近代に至
る。
　このような整理は，国際的に通用しうる概念を用いて，アジアの中での日本の文書の特質を明らかにするもので
あり，従来行われていた，「公式様文書→公家様文書→武家様文書」という，日本における現象を追った整理とは
異なる，本質的で，従って国際的たりうるものとなったと考える。
　また，研究テーマの一つに掲げた「活用」の面においても，展示とそれに伴うコンテンツの開発によって，前進
させることができた。一見しただけではあまり面白くなく，とかく難解とされる古文書の展示方法については議論
がある所だが，見た目の様式を中心としつつ，機能の問題として着目すべき点や全体のストーリーを明示すること
や，観客の必要に応じて，図録，キャプション，音声ガイド，キャラクターによる説明，と４層に構成した解説体
系など，ひとつのあり方を提示した。デジタルコンテンツについては，古文書の超拡大（2000倍まで）と，画面と
音声による解読の二つのタッチパネルを開発し，今後さらにホームページなどでの展開も図ることを計画している。
　今後の予定としては，この他，研究報告と歴博フォーラム・国際シンポの内容を元とした一般書の刊行を予定し
ており，展示を中心に，デジタル素材の提供，図録・書籍の刊行，といった，一種のメディアミックスとして成果
の発信と展開を図っていることも今回の共同研究の特徴である。

６．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
　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

（３）学知と教育から見直す近代日本の歴史像
2018～2020年度

（研究代表者　樋口雄彦）

１．目　的

　本研究は，幕末から明治期までを対象に，近代「日本」や国民としての「日本人」が生成される過程を，学知・
教育・宗教・文化といった諸側面から総体的に見直すことによって，従来の個別分野毎による位置づけを超え，多
様かつ多層なひとびとの生きる姿を描き出すことを目指す。
　近世から近代に移行する時期においては，留学・移住など人々の動きのスケールがそれまでに比べ大きく変化し
た。加えて，西洋文化，宗教，「近代的」という概念に包含される学問や医療・衛生などの新しい考え方が日本に入り，
人々の日常に大きな変容を迫った。そればかりでなく，「西洋」におけるジャポニスムの勃興や近隣国から日本へ
の使節派遣など，日本と外国を往還する人・モノも飛躍的に増加した。
　これらにおいてとくに着目すべきは，歴史事象も人々の日常も同様に，多数派から少数派へ，強者から弱者へと

41

Ⅰ-１　共同研究



一方向的に流れるものではなく，あくまで双方向性，相互性の中で生成されるものであるという視角である。とき
には緊張感に満ちた中での相互の渡り合いのなかで変容のプロセスが進行していった（あるいは進行できなかった）
側面を描出し，その具体的な事象から全体像を展望することが必要である。
　このような課題の考察は，「幕末から明治」，「近世から近代」のようにこれまで自明と思われる傾向にあった歴
史区分や「日本史」像を再検討することにもつながるものといえる。さらに，当該時期のアジアを見渡せば，近世
教育機関から近代学校への移行は，儒教の否定，科挙の廃止，手習塾（朝鮮の書堂，台湾の書房）の衰退などさま
ざまに通底する問題をはらんだものであったことがいっそう浮き彫りになるものと予想される。このように学際的，
国際的に広範囲な目配りをした上で研究を実施し，国立歴史民俗博物館が創設以来の理念としてきた生活史の視点
を重視して，研究成果として展示の高度化に資するものとする。
　本研究は，1800年代半ばから1910年代までを対象に，「情報の伝播と具体的な人々のありかた」（積極的な受容や，
消極的な受け止め，あるいは恐怖や拒絶，さらには他者への媒介など）に，以下２つの方法で接近する。第一に，
館蔵資料を中心とする既存の文書群を，協働的に読み直し，新たな体系のもとで上記の具体相を示すことである。
第二に，フィールドワークをしながら新たな資料を発掘し，これまでは少数であることなどを背景に「日本史」研
究としての蓄積が多くはなかった事象（例えば樺太や千島のアイヌにとっての「日本」像や，学校教育や近代医療
を受けられないひとびとにとっての「近代」，東北地方にとってのキリスト教（ロシア正教）信仰など）の掘り起
こしと共有化を進めることを通じて，「外」から「宗教」や「学校教育」，「衛生」などの概念をもって迫られた信
仰や学びのありかた，病や習俗祭祀の変容を浮彫りにすることである。こうした目的を達成すべく，ＡとＢ，２つ
の研究班を設け，両者を有機的に連携させながら共同研究をおこなう。Ａ班は主に幕末から明治期を担当し，上記
第一のアプローチから共同研究を実施する。具体的には，これまで歴博が収集してきた木戸孝允関係資料・平田篤
胤関係資料・大久保利通関係資料・砲術関係資料・自由民権関係資料や館外の諸資料を，新たな見方で複眼的に読
み直す作業が中心となる。上記第二の方法を主に担当するＢ班は，明治の「国民形成」期から大正期に及ぶ「帝国
主義」時代までを展望し，フィールドワーク/新資料発掘とその共有化の作業を中心とする。

２．今年度の研究計画

　上述の２つの研究班は，班ごとの研究会またはフィールドワークを2回程度実施し，年度末にかけて合同で1度の
報告会を兼ねた総合研究会を実施する。なお両班は有機的な連携をはかるべく，Ａ・Ｂに関わらず全員が自由にど
の機会にも参加可能とする。
　Ａ班（分担者は樋口を中心に落合・木村・谷本・福岡・保谷）は，幕末維新期の海外からの情報摂取とその国内
における流通の諸相などを中心テーマに，歴博所蔵の木戸孝允関係資料・平田篤胤関係資料や館外の諸資料を使っ
て検討する。Ｂ班（樋浦を中心に石居・小川・北原・塩原・高木）は，ひとびとにとっての「近代化」経験に関わ
る諸資料を，地域史の到達点を踏まえながら教育/衛生/祭祀などの観点から読み解くことをめざし，まずは北海道・
東北に焦点を当てた研究会及びフィールドワークを行う。
　また，教育近代化をめぐる比較研究として平成31年度において予定している国際研究集会の準備のため，韓国と
台湾の研究状況の調査とゲストスピーカーとの打ち合わせを実施する。

３．今年度の研究経過

第１回研究会　５月13日（歴博）　研究の趣旨説明や総合展示第3・5・6展示室の現況確認などを行った。
　参加人数８名
第２回研究会　7月21～23日（青森中央学院大学・東奥義塾高校図書室）
　 １日目は青森中央学院大学開学20周年記念国際歴史シンポジウム「グローバル化の中の東北と近代移行期の「音」

文化」を共催する形で，基調講演（デビット・ハウエル「津軽海峡から世界へ」）を実施。２日目は　同上シン
ポジウムの研究と総合討論を実施，歴博側の共同研究メンバーから谷本晃久・木村直也両氏が報告３本（山下須
美礼「東北のハリストス正教と音楽」，鈴木啓孝「士族の近代と東北」，武内恵美子「弘前藩と音楽」）に対する
コメンテーターをつとめた。３日目は東奥義塾高校図書室が所蔵する弘前藩校旧蔵古典籍の調査・閲覧を実施。
歴博側参加人数10名（うち２名は外部の臨時参加者）

第３回研究会　10月28日（北海道博物館）
　 「北海道開拓記念館から北海道博物館へ─アイヌ民族・アイヌ文化の展示のあり方を中心に─」と題した小川正

人氏による報告が行われた。報告後は質疑応答のほか，報告内容に関係する展示室の巡見も実施した。参加人数
９名

第４回研究会　３月23日（国立歴史民俗博物館）
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　シンポジウム「「御真影奉護」の歴史と現在─奉掲所・奉安庫・奉安殿─」を開催した。
　 発表者:樋浦郷子(歴博）「千葉県一宮小学校に見る奉護設備の歴史」，発表者・ゲストスピーカー:佐喜本愛（九州

産業大学）「奉安殿と地域社会─福岡県京築地域を事例として─」，ゲストコメント:小野雅章（日本大学）
個別調査　館蔵資料の調査・撮影（歴博）　５月21日～６月14日，３月13日～14日，３月27日～28日

４．今年度の研究成果

　５月13日の第1回研究会では，研究の趣旨・目的について，具体的な成果発表（企画展示の開催や研究報告の刊
行など）までを見通し，参加メンバー全員が共通認識を持つことができた。
　７月21日～23日の第2回研究会は，次のように実施した。1日目と2日目は，国際研究集会「グローバル化の中の
東北と近代移行期の「音」文化」を会場校である青森中央学院大学と共催したうえ，23日には弘前市の東奥義塾高
等学校図書室資料調査を行った。21日は，一般公開のもとデビッドハウエル氏（ハーバード大学）の基調講演を行っ
た。世界の入り口かつその時代の中心地として青森や東北を位置づける講演内容は，日本史像の描き直し方を検討
する本共同研究にとても有益な手がかりとなった。22日は，原則として研究者に限定したうえで，研究発表および
総合討論を実施した。本共同研究メンバーから，谷口晃久氏（北海道大学）および木村直也氏（立教大学）がコメ
ンテーターとして参加した。谷口氏は千島アイヌが近代に辿った歴史過程をふまえて，「アイヌ文化」なるものの
なかで実は相対的に変化しうる「音」について鋭く指摘した。木村氏は，「音」に着目することによって民衆の姿，
思想を明らかにしうる豊かな可能性について指摘し，充実した議論を行った。23日は弘前大学の渡辺麻里子氏の協
力を得て，東奥義塾創設期の記録だけでなく，東奥義塾の前身である津軽藩校稽古館のテキストや津軽藩主の手元
にあった「奥文庫」など，全国的にみて非常に希少な資料について調査した。関東では入手しづらい研究論文等は
直接頂戴し，「奥文庫」等貴重資料は撮影する機会を得た。
　10月28日の第3回共同研究会は北海道博物館において，北海道記念館から北海道博物館への改組，最新のアイヌ
展示のありかた等について，メンバーの小川正人氏（北海道博物館学芸副館長）の説明のもと現地調査を行い，共
同研究およびその成果報告にとどまらず，ひろく歴博としてアイヌ展示をどうとらえなおすかについても検討した。
３月23日の第4回共同研究会は，「「御真影奉護」の歴史と現在─奉掲所・奉安庫・奉安殿─」と題するシンポジウ
ムを開催し，共同研究メンバー以外の研究者に対しても広く参加を呼びかけ，発表と質疑を通し当該テーマについ
ての理解を深めることができた。
　館蔵資料の個別調査（５～６月，３月）では，近世後期から幕末の武家の教育に関わる文書，幕末の風説留類，
幕末維新期の洋学関係の書籍，明治期の高等教育関連，勧業博覧会関係，神道関係，医療関係，幕末・明治初期の
アイヌ関連の資料などを出庫し，現物とその内容を確認するとともに，研究・展示の準備用として一部を撮影する
ことができた。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　石居　人也　一橋大学大学院社会学研究科・教授
　小川　正人　北海道博物館・学芸副館長
　落合　　功　青山学院大学経済学部・教授
　木村　直也　立教大学・特任教授
　北原かな子　青森中央学院大学・教授
　塩原　佳典　畿央大学教育学部・准教授
　高木　博志　京都大学人文科学研究所・教授
　谷本　晃久　北海道大学大学院文学研究科・教授
　保谷　　徹　東京大学史料編纂所・教授
　福岡万里子　本館研究部・准教授
○樋浦　郷子　本館研究部・准教授
◎樋口　雄彦　本館研究部・教授
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【基盤研究】

（４）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２回実施し，共同研究の成果論文集の作成に向けて準備を行う。また長崎の巡検，
そして可能であれば対馬・釜山の巡検を行う。2018年６月～12月にかけては研究代表者・福岡が人間文化研究機構
若手研究者海外派遣プログラムにより在外研究を行うため，その期間中，米国東海岸において，本基盤研究に関連
する研究調査も実施したい。

３．今年度の研究経過

①2018年５月19日～21日，今年度第１回目の研究会を実施し（＠長崎歴史文化博物館，８名全員参加），またこれ
に併せて長崎巡検を実施した。19日の研究会では，最初に成果論文集の作成に関する相談を行った後，共同研究
員・荒木和憲が報告「幕末期徳川将軍書翰の古文書学的系譜」を行い，質疑応答が交わされた。午後はゲストスピー
カー・佐野真由子氏（京都大学）の報告「『幕末外交儀礼の研究─欧米外交官たちの将軍拝謁』をめぐって」を得，
朝鮮通信使の接遇儀礼の蓄積が幕末外交儀礼の創出に与えた影響に関する研究成果をご紹介いただいた。その上
で，荒木が提示した知見とも絡めて，質疑応答と全体討論を行った。次にゲストスピーカー・原田博二氏（長崎
純心大学）から，歴博第３室にも複製が展示される長崎歴文博所蔵「寛文長崎図屏風」のご解説を頂き，質疑応
答を行った後，翌日・翌々日に控える長崎巡検についてブレーンストーミングを行った。研究会後は，近世長崎
史研究の専門家である原田氏のご解説を給わりつつ，歴史文化博物館の展示を見学するとともに，同地の長崎奉
行所立山屋敷跡としての巡検も行い，さらに長崎代官所跡を経て，近世の唐寺として知られる興福寺を巡検した。

　　20日（終日）～21日（午前中）は，引き続き原田氏のご協力を得つつ，長崎の近世対外関係史跡の巡検を行っ
た。具体的には，１日目は稲佐山山頂展望台から長崎湾を展望し，近世のオランダ船・唐船の入港経路や遠見番
所の位置関係などを観察した後，稲佐悟真寺の唐人・蘭人・露人墓地，西泊番所跡，戸町番所跡，小瀬戸遠見番
所跡，女神台場など近世築造の台場跡，新地荷蔵跡，銅座跡，唐人屋敷跡などを巡検した。2日目は，晧台寺及
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び大音寺後山の和蘭陀通詞名村家・今村家や長崎町年寄高島家などの墓所，諏訪神社，近世初期の唐人貿易商で
その後唐通事を務めた鉅鹿家の墓所などを踏査した。

②2018年10月31日～11月２日，米国ワシントンのスミソニアン協会及び米国国立文書館（NARA）において，幕末，
1860年に徳川幕府が米国政府に派遣した使節団（万延元年遣米使節団）が持ち渡った徳川将軍国書や日米修好通
商条約批准書，米国政府への贈呈品などの実見調査を行った（３名参加：横山・彭浩・福岡）。スミソニアン協
会では米国政府宛て贈呈品など，NARAでは国書と条約批准書などを調査したが，後者の実見調査は，遣米使
節団子孫の会の村垣孝氏・宮原万里子氏の尽力によって可能となったものであり，同子孫の会の調査に参加させ
ていただく形で実施できる運びとなった。なおスミソニアン協会では併せて，米国ペリー艦隊が日本から持ち渡っ
た日本コレクションの実見や，米国総領事タウンゼント・ハリスが1857（安政四）年の最初の江戸城登城・将軍
謁見の際に得た下賜品である一連の時服の実見調査を行った。

③2019年２月22～27日，近世対外関係の「四つの口」の一角を占めた対馬及び韓国の釜山の巡検調査を，中近世の
日朝関係史専門家である共同研究員・荒木和憲氏の協力を得て，実施することができた（６名参加）。対馬では
２月22日から25日午前中にかけ，中近世の朝鮮渡航船の発着地であった対馬北部の鰐浦・佐須奈，厳原市内の近
世宗家関係史跡（清水山城，金石城跡，万松院，漂民屋跡，藩公用船のドックであるお船江跡，桟敷城跡，藩校
日新館正門ほか），対馬中部の大船越瀬戸・万関瀬戸や芋崎の幕末露艦ポサドニック号占拠跡，また明治期築造
の姫神山砲台や，朝鮮通信使寄港地で日露戦争日本海海戦記念碑もある西泊などを巡検した。釜山では２月26日
から27日にかけ，釜山博物館において草梁倭館関係の展示を見学，釜山市立釜山市民図書館古文献室で旧釜山日
本総領事館記録として保存される幕末明治前期の日朝関係史料を熟覧，そして草梁倭館跡（龍頭山公園）や倭館
を管轄した朝鮮側役所である東萊府跡などを巡検した。

④2019年３月８～９日，今年度第２回目の研究会を実施した（＠歴博，４名参加）。成果論集とりまとめに備えた
論文の構想報告会とし，参加できた４名の共同研究員から以下の主題（いずれも仮題目）で論文構想報告を得た。：
三谷博「日中における海防技術の展開─虎門・大沽と江戸湾口の比較」，横山伊徳「南北戦争と東アジア」，荒木
和憲「幕末期徳川将軍書翰の古文書学的系譜」，福岡「米使ハリスとシャムとの1856年条約交渉─バウリング条
約見直し論を踏まえて」。都合がつかず欠席せざるを得なかった共同研究員からは，それぞれ「広東体制の中のS・
W・ウィリアムズ」（村尾進），「清朝の貿易管理と牌照・執照」（彭浩），「領事裁判権に関する三国比較」（小泉順子）
という仮題目で論文構想要旨が寄せられ，メンバー間で共有した。

４．今年度の研究成果

　５月実施の長崎研究会では，共同研究員の荒木氏が，中近世の日朝間に交わされた国書の様式に精通する見地か
ら，幕末の幕府の対西洋外交で新たに生み出された将軍書翰の検討を行い，古文書様式論からみたそれら国書の含
意について斬新な知見を提示した。次いでゲストスピーカーの佐野は，幕末外交の謁見儀礼にみる朝鮮通信使接遇
儀礼の影響について論じた。以上二つの報告を通じ，国書の様式や謁見儀礼という観点から，近世近代転換期の日
本外交の新たな側面が照射され，活発な議論が展開された。長崎史研究の第一人者・原田博二氏の全面的協力を得
て実施した長崎巡検では，中近世の長崎港の対外関係に関わる史跡を，長崎市街から離れた番所や台場，外国船の
入港経路なども含めて網羅的かつ濃密に踏査でき，非常に有意義なものとなった。
　10月末～11月初頭の米国ワシントンでの調査では，５月の長崎研究会で荒木が考察対象とした幕末将軍国書の原
本を実見調査すると同時に，国書とともに万延元年遣米使節団が持ち渡った日米修好通商条約批准書や贈呈品など，
関連する史料を一体として調査できた。米使ハリスに将軍から下賜された時服と併せ，幕末の幕府の外交姿勢を表
す具体的事物として貴重であり，かつ十分な調査が行われてこなかったことから，調査記録の公表を準備中である。
2019年２月の対馬巡検では，古代から近代まで一貫して，日本列島と大陸との交流と相克における前線に位置して
きた対馬の歴史的意味を凝縮させた一連の史跡と地理を実見し，長崎とは異なる近世日本の一「口」の特色につい
て理解を深めた。釜山巡検では，長崎・出島の十数倍は優にある草梁倭館の規模や，出島・唐人屋敷とこれらを管
轄した長崎奉行所との距離に比べると遥かに隔たる倭館と東萊府の距離感覚など，現地を実際に踏査せずには得が
たい知見を得られ，比較考察の議論を深めた。
　３月の研究会では，学界で様々な研究会が集中する時期にあいにく重なったこともあり，都合がつかないメンバー
が多かったのが残念であった。ただしその結果，集まれたメンバー４名のうち３名（三谷・横山・福岡）は幕末政
治外交史の専門家となり，ほか１名（荒木）も幕末の将軍書翰を考察の焦点としていたため，非常に密度の高い議
論となり，各自の成果論文の執筆に向け，有意義な機会となったと思う。今後，2019年中に可能であれば，成果論
集のとりまとめに向け再度，より多くのメンバーで集まり，準備を進めた論文構想を討議する機会を持つことがで
きればと考えている。
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　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（いずれも論文又は研
究ノート）：
・Koizumi, Junko, "Chinese "Secret" Societies in Siam in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries." 
In: East Asian Studies (Seoul[Korea], August 2018), Vol.37, No.2, pp.39-82.
・Fukuoka, Mariko, “German Merchants in the Indian Ocean World: From Early Modern Paralysis to Modern 
Animation,” in Angela Schottenhammer (ed.), Early Global Interconnectivity across the Indian Ocean World, vol.I: 
Commercial Structures and Exchanges (Palgrave Mcmillan, February 2019), pp.259-292.
・彭浩「明代後期の渡海「文引」──通商制度史的分析からの接近」，松方冬子編『国書がむすぶ外交』東京大学出版会，
2019年1月，247～267頁。
・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（三）」（『東京大学史料編纂所研究紀要』
29号，2019年３月，75～101頁）

５．全期間の研究成果

　19世紀中葉以降における近代西洋的な条約体制への組み込みと近世的国際秩序の抜本的再編・流動化という現象
は，多かれ少なかれ，日本や中国，朝鮮やシャム〔タイ〕といったアジア東方の国々に共有された経験であった。
しかしこの現象に関する歴史的研究は，日本対西洋，中国対西洋，シャム対西洋というように地域別・国別に行わ
れ，それらが共時的に，相互に連関し影響を与え合いながら進行した歴史的経過であったという事実とその意義は，
これまで十分に問われてこなかったように思われる。本研究ではその忘れられた相互連関，すなわち近世近代転換
期東アジアのミッシングリンクを，各分野の専門家の協力を得て，正面から取り上げることを期してきた。
　３年間の共同研究は，各共同研究員の専門と関心に基づく研究報告を踏まえてこれを分野横断的に討議する研究
会と，近世近代転換期における東アジア国際関係の焦点となった場所を選んで関係史跡を実際に踏査する巡検とを
組み合わせながら進めた。結果として，研究会は歴博・天理大学・九州国立博物館・長崎歴史文化博物館で実施し，
巡検は中国珠江デルタ地帯〔広州・マカオ〕・バンコクとペナン・長崎・対馬と釜山を対象として実施した。
　３年間の共同研究の成果として銘記すべきは，従来，各国史の枠組みの下，国毎・地域毎にぶつ切りに理解し把
握されてきた近世近代転換期東アジア各地の歴史的経過を，本来の面的広がりの中に置き直して理解し直していく
ための基盤を，各共同研究員の世界観の中に構築し得たことにあると思われる。巡検対象とした上記の各地を含め，
当該期東アジア国際関係の焦点となった各地は，海（南シナ海～東シナ海～日本海）を通じてつながり，帆船によ
る沿岸航路や19世紀中葉以降の蒸気船航路でヒトやモノや情報が縦横に行き来した，面としての広がりを共有する
空間であった。アロー戦争（中国）やバウリング条約（シャム），ペリー来航や諸港の通商開港（日本）など，い
わゆる「西洋の衝撃」に絡んで生起した歴史的事件は，そうした面的広がりを前提として，共時的な相互連関を持
ちながら連鎖的に起こった事実群である。そのような連鎖を，文献史料から読み取られる事実関係としてのみなら
ず，各地の巡検により，実際の現場を踏査した実体的な経験値の裏付けをもって考えられるようになったことの意
義は大きい。研究会において，日本対外関係史の諸側面（日蘭・日中・日朝・日米・日独関係）や中国史・シャム
史の専門家が集うことによる分野横断的な議論を蓄積し共有し得たことは，同様の効果をもたらし，各国史の狭間
にあって忘却されてきた連関関係について，数知れぬ「気づき」の瞬間を，各共同研究員の間に生み出した。
　上記の成果をとりまとめる論文集は，上述のような構成（３．今年度の研究経過，④）で計画しており，2020/21
年度中の刊行を見据えて準備中である。

６．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
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（５）日本列島社会の歴史とジェンダー
　　  2016～2018年度

（研究代表者　横山百合子）

１．目　的

　本研究は，（１）ジェンダーをふまえた日本列島社会の歴史的実態の実証的解明を進め，そこで解明された歴史
的実態が，これまでの日本史・考古学・民俗学研究における各時代の時代像・社会像とどのように連関するのかを
具体的・批判的に問い，日本史研究の到達点としての時代像・社会像をジェンダーの視点から読み替えていくこと
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社会における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
を解明する。

２．今年度の研究計画

　本年度は，（１）『国立歴史民俗博物館研究報告』通常号および特集号に向けた研究総括の推進，（２）歴史叙述
としての博物館展示とジェンダーについての研究推進，および2020年企画展示に向けての準備，（３）国際研究集
会や大学との共催による研究会の実施による，成果の国内外における可視化と定着，の三点を柱に研究の取りまと
めを行う。
　
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２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）２回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
５月５－６日第７回研究会「男性史に着目して」（於：歴博）
　村和明「近世商家研究におけるジェンダー史の可能性─三井家を中心に」
　加藤千香子（横浜国立大学）「男性史研究の可能性──〈青年〉からの日本近現代史」
　澤田和人「近代女性の服飾に関する２，３の問題」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７月22日第８回研究会（於：歴博）
　2020年企画展示の計画討議
　 伊集院葉子・義江明子「鳥取県青谷横木遺跡の女子群像板絵，男女官人の人形，勧請板，田植え木簡をめぐって

──展示案の構成に向けて」
　仁藤敦史　コメント
　山田康弘「１室展示リニューアルとジェンダーについて」
９ 月15～17日三重大学海女研究センターとの共催による第9回公開研究会「女性労働と身体イメージ─海女・織布・
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手芸─」（於：三重大学海女研究センター）
　東村純子「古代の織物生産と女性労働」
　アン・ミジョン（韓国海洋大学国際海洋問題研究所）「自著『済州島海女の民俗誌』を語る」
　コメント：松田睦彦，塚本明（三重大学海女研究センター）
　池田忍「近代の手仕事（工芸・手芸）と「家／ホームの関係」
　水野僚子「物語絵画としての絵巻に表れる女性の身体イメージ」
　鳥羽巡検，伊勢神宮・斎宮博物館巡検
10月27日第10回研究会　公開書評研究会（於：東京大学福武ホール会議室）
　柳谷慶子「書評：福田千鶴『近世武家社会の奥向構造─江戸城・大名武家屋敷の女性と職制』」
2月16～17日第11回研究会　研究総括（於：歴博）
　展示にむけての全体打合せ（各時代チームから）
　柳谷慶子「大名家「女使」の職務と権威─使者としての奥女中─」
　関沢まゆみ「田植えと女性」
　小島道裕「後家尼と家族の像について─中世末～近世初の風俗画から─」
　久留島典子「婚姻・養子関係と中世領主ー石見益田氏を素材に」
　中世，近世グループ打ち合わせ
12 月２日　国際研究集会主催「買売春と社会─日本中世から近代まで─Prostitution and Society in Japan:from 

Pre-modern to Modern Era」（於：東京大学文学部法文1号館）
　横山百合子　開催趣旨
　辻　浩和「中世遊女の家族と信仰」
　エイミー・スタンレー（ノースウェスタン大学）「ジェンダー史としての天保改革と江戸」
　横山百合子「新吉原遊廓における遊女の自己形成とリテラシー」
　廣川和花「明治期日本の梅毒と地域社会 ─栃木県塩谷郡の事例から─」
　高木博志（京都大学）「遊廓・花街と金光教の布教」
　小野沢あかね（立教大学）コメント
　義江明子（元帝京大学）総括
２ 月７日　JSPS科研費（18H00700）「東アジア諸王室における「后位」儀礼比較史の協業的研究」主催/基盤研究「日

本列島社会の歴史とジェンダー」共催：国際研究集会「古代朝鮮・日本における后位，王族女性の諸相」
　義江明子「６－７世紀　倭の男女王族─系譜様式を手がかりに」（於：東京大学史料編纂所）
②推進会議
　推進会議を３回開催した。
③資料収集・調査
　 遊廓資料を多数含む須坂市所蔵坂本家文書の整理と目録作業を進めた（2019年度，目録刊行予定）。喜連川市，

八日市市の遊郭関連史料の調査研究を開始した。
④ 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７～９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） ５回の研究会を開催し，３年間の成果のとりまとめと総括を行った。これらは，2019年度刊行の『国立歴史
民俗博物館研究報告』（以下，『研究報告』）通常号における中間報告「歴史叙述としての博物館展示とジェン
ダー」（論文２，研究ノート１，資料研究活動報告３）を投稿中である。また，３年間の総括として，『研究報告』
特集号（2020年度刊行予定），2020年企画展示「ジェンダーから見た日本の歴史（仮題）」開催準備を進めた。

（２） 国際研究集会「買売春と社会」（2018.12.２）， およびJSPS科研費（東京大学史料編纂所，18H00700）との共
催による国際研究集会（2019.２.７）により，“社会史としての買売春研究”，“ジェンダー視点に立つ古代東ア
ジア比較史”という新たな研究領域の開拓を進めた。

（３）初年度以来から継続して，推進会議と全体会を組み合わせて開催することにより，効率的な運営を図った。
（４） 第９回研究会を三重大学海女研究センターとの共催・公開で行ったほか，JSPS科研費18H00700「「東アジア

諸王室における「后位」儀礼比較史の協業的研究」（代表：東京大学史料編纂所准教授・共同研究員伴瀬明美）
との共催により，東アジアにおけるジェンダーの比較史の分野で大学との積極的連携を進めた。

（５） 成果の可視化のため，2020年企画展示に向けて，本年度，展示プロジェクトを立ち上げた。また，国内外へ
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の迅速な成果発信のため，ニューズレター発行（７～９号）とブログの充実を図った。
（６） 大学・大学院教育への貢献については，成果の発信も兼ねて，千葉大学文学部の学生・院生対象の演習の共

同運営を行い，学生の積極的な反応を得た（2019.２.13～18）。
（７） 当初の計画にはなかった発展的活動として，研究の社会的貢献と異分野融合をめざす自然科学研究機構・人

間文化研究機構共催イベント（2019.３.24）の企画に携わり，アウトリーチ活動を通じた研究成果の社会的還
元に取り組んだ。また，歴博総合展示1室リニューアルについてジェンダー視点から改善に寄与した。

５．全期間の研究成果

　３年間を通して，前近代に比して近現代資料の発掘・整理に予定以上の時間がかかり，進捗状況に若干の差が生
じていたが，最終年度である本年，メリーランド大学のプランゲ文庫や，近現代の遊郭の遊客名簿，経営帳簿など
セクシャリティをめぐる史料調査が進み，従来の研究を大きく乗り越える展望を得るに至った。その結果，A～D
の４つの課題に沿って，ジェンダーの視点から各時代の時代像・社会像を読み替え新たな歴史像の構築を目指すと
いう本研究の研究目的は，おおむね達成できたものと考える。特に政治空間や，衣料関係の労働をめぐるジェンダー
の構築過程の解明，セクシャリティと各時代の家を含む社会構造との不可分な関係の可視化，文字など文化を視野
にいれながら主体としての男女の歴史的実態の解明を進めたことなどは重要な成果である。また，歴史学・民俗学・
美術史など多分野の研究を基礎に，時代・分野横断的な研究を推進するという点についても十分な成果を挙げた。
　今後深めるべき課題として新たに浮上してきたのは，①近現代分野における更なる研究深化，②歴史叙述として
の博物館展示とジェンダーの考察および実践的取り組みの２点である。①については基幹研究「近代日本社会の形
成・展開についての学際的・国際的研究」の第２ブランチ「近代日本における産業・労働の展開とジェンダー」で
研究の継続/発展をはかり，②については，2019年度歴史学研究会大会特設部会「歴史学における男女共同参画」
での報告のほか，館内の共同研究等にジェンダー視点を取り入れる取組みを進めていく。

６．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　東京大学大学院人文社会系研究科・准教授　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　千葉大学大学院人文科学研究院・教授　日本美術史
　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　五味玲子　千葉大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程
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（６）人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討
　 　2016～2018年度

（研究代表者　山田康弘）

１．目　的

　日本各地，特に渥美半島や瀬戸内において1920年代を中心に出土した縄文人骨群は，戦前・戦後を通して「日本
人種論」の中核をなす資料であったとともに，考古学的にも縄文時代晩期墓制の基準資料とされ，これまでにも多
くの研究者が当該資料を用いて研究を行ってきた。しかしながら，申請者の山田を研究代表者とする最新の研究成
果（歴博共同研究「先史時代における社会複雑化・地域多様化の研究」（2012～2014年度），科研費基盤研究（B）

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

２．今年度の研究計画

　本研究を遂行するためには，各遺跡出土人骨の検討に基づく新規の出土人骨データベースの作成，資料のサンプ
リングが欠かせない。そのため，上記の遺跡から出土した人骨を保管している東京大学総合研究博物館・京都大学
総合博物館・京都大学理学部・国立科学博物館・各市町村教育委員会等と連携をはかり，年代測定・同位体比測定・
DNA抽出用のサンプリングを行っていくこととなる。上述した目的を達成するため，研究期間中を通じて全国各
地の出土縄文人骨データベースの作成を行なうとともに，2018年度の研究計画は次のように予定している。
　岩手県蝦島貝塚・福島県三貫地貝塚・愛知県伊川津貝塚等の資料について上記の資料と同様の検討を行い，出土
人骨の年代，食性，社会構造について検討するとともに，これまで２年間の成果を踏まえた形で，研究成果のまと
めを行う（担当：全員）。また，この段階までにDNAの抽出が可能と思われる事例に対して，遺伝学的な検討も合
わせて行う（担当：太田）。
　なお，これらの研究成果は適宜，日本考古学協会および日本人類学会，あるいは欧米における学会・雑誌におい
て発表を行うものとし，研究終了の翌年度に歴博研究報告のエントリーを行うものとする。また，本研究はより
拡大した内容（仮課題名Bio-Archaeologyの確立と実践）を以て，継続的に科学研究費基盤研究（A）にも申請し，
同時に科研費の獲得も試みることにする。加えて，津雲・吉胡貝塚の資料など，これまで測定対象としたが検討が
不足している事例についてもさらなる考察を加えたい。

３．今年度の研究経過

　今年度から，幸いにも科学研究費補助金（基盤研究（A）「考古学・人類学・文化財科学の学際的研究による縄
文社会論の再構築」）を獲得することができたため，先の研究計画を変更し，共同研究では縄文時代の資料との比
較検討を行うために千葉県矢本横穴墓出土人骨の年代測定および炭素・窒素同位体分析を行った。
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　また，科研費研究会と合同で，2018年11月23日に，東京大学理学部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：考古学・人類学・文化財科学の学際的研究による縄文社会論の再構築
②太田：伊川津・縄文人ゲノムから見た東アジア人類集団
③覚張：側頭骨サンプリング法の検討
④石丸：縄文時代の動物資源利用－渥美半島周辺域での同位体分析による検討－
⑤工藤：有用北部津パッケージの伝来時期について
⑥水嶋：自身の研究紹介と保美貝塚遺跡との係わり
　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。
　さらに，第二回研究会を2018年12月９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：これまでの埋葬小群に対する理解と年代測定による再検討
②日下宗一郎：津雲・吉胡貝塚出土人骨の放射性炭素年代と食性の変遷
③米田穣：古人骨の同位体比と炭素年代による縄文時代研究
④山崎　健：人骨研究と動物骨研究の接点
⑤坂本　稔：学術新領域プロジェクト
⑥設楽博己：祖先祭祀と親族組織
⑦五十嵐由里子：縄文時代の人口構造─人骨から推定する出生率と人口構造─

４．今年度の研究成果

　先に述べたように，今年度から幸いにも科学研究費補助金（基盤研究（A）「考古学・人類学・文化財科学の学
際的研究による縄文社会論の再構築」）を獲得することができたため，先の研究計画を変更し，共同研究では縄文
時代の資料との比較検討を行うために千葉県矢本横穴墓出土人骨の年代測定および炭素・窒素同位体分析を行った。
これにより，関東地方における縄文時代と古墳時代の生業形態・生活環境を比較検討する資料を入手することがで
きた。

５．全期間の研究成果

　研究自体は，科研費の獲得によりそちらに引き継いだ形となっているため，決して終了したわけではない。しか
しながら，この3年間で具体的には，愛知県吉胡貝塚，保美貝塚，伊川津貝塚，岡山県津雲貝塚，船元貝塚，熊本
県轟貝塚などの重要遺跡出土人骨の年代測定，炭素・窒素同位体分析を，伊川津貝塚においてはDNA分析を進め
ることができ，墓制論における基礎的研究を推進することができた。さらに同位体分析からは抜歯型式と環境変化
の相関を，DNA解析においては日本ではじめて縄文人骨の全ゲノムを読むことに成功し，縄文人の出自・系統に
ついても議論を行うことができた。これらの研究成果は逐次学術雑誌や学会発表という形で公表されている。
　この間の研究成果としては，以下のものをあげておきたい。

【論文・研究ノート】
山田康弘2019「愛知県保美貝塚（B貝塚）における人骨集積遺構の調査」『考古学研究』第65巻第4号，巻頭口絵，

pp.91-93,3月（査読無し）。
Soichiro Kusaka, Yasuhiro Yamada, Minoru Yoneda 2018 Ecological and cultural shifts of hunter-gatherers of 

the Jomon period paralleled with environmental changes 　American Journal of Physical Anthropology 

167 pp.377-388（共著，査読あり）
Hugh McColl, Gakuhari Takashi, Hiroki Oota, Minoru Yoneda, Yasuhiro Yamada, at el. 2018 The prehistoric 

peopling of Southeast Asia Science 361 (6397), pp.88-92, DOI: 10.1126/science.aat3628（共著，査読あり）
山田康弘2018「「モニュメント」としての多数合葬・複葬例再考－下太田貝塚における多数遺骸集積土坑の検討を

中心に－」『国立歴史民俗博物館研究報告』第208集，143-164頁，3月。（査読有）
山田康弘2017「抱石葬小考」『二十一世紀考古学の現在－山本暉久先生古稀記念論集』，247-256頁，5月。（査読無し）

【学会発表】
山田康弘2018「人骨の年代測定による葬法および墓域構造の検討」『第72回日本人類学会』，10月20日，於三島市民

文化会館。
水嶋崇一郎2018「成人期縄文人の橈骨／上腕骨長比が際立って大きい点を，未成人骨の分析から考える」『第72回

日本人類学会』，10月20日，於三島市民文化会館。
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太田博樹2018「伊川津・縄文人ゲノムからみた東アジア人類集団の形成史」『第72回日本人類学会』，10月20日，於
三島市民文化会館。

日下宗一郎2018「津雲貝塚より出土した縄文時代人骨の放射性炭素年代測定」『第72回日本人類学会』，10月21日，
於三島市民文化会館。

山田康弘・米田穣・日下宗一郎2017「岡山県船元貝塚・熊本県轟貝塚出土人骨のC14年代と考古学的検討」『第71
回日本人類学会大会』，11月4日，於東京大学。

日下宗一郎2017「縄文時代人骨のハイドロキシアパタイトの炭素同位体分析」『第71回日本人類学会大会』，11月4日，
於東京大学。

近藤　修2016「保美貝塚盤状集積人骨における人為損傷について」『第70回日本人類学会大会』，10月8日，於NSG
学生総合プラザSTEP（新潟市）。

水嶋崇一郎2016「縄文時代津雲貝塚人の下肢骨形態特徴の相互関連性について」『第70回日本人類学会大会』，10月
8日，於NSG学生総合プラザSTEP（新潟市）。

山田康弘・日下宗一郎・米田　穣2016「東海地方縄文時代晩期における抜歯習俗の再検討」『日本考古学協会第82
回総会』，5月29日，於学芸大学。

６．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）

（７）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
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ついて検討を行う。

３．今年度の研究経過

2018年８月６～９日：資料調査（国立歴史民俗博物館）および研究会，参加８名（坂本，清水，藤井，大山，横山，
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
食などを記録した。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。部材の断面をデジタルカメラで撮影し，年輪幅によるクロノロジーの構築・年輪年代測定を試
みた。
　共同研究の最終年度にあたり，今後の研究の方向性について議論した。
2018年８月18日：研究打ち合わせ（京都大学），参加２名（坂本，横山）
　員数外資料として収蔵されなかった古材について，調査方法について議論した。
2018年８月28日：研究打ち合わせ（京都工芸繊維大学），参加３名（坂本，清水，横山）
　員数外資料として収蔵されなかった古材について調査を行い，一部を部材として特定した。

４．今年度の研究成果

　今年度の調査で，収蔵庫内にある建造物古材全点（点数は集計中）の所在を確認できた。しかしながら，目視に
よる調査は3年間で終了することができなかった。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。員数外資料は本建造物古材の受入時に部材や帰属建物の判定が十分でなく収蔵されなかった
資料であり，先行して年代測定や物性試験が行われていた。今回改めて調査を行なった結果，一部の資料は部材と
して特定することができた。

５．全期間の研究成果

　本研究は木材科学的な資料研究を実施するため，当初から収蔵資料からの試料採取を志向していたが，結果とし
て切断・穿孔といった大掛かりな試料採取は行わず，調査時に剥落した断片を対象にした炭素14年代測定や樹種同
定などに留まった。部材表面を光学的に調査する可能性を検討するため，マルチバンドカメラによる建造物古材の
撮影も行ったが，今のところ目立った成果は得られていない。それでも，採寸，形状や加工痕の観察，目視による
樹種，年輪の本数や木取りの検討，部材の種類や帰属建物の推定といった建築史学的な部材調査を行い，1934～
1935年の東大門修理の際の古材が多く含まれることが判明したことは成果の一つであろう。
　剥落片の炭素14年代測定を実施したところ，建造物古材は大きく古代，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。この結果は，建築史学的な部材調査の
結果とも照合され，その検証に役立てられた。
　なお，本研究に際し，京都工芸繊維大学の学生に調査の機会が与えられたことが特筆される。文化財建造物の修
理現場以外でこれほど大量の建造物古材を調査できる機会は他になく，モノ資料に基づいた実践的な資料研究の経
験を積むことができた。本建造物古材の活用方法の一つとして提案できる成果であろう。
　本建造物古材の調査は，外部資金により2019年度以降も継続する予定である。また，試料採取を伴う木材科学的
な調査は，員数外資料について実施を計画する。極めて繊細な資料であり，成果報告の方法についても検討の余地
を残すが，資料に基づく文理融合型の共同研究のモデルケースを示すことができたと考えている。すなわち，種類，
形，加工痕や風食，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
方法を応用し，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。

６．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
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　中尾　七重　山形大学理学部・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

（８） 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

【映像制作】
　「二五穴」に関する研究映像は，編集を進め，日本語版を完成させたのち，英語版を完成させる。また，「からむ
し」についての研究映像は，年度内に日本語版を完成させる。

【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，新規の共同研究等の研究プロジェクトの立
ちあげに向けた検討などをおこなう。

【その他】
　研究映像の英語版の作成（気仙沼・二五穴），歴博映像フォーラムの開催（二五穴），過去の民俗研究映像の撮影
素材の保存と情報蓄積，歴博の研究映像の30年を総括する歴博映像祭の開催など。
　また，当初の予定になかったが，歴博外部評価委員による点検・評価報告において，とくに国際連携・国際発信
について，具体的な方法について検討を求められていることから，韓国・台湾の博物館等の関係者に英語版を視聴
してもらう機会をつくり，研究映像の国際連携・国際発信について意見交換をおこなう。

３．今年度の研究経過

【映像制作】
　「二五穴」は，今年度，編集を中心に進め，「二五穴─この水はどこへ行くのか─」「二五穴─水と米を巡る人び
との過去・現在・未来─」の２作の日本語版を完成させ，「二五穴　記録映画完成報告・映写会」（11月18日，松丘
コミュニティーセンター，君津市）を開催し，成果を撮影地域に報告したほか，「歴博フォーラム13　二五穴─水
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と米を巡る人びとの過去・現在・未来─」を開催して成果を一般公開した。さらに２作品とも英語版を制作し，日
英二か国語のDVDを完成させた。「からむし」に関する研究映像では，予定の撮影を終了したのち，編集を進め，
最後の共同研究会で上映し，質疑応答をおこなった。
【研究会】

日時：11月17日（土）　13:00～17:00
場所：国立歴史民俗博物館　第3研修室
内容：ゲストスピーカー：寺田匡宏（総合地球環境学研究所・研究部・客員准教授）
　　　「100才ごはん，3才ごはん─地球研での食と記憶をめぐる映像インスタレーション」
　　　分藤大翼「からむしの聲－歴博研究映像制作の中間報告」
日時：11月18日（日）10:00～17:00
場所：小櫃川周辺・松丘コミュニティセンター
内容：小櫃川周辺の巡見
　　　「二五穴　記録映画完成報告・映写会」松丘コミュニティセンター
　　　研究映像の上映「二五穴─この水はどこへ行くのか─」（約20分）
　　　研究映像の上映「二五穴─水と米を巡る人びとの過去・現在・未来─」（約40分）
　　　　西谷大・島立理子・内田順子による報告と質疑応答
日時：３月23日（土）13:00～17:00
場所：国立歴史民俗博物館　第3会議室
内容：研究映像「からむしのこえ」上映
　　　分藤大翼による報告と討論

【その他】
　・英語版制作「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から─」
　　　　　　　 「二五穴─この水はどこへ行くのか─」
　　　　　　 　「二五穴─水と米を巡る人びとの過去・現在・未来─」
　・歴博映像フォーラム13「二五穴─水と米を巡る人びとの過去・現在・未来─」
　　日時：2019年3月2日（土）：13時00分～16時30分
　　場所：国立歴史民俗博物館　講堂
　　主催：国立歴史民俗博物館
　　内容：趣旨説明　西谷　大
　　　　　研究映像「二五穴─この水はどこへ行くのか─」
　　　　　研究映像「二五穴─水と米を巡る人びとの過去・現在・未来─」
　　　　　講演１　西谷　大「二五穴からみた身の丈にあった技術」
　　　　　講演２　島立理子「民俗学と歴史学の邂逅─フィールドを介した学際的研究─」
　　　　　講演３　内田順子「民俗誌映画と地域の記憶」
　　　　　総合討論・質疑応答
　　入場者数：241名
　・歴博映像祭２「民俗研究映像の30年」
　　日程：2018年８月18日（土）～９月２日（日）
　　場所：国立歴史民俗博物館　講堂
　　主催：国立歴史民俗博物館
　　協力：国立歴史民俗博物館友の会，株式会社毎日映画社
　　 後援：いざなぎ流と物部川流域の文化を考える会，一般社団法人 日本映像民俗学の会，長崎くんち塾，日本

葬送文化学会，一般社団法人 日本民俗学会
　　上映した歴博研究映像：26シリーズ（45本）
　　 講演者：西谷　大，松井　健，篠原　徹，山田慎也，内田順子，青木隆浩，小池淳一，関沢まゆみ，新谷尚紀，

柴崎茂光，福田アジオ，松田睦彦，安室　知，松尾恒一，川森博司，小島美子，川村清志，小林忠雄，福原敏
男（講演順）

　　入場者数：1,397名
　・博物館歴史学セミナー「博物館と地域連携─地域の歴史を掘り起こし，人々を結び，未来へ託す」
　　日程：2018年９月21日
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　　場所：國立臺北藝術大學
　　上映した歴博研究映像：「二五穴─この水はどこへ行くのか─」（中国語版・西谷　大制作）
　・第41回日本映像民俗学の会二風谷大会「アイヌと北方文化」の共催と歴博研究映像の発表
　　日程：2018年10月19日（金）～10月21日（日）
　　場所：ふれあいセンター平取・視聴覚ホール（19日），沙流川歴史館レクチャーホール（20日，21日）
　　主催：一般社団法人日本映像民俗学の会
　　共催：平取町教育委員会，国立歴史民俗博物館
　　 上映した歴博研究映像：「アイヌ文化の伝承2010　二風谷」（短縮版），「アイヌ文化の伝承2010　白老」（短縮版），

「二五穴─この水はどこへ行くのか─」
　・歴博研究映像のアンコール上映
　　「明日に向かって曳け」（制作：川村清志）
　　日程：2018年10月３日（水）
　　場所：熊本大学全学教養棟E205教室
　　主催：熊本大学文学部・熊本大学大学院社会文化科学研究科
　　共催：国立歴史民俗博物館
　　「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」（制作：葉山　茂）
　　日程：2018年10月21日（木）
　　場所：新潟県立歴史博物館講堂
　　主催：新潟県立歴史博物館
　　共催：国立歴史民俗博物館
　　「屋久島の森に眠る人々の記憶」（制作：柴崎茂光）
　　日程：2018年11月22日（木）
　　場所：岩手大学北桐ホール（教育学部総合教育研究棟）
　　主催：岩手大学農学部森林科学科
　　共催：国立歴史民俗博物館

４．今年度の研究成果

　「二五穴」の研究映像については，西谷・島立・内田で編集打合せを重ね，撮影素材チェック，シナリオ制作，
粗編集を夏までにおこない，夏以降，製作協力の毎日映画社にて本編集作業をおこなって，粗々完成した「二五穴 
─この水はどこへ行くのか─」を，台湾（９月）および北海道（10月）で上映し，映像の意図が適切に伝わるか観
察したほか，11月には，撮影地である君津市で「二五穴─この水はどこへ行くのか─」および「二五穴─水と米を
巡る人びとの過去・現在・未来─」を上映する報告会を共同研究会の一環として開催し，地元および共同研究員か
らの指摘を検討して必要な修正を加え，視聴者の意見をフィードバックしながら日本語版を完成させることができ
た。また，それをもとに英語版も完成させた。英語版をもとに，ICOM京都の地域博物館国際委員会の発表に応募・
受理され，９月のICOM京都で報告予定である。 
　「からむし」の研究映像は，分藤・春日で撮影・編集を進め，日本語版を粗々完成させ，共同研究会において意
見交換をした。とくに，昭和村の話し手のことばを，どこまでテロップで文字化することが適切かについて議論を
おこない，その検討を反映して，編集の最終仕上げをおこなって，2019年度の歴博映像フォーラム等で一般に公開
する。
　今年度はそのほか，前年度までに制作した研究映像を公開する事業を，本共同研究の活動を基盤として進めるこ
とができた。

５．全期間の研究成果

【映像制作】
　全期間の中で，予定していた３つのテーマについて映像制作をおこない，①②については研究・教育目的での視
聴用にDVDでの貸し出し対応を開始したほか，館内の映像コンテンツ視聴スペース（メディアルーム）で，来館
者が誰でも視聴できるように公開した。③は2019年度，英語版制作後に日本語版と合わせてDVD化する。
①「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から─」（制作担当：葉山　茂）
②「二五穴─この水はどこへ行くのか─」（制作担当：西谷　大・島立理子・内田順子）
　  「二五穴─水と米を巡る人びとの過去・現在・未来─」（制作担当：西谷　大・島立理子・内田順子）
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③「からむしのこえ」（制作担当：分藤大翼・春日　聡）
【英語版制作】
　全期間の中で，予定していた３作品について英語版制作をおこない，研究・教育目的での視聴用にDVDでの貸
し出し対応を開始したほか，館内の映像コンテンツ視聴スペース（メディアルーム）のコンテンツに加え，来館者
が視聴できるようにした。
①「明日に向かって曳け─石川県輪島市皆月山王祭の現在─」（制作担当：川村清志）
　（Challengers of Passing on Sanno Festival : Current Report on Minatsuki in Wajima City）
②「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から─」（制作担当：葉山　茂）
　（The Remindaer : The Life and items in Kesennuma, A Tsunami-hit Area）
③「二五穴─この水はどこへ行くのか─」（制作担当：西谷　大・島立理子・内田順子）
　（Nigoana Where do these Waters flow?）
　「二五穴─水と米を巡る人びとの過去・現在・未来─」（制作担当：西谷　大・島立理子・内田順子）
　（The past, present and future of the people intertwined with water and rice）

【多様なフォーマットについての研究】
　初年度，共同研究員の鈴木卓治が担当し，株式会社IMAGICAイメージワークスに依頼し，歴博が制作・蓄積し
てきた研究映像の保存および配信に関する技術調査を実施した。各種テープで撮影・制作・保存している素材では，
すでにそれらのフォーマットがサポートされない形式となっている。SD（スタンダート）映像の場合は，SDのま
まデジタル化し，保存する。変換したデータは外付けHDDに保存し，年に1回，新たなHDDにコピーを繰り返す
ことによって，個体の故障を乗り越えられる，という調査結果であり，概ね，これまでの保存方法が適切であるこ
とがわかった。また，撮影素材のインターネットでの配信については，現有の素材のボリュームを考慮すると，サー
バ関係だけで，その概算費用は1000万円を超え，さらにシステムの運用に年間200万円の経費が見込まれるという
調査結果が示され，実現はかなり難しい見通しであることがわかった。

【その他】
　撮影素材の研究資源化には，上記などの問題があり，活用はいぜんとして難しいが，完成された映像については，
これまでのデジタル化の成果として，最終年度に開催した「歴博映像祭２」での研究映像の網羅的上映と，制作者
による作品解説の歴博ホームページでの公開

（https://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/old/f2018/index.html#fest）
に加え，1988年度以降に制作した研究映像すべてを，館内のメディアルームで，来館者が誰でも視聴できるように
公開するなど，共同利用性を高めることができた。また，メディルームで公開される映像コンテンツは，2020年度，
館内のパソコンでWEBブラウザから利用できるようにする計画があり，それが実現すれば，さらに共同利用性を
高めることができる。 

６．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　山内　宏泰　リアス・アーク美術館・学芸係長
　島立　理子　千葉県立中央博物館・主任上席研究員
　分藤　大翼　信州大学全学教育機構・准教授
　春日　　聡　多摩美術大学・非常勤講師
　青木　隆浩　本館研究部・准教授
◎内田　順子　本館研究部・准教授
　小池　淳一　本館研究部・教授
○川村　清志　本館研究部・准教授
　柴崎　茂光　本館研究部・准教授
　鈴木　卓治　本館研究部・教授
　西谷　　大　本館研究部・教授
　葉山　　茂　本館研究部・特任助教
　三上　喜孝　本館研究部・准教授
　山田　慎也　本館研究部・准教授
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（９） 高精度同位体比分析法を用いた古代青銅原料の産地と採鉱に関する研
究
2018～2020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，変容してい
く。その影響は青銅器原料の産地や採鉱技術にも及んでいる。
　青銅器原料の産地推定は，これまで主に，表面電離型質量分析装置（TI-MS: MAT262）による鉛の同位体比
分析で行われてきた。しかし，同装置は分析精度が比較的低く（208Pb/206Pbで0.2‰程度），銅とスズの同位体比
分析ができなかった。歴博は，2015年度に銅・スズ・鉛のいずれも同位体比分析できる，高精度（208Pb/206Pbで
<0.02‰）の高分解能マルチコレクタICP質量分析装置（MC-ICP-MS: NEPTUNE PLUS）を導入した。また，2016
年度から山口大学：山口学研究センターと包括協定を結んでおり，それに基づき，同県内を主なフィールドとして，
科研費による共同研究を開始している。本研究ではこれらをふまえ，以下の３課題，特に「課題２」に重点をおい
て取り組んでいく。
　課題１）日本産原料の使用開始時期とその地域の解明
　古墳時代後期以降，日本産原料があらわれ，鉛同位体比分析によって，6世紀後半～7世紀初めまで遡る可能性が
指摘された。近年の精密分析の成果に基づき，鉛とスズの同位体比から，原料が海外産か日本産かの識別を試みる。
また，使用開始の時期と地域は研究分野によって見解が異なり，日本産原料を産出した鉱山がどこだったのかも未
解明のままなので，各分野の成果を総合し，その実情を明らかにしていく。
　課題２）古代において青銅器原料を供給した鉱山の特定とその推移の明確化
　古代（8～10世紀）の青銅器の鉛同位体比は，山口県産に収斂しており，出土考古遺物や文献史学の研究結果と
併せて，特に長登鉱山や蔵目喜鉱山がそれらの産地として有力とみられていたが，数値には広がりがあり，他鉱山
の関与も考えられていた。本研究では，山口県とその周辺地域にある古代の遺跡を，考古学と炭素14年代測定を併
用して年代を定め，出土青銅関係資料の鉛同位体比を高精度分析する。同様に精密分析した山口県内各鉱山のデー
タと比較し，時期による青銅器原料の産地の変遷を解明する。
　課題３）古代に採掘された銅の鉱石種別の判定と日本における採鉱状況の究明
　銅鉱床内には硫化銅と酸化銅があり，青銅原料は酸化銅鉱から始まって硫化銅鉱へと移っていったと考えられて
いるが，それがどの時期であったのか，まだはっきりとしていない。先行研究によって，硫化銅と酸化銅は銅同位
体比に顕著な相違があることがわかっている。本研究では，各時期に作られた青銅器を選択し，鉛と銅の同位体比
から，原料鉱石の種別判定を試みる。時期や青銅器の器種によって原料鉱石の種別に相違がある場合は，考古学と
文献史学の成果も併せて考察することによって，当時の採鉱の状況を明らかにし，技術史的背景を究明する。

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

　山口大学と山口市が共同で発掘調査を実施している周防鋳銭司跡を訪れ，出土した羽口・るつぼのうち，熔融物
が付着しているものを選択して，分析用試料の採取と鉛同位体比分析を行った。同遺跡からは井戸や炉跡，木簡な
どのほか，長年大寳も出土したため，X線CT撮影と鉛同位体比分析用の試料採取を行った。
　香春岳の鉱石は，７世紀代から採掘や製錬が行われていた可能性のある資料であり，８世紀以降に採掘・製錬が
行われるようになった山口県内鉱山の鉱石と，数値は近いものの，現在歴博に導入されている高精度機器を使えば
識別できる，わずかな鉛同位体比の差異がある。したがって，両者を分析して比較し，数値が異なっていれば，国
産原料の開始時期を知る上で有用な手がかりとなる。そこで，香春岳の鉱石と，同鉱山と関連性があると推定され
る北九州市内の遺跡出土青銅資料から分析用試料を採取した。
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４．今年度の研究成果

　今年度，周防鋳銭司跡で発掘調査を行った成果は，山口大学山口学研究センター・山口市教育委員会が主催した
総合調査事業講演会で，一般向けに報告された。
　香春岳の鉱石と，同鉱山と関連性があると推定される北九州市内の遺跡出土青銅資料から分析用試料を採取した。
周防鋳銭司跡出土長年大寳とあわせて，2019年度にデータを出して考察していく予定である。
　銅同位体比分析の手法を開発し，いくつかの酸化銅鉱，硫化銅鉱に対して適用し，既報どおり，両者の間には明
らかな相違があることを確認した。長登銅山文化交流館で，再現実験試料として酸化銅鉱と製錬によってできた金
属銅を入手したので，これらのデータも2019年度に出す予定である。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　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
　今岡　照喜　山口大学理学部・名誉教授
　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

（10）高度経済成長と食生活の変化
2018～2020年度

（研究代表者　宮内貴久）

１．目　的

　民俗学における食の研究については,しばらく研究の停滞が指摘されてきた（宮内貴久「衣食住─生活感なき衣
食住研究─」『日本民俗学』262,2010年ほか）。また,ハレとケの食,アワやヒエを常食としていた頃の食生活史,神饌
や正月の餅などの儀礼食とその信仰的意味・象徴性などが中心で,現代社会における変化をとらえる視点が十分で
ないとの指摘もなされてきた（田中宣一・松崎憲三編『食の昭和文化史』おうふう,1995年）。このような研究の現
状を認識し，本研究では高度経済成長期（1955－73年）とその前後から現在に至る食の分野の研究資料情報の収集
調査と分析によって研究の活性化をはかることを目的とする。
　高度経済成長期における冷蔵庫や電気炊飯器等々の普及は,食品の冷蔵保存や調理の簡便化と新しい料理の普及
にもつながるものであった。生活の変化に関して,生活改善普及事業に着目する研究があるが,家電製品の普及や生
活様式の洋風化は生活改善運動の結果というよりもNHK「きょうの料理」に代表される料理番組や各種婦人雑誌
などメディア,それに加えてアメリカのホームドラマなどの影響のほうが大きかったのではないかとも推測される。
1960年版の『厚生白書』も指摘しているように,都市部と農村部との生活変化の差が大きかったのも特徴の一つで
ある。それが高度経済成長期を経て平準化されてきたといわれるが,実際には地域差の視点も重要である。また
1954年の学校給食法の公布で「パン・肉食・牛乳」への適応が図られたが,その後の給食に関する政策・制度の変
遷をみていくことも必要である。以上,本研究では,この時代に特徴的な食生活の変化について,（1）冷蔵庫や電気炊
飯器などの台所用品の普及とそれによる食の変化,（2）インスタント食品の利用や外食，中食の購入など食の外部化,
日常食から儀礼食まで手作りから購入へという変化,（3）学校給食と子供の食の実態,（4）資料蓄積の観点から,1963
～65年以降に現文化庁文化財部によって各都道府県を対象に実施された「民俗資料緊急調査」の記述内容の精査,（5）

「家計調査」（総務省）等のデータ分析と聞き取り調査とを併せ,食の平準化,消費の地域差についての検討などを行う。

２．今年度の研究計画

・研究会の開催と共同研究員各位による研究発表。
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・民俗資料緊急調査資料の所在の確認と，食に関する資料情報の入力作業及び情報分析と調査。

３．今年度の研究経過

第１回研究会　４月22日　於：お茶の水女子大学
　研究代表による主旨説明が行われ，そのなかで，本共同研究で基礎資料として予定している，昭和30年代の民俗
資料緊急調査の内容と活用の可能性，及び『家計調査年報』の数値分析例（1963年，1973年，2015年における魚肉，
パン，野菜など）から，食生活の平準化と地域差について解説がなされ，統計の利用にあたって都市部と郡部（農
村）とのそれぞれの実態をどのように捉えていくか，また政策との関連などをめぐって意見交換が行われた。
第２回研究会　９月16日　於：お茶の水女子大学
　武井基晃「『沖縄の民俗資料』にみる復帰前の一日の食事と，肉・魚」
　戸邉優美「埼玉県の資料調査票について」
　宮内貴久「高度経済成長期における食生活の変化─福岡市のスーパーと家計調査の出汁から─」
　民俗資料緊急調査の沖縄県と埼玉県の例が紹介され，その記述内容は高度経済成長期以前の情報でありかつ大正
期までの情報を基本にしたものであることがわかった。沖縄の調査情報からは，肉も魚も日常的には食していなかっ
た実態が注目され，現在の沖縄の豚肉食などのイメージとの差，変化の要因等が議論された。また調理における出
汁の地域差はよく指摘されているが，『家計調査』（総務省）から昆布，鰹節，削り節などの購入の数値と福岡市内
の消費者への聞き取りの中間報告がなされた。統計的な数値分析と実態調査で得られる情報とをどのように併せ分
析していくのが効果的かという問題について議論された。
第３回研究会　12月22～23日　於：佛教大学・カップヌードルミュージアム大阪池田
　小林　哲（大阪市立大学大学院経営学研究科・教授）「ファミレスの盛衰と高度経済成長」
　村瀬敬子「高度成長期の食生活と ｢家庭電化ブーム｣ ─ミキサーを中心に」
　東四柳祥子「食文化研究資料としての近代料理書」
　ファミレスとミキサーという高度経済成長期の食生活を代表するテーマで発表がされた。1970年は外食元年とい
われる。アメリカに学んだファミレスや，モータリゼーションとともにドライブインも普及し，産業としての外食
が本格的に始まった。ローカルファミレスの展開も含め，その動態的変化について発表と質疑が行われた。ミキサー
もアメリカ発祥の家電であるが，今回は資料収集の中間報告としての発表で広告資料等の分析から，普及の背景と
してハウザーの栄養の著書の存在が指摘された。最後に，現代にもつながる西洋料理がどのように食されまた調理
されるようになったのか近代料理書の書誌紹介が行われた。
　23日はカップヌードルミュージアムの見学を行った。
第４回研究会　３月17日　於：お茶の水女子大学
　Betty T.Izumi（オレゴン健康科学大学‐ポートランド州立大学・社会健康医学研究科・准教授）「ピーナッツバター
サンドからフライドポテトまで：1955 - 97年及びそれ以前の政治,経済,社会情勢が全国学校給食事業形成に果たし
た役割」
　赤松利恵「高度経済成長期の学校給食とそれから」
　宮内貴久「1972年度の福岡市小学校給食の実態─福岡市弥永小学校の事例から─」
　「日本の学校給食─戦後から今─」というテーマのもと，３名の発表とそれぞれに対する質疑が行われた。米国
全国学校給食事業（N.S.L.P.）と日本の学校給食はいずれも貧困層の子供の食事支援事業として始まり，戦後法律
として制定されたが，アメリカの特徴は1955～73年にベビーブーマーが学校給食を一大ビジネスに変貌させたこと
であった。赤松による学校給食法と給食の特徴，宮内による給食の献立事例などと比較し，給食を休憩時間とみな
すアメリカと，教育と位置づける日本との相違などが指摘された。

４．今年度の研究成果

・「民俗資料緊急調査資料」には，A：1963～65年に文化庁主導で行ったものと，B：昭和50年代に各県が行ったも
のとの２つがあることがわかった。『日本民俗地図』（文化庁）にはAに一部Bの情報を加筆し，しかしながら要約
的に記載されている。また，調査当時の食生活情報ではなく，大正期までの体験・記憶についての聞き取りである
ことがわかった。この2点より，本資料については，資料批判を行った上で活用する必要があることが共有された。
・総務省による「家計調査」の数値と生活実態の分析については，出汁，購入する魚の種類などテーマを決めて聞
き取り調査を併せて行うことを福岡県で試みながら，統計的な数値分析と実態調査で得られる情報とをどのように
併せ分析していくのが効果的かという問題が提起された。
・高度経済成長期の食生活の変化を分析するために近世，近代を含む長いスパンで変化を追跡する必要が共有され
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た。具体的には，インスタント食品に関して，研究会では「即席」の意味が高度経済成長期に変化したことが指摘
された。近世後期には，「即席会席」が料理番付にのっているほどであるが，その日の魚をみて腕のいい料理人が
即座に工夫して料理するオールマイティという意味で用いられていた。それが昭和33年に日清食品が即席麺を発売
して，高度経済成長期を代表するヒット商品になるが，直にインスタント＝手抜きの意味に変化したことが指摘さ
れた。この観点から具体的な事例の検討をしていく方向性が見えたことは評価できる。
・ゲストスピーカーの小林氏の発表によって,とくに1970年代から80年代にかけてのファミレスの経営と店舗展開
の動向は特徴的で,20年間の盛衰が鮮明にとらえられた。
・共同研究員の関連の主な論著等
　関沢まゆみ「ファーストフードとスローフード」小川直之編『講座日本の食文化1　食事と作法』吉川弘文館　
　　2019年,pp.230-251
　新谷尚紀「食をめぐるハレとケ」小川直之編『講座日本の食１　食事と作法』吉川弘文館　2019年，pp.15-38

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　赤松　利恵　お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系・教授
　小椋　純一　京都精華大学人文学部・教授
　新谷　尚紀　國學院大学文学部・教授
　武井　基晃　筑波大学人文社会系・准教授
　戸邉　優美　埼玉県立歴史と民俗の博物館・学芸員
　東四柳祥子　梅花女子大学食文化学部食文化学科・准教授
　村瀬　敬子　佛教大学社会学部・准教授
◎宮内　貴久　お茶の水女子大学基幹研究院人文科学系・教授
〇関沢まゆみ　本館研究部・教授
　川嶋　麗華　本館RA・國學院大學大学院

（11）『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。

２．今年度の研究計画
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　『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行う。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。

２．今年度の研究計画

　『集古帖』に描かれたアイテム単位で，解題の作成を試作したが，その結果，『集古帖』に収録される図の多数が，
先行する好古図譜類の影響下に制作されたことが判明しつつある。特にWEB上で誰もが閲覧できる図譜について
は網羅的に情報蒐集し，悉皆的な比較を試みて，「総合資料学」の活動の展開と協調してゆく。そして，そうした
図譜類の解題的な記述を蓄積する。
　藤貞幹『集古図』・松平定信『集古十種』については，比較の軸となる対象であり，諸本研究をフォローするとともに，
新出本についての検討を深める。
　IIIFによるデータの公開については，引き続きシステムの構築につとめる。
　『集古帖』実物の分析をふまえた「集古帖統合版目録データ（スプレッドシート）」による加筆・修正を継続して行う。
　資料の熟覧と研究発表を合わせた研究会を，年に数回実施する。また，『集古帖』にかかわる好古図譜や描かれ
た実物の資料調査を行う。

３．今年度の研究経過

第５回研究会（春日大社国宝殿，奈良国立博物館）　参加人数Ｘ名
〔資料調査〕（於春日大社国宝殿）
春日大社蔵『春日社宝倉鎧四領図式』等の熟覧調査

〔研究報告・討論〕（於奈良国立博物館）
・藤原重雄（東京大学史料編纂所）・小倉慈司（国立歴史民俗博物館）「2017年度の作業と仮目録のWeb公開について」
・藤原重雄「『聆濤閣集古帖』所収の春日社関係図」
　古市　晃（神戸大学）「吉田家資料の調査」
・佐藤洋一（福島県立博物館）「『集古十種』所収の甲冑図について」

第６回研究会（東京大学史料編纂所　大会議室）　開催日：2018年10月７日（土）　参加人数21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
ユニット研究会との合同研究会として実施した。

〔研究発表〕
・徳田誠志：『集古帖』所収の陵墓関係資料
・落合里麻：現存する輿の若干について
・藤原重雄：葵祭の斎王代御腰輿の来歴

〔資料熟覧〕
・史料編纂所の故実図譜類の熟覧

第７回研究会（関西大学博物館）開催日：2019年1月18日（土）　参加人数７名
　関西大学博物館所蔵の神田孝平旧蔵の考古資料の実物観察を行い，その中に，『聆涛閣集古帖』に描かれた古器
物図と同一の資料が存在することを確認した。資料調査に先立ち，関西大学博物館学芸員の山口卓也氏により，博
物館の沿革や，所蔵資料についての全般的な解説をいただいた。資料調査のあと，山口卓也氏と共同研究員による
意見交換が行われた。

第8回研究会（住吉歴史資料館）　開催日：2019年２月23日（土）　参加人数19名
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〔研究発表〕
・内田雅夫氏(住吉歴史資料館)「吉田家宅地の特定」
・古市晃氏(神戸大学)「吉田家資料の調査2」
・徳田誠志氏(宮内庁書陵部)「『聆涛閣集古帖』所収「馬型埴輪」について」
・吉田広氏(愛媛大学)「『聆涛閣集古帖』と筑後将士軍談」
・一戸渉(慶應義塾大学)「筑波大学附属図書館蔵『聆涛閣帖』について」
・藤原重雄氏(東京大学史料編纂所)「吉田家所蔵の手鑑『聆涛閣帖』の復元」
・落合里麻氏(東北生活文化大学)「京都市内の輿の調査報告」

〔資料調査〕
住吉歴史資料館寄託の吉田家資料の熟覧

４．今年度の研究成果

　第５回研究会では，春日大社にて『聆濤閣集古帖』と関わる甲冑図を熟覧調査するとともに，奈良国立博物館で
展示中の原品を見学した。研究会では，研究進展状況についてメンバー間で情報共有するとともに，意見交換を行
ない，今年度の研究計画を策定した。
　第６回研究会では，『集古帖』に描かれた考古遺物の同定作業の成果，木工芸の技法からみた『集古帖』所載の
輿の分析，『集古帖』所載の輿の来歴に関する新史料の発見，といった報告が行われ，異分野連携にふさわしい研
究会となった。
　第７回研究会では，『聆涛閣集古帖』に描かれた考古遺物のいくつかが特定できたという点で，大きな意義を有
した研究会だった。近代以降，神戸で酒造業を営んでいた吉田家と，初代兵庫県令をつとめた神田孝平との間に古
器物を介した関係が存在したことが確認された。
　第８回研究会は，昨年度に引き続き，『聆涛閣集古帖』を編纂した吉田家の地元である住吉歴史資料館で行った。

『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。『聆涛
閣集古帖』にみえる考古器物の現物比定や，吉田家所蔵の手鑑である『聆涛閣帖』についての調査発表が行われた。
合わせて，今後も吉田家の地元である住吉の地域と連携して進めていくことを確認した。

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　東北生活文化大学家政学部・講師
　佐藤　洋一　福島県立博物館・専門員
　徳田　誠志　宮内庁書陵部陵墓課・陵墓調査官
　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・准教授
○三上　喜孝　本館研究部・教授

（12） 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
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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

　今年度は，主に中国黒竜江省産哺乳類化石の実体を明らかにするため，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を図る。また，黒竜江省産化石の中
に含まれているサイなどの奇蹄類を半田直人が，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。これら黒竜江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，８月と12月および
２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

【研究会】
第４回研究会（平成30年８月７日：青森県尻労阿部洞窟，参加人数：５名）
　直良コレクションには青森県尻労産の動物化石が含まれており，一部は尻労阿部洞窟産と考えられる。尻労阿部
洞窟では慶應義塾大学が継続的に発掘調査を行っており，最近の調査で縄文時代中期から後期のオオヤマネコの骨
が出土した。直良コレクションにもオオヤマネコの骨が含まれている。そのため，発掘調査の状況を見学し，佐藤
孝雄教授らと出土動物骨について意見交換をおこなった。
第５回研究会（平成30年12月13日：国立科学博物館筑波研究施設：参加人数：５名）
　直良コレクションの葛生産更新世オオカミのCTスキャンデータに基づき，国立科学博物館筑波研究施設に設置
されている3Dプリンタで，立体復元を実施する作業のプロセスについて，ゲストスピーカーの河野礼子氏に解説
していただいた。また，今後のオオカミ生態復元模型の製作及び来年度の計画について議論した。
第６回研究会（平成31年２月27日：国立歴史民俗博物館，参加人数10名）
　甲能直樹は，これまでに実施した更新世以降のオオカミ化石の年代測定結果について報告し，また現在実施して
いる葛生産更新世オオカミのDNA分析の進捗状況を報告した。高橋啓一は，直良コレクションに含まれる中国の
クーシャントンの更新世化石に関連して，現地の博物館での資料調査を報告した。また，最終年度に向けての課題
を整理し，今後の研究の取りまとめについて議論した。

【その他個別の資料調査】
共同研究員の役割分担に応じて，それぞれの資料調査を進めている。これまでに以下の調査を実施した。
・平成30年５月27日　信州新町化石博物館でのサイ化石の資料調査（半田直樹）
・平成30年５月28日　国立歴史民俗博物館でのサイ化石の試料採取（半田直樹・甲能純子・工藤雄一郎）
・平成30年６月７日　九州大学総合研究博物館でのサイ化石の資料調査（半田直樹）
・平成30年７月11日　群馬県立自然史博物館でのオオカミ剥製の資料調査（茂原信生）
・平成30年８月22日・23日　日本進化学会第20回大会での研究発表（甲能純子・甲能直樹）
・平成30年９月８日・９日　日本哺乳類学会2018年度大会での研究発表（甲能純子・甲能直樹）
・平成30年10月20・21日　京都市動物園所蔵のチョウセンオオカミ全身骨格の調査（甲能純子・甲能直樹）
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・平成30年12月６日　葛生更新世オオカミのCT復元のための打ち合わせ（甲能直樹・茂原信生・工藤雄一郎）
・平成30年12月16日・17日　天王寺動物園および大阪市立自然史博物館所蔵のオオカミ全身骨格の調査（甲能純子・
甲能直樹）
・平成31年１月７日　直良コレクションの資料調査と模型製作の打ち合わせ（甲能直樹・茂原信生・工藤雄一郎）
・平成31年２月８日　国立極地研究所での直良コレクションオオカミ化石のDNA試料採取（甲能直樹・工藤雄一郎）
・平成31年２月14日　北九州市立いのちのたび博物館所蔵のオオカミ全身骨格の調査（甲能直樹）
・平成31年３月１日　倉敷芸術科学大学所蔵資料の調査（半田直人）
・平成31年３月26・27日　大阪市立自然史博物館および熊本市立熊本博物館での標本調査（甲能純子・甲能直樹）
また，昨年度撮影した直良コレクションのオオカミ頭蓋骨化石のCT断層画像からの立体復興について，慶應義塾
大学の河野礼子氏の協力を得て進めている。

【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，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分析用の採取したが，追加試料が必要であったため，2月8日に改めて試料の採取を行った。
・中国黒竜江省哈爾浜産出のサイ化石，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などにつ
いて，放射性炭素年代測定を実施した。

４．今年度の研究成果

　30年度は，サイ化石について半田直人が網羅的に調査し，アジアに広く分布した絶滅種であることを明らかにし
た。ニホンオオカミについては甲能純子と茂原信生が日本に保存されているチョウセンオオカミを網羅的に調査し，
ニホンオオカミとの差違を明らかにした。また，青森県尻労産オオヤマネコほかについて，甲能純子と工藤雄一郎
が放射性炭素年代測定用の試料を調整し，門叶冬樹がAMSを用いて絶対年代を測定した．更新世オオカミの復元
については，頭蓋のＣＴ画像からの立体復興を終えて，欠損部分の立体復元を図った．東京江古田産の植物化石に
ついても，百原新が大阪自然史博所蔵標本との比較調査を行い，若干の資料について年代測定を実施した。また，
直良コレクション中のオオカミの化石については甲能純子らが，サイの化石については半田らが，シカの化石につ
いては西岡らが，またそれらの放射性炭素年代については甲能純子らが，それぞれ原著論文として公表する準備を
進めるなど，着実に研究が進んでいる。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。

【研究発表】
・ 甲能純子・工藤雄一郎・甲能直樹・茂原信生（2018）ニホンオオカミは本当に小さかったのか!?　日本進化学会

第20回大会(東大駒場キャンパス)2018年８月22～25日
・ 甲能純子・工藤雄一郎・甲能直樹・茂原信生（2018）ニホンオオカミの大きさとその経時的変化の背景にあるも

の．日本哺乳類学会2018年度大会(信大伊那キャンパス)2018年９月７～10日

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
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（13）奈良暦師吉川家文書を中心とする暦・陰陽道研究の史料基盤形成
2018～2020年度

（研究代表者　梅田千尋）

１．目　的

　本研究では，奈良暦師吉川家文書を中心に，近世の頒暦と陰陽道に関わる史料について研究を進め，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，古代以降の暦制の展
開をふまえた頒暦の通史的理解を深化させることを目的とする。なお，その際，頒暦が陰陽道の実践とも深く関わっ
ていたことを重視し，陰陽道史料との関連もふまえて民俗文化・生活文化における暦の位置づけを探る。
　陰陽道は好事家的関心や安部晴明ブームなどといった学問的な裏付けが希薄なかたちでの注目が20年以上続いて
いる。本研究は確実に前近代における陰陽道の一部を成していた暦を切り口に，これまでの陰陽道研究の状況を克
服し，新しい段階へと押し上げるための試みである。近年は研究者の任意団体である「陰陽道史研究の会」が組織
され，学術的に陰陽道を正面から取りあげようとする機運も高まっている。そのなかで吉川家文書の分析および位
置づけに対する期待は大きなものがあるといえる。
　奈良暦師吉川家文書は，近世奈良町の暦師・陰陽師であった吉川家に旧蔵された文書・典籍の一括資料である。
内容は奈良暦およびその原本になった写本暦，さらに暦師・陰陽師としての活動を示すもの，陰陽道関係の諸典籍
類，祭文，祝詞，次第書などが大半を占める，総点数900点をこえる史料群である。最大の特色は，地方暦の刊行
と陰陽師としての活動に関わる史料がともに残存し，双方の密接な関連を解明しうる点にある。とくに，陰陽道祭
祀に関わる祭文のなかには，中世祭祀文書の形式を残す物も見られ，中近世移行期の陰陽道を解明する手がかりと
なろう。また暦師として近世近代の移行期にどのような対応をし，暦と陰陽道の社会的な位置づけが変化していく
過程を解明することも可能と思われる。
　各時代の暦と陰陽道に関する歴史学的な理解に民俗学・生活文化からの視点を加えて吉川家文書をはじめとする
陰陽道史料群を解析することで陰陽道の社会史的な様相を実証的に明らかにすることが可能となる。さらに陰陽師
組織や暦の製作・流布の過程にも目配りすることで，日本列島における時間感覚やその表象システムについての検
討へと展開することもできよう。

２．今年度の研究計画

　吉川家文書の内容を確認し，メンバーの各分担を確認・調整する。比較検討の対象となる他時代・他地域の類似
史料の探索を進める。その際にメンバー複数の参加により資料に即した議論を進めることを意識する。さらにその
過程で重要資料を選択し，必要に応じて翻刻等を施し，資料利用の高度化の準備を行なう。さらに史料のデジタル
撮影やその作業過程での資料の再評価を進めていきたい。
　年に２回研究会を開催し，宗教史・民俗学・アジアにおける比較文化等の観点から暦および陰陽道に関する報告
を受け，吉川家文書をはじめとする前近代の暦に関する議論を深める。さらにゲストスピーカーを積極的に招聘し，
暦・陰陽道に関する多様な分野からの視点を取り入れ，総合化への取り組みを行う。

３．今年度の研究経過

第１回研究会　国立歴史民俗博物館　８月17日～18日
　８月17日
　・吉川家文書 資料熟覧および調査
　８月18日　
　・梅田千尋「近世南部の暦と陰陽師」
　・小池淳一「暦の民俗的受容と展開」
　・赤澤春彦「陰陽道祭文・呪術について，鎮宅霊符神と地鎮祭について」
　・小田真裕「奈良暦師吉川家文書を用いた研究構想」
　・下村育世「奈良暦師・吉川家の近代」
　・林淳「渋川春海の夢」
　・細井浩志「暦から読み取れる中世の時間意識」
　・松山由布子「吉川家文書における祭文・占い・まじないに関する検討」
第２回研究会　国立歴史民俗博物館　12月14日～15日
　12月14日
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　・吉川家文書 資料熟覧および調査
　12月15日
　・赤澤春彦「中世前期の南都陰陽師」
　・小田真裕「吉川家文書書籍・アーカイブズ調査の現状」
　・梅田千尋，細井浩志，遠藤珠紀「貞享暦以前の暦注マニュアルと年暦の比較」
　・小池淳一，下村育世「吉川家の暦資料から」
　・赤澤春彦，細井浩志，松山由布子「呪術関係に見られる吉川家の特質」
第３回研究会　国立歴史民俗博物館，大東文化大学大東文化会館　３月８日～９日
　３月８日　国立歴史民俗博物館
　・吉川家文書 資料熟覧および調査
　３月９日「陰陽道史研究の会」と合同開催　大東文化会館
　・西田かほる（ゲストスピーカー・静岡文化芸術大学・教授）：「甲信地域の陰陽師」
　・橋本鶴人（上福岡歴史民俗資料館・館長）：「陰陽師と習合家の争論」
　・斎藤英喜（ゲストスピーカー・佛教大学歴史学部・教授）：「折口信夫の「陰陽道」研究と近代神道」

４．今年度の研究成果

　本年度に実施された共同研究では，吉川家文書の詳細な内容について検討し，今後の研究課題および近世奈良暦
師・陰陽師に関する史料環境についての議論もおこなった。また，撮影済みの資料データや吉川家文書の仮目録デー
タに基づいて，文書群の内容を①暦・暦注・頒暦②祭文・祭祀③南都陰陽師④書籍・アーカイブズ　に暫定的に大
別し，それぞれの研究文脈に即した研究を進めることとした。
　なお，2018年４月24日～10月28日に歴博で開催した第４展示室特集展示「お化け暦と略縁起」展の準備過程にお
いて近世近代の暦に関する検討をおこない，暦の近代化に纏綿する研究上の諸課題についての把握を行うことがで
きた。さらにこの展示をきっかけとして企業（カレンダー会社）からの調査協力の申し出があり，調査対象が拡大
した。
　他にも歴史系総合誌『歴博』210号（2018年９月刊）における特集「暦の文化史」にメンバーが寄稿し，その内
容については共同研究会において討議を行っている。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎梅田　千尋　京都女子大学文学部・准教授
　林　　　淳　愛知学院大学文学部・教授
　細井　浩志　活水女子大学国際文化学部・教授
　赤澤　春彦　摂南大学外国語学部・准教授
　遠藤　珠紀　東京大学史料編さん所・助教
　吉田栄治郎　天理大学総合教育センター・講師
　小田　真裕　船橋市立郷土博物館・学芸員
　下村　育世　東洋大学人間科学総合研究所・研究員
　松山由布子　日本学術振興会特別研究員
　横山百合子　本館研究部・教授
　田中　大喜　本館研究部・准教授
○小池　淳一　本館研究部・教授

【開発型共同研究】

（14）歴史災害研究のオープンサイエンス化に向けた研究
2018～2020年度

（研究代表者　橋本雄太）

１．目　的

　本研究の目的は，前近代に発生した暴風，豪雨，洪水，地震，津波，火山噴火などについての歴史災害研究に，オー
プンサイエンスの手法を導入し，これによって歴史災害研究の情報基盤を刷新することである。オープンサイエン
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スとは，実験データのオープンデータ公開や，市民参加プロジェクトの実施など，科学研究に関わる様々なデータ
や手続きの「オープン」化をはかる運動である。情報共有による研究効率の向上や，市民参加による大規模データ
収集・解析の実現といった効用があり，医学，生物学，天文学，気象学などの分野で，オープンサイエンス的手法
は急速に普及しつつある。
　歴史災害研究の分野における主要な研究資源は，過去に編纂された史料集や，古文書・古記録など未翻刻の原史
料であるが，これらの文献史料には，しばしば高いアクセス障壁が存在し，識別子も付与されていない。また非構
造化データであるため機械処理も困難である。さらに，史料そのものを解読できる研究者の数も限られている。
　そこで本研究では，オープンサイエンスの標準手法を導入し，災害史料にオープンかつ機械可読な形式でアクセ
スするための情報基盤を構築する。また，市民参加型のプラットフォームを開発し，少数の研究者の手では不可能
な災害史料の大規模データ化を遂行する。これにより，歴史災害研究の情報基盤を最適化し，史料データの高度な
利活用を促進する。具体的な研究課題として次の３項目を設定する：
①災害史料の構造化記述モデルの構築　地震学・歴史学・地理学・情報学の各専門家の検討の下，災害史料に含ま

れる時空間情報や被害状況を,機械処理可能な構造化データとして記述するためのモデルを構築する。構造化デー
タのLinked Open Data化や，史料へのDOI（Digital Object Identifier）付与，データ可視化，原史料画像のIIIF
公開，歴史GIS技術との連携など，データの永続的管理や活用手法についても併せて検討する。
②市民参加による大規模データ構築　膨大な量が残されている災害史料から,①の構造化モデルに基づくデータを

生成するために，多数の市民の参画を実現するクラウドソーシング・プラットフォームを開発する。その土台と
して，研究代表者らがすでに開発公開している『みんなで翻刻』を拡張する。このプラットフォーム上で，デジ
タル化した災害史料を公開し,市民の協力のもと災害研究に有用な各種データを構造化して抽出する。特に，史
料からの時空間情報と被害情報の抽出に重点を置く。
③歴博館蔵史料の調査とオープンサイエンス手法の適用　歴博内の災害史料，特に近世の災害記録史料について，

災害研究者と歴史研究者の協働のもと，系統的な調査を実施する。また館蔵の災害史料の一部を必要な手続きを
経た上でデジタル化し，実験的に課題①②で開発した構造化記述と市民参画の手法を適用する。

２．今年度の研究計画

　研究目的に述べた研究課題のうち，①の災害史料の構造化記述モデルの構築に集中的に取り組む。また，②の市
民参加型プラットフォームの開発を開始する。

３．今年度の研究経過

　共同研究が開始してから間もないが，総合的にはこれまでのところ順調に推移していると考える。
　研究課題①の災害史料構造化記述については，人文学テキスト構造化の国際規格であるTEIを簡易化した記述体
系の開発を進めている（研究成果５）。また時空間データや災害情報DBとの連携については，人間文化研究機構が
公開する歴史地名データや，防災科研の公開する災害事例データベースと連携する目処がついた。NIIの北本氏の
主導する「歴史ビッグデータ」プロジェクトとの連携も協議中である。
　研究課題②の市民参加プラットフォーム構築については，前述の通り開発を前倒しで実施しており，平成30年度
中のシステム公開を予定している。また，すでに公開している災害史料の市民参加翻刻プラットフォーム『みんな
で翻刻』では，2018年10月までに530万文字の災害史料が翻刻され，この成果は国内外から高い評価を得た。具体
的には，アートドキュメンテーション学会の2018年度学会賞を受賞し，7月にメキシコで開催された人文情報学分
野の世界大会DH2018では，橋本の発表（研究成果3）が学会賞のPaul Forties Prizeの最終候補6件にノミネートさ
れた。受賞には至らなかったが，国際的認知も進んでいる。
　研究課題③の館蔵災害史料調査については,10月現時点でまだ作業が進んでいない。これは橋本を含む共同研究
メンバーの多忙によるところが大きいが，平成30年度中には館蔵史料についての調査に着手したいと考えている。

４．今年度の研究成果
【口頭発表】
1． 橋本雄太「歴史地震研究における異分野連携とシチズンサイエンス」，Japan Open Science Summit, 2018年6月，

国立情報学研究所．
2． Yuta Hashimoto: “Digital Humanities Approaches to the Study of Historical Earthquakes”, Monumenta 

Nipponica 80th Anniversary Symposium, October 2018, Sophia University.
【査読付き国際学会発表】
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3． Yuta Hashimoto, et al.: “Minna De Honkoku: Learning-Driven Crowdsourced Transcription of Pre-Modern 
Japanese Earthquake Records”, Digital Humanities 2018, June 2018, Mexico City.

4． Yuta Hashimoto and Yasuyuki Kano: “The Role of Academic Institutions in Supporting Citizen Science: A 
Historical Seismology Case Study”, 7th International Conference on Data Science and Institutional Research 
(DSIR 2018), July 2018, Yonago City.

5． Yuta Hashimoto: “A Markdown Approach for the Diffusion of TEI Usage in Classical Japanese Studies", the 
18th annual Conference and Members Meeting of the Text Encoding Initiative Consortium (TEI), September 
2018, Tokyo.

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　山田　太造　東京大学史料編纂所・助教
　中西　一郎　京都大学大学院理学研究科・名誉教授
　加納　靖之　東京大学地震研究所・准教授
　大邑　潤三　東京大学地震研究所・特任研究員
　堀川　晴央　産業技術総合研究所・主任研究員　
　北本　朝展　国立情報学研究所・准教授　
　市野　美夏　情報システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設・特任研究員　
　鈴木　比奈子　国立研究開発法人防災科学技術研究所・特別技術員　
　青山　宏夫　本館研究部・教授
　鈴木　卓治　本館研究部・教授
　後藤　真　本館研究部・准教授
　天野　真志　本館研究部・特任准教授
◎橋本　雄太　本館研究部・テニュアトラック助教

【共同利用型共同研究】

　館蔵資料利用型

（１）『豊後若林家文書』の修正翻刻と総合比較
2018年度

（研究代表者　鹿毛敏夫）

１．目　的

　「若林家文書」は，豊後国海部郡佐賀郷の一尺屋（大分県大分市佐賀関町）を本貫とする若林家に伝来した中世
古文書群であり，現在は，①国立歴史民俗博物館蔵「豊後若林家文書」と，②佐賀関町の若林ヤスエ氏蔵「若林文
書」，③大分市の合澤康就氏蔵「若林文書」の３カ所に別れて所蔵されている。
　３つの文書群はともに『大分県史料』に活字化されているが，③の合澤氏蔵「若林文書」27点は，昭和32（1957）
年刊『大分県史料』13のなかで，「原本焼失」と誤認して「伊東東氏稿本」に依拠して翻刻したため，数多くの誤
刻を含んでいる。また，昭和58（1983）年刊『大分県史料』35に翻刻された①の国立歴史民俗博物館蔵「豊後若林
家文書」86点にも，若干の誤読・誤植が指摘されている。
　そこで，本共同研究では，第１に，３つの文書群の原本調査を実施して，『大分県史料』誤刻部分の修正を施す。
そして第２に，これまで一括の古文書群として総合的な調査が行われたことがない３群の史料を，統一的に比較調
査し，重複文書の正文・写関係を分析して，同文書群全体の伝来系統を考察する。
　若林一族の伝統的な生活基盤が，海部地域の海に展開したことは間違いなく，その生産活動は豊後水道の豊かな
海産物への漁撈活動が大きな比重を占めている。16世紀には大名家臣団に編成されて活動するが，一族としての生
産活動が，武士・漁民・船大工等，多方面に展開していた事実も明らかにする。

２．今年度の研究計画

　本研究計画では，３カ所に分割所蔵されている文書群の原本調査を下記日程で実施する。
・第１次原本調査：合澤康就氏蔵「若林文書」の熟覧・撮影（大分市）
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・第２次原本調査：若林ヤスエ氏蔵「若林文書」の熟覧・撮影（大分市）
・第３次原本調査：国立歴史民俗博物館蔵「豊後若林家文書」の熟覧・撮影（佐倉市）
　その後，３文書群のデータを切封や紙質等に注意しながら相互比較し，また，包紙や礼紙の対応関係の修正も検
討する。

３．今年度の研究経過

○第１次原本調査
　〔実施日〕2018年６月２日（土）
　〔場所〕合澤康就氏宅（大分県大分市）
　〔参加人数〕２名（鹿毛，荒木）
　〔調査対象〕合澤康就氏蔵「若林文書」
○第２次原本調査
　〔実施日〕2018年６月３日（日）
　〔場所〕大分県立先哲史料館（大分県大分市）
　〔参加人数〕２名（鹿毛，荒木）
　〔調査対象〕若林ヤスエ氏蔵「若林文書」
○第３次原本調査
　〔実施日〕2018年８月２日（木）～４日（土）および11月10日（土）～11日（日）
　〔場所〕国立歴史民俗博物館（千葉県佐倉市）
　〔参加人数〕２名（鹿毛，荒木）
　〔調査対象〕国立歴史民俗博物館蔵「豊後若林家文書」
○研究成果中間報告
　〔実施日〕2018年12月８日（土）～９日（日）
　〔場所〕九州大学伊都キャンパス（福岡県福岡市）
　〔参加人数〕１名（鹿毛）
　〔発表学会・タイトル〕九州史学会大会・「『豊後若林家文書』の修正翻刻と総合比較」
○資料調査・現地調査
　〔実施日〕2019年２月26日（火）～28日（木）
　〔場所〕大分県大分市・臼杵市
　〔参加人数〕１名（鹿毛）
　〔調査対象〕海部水軍関係資料（大分県立図書館），若林氏本拠跡（大分市一尺屋），上野氏本拠跡（臼杵市丹生島）
○研究成果報告
　〔実施日〕2019年３月19日（火）
　〔場所〕国立歴史民俗博物館（千葉県佐倉市）
　〔参加人数〕２名（鹿毛，荒木）
　〔発表タイトル〕「『豊後若林家文書』の修正翻刻と総合比較」
○研究成果公開
　〔公開書籍〕鹿毛敏夫著『戦国大名の海外交易』（勉誠出版，2019年３月25日刊）
　〔公開タイトル〕第１部第３章「豊後水軍若林家文書の世界」

４．今年度の研究成果

　昭和32（1957）年に刊行された『大分県史料』13のなかに，「原本焼失伊東東氏稿本による」とした「モト三重
町大字市場合沢金兵衛氏所蔵「若林文書」」27点が翻刻されている。大分県三重町（現豊後大野市）の合沢金兵衛
氏が所蔵していた「若林文書」が焼失してしまったため，大正から昭和前期に多くの郷土資料を調査・蒐集した伊
東東氏の昭和６（1931）年作成稿本から同文書を復元翻刻したというのである。
　以後，合沢金兵衛氏所蔵「若林文書」は，全国の中世史研究者が分析可能な活字史料となったが，実は，当該の

「若林文書」は焼失していなかった。平成16（2004）年３月，「若林文書」の現所蔵者合澤康就氏の協力を得て，同
文書群の調査を実施したところ，『大分県史料』13掲載「若林文書」27点全ての現存を確認するとともに，『大分県
史料』に未掲載の中世文書７点を新たに確認することができた。そこで，平成27（2015）年10月に大分市教育委員
会文化財課とともに，同30（2018）年６月には荒木和憲氏とともに同家を再訪して，現存文書群全体の調査を行った。
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　前述のように，『大分県史料』13掲載「若林文書」は，昭和初期の伊東東氏稿本から復元翻刻したため，その釈
文に多くの誤りを有している。例えば，『大分県史料』に「若林文書」20として翻刻された「大友義鑑書状」の本
文は，「如存知，真那井細々事申付候処，綱常候由申候，上野又六・深栖・若林其外彼方角者共，被申候て，調可
然候，其方も馳走肝要候，巨細若林弾正忠可申候，恐々謹言」となっているが，原本調査で判読できた実際の文言は，

「如存知，真那井網之事申付候処，綱候ハす候由申候，上野又六・深柄・若林其外彼方角者共，被申候て，調可然候，
其方も馳走あるへく候，巨細若林弾正忠可申候，恐々謹言」であった。
　両者を比較して明らかなように，誤読は４カ所に及んでいる。「真那井細々事申付候」は「真那井網之事申付候」，

「綱常候由」は「綱候ハす候由」，「深栖」は「深柄」，そして「其方も馳走肝要候」は「其方も馳走あるへく候」と
修正できた。
　すると，この書状の意味は，大友義鑑が真那井地方の家臣に網の調達を申し付けたところ，（網は調納できたが）
綱が払底していて調納できないとの返答があったため，上野・深江・若林等沿海部の他の家臣に命じ，自身も含め
て，その調達に奔走せよ，となる。当初，「細々事」「綱常候」と読んだために，何らかの細かな政治的指示を大友
氏が家臣に発したものとして漠然ととらえることしかできなかったこの書状が，実は，戦国大名大友義鑑が家臣団
から「綱」を調達する目的で発給した書状として生まれ変わったのである。
　さらに，大名による「網」や「綱」の調達という事実は，本書状に登場する家臣団の意味を際立たせる。例えば，
網の調達を命じられた「真那井」とは，別府湾を挟んで大友氏の本拠地豊後府内（大分市）の対岸に位置する速見
郡真那井（大分県日出町）を本拠とする渡辺氏を指しており，同氏のもとには，「警固船之事，各申合，数艘可被
誘置候」との大友義鑑書状や，「至土州，警固船可被差渡之由，兼日被仰付候条，舟誘等定而不可有油断候」との
大友氏奉行人連署書状が残されている。「真那井衆」と呼称された渡辺氏一族が，大友氏家臣として「警固船」の
建造を担っているのである。
　一方，綱の調納を要請された上野氏は，豊後国海部郡の臼杵庄から佐賀郷にかけての沿海部を本貫とする領主で
あり，海の武士衆として，永禄年間の上野鑑稔は「賊船搦」の活動を大友義鎮（宗麟）から賞され，上野統知は大
内義隆による天文16（1547）年度の遣明船に「十一歳ニテ随兵」し，また，統知の叔父親俊は弘治２（1556）年に
倭寇禁圧宣諭のために豊後を訪れた明朝使節蒋洲を臼杵から豊前小倉へ護送する「軍船惣頭」として活動している。
そして，上野氏同様，若林氏も海部郡佐賀郷の港町一尺屋を本貫とする海民的性質を有する武士であることは，「若
林家文書」の随所から窺い知ることができる。すなわち，本書状で大友氏から「綱」の調達を要請された渡辺氏や
上野氏，深江氏，若林氏は，多くの家臣団のなかでも，日常的には漁撈や造船・操船，水運等に生産活動の基盤を
置き，合戦時等には大名権力参加の水軍として軍事的奉仕をする海民的武士衆としての性質を有していたことが，

「若林文書」20の修正翻刻から明らかになった。
　このように，『大分県史料』13掲載「若林文書」の翻刻文と現存の合澤康就氏蔵「若林文書」とでは，その内容
に大きな相違点があった。また，国立歴史民俗博物館蔵「豊後若林家文書」86点についても，平成30（2018）年８
月に実施した原本調査により，その内の23点に誤読や正文・写関係の誤認，切封の見逃し，宛書き位置の見過ごし，
包紙の取り違え等が確認された。

〔原本調査で判明した正文と写の点数〕
　①大分市の合澤康就氏蔵「若林文書」 34点（正文28点，写 6点）
　②佐賀関町の若林ヤスエ氏蔵「若林文書」  6点（正文 4点，写 2点）
　③国立歴史民俗博物館蔵「豊後若林家文書」 86点（正文67点，写19点）

〔重複する文書の正文・写関係〕
　「大友親繁書状」８月25日 歴博６号＝写 若林１号＝正文
　「大友義鎮万雑点役免許状」４月15日　　 歴博37号＝写　　　  合澤29号＝正文
　「若林鎮仲書状」元亀２年４月２日　 歴博50号＝正文　  合澤24号＝写
　「若林鎮興書状」(元亀３年)正月14日　　 歴博51号＝正文　　　　 合澤25号＝写
　「大友義統一知行預ケ状」(天正８年)５月26日 歴博63号＝正文 若林３号＝写
　「大友義統袖判佐賀関掟書」天正16年６月28日　 歴博79号＝正文 若林４号＝写
　「大友中庵書状」(慶長５年)２月25日　　 歴博83号＝写 若林６号＝正文
　「大友中庵書状」(慶長５年)９月５日　　　　 歴博85号＝写　 若林５号＝正文
　研究の中間成果は，平成30（2018）年12月に九州大学で開催された九州史学会大会日本史部会で口頭報告した。
また，特に多くの修正箇所が見つかった国立歴史民俗博物館蔵「豊後若林家文書」と合澤康就氏蔵「若林文書」に
ついては，『大分県史料』の誤読・誤植部分との正誤関係がわかるよう工夫して，鹿毛敏夫『戦国大名の海外交易』

（勉誠出版，2019年３月刊）のなかで計120点の中世文書の全文を修正翻刻し公開した。
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　なお，本年度の調査では，３分割された若林家文書の伝来系統の解明にまでは至らなかった。この点に関しては，
後日の機会での検討を期したい。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎鹿毛　敏夫　名古屋学院大学国際文化学部・教授
○荒木　和憲　本館研究部・准教授

（３）明治初期における神葬祭墓地の理念と実態に関する調査研究
2018年度

（研究代表者　問芝志保）

１．目　的

　本研究は，明治初期における神葬祭墓地設置をめぐる政策の理念と実態を明らかにすることを目的とする。
　明治政府はいわゆる神道国教化政策のもとで神葬祭（神式の葬儀や墓）を推進し，最低限のガイドラインとして『葬
祭略式』（明治５，千家尊福ほか）を準公刊，火葬を仏教的であるとして禁止，青山墓地等の９カ所を神葬祭専用墓
地と定め，その墓地の管理を神官に任せるなどの政策を敢行した。しかし明治８年に日本型政教関係の確立へ向け
宗教政策が大きく転換されたことで，神葬祭政策は明治５～８年とごく短命に終わり，明治11年には葬祭は各自の
随意となって，青山等の神葬祭墓地は宗教不問の共葬墓地となった。
　以上のように日本の葬送墓制史上における明治維新期とは，短期間ではあったものの，神道が葬祭・埋葬・墓制
といった領域に積極的に関与しようとし，そのあり方を模索したという点で，きわめて特異な時代であったと位置
づけられる。
　そこで本研究では，歴博に所蔵のある，明治維新期の神葬祭墓地（神道式で埋葬するための墓地）に関する資料
を用いて，明治５～８年の神葬祭政策下で形成された墓地観・墓観，および実際に設置された墓地・墓のありよう
について，文献調査と現地調査を行う。そのうえで，神葬祭墓地としてふさわしいと構想されたのはどのような形
態であったのかを明らかにし，さらにその実現にはどのような問題があったのかを検討することを目的とする。

２．今年度の研究計画

　本研究は①文献研究と②現地調査によって構成される。
　①文献研究　幕末～明治維新期には，日本各地で神葬祭運動が展開され，各地の国学者が多くの神葬祭の祭式書
を著した。そこで本研究は，『葬祭略式』（明治5，千家尊福ほか）を軸として，その他のさまざまな立場から刊行
された祭式書も含めた分析，比較検討を行う。たとえば幕末維新期のものに『喪儀略』（慶応元，古川躬行編刊，
明治３に増訂版），『葬礼私考』（慶応２，栗田寛），『葬祭考』（明治２，近藤芳樹），『神葬私考』（明治４，高木真蔭）
があり，『葬祭略式』以降の発展版として『葬祭式』（明治６，栗田寛），『上等神葬図式 全』（明治７，常世長胤），『葬
祭式』（明治13，芳村正秉ほか），『葬祭式』（明治13，土屋清城ほか）がある。また，『葬祭告司集 全』のような祭
文集も整えられていく。これらについて，神葬祭墓地に必須の要素や，できれば備えるべきとされた要素が何なの
か，それが時期によりどう変わったのか，儒葬や仏葬とどのように関係するかといった観点から検討する。
　②現地調査　現存する神葬祭墓地は，（１）近世後期に成立したもの，（２）明治５～８年の神葬祭推進期に成立
したもの，（３）戦後に成立したもの，という３種に分類できる。本研究では基本的に（２）明治５～８年の神葬
祭推進期の成立事例として吉田神葬墓地（京都市）を対象とし，それがどのような墓地景観や建墓の方法によって
建てられているか，またその変容の経緯を文献および聞き取りによって調査する。さらに（１）（３）の事例との
相互比較も行いながら，（２）の神葬祭墓地の特質を浮き彫りにすることを目指す。

３．今年度の研究経過

　まずは①文献研究により，歴博所蔵の神葬祭式書および祭文集を調査し，その内容および位置づけを検討した。
その結果，執筆時期や執筆目的が不詳のものも少なくなかったが，先行研究の精査を経て，歴博所蔵の『葬祭略式』
と『上等葬祭図式』，および『葬事略記』と『哀敬儀』は，２冊２組の簡易版・上等版の神葬祭祭式書のセットと
捉えられることがわかった。そこで，これらの４冊を検討対象と定め，それらの埋葬形態・建墓・葬後霊祭に関す
る記述を比較検討するものとした。
　さらに②現地調査としては，吉田神葬墓地（京都市）を対象とし，それがどのような墓地景観や建墓の方法によっ
て建てられているか，またその変容の経緯を文献および聞き取りによって調査した。
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４．今年度の研究成果

　神葬祭関連資料および先行研究を参照しつつ，この4冊の書の位置づけを検討した。『葬事略記』と『哀敬儀』は，
信州地域の神葬祭式書のなかでの簡略版・上等版という関係にあることがわかり，ともに刊行年代は不明とされて
いたが，『葬事略記』は明治３～６年の，『哀敬儀』はその翌年の成立と推定された。また，『葬祭略式』（明治５）
と『上等葬祭図式』（明治７）は，全国に一応の標準として頒布された神葬祭式書のなかでのそれぞれ簡略版・上
等版という位置づけにあることが分かった。
　以上の新たな知見にもとづき，本研究では２冊２組の埋葬・墓の形式を分析した。それによると，上等版は簡易
版より広い埋葬地を要し，臥棺（寝棺）を用い，墳（塚）を作ることを求めていることが明らかになった。こうし
た墓所が実際にはどの程度実現されえたのかは，今後のさらなる検討を要する。現状の分析の限りでは，明治6年
の太政官「墓地取扱規則」で墓所の広さは一棺につき四半坪ないし一坪が「標準」とされていること，また墓地の

「永遠保存」が謳われ改葬が戒められていることを鑑みれば，少なくとも都市部での実現は難しかったと考えられる。
実際，維新期から今日まで使用されている神葬祭墓地（京都市）を調査しても，一般の使用者は皆，四半～半坪程
度の墓所であった。神葬祭墓地の理念は，とりわけ都市部では土地問題や衛生問題といった現実に阻まれ，ごく一
部の上流階層を除き，実現はかなり困難な状況にあったと考えられる。
　本研究成果については，「平成30年度共同利用型共同研究成果報告書」，および「成果報告会」にて報告した。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎問芝志保　筑波大学大学院人文社会科学研究科哲学・思想専攻・一貫制博士課程5年
◯山田慎也　本館研究部・准教授

（４）写真・絵葉書からみるアイヌの生活用品の地域的特徴
2018年度

（研究代表者　城石梨奈）

１．目　的

　本研究は，明治期から昭和期にかけて，アイヌ文化の研究調査のために撮影された写真と，観光土産として制作
され一般社会に流通した絵葉書を対象として，これらの画像に写る衣装や装飾品，儀礼用具や民具に着目し，アイ
ヌの物質文化の地域的特徴，とりわけ道東地域の物質文化の特色を明らかにすることを目的とする。

２．今年度の研究計画

　一般的に絵葉書資料については，撮影場所と時期の情報が資料そのものに明記されていないことが通常であるが，
「地域差」を比較するためには，地域を特定する必要がある。歴博所蔵資料のみからでは，地域や時代の特定が難
しいため，他機関の所蔵資料等も含めて幅広く比較検討することで，地域や時代について情報を補完しながら進め
ていく。まず，歴博資料について撮影とリスト化をおこないながら，全体的な資料の内容を把握する。これらにつ
いて，既に手元にある他機関の画像データや書籍に掲載されている写真との比較や，地元のインフォーマントの協
力を得ながら，道東地域のものを特定する。同時に，時代についても特定を進め，これらの情報の整理をおこなっ
たうえで，写っている生活用品に着目する。同時期の地域間での違い，同じ地域での時代ごとの違いなどを丁寧に
検討し，各道具についての道東の地域的な特色と言えることを抽出する。

３．今年度の研究経過

　今年度の資料調査として，歴博所蔵資料の中から対象となる絵葉書169点，それ以外の33点（ガラス乾板，複数
の写真がコラージュされたポスター，ステレオ写真，鶏卵写真），そして千葉県立中央博物館所蔵のアイヌ関係絵
葉書資料について，資料に写っている人物やモノの内容の把握をしながら，撮影とリスト化をおこなった。そして，
調査をおこなった資料のなかから，歴博の絵葉書資料を中心に，写っている内容とおもて面（通信欄）の形式から，
時代と地域について検討した。その結果，歴博所蔵の写真・絵葉書資料については，すでにデータベースに入力さ
れている情報も合わせて，地域が特定できたのは絵葉書全体の中の約6割ほどであった。さらに，時代と地域が特
定されたものについて，写っているモノを再度比較検討し，地域差についての仮説を立てた。
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４．今年度の研究成果

　今年度の調査・分析では，アイヌの物質資料の地域的特徴を明らかにするところまでは至らなかったが，アイヌ
関係絵葉書の部分的な性質を把握し，地域差を見いだせそうな物質資料について見通しを立てることができた。
　歴博の絵葉書資料のなかから，地域を検討した結果，一番多いのは旭川で57点，次に白老で48点，その他の地域
は少なく，阿寒湖，樺太，帯広などであった。これは，歴博資料に限らず，アイヌ関係絵葉書全体の傾向と言えそ
うである。時代については，最も多いのは戦時中の1933～1944年，次いで1907年～1917年のものであった。具体的
に地域的特色が見えそうな資料は，着物の素材と柄（文様の構成），男性の儀礼用幣冠，女性の装飾品（額飾帯，
首飾り）の形状と装飾，女性の入れ墨などがあった。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎城石　梨奈　釧路市立博物館・学芸員　
○内田　順子　本館研究部・准教授

（５） デジタルアーカイブズの拡充を通した中世の写経事業についての研究
─館蔵の神護寺経と金沢貞顕寄進『紺紙金字法華経』の料紙・装飾・
絵画分析を中心に─
2018年度

（研究代表者　相田愛子）

１．目　的

　古写経の中でも潜在的な情報が見過ごされてきた「紺紙金（銀）字経」について，現物調査による基礎的および
光学的データを収集し，デジタル・アーカイブズの拡充を通じて，個別資料や中世における写経事業（製紙技法・
材料調達・絵画装訂の変遷などを含む）の考察を深めることを目的とする。
　特に研究の進んでいない13～16世紀における「紺紙金字経」の美術史的特質については，基礎的調査により明ら
かにする必要がある。
　さらに，非破壊検査であり負担の少ないＬＥＤ近赤外線照射装置を使用した高精細デジタル写真撮影によって，
材質の判断が可能となるため，料紙には（１）地方産和紙と（２）再生紙の2種類があることがわかってきた。（１）
の場合には，藍色に潜んだ墨書・墨印・花押が検出され，紙を調達した主体ごとのシルシとしての分析が待たれる。

（２）の場合には，反故文書の表裏をそのまま利用する方法と，漉き返した漉返紙を利用する方法がある。前者は
藍染に隠れた古文書が貴重であり，後者は制作が京都ないし鎌倉に限定され，追善目的の法会等との関わりも見込
まれる。いずれの場合も，画像データベースの構築による比較考察や，文献史学的分析と合わせて写経事業を立体
的に解明できるものと期待される。分野を横断する独自の研究手法を実施することにより，立体的探究を試みたい。

２．今年度の研究計画

　年度の前半では，上記に記載した資料を中心とする「紺紙金(銀)字経」についての調査を実施する。1巻ごとの基
礎的調査と可視光・赤外線を用いたデジタル画像撮影によって，より詳細な編年を検討しつつ，アーカイブズ掲載
用のデータを準備する。年度の後半では，データ分析を実施する。
　これらによる成果は論文としてまとめ，紙媒体の学術雑誌や『国立歴史民俗博物館研究報告』に投稿したい。
　将来的には画像情報を立命館ＡＲＣ古典籍ポータルデータベースにもリンク形式で提供し，検出される墨書や花
押についての検索システム，および表紙絵・見返絵のデジタル絵引を構築したい。

３．今年度の研究経過

　以下の史料について調査を実施した。
　① H-61-3-36-2 写経切（三種各一行）　伊能家資料　１幅
　② H-61-3-36-3 写経切（紺紙金字三行）　伊能家資料　１幅
　③ H-198 大智度論巻第八十七（神護寺一切経）　１巻
　④ H-207 紺紙金字法華経（嘉元四年沢貞顕寄進記）　８巻
　⑤ H-505 紺紙金銀字大阿羅漢難提密多所説法住記（中尊寺一切経）　１巻
　⑥ H-506 紺紙金銀字佛説孝子経（中尊寺一切経）　１巻
　⑦ H-606 紺紙金字維摩詰経巻上・下（神護寺一切経）　２巻
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　⑧ H-607 紺紙銀字妙法蓮華経巻第四　１冊
　⑨ H-743-422 仏説阿弥陀経  田中穣氏旧蔵典籍古文書　１巻
　⑩ H-1242-3-5 般若心経（隅寺） 水木家資料　１枚
　⑪ H-1242-3-6 紺紙金字妙法蓮華経断簡（金峯山経塚埋経）  水木家資料　１枚
　⑫ H-504 紫紙金字大方広仏華厳経 巻第六十三　１巻
　　その結果，もと神護寺経の一部をなすH-198，H-606と，金沢貞顕寄進「紺紙金字法華経」のうち巻第四（H-207-4）

の１巻から，計59箇所の墨書が検出された。その種類は，H-198，H-606では 「○上」の１種類，H-207-4では「□経」
と「□吉 （壺印風）」の２種類の，計３種類である。いずれも印章風にデザインされてはいるが，手書きであった。

　　館蔵の神護寺経に隠されていた「○上」の墨書は，西尾市岩瀬文庫蔵「長寿王経（神護寺経）」の墨書と同一
とみなされる。これまでは墨印と認識されてきた判断を覆すとともに，鳥羽院の周辺で制作された料紙であるこ
とを示す可能性がある。あわせて神護寺経のう（H-19 8）の本紙料紙には，同一と見られる漢字１文文字の朱字
が４箇所に確認された。「再」もしくは「南」と判読できる可能性がある。

　一方で，巻第四を除く「紺紙金字法華経巻第一～三・五～八」（H-207-1～3・5～8）と「仏説阿弥陀経」（H-743-422）
は，赤外光を透過しなかった。この２件の資料は漉き返した再生紙であるか，墨を混ぜた紙のどちらと推定される。
いずれも紙が厚手で光を透過しにくく，古紙を漉き返した墨の粒子などは検出できなかった。
　隠れた墨書をもつ紺紙金字経は12世紀でも半ばまでの制作になるものが多い。館蔵「紺紙金字法華経第四」（H-
207-4）の制作年代を絵画様式から検討すると，見返絵に正面向き釈迦説法会を中央に配置し，その周囲にあわせて
４つもの説話場面（衣裏宝珠喩，涌出宝塔，高原鑿水喩，山中の法華経持者）を描き入れる点が着目される。これ
は12世紀第２四半期の制作と推定される香川ミュージアム所蔵「法華経」（重要文化財）と共通した特徴である。
これに対し，漉返紙を用いた「紺紙金字法華経巻第一～三・五八」（H-207-1～3・5～8）は，正面向きや斜めの釈
迦説法会を中段に大く配置し，下段に１つないし２つの説話場面を描くもので，12世紀半ば以降に画題が定着した
後の特徴を示す。
　この他，界幅・界高等料紙のデータ分析も行い，時代ごとに写経料紙の基準が存在していた可能性が想定できた。

４．今年度の研究成果

　上記のように，館蔵古写経について基礎情報を取得し，赤外線撮影による料紙の紙質についての分析を加え，『延
喜式』巻第13の記述から割り出した法量の規定と，現存作例にみる法量とをあわせて検討した。その結果，法量値
には時代ごとに基準が存在していたことを推測できた。
　今回の報告では，時間的な制約から簀目および紙厚の測定値について考察が及ばなかったが，より多面的に測定・
撮影したデータを解析することによって，新たな特徴を浮かび上がらせられる可能性がある。今後，さらに数多く
の写経料紙についてのデータを比較し，深めていきたい 。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎相田　愛子　立命館大学衣笠総合研究機構・客員協力研究員
○小倉　慈司　本館研究部・准教授

　分析機器・設備利用型

（６） 縄紋土器付着物の放射性炭素年代測定研究─西日本縄文後晩期の実年
代の確定に向けて─
2018年度

（研究代表者　小林謙一）

１．目　的

　国立歴史民俗博物館は炭素14年代法による年代研究を推進してきたが，研究代表者も携わった学術創成研究「弥
生農耕の起源と東アジア」においても，技術的な制約から測定を保留していた資料が存在する。縄紋から弥生への
移行をより明確に把握するため，改めて土器付着炭化物の前処理と炭素14年代測定を実施し，日本列島先史文化の
実年代による再構成を試みる。特に西日本の縄紋後期・晩期の資料を対象とし，不足していた年代値の蓄積を図る
とともに，精度の高い東日本土器群の編年と対比させて，列島全体での縄紋から弥生移行期の交差年代を固める。
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２．今年度の研究計画

　収集済の縄紋土器付着炭化物のうち，編年的な位置付けが明確で測定可能な試料を再検討し，対象を絞り込む。
歴博の年代実験室の設備（自動AAA処理装置など）を用いて前処理を実施し，炭素14年代測定を行う。合わせて
安定同位体分析も行い，炭化物の起源物質を検討して調理物や土器の使用方法の復元に資するデータとするととも
に，海産物や雑穀を含むC4植物の利用のあり方を探る基礎資料とする。測定は東京大学総合研究博物館へ委託し，
研究組織で結果の解釈を行う。

３．今年度の研究経過

　2018年９月，歴博に保管されていた大阪府文化センター提供の久宝寺遺跡・瓜生堂遺跡・亀井遺跡の縄紋後期～
弥生中期の土器付着炭化物，新たに採取した秋田県中屋敷II遺跡の縄紋晩期土器付着物，長崎県埋蔵文化財センター
提供の玖島城遺跡・大浜遺跡・脇岬遺跡・宮下貝塚の縄紋前期・中期・後期土器付着炭化物，福岡県久留米市提供
の正福寺遺跡の縄紋後期土器付着炭化物の前処理を年代実験室で実施した。処理済の試料は東京大学総合研究博物
館の年代測定室に送付し，加速器質量分析法による炭素14年代測定（AMS-14C測定）および元素分析・安定同位体
質量分析装置（EA-IRMS）による炭素・窒素分析を依頼した。

４．今年度の研究成果

　本研究により，近畿の縄紋晩期から弥生中期，東北の縄紋晩期末葉，北九州の縄紋後期初頭から晩期（一部縄紋
前期・中期を含む）の年代値を得ることができた。近畿および東北の資料は既報の追加事例となり，北九州の資料
はこれまで乏しかった西日本の縄紋後期前葉の測定例として新しい成果を得た。特に縄紋後期前葉について，従前
の関東～瀬戸内と北部九州とを初めて同時期に対比することができ，縄紋から弥生への文化変容に年代的な枠組み
を与えることができた。また，北九州の縄紋後期前葉において，安定同位体比分析からC4植物の調理痕跡の可能性
がある土器内面付着炭化物が検出されたことが注目される。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎小林　謙一　中央大学文学部・教授
○坂本　　稔　本館研究部・教授
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