
［概　要］

　外部資金の導入による研究の活発化については，歴博が追求している課題の一つである。競争的研究資金の一
つである日本学術振興会による科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金／科学研究費補助金）については，
2018（平成30）年度の新規採択件数は14件で，継続を含めた採択件数では34件，総額131,170千円であった（採択
課題一覧参照）。

共同研究担当　松木武彦・田中大喜・吉井文美

［採択課題一覧］

外部資金による研究２

研究種目 代表者氏名 研　究　課　題　名

新
　
規

新学術領域
研究領域提案型 藤尾　慎一郎 考古学データによるヤポネシア人の歴史の解明

基盤研究（A）（一般） 村木　二郎 琉球帝国からみた東アジア海域世界の流動的様態と国家

基盤研究（A）（一般） 山田　康弘 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

基盤研究（A）（一般） 坂本　稔 単年輪14Ｃ測定による較正曲線の地域効果・微細構造の解明
基盤研究（B）（一般） 林部　均 官衙機構の動態からみた古代日本における境域の特質

基盤研究（B）（一般） 工藤　雄一郎 高精度14Ｃ年代測定にもとづく先史時代の人類活動と古環境の総合
的研究

基盤研究（B）（一般） 川村　清志 文化の主体的継承のための民俗誌の構築─マルチメディアの活用と
協働作業を通じて

基盤研究（C）（一般） 原山　浩介 １９７０年代～８０年代の消費者運動の再編成過程に関する実証的
研究

基盤研究（C）（一般） 鈴木　卓治 博物館展示の要素を取り入れた歴史資料画像Web閲覧の新手法の
構築

挑戦的研究（萌芽） 渋谷　綾子 前近代の和紙の混入物分析にもとづく「古文書科学」の可能性探索
若手研究 天野　真志 幕末維新期の角館地域を中核とした知的関係と政治意識の形成

若手研究 橋本　雄太 クラウドソーシングと機械学習を統合した歴史資料翻刻システムの
開発

若手研究 吉井　文美 日中戦争期華中における占領地統治の進展と現地秩序の改変過程

特別研究員奨励費 松山　由布子 説話伝承と地域文化に関する研究─東海地域における疫神信仰の形
成と展開

継
　
続

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

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

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

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

基盤研究（B）（一般） 松田　睦彦 朝鮮海出漁の歴史とその文化的影響の研究─イワシをめぐる韓国の
民俗変化

若手研究（A） 箱﨑　真隆 東北日本における過去3400年間の酸素同位体比標準年輪曲線の確立
基盤研究（C）（一般） 大久保純一 幕末世相取材錦絵の美術史的研究
基盤研究（C）（一般） 清武　雄二 古代日本の食材加工にみる律令国家税制の実態的研究
基盤研究（C）（一般） 松木　武彦 古墳時代鉄鏃の変化と地域性に関する数理的解析
基盤研究（C）（一般） 青木　隆浩 1930～1960年代における化粧文化の実態
基盤研究（C）（一般） 荒川　章二 帝国日本と植民地災害─日本植民地時代の台湾震災史を中心に─
基盤研究（B）（一般） 荒木　和憲 中世日本の東アジア交流史に関する史料の集成的研究と研究資源化
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【科研費研究】

（１）新学術領域研究領域提案
考古学データによるヤポネシア人の歴史の解明
2018～2022年度

（研究代表者　藤尾慎一郎）

１．目　的

　ＡＭＳ─炭素14年代測定によって相対年代から数値年代への転換が進む高精度な較正暦年代に基づいた弥生時代
研究と，ＤＮＡ解析が急速に進んでいる分子人類学との異分野研究によって，数値年代にもとづくＤＮＡのあり方
が復元できる。その成果は，弥生～古墳時代の親族構造や通婚圏，人口増加率などを得るために有益な情報となる。
　特に九州北部に分布する弥生時代の甕棺出土人骨から採取したＤＮＡと，同人骨の炭素14年代測定によって得ら
れた死亡年代を比較して，数十年単位の高精度な時間軸に基づいたＤＮＡを導きだし，墓に葬られた人びとの親族
構造を解明する。
　また，現代日本人のゲノムに12％程度みられる縄文由来のＤＮＡの意味を考えるとき，古墳時代以降も列島外か
らのＤＮＡが加わる必要性が想定されているため，日本列島へ人類が渡ってくる経由地である朝鮮半島南部から出
土する三国時代を中心とした古人骨のＤＮＡと年代・同位体比分析を行って，古墳時代人骨と比較する。

２．今年度の研究計画

　交付決定後の７月から準備を始め，沖縄県貝塚後期時代の人骨と貝集積のサンプリングを行い，貝塚後期時代の
較正暦年代構築の基礎作業を始めた。
　また，福岡県安徳台遺跡や鳥取県青谷上寺地遺跡出土の弥生人骨，香川県茶臼山古墳出土人骨の調査を行い，人
骨の較正暦年代を出す場合の炭素寄与率算出の基礎データを得ることとした。

３．今年度の研究経過及び成果

　弥生時代人骨11点，桃の種３点，古墳時代人骨３点，貝塚時代前期人骨２点，貝塚時代後期人骨16点，同時代貝
集積の貝46点，同時代土器付着炭化物１点の，あわせて82点の年代測定を行った。
　これらの成果の内，弥生時代人骨については，「殺された人びとが生きた時代と気候」『倭人の真実』とっとり弥
生の王国・2019・Spring，鳥取県埋蔵文化財センター，2019年３月２日に報告したが，それ以外はまだ数値が出た
ばかりで，これから解析を行い，2020年度中に活動報告として刊行する予定である。
　以下，調査記録である。
　第１回考古班会議　７月17日(火)熊本大学文学部
　 沖縄県立埋蔵文化財センター，県内市町村（浦添市，うるま市，宜野湾市，北谷町，読谷町）協力依頼，８月21

～25日
　鹿児島県教育委員会，県内市町村協力依頼，10月９～10日
　香川県埋蔵文化財センター　高松市茶臼山古墳出土古墳時代人骨サンプリング，10月12～13日
　近畿大学東大阪キャンパス埋蔵文化財調査室　山賀遺跡出土弥生前期人骨サンプリング，11月5日
　沖縄県内出土貝塚時代人骨，および貝集積サンプリング　11月27～12月１日
　千葉県木更津市諏訪谷古墳群出土人骨の調査　12月７日，木更津市教育委員会

継
　
続

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

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

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

基盤研究（C）（一般） 樋浦　郷子 日本植民地の学校教育に見る民族意識の形成
基盤研究（C）（一般） 高田　貫太 朝鮮半島西南部の前方後円墳をめぐる倭と馬韓の交渉史
基盤研究（C）（一般） 青山　宏夫 坤興万国全図と国民的教養の基盤形成
若手研究（B） 島津　美子 近世近代における赤色染料の利用実態に関する研究

若手研究（B） 福岡万里子 幕末維新期日本をめぐる国際関係史の再構築に向けて─東アジア比
較・世界史の視点から
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　ウリ文化財研究院　慶北永川完山洞古墳群見学，12月16日
　若手会議　１月22～24日，北海道大学「Ｂ０１班の活動について」
　第２回考古班会議　１月25～26日　国立歴史民俗博物館
　沖縄県具志原貝塚出土貝集積の調査，沖縄県立博物館，２月19日

４．研究組織（◎は研究代表者）
【研究分担者】
　木下　尚子　熊本大学・教授 奄美・沖縄出土人骨の考古学的解析
　清家　　章　岡山大学・教授 古墳時代人骨の考古学的解析
◎藤尾慎一郎　本館研究部・教授 研究総括，弥生時代人骨の考古学的解析
　山田　康弘　本館研究部・教授 縄文時代人骨の考古学的解析

【連携研究者】
　坂本　　稔　本館研究部・教授　 炭素14年代測定
　箱﨑　真隆　本館研究部・特任助教　 酸素同位体比年輪年代
　大森　貴之　東京大学総合研究博物館・特任研究員　 同位体比分析

（２）基盤研究（Ａ）
琉球帝国からみた東アジア海域世界の流動的様態と国家
2018～2021年度

（研究代表者　村木二郎）

１．目　的

  世界史上の大航海時代より以前に，早くも14世紀代から東アジア海域世界では活発な交易がおこなわれていた。
それを牽引した琉球は，単なる受動的な中継貿易国家ではなく，諸外国と複雑な外交交渉をおこない，積極的な交
易活動を展開した海洋国家であった。その活動過程で，言語も習俗も異なる宮古・八重山や奄美に侵攻し，在地社
会を大きく変化させた。その痕跡は，遺跡や遺物，伝承に残るのみである。本研究では，これまでほとんど注目さ
れてこなかった琉球の帝国的側面に新たに視点を据え，中世後半の東アジア海域世界の多様かつ流動的な様態を捉
え直す。その際，これまで独擅場であった文献史学による研究に目を配りながらも，集落構造や流通，技術に着目し，
考古学，民俗学，分析化学等のさまざまな手法により，新たな歴史像を探る。そして，歴史的一断面から設定され
た現在の国境の必然性を問うことで，「国家」とは何かを歴史学の立場から提言するための実証的素材を整える。

２．今年度の研究計画

　本研究は，琉球の周辺地域から古琉球史を見つめなおすことを目的とする。そのためには，周辺地域の資料を渉
猟する必要がある。これまでの当該研究は，主として文献史料をもとに描かれてきたが，既存の文献史料を素材と
する限り，従来の研究から脱却することは難しい。というのも，奄美・先島を中心とした琉球周辺地域には同時代
の文献史料がほとんど存在しないため，後世の琉球王府による編纂物に頼るしかなく，結果として琉球王府史観に
よって周辺地域を捉えざるを得ないのである。しかし，それらの地域には遺跡があり，遺物がある。これらの考古
資料を整理，分析することで，新たな素材を増やし，周辺地域独自の文化を明らかにする基礎作業が重要となる。
　初年度である平成30年度は，先島および沖縄本島の陶磁器調査を実施して，データの蓄積を図る。手法としては，
特定の遺跡（遺構）出土の貿易陶磁器を，同一分類基準で全点カウントする。沖縄独自の分類基準ではなく，全国
的に通用する基準を用いることで，当該地域以外の情報とも比較可能とする。また，中世の集落遺跡，および墓地
を踏査し，良好な遺跡については測量調査をおこなう。状況が許せば，来年度以降の発掘調査も視野に入れたい。
これとは別に，文献班は南九州の文献史料の原本調査を実施する。陶磁器調査と併行することで，既知の史料から
も新しい見解が生まれてくることが期待できる。
　日本国内には他に見られない先島の石囲い中世集落の淵源はどこにあるのか。またその分布域はどの程度広がる
のか。これは大きな研究課題である。これらを探るために，韓国や台湾の同時代遺跡を踏査する必要がある。現地
の研究者と密接な連携を保ちながら，随時実施していくこととする。
　資料調査については，考古班，文献班で分担しておこなうが，遺跡の踏査はできる限り全体で行動し，情報や考
えを共有して進めていく。そのための研究会を春（国立歴史民俗博物館），秋（沖縄），冬（国立歴史民俗博物館）
に実施し，研究報告会を重ねていくこととする。
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３．今年度の研究経過及び成果

　６月９日　第１回研究会　於．国立歴史民俗博物館
　　報告：村木二郎「先島・奄美からみた琉球」
　７月11日－13日　研究会・調査　於．台湾大学・宜蘭県政府文化局・蘭陽博物館
　　報告：盧柔君「淇武蘭遺跡について」
　　　　　村木二郎「周辺からみた琉球」
　　宜蘭県淇武蘭遺跡出土陶磁器調査
　９月18日－21日　調査　於．那覇市教育委員会・沖縄県立埋蔵文化財センター
　　那覇市銘苅原遺跡・ヒヤジョー毛遺跡・与那国町与那原遺跡出土陶磁器調査
　10月13日－15日　調査　於．波照間島ミシュク村跡遺跡
　　波照間島ミシュク村跡遺跡測量補足調査
　11月24日－27日　調査　於．八重山
　　波照間島・西表島・竹富島集落遺跡踏査
　12月８日－10日　第２研究会・調査　於．宮古島ゆいみなぁ・多良間島・宮古島
　　報告：久貝弥嗣・栗木崇「宮古島みゃーかの調査について」
　　多良間島・宮古島踏査
　２月３日－６日　調査　於．うるま市教育委員会
　　うるま市勝連城跡出土陶磁器調査
　２月28日－３月３日　調査　於．沖縄県立埋蔵文化財センター・与論町教育委員会
　　与那国島慶田崎遺跡・西表島上村遺跡・宮古島友利遺跡出土出土陶磁器等調査，与論城跡踏査
　３月６日　第３回研究会　於．国立歴史民俗博物館
　　報告：黒嶋敏「絵図に見る先島の海上交通」
　　　　　 村木二郎・池谷初恵・小野正敏・小出麻友美・佐々木健策・李明玉「琉球列島出土陶磁器調査について

（経過報告）」
　３月12日－14日　調査　於．鹿児島県長島町歴史民俗資料館・南大隅町等
　　千竃家文書調査，禰寝氏関連遺跡踏査

　初年度の研究会・現地調査は以上の通りである。考古班は沖縄本島の陶磁器調査に着手し，これまで試みてきた
奄美・先島資料と同レベルで比較検討できる材料の構築を目指す。また，中世の集落遺跡の踏査によって，地域ご
との特徴把握を試みた。文献班は文書の原本調査，および関連地域の踏査をおこない，周辺地域から琉球を把握す
るための材料を収集し始めた。これらの地道な調査を蓄積していくことで，本研究会オリジナルのデータを作り，
それらを素材に研究を深めていくこととする。

４．研究組織（◎は研究代表者）
【研究分担者】 　
　池田　榮史　琉球大学国際地域創造学部・教授
　黒嶋　　敏　東京大学史料編纂所・准教授
　鈴木　康之　県立広島大学人間文化学部・教授
　関　　周一　宮崎大学教育文化学部・教授
　中島　圭一　慶應義塾大学文学部・教授
　渡辺　美季　東京大学大学院総合文化研究科・准教授
　荒木　和憲　本館研究部・准教授
　齋藤　　努　本館研究部・教授
　田中　大喜　本館研究部・准教授
　松田　睦彦　本館研究部・准教授
◎村木　二郎　本館研究部・准教授

【連携研究者】
　岡本　弘道　県立広島大学人間文化学部・准教授

【研究協力者】
　池谷　初恵　伊豆の国市教育委員会・文化財調査員
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小野　正敏　本館・名誉教授
久貝　弥嗣　宮古島市教育委員会・主事
栗木　　崇　熱海市教育委員会・学芸員
小出麻友美　千葉県立中央博物館・研究員
佐々木健策　小田原城総合管理事務所・係長
李　明　玉　韓国国立文化財研究所・学芸研究士

（３）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
2018～2021年度

（研究代表者　山田康弘）

１．目　的

　研究代表者である山田らが科研費を受けて行ってきた研究によって，これまで40年間にもわたって唱えられてき
た「抜歯仮説」をはじめ従来の「人骨出土資料に基づく縄文社会論」には，人骨相互の帰属年代が異なり同一の墓
域・埋葬小群を構成していなかったなど，分析の前提に大きな問題があり，そのままでは首肯できないことが明ら
かとなった。この問題を解決するためには，人骨出土 事例の考古学的・人類学的・年代学的・文化財科学的な再
検討が必須である。そこで本研究では，過去に出土した縄文人骨に対して新規に炭素・窒素同位体分析および年代
測定を行い，年代補正をし，その帰属年代を正しく把握する。あわせてストロンチウムの同位体分析とDNA分析
を行い，人骨の出自や人骨間の遺伝的関係をおさえた上で考古学的な再検討を加え，考古学・人類学(含む同位体・
ゲノム領域)・年代学を総合した新領域であるBio-Archaeologyの見地から，新たな縄文社会論を再構成し，あわせ
て学際的研究のコラボレーションモデルを提示する。 

２．今年度の研究計画

　上記の目的を達成するために平成30年度(初年度)では，以下の作業を行う。
・岡山県津雲貝塚および愛知県伊川津貝塚出土人骨を対象とし，サンプリングを行う。
・これらの資料の年代測定，同位体分析，DNA分析を実施する。
・上記の分析結果をうけて，考古学的な埋葬属性との関連性について検討を加える。
・組織内研究会の開催(3回程度)。調査組織のHP，研究連絡紙を作成。
・これらのデータを取り入れた出土人骨データベースの作成を開始する。 

３．今年度の研究経過及び成果

　岡山県津雲貝塚および愛知県伊川津貝塚出土資料については，歴博共同研究の研究成果を取り込むことができた
ため，必要な年代測定，同位体分析については測定を終了することができ，あとはDNAの検討のみが残されてい
る状況である。
　そこで，今年度は計画を変更し，千葉県西広貝塚出土人骨・古作貝塚出土人骨・茨城県西方貝塚出土人骨の年代
測定および炭素・窒素同位体分析を行った。
　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１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２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
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　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について
　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─
　また，科研費のHPも開設し，研究の進捗状況を公開している（https://blogs.yahoo.co.jp/arch_yamada）。

４．研究組織（◎は研究代表者）
【研究分担者・考古学班】
◎山田　康弘　本館研究部・教授　 墓制の分析
　設楽　博己　東京大学大学院・教授 墓制の分析
　山崎　　健　奈良文化財研究所・主任研究員 年代比較資料としての動物遺存体の分析
　石丸恵利子　広島大学総合博物館・研究員 年代比較資料としての動物遺存体の分析

【研究分担者・人類学班(含む同位体分析・ゲノム領域・年代学)】
　水嶋崇一郎　聖マリアンナ医科大学・助手 人骨形質の検討
　五十嵐由里子　日本大学・講師 妊娠痕等による人口・年齢構造の分析
　谷畑　美帆　明治大学 古病理学的観点からの分析
　米田　　穣　東京大学総合研究博物館・教授 人骨の年代測定，安定同位体比による縄文人の食性の分析
　坂本　　稔　本館研究部・教授 人骨の年代測定
　工藤雄一郎　本館研究部・准教授 人骨の年代測定
　日下宗一郎　静岡県立ふじのくに環境ミュージアム　 安定同位体比による縄文人の食性の分析，ストロンチウム

同位体による移動の分析
　太田　博樹　北里大学・准教授 DNAによる出土人骨間の血縁関係の分析
　覚張　隆史　金沢大学・助教　  DNAによる出土人骨間の血縁関係の分析，ストロンチウ

ム同位体による移動の分析
　齋藤　　努　本館研究部・教授 ストロンチウム同位体による移動の分析

【研究協力者・考古学班】
　長田　友也　中部大学・非常勤講師 副葬品・呪術具関係の分析
　川添　和暁　愛知県埋文センター 着装装身具の分析
　増山　禎之　田原市教育委員会 渥美半島における人骨出土遺跡の分析
　田嶋　正憲　岡山市教育委員会  瀬戸内における人骨出土遺跡の分析

【連携研究者・人類学班(含む同位体分析・ゲノム領域・年代学)】
　近藤　　修　東京大学大学院　准教授 人骨形質の検討

（４）基盤研究（Ａ）
単年輪14C測定による較正曲線の地域効果・微細構造の解明
2018～2021年度

（研究代表者　坂本稔）

１．目　的

　放射性炭素年代法は，炭素14（14C）の半減期に基づく年代測定法であり，考古学や地球惑星科学などの諸分野
で広く利用されている。測定値（炭素14濃度）から数値年代を得るにはIntCalなどの「較正曲線」を用いるが，そ
のデータは10年分解能であり欧米産樹木から得られたものである。較正曲線の改善は年代測定の精度・確度の向
上に直結することから，全世界的に研究が進められている。申請者らはその過程で，日本産樹木の炭素14濃度が
IntCalとずれる年代があることを見出した。国産試料の年代測定において，このようなずれは年代値の誤差を生む
ことにつながり，より正確な年代決定のための較正曲線が必要である。本研究は人類の歴史に重要な過去2000年間
について，IntCalの解像度を上回る1年分解能の較正曲線の確立を目的とする。このような較正曲線が得られれば，
年代測定の精度が画期的に改善するだけではなく，14Cをプロキシとした太陽物理などの自然科学分野にも影響を
与える。
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２．今年度の研究計画

　日本産の樹木年輪の炭素14年代測定の現状を整理し，詳細な測定が必要な時期を特定する。国立歴史民俗博物館
年代実験室における試料調製の体制を整え，年輪セルロースの抽出を行う。必要に応じて酸素同位体比年輪年代法
により年輪年代を決定し，単年輪の炭素14年代測定を行う。

３．今年度の研究経過及び成果

　2018年６月27日，東京大学総合研究博物館で研究会を実施し，日本産樹木年輪の炭素14年代測定の状況について
研究組織内での共通理解を得た。屋久スギについては研究分担者により既に過去3,000年分の測定が先行している
が，宇宙線強度変動の復元が主な目的である。日本列島周辺の地域効果を議論するには地域的な偏りもあり，日本
列島周辺のデータ比較に利用することを確認した。
　昨年度までに１年おきの測定の炭素14年代測定の進んでいたさいたま市青葉神社のヒノキ材について，今年度は
その間を埋める測定を山形大学で実施した（17世紀～18世紀）。また，坂井市教育委員会から提供いただいた丸岡
城の保存古材の測定を山形大学で実施した（15世紀）。さらに，紀元前７～６世紀の信楽市出土ヒノキの測定を東
京大学総合研究博物館で実施した。
　2018年６月18～23日にノルウェーで開催された第23回国際放射性炭素会議に出席し，研究動向を調査するととも
に昨年度までに測定された日本産樹木年輪の炭素14年代を報告した。席上でIntCal Working Groupのメンバーと
議論し，2019年に公開を予定する次期較正曲線IntCal19に日本産樹木年輪の炭素14年代を反映させるための手続き
を確認し，帰国後データの提供を行った。データの反映は論文執筆が前提であり，2019年度中の投稿を行う。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎坂本　　稔　本館研究部・教授
　箱崎　真隆　本館研究部・特任助教
　木村　勝彦　福島大学・共生システム理工学部・教授
　三宅　芙沙　名古屋大学・宇宙地球環境研究所・准教授
　中尾　七重　山形大学・理学部・研究員　
　尾嵜　大真　東京大学・総合研究博物館・特任研究員

（５）基盤研究（Ａ）
官衙機構の動態からみた古代日本における境域の特質
2018～2020年度

（研究代表者　林部均）

１．目　的

　古代日本は，その境域である東（東北地方）と西（九州地方）に居住する人々を「蝦夷」，「隼人」などと呼称し，
特別なシステムで統治した。国家の境域が地勢・政治・経済の上でも，列島中央とは異なる特別な地域と認識され
ていたからである。また，近年，境域におかれた官衙が政治的な拠点であるとともに，国家の外の地域との交流（外
交・交易・軍事）拠点であったことが明らかとなっている。そこで，本研究では，このような官衙の交流拠点とし
ての機能を具体的かつ実証的に分析し，古代日本の境域のもつ特質や，この地域が古代日本の歴史的展開に与えた
影響を明らかにすることを目的とする。具体的には，遺跡や遺構・遺物の分析により，交流拠点としての官衙の実
態把握と，その機能の復元，出土文字資料の再検討などから地域社会の復元をおこなう。そして，境域という新し
い視点からみた，古代史像の構築を目指す。

２．今年度の研究計画

　平成30年度は，古代日本の境域における官衙の最新の発掘調査にもとづき，遺跡を構成する建物や空間の機能，
その変遷を可能なかぎり復元し，その動態を明らかにする。その際，官衙のもつ交流拠点としての機能である外交，
交易，軍事という視点を，とくに意識して，それを反映する具体的な遺構の把握に努める。
　また，官衙は境域において単独で存在するものではない。周辺には，集落や生産遺跡，寺院，港湾などが存在す
る。その様相は官衙機能の動態とも深くかかわる。もちろん，交流機能とも無関係ではない。官衙機能の動態と周
辺遺跡とがいかにかかわるのかを検討し，地域社会の中での官衙の果たした役割について検討を加える。
　平成30年度は，この作業を古代国家の東では，１.秋田平野（秋田城）とその周辺，２.横手盆地（払田柵跡）と
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その周辺，古代国家の西では，３.福岡平野（大宰府）とその周辺，４.大島畠田遺跡と都城盆地，５.日向国府跡（西
都市)とその周辺，と５つの地域を設定して，官衙遺跡の様相とその周辺遺跡の動態の把握につとめ，古代日本の
境域のもつ特質の抽出を行う。個々の地域の詳細な資料調査は，各研究分担者・研究協力者が行い，その分析や歴
史的な背景の検討は，体で共同研究会を実施して検討する。また，これらの地域のいくつかについて，現地調査を
行い，その環境的・歴史的景観についても調査し，交通路などを把握し，交流拠点としての官衙遺跡の実態に迫る。
　このような調査・研究をもとに，個々の境域のもつ特質の具体的な様相の把握までを30年度の到達点としたい。
この結果を踏まえて，さらに次年度以降は，別の地域の設定，分析項目の追加を行う。
　また，官衙の交流拠点（外交・交易・軍事）としての機能を具体的に検討するため，発掘調査で検出される遺構・
遺物で，具体的にそれを反映する遺構・遺物の抽出をおこない，次年度以降の研究の準備を行う。

３．今年度の研究経過及び成果

　平成30年度は，古代日本の境域における官衙の最新の発掘調査にもとづき，遺跡を構成する建物や空間の機能，
その変遷を可能なかぎり復元し，その動態を明らかにした。その際，官衙のもつ交流拠点としての機能である外交，
交易，軍事という視点をとくに意識して，それを反映する具体的な遺構・遺物・史料の把握に努めた。
この作業を古代国家の東では，１.秋田平野（秋田城）とその周辺，２.横手盆地とその周辺，古代国家の西では，３.福
岡平野（大宰府）とその周辺，４.大島畠田遺跡と都城盆地，５.日向国府跡（西都市）とその周辺，と５つの地域
を設定して分析をおこなった。とくに，研究の初年度であったので，これらの地域のすべてを巡検した。
　その結果，２.の横手盆地と４.の都城盆地が，地形条件，居館といった有力者の出現，集落の動態，外の地域の
交流に果たした役割などが類似するという成果が得られた。古代国家の東と西を考えていくポイントになる地域と
考えた。次年度では，遺跡・遺物・史料を分析して境域がもつ特性を抽出する。
　１.の秋田城では，北海道の石狩低地帯に秋田城への供給を目的とした窯で生産された須恵器が多数搬入されて
いる事実が明らかとなった。秋田城と石狩低地帯とが，どういう経緯・目的で交流することになったのかなど，新
たな研究視点が生まれるとともに，あらためて秋田城のもつ交流拠点としての重要性を確認した。今後は，秋田城
の変遷と石狩低地帯の動向を検討し，官衙の地域社会に果たした役割を考える。さらに，８世紀になると北海道で
は，擦文文化が成立する。土器様式の大きな転換や竪穴住居の変化などは，古代国家の影響がいかに強かったのか
を示している。次年度は古代国家がオホーツク文化をどのように認識していたのかを考古学・文献史学両面から検
討する。
　４.の都城盆地では火山灰の年代分析をおこない，火山噴火が遺跡の動態に与える影響を考えた。
なお，研究会等の開催は下記のとおり。
　６月21日・22日　研究打合せ　秋田市秋田城跡歴史資料館・横手市教育委員会。
　７月４日・５日　　研究打合せ　都城市教育委員会・西都市教育委員会。
　10月13日・14日　第１回研究会　国立歴史民俗博物館
　12月14日～16日　第２回研究会　都城盆地の遺跡・遺物の調査（都城市教育委員会）
　３月９日・10日　　第３回研究会　国立歴史民俗博物館

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎林部　　均　本館研究部・教授

【研究分担者】
　三上　喜孝　本館研究部・教授
　高田　貫太　本館研究部・准教授
　菱田　哲郎　京都府立大学文学部　
　桒畑　光博　九州大学アジア埋蔵文化財研究センター（都城市教育委員会）
　坂上　康俊　九州大学人文科学研究院　
　蓑島　栄紀　北海道大学アイヌ・先住民研究センター

【研究協力者】
　伊藤　武士　秋田市秋田城跡歴史資料館　
　島田　祐悦　横手市教育委員会　
　吉野　　武　宮城県教育庁文化財課　
　杉原　敏之　福岡県教育庁教育総務部文化財保護課　
　津曲　大祐　西都市教育委員会　
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　永山　修一　ラ・サール高等学校
　近沢　恒典　都城市教育委員会

（６）基盤研究（B）
高精度14Ｃ年代測定にもとづく先史時代の人類活動と古環境の総合的
研究
2018～2021年度

（研究代表者　工藤雄一郎）

（７）基盤研究（B）
　　  文化の主体的継承のための民俗誌の構築─マルチメディアの活用と協

働作業を通じて
　　 2018～2022年度

（研究代表者　川村清志）

１．目　的

　本研究の目的は，日本の地域社会が失いつつある生活文化の諸相を持続的に継承し，活用するための基盤となる，
マルチメディアを用いた民俗誌を作成することにある。
　この研究の意義として，①人類学，民俗学の民俗誌記述における理論的，倫理的な課題の克服，②現代的メディ
ア状況に対応した民俗誌実践の試み，③地域社会への持続的な文化支援という側面を持っている。民俗誌は，対象
とする社会の生活文化を全体的に記録することを目的としている。本研究では，日本の地域社会において研究者と
現地の人びとの対話と協働を通して，多様な価値観と視点を内包した，自己表象としての民俗誌を共に創出する。
文字情報はもちろん，画像や動画を用いてネット上での公開も視野に入れた民俗誌であり，人びと自身が主体的に
選択し，積極的に継承，活用しようとする文化についての更新可能な─メディアを通じて文化実践を上書できる─
記録の構築を目指す。

２．今年度の研究計画

　研究初年度は，文化人類学，社会学などの先行する理論的成果と近年の民俗誌記述の検証から出発する。とりわ
け2000年代以後に頻出しているメディアを用いた調査法の実効性の当否を検討するとともに，現地での協働体制で
必要とされる研究上のマニュアルの素案を研究者間で構築していく。そのうえで本研究が構想している協働の民俗
誌に必要な関連諸分野の成果についても検証していく。
　また，各フィールドについての基礎的な調査を行う。予算の減額に伴って調査地として，石川県輪島市門前町と
鹿児島県屋久島，宮城県七ヶ浜町を中心に概略的なフィールドワークを行う。門前町には５月から数回の調査を行
い，屋久島と七ヶ浜町についても，６月以後に複数回の調査を行う予定である。
　また，兵庫県明石市と宮城県気仙沼市以外に沖縄県を調査フィールドに据えて予備的な調査を行うことにしたい。
いずれの調査地も，分担研究者の調査経験があり，現地とラポールを結んできた地域である。予備的な調査では，
研究チームが現地を訪れ，各々の専門と関心に基づいて多様な文化資源にアクセスしながら，エスノグラフィーに
向けての構想を固めることになる。ここでより協働作業が可能な地域を選定し，テーマや表象技法を絞った調査活
動に移っていきたいと考える。また，現地での調査に際しては，地域に残る民謡は民俗芸能，祭囃子などの音楽の
採譜者と展示を主とした民俗文化の二次的表象に関わる専門家に研究協力を仰ぐ予定である。
　設定した調査地の中で，最も長期にわたり調査が継続されている石川県輪島市門前町については，現地との具体
的な協働体制のもとにフィールドワークを行い，調査資料の整理とデータベース化のモデルを作成したいと考える。

３．今年度の研究経過及び成果

　今年度は，上記の研究計画に基づき，近年の文化人類学，民俗学，社会学における理論的成果と民俗誌記述の検
証から出発した。これまで長年にわたって調査を行ってきた石川県輪島市門前町において『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』の作成を行うことができた。実際の調査活動は，これまでの蓄積に加え
て春から夏に行った。同時期には宮城県七ヶ浜町においては，東日本大震災以後の文化の復興活動に携わってきた
人々と共に，震災をこえて継承される生活文化の保全，記録，活用に関する調査・研究を行った。これらは，今後，
出版物や映像民族誌の形式の元にまとめていく予定である。
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　また，気仙沼地方でも調査によって，外部からの伝統的な地域文化町の調査を仲介する協力者(コラボレーター)
の存在が大きいことがわかった。これと同様の現象が，昨年の11月に初めて訪れた沖縄県宮古島の調査においても
浮かび上がってきた。今後，これらの地域においては，このようなコラボレーターの活動に焦点を当てながら，イ
ンタビューや映像記録化を主眼として継続的に調査を行っていく予定である。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎川村　清志　本館研究部・准教授
　岡田　浩樹　神戸大学・国際文化学研究科・教授
　内田　順子　本館研究部・准教授
　柴崎　茂光　本館研究部・准教授

（８）基盤研究（B）
　　 1970年代～80年代の消費者運動の再編成過程に関する実証的研究
　　 2018～2020年度

（研究代表者　原山浩介）

（９）基盤研究（Ｃ）
博物館展示の要素を取り入れた歴史資料画像Web閲覧の新手法の構築
2018～2020年度

（研究代表者　鈴木卓治）

１．目　的

　インターネットで日本歴史資料の高精細デジタル画像の公開が進む現状に鑑み，単なる熟覧の範囲を超えた，博
物館展示の要素を取り入れた歴史資料画像閲覧の方法を提案する。具体的には，IIIFに代表される，呼び出し方法
が標準化された超高精細デジタル画像の全体あるいは一部をWebブラウザの画面上に構成して表示し，さらに動
きや条件分岐を含むシナリオを与えて，それらの画像をタイミングよく切り替え解説を含めて提示するWebコン
テンツの制作システムを試作する。「展示」の技法を導入することで，単なる資料熟覧の範囲を超えて，資料のも
つ意義や資料間の相互関係を立体的に紹介するコンテンツを，最小限のコストで，インターネット上で世界中に公
開することを目指すとともに，IIIFの採用により，複数機関が所有する資料の相互利用を可能とし，インターネッ
トの特質を生かした「仮想展示」の可能性を広げることを目標とする。

２．今年度の研究計画

　本課題で目指すのは，「PowerPointスライド」並のプレゼンテーションを，個別にプログラムを作るより少ない
手間で作成できるオーサリングシステムの実現である。
　初年度（平成30年度）に，開発に必要な設備類（PC，NAS等）を準備し，初期システムの開発と既存超高精細
画像データのフォーマット変換を実施する。初期システムでは，既存システムにより実現されている範囲，すなわ
ち，１．超高精細画像を画面の任意の位置に任意の大きさで表示する，２．複数の画像を画面に並べて配置する，３．
画像の説明文を画面に画像と同時に並べて配置する，の３つの機能を実装する。

３．今年度の研究経過及び成果

　本年度は初期システムの開発を実施した．初年度に計画した機能の実装は予定通り実施することができ
た。成果物である初期システムは，2018年にウェールズ国立博物館において開催された企画展示「KIZUNA: 
Japan|Wales|Design」（国立歴史民俗博物館が展示協力を行った）において，江戸図屏風の超高精細画像を日本語，
英語，ウェールズ語の解説を交えて閲覧することができるシステムとして利用され，好評を博した。また，2019年
3月にリニューアルオープンした国立歴史民俗博物館総合展示第１展示室（先史・古代）において，初期システム
を正倉院文書歴博複製資料の超高精細画像ビューワに改造し，長い絵巻状の文書の両面にびっしりと書かれた文字
を比較しながら閲覧できるよう，２つの超高精細画像を左右に並べ，互いに連動して，同じ場所の表面と裏面が常
に同時に見えるようにしたもの（この機能は研究目的の閲覧にも有用である）を広く来館者に公開した。

４．研究組織（◎は研究代表者）
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◎　鈴木　卓治　本館研究部・教授

（10）挑戦的研究（萌芽）
前近代の和紙の混入物分析にもとづく『古文書科学』の可能性探索
2018～2020年度

（研究代表者　渋谷綾子）

１．目　的

　本研究の目的は，考古学および植物学的な手法によって古文書の料紙内への混入物を分析し，「古文書科学」と
いう学問としての可能性の探索を行うことである。古文書の混入物には，紙の製造過程での添加物に由来するデン
プンや鉱物，資料の修理の際に付加される炭酸カルシウムなどがある。本研究はこれらの混入物の種類，量，密度
の3つと，紙自体の成分について，古文書の分類との対象比較を行い，和紙の製造手法・地域・時期の分析，その
結果にもとづく資料の地域的特性や歴史的変遷を探る実験的な研究を行う。
　「古文書科学」の可能性を探るためには，既存の古文書研究が抱えてきた問題を克服する必要がある。これまで
の古文書の物質的研究は，紙の厚みや重さなどの法量の計測や100倍の視野条件を用いた顕微鏡観察による紙の繊
維などの検討によって紙の分類が行われ，紙の製造方法や使用方法の検討，装丁技術の分析が進められてきた。そ
のため，前近代の和紙の研究において，紙の素材は繊維だけではないにも関わらず，混入物に対する詳細な検討は
見落とされてきた。本研究は，紙の構成物の詳細な分析を行うことによって，古文書の料紙研究の欠落部分を補い，

「古文書科学」として確立させることを目指す。

２．今年度の研究計画

　本研究では，１.古文書の分類と製紙材料の構成物としてのデンプンなどの種類・量・密度等の対象比較による
紙の質的比較解析，２.DNAによる和紙の製造手法・地域・時期の分析，３.これらの分析手法を統合した「古文書
科学」という研究分野としての可能性探索，という３つを軸とする。高精度な光学顕微鏡やデジタルマイクロスコー
プ，DNA分析手法を活用し，非破壊の分析を行う。2018年度は，資料調査と混入物の分析，現生サンプルのDNA
分析による紙材料の識別実験，混入物の標準的データの抽出を試みる。混入物の分析は，（１）資料調査と紙の繊
維の分析，（２）混入物の分析，（３）多角的研究，（４）文書研究の４つを柱として設定する。料紙の成分特定に
ついては，分担者（石川）とともに現生の紙や原料サンプルのDNA分析を実施し，繊維や糊などの構成物の由来
材料を特定する。
　2018年度は研究の初段階であり，国内外の学会や学術誌等において分析手法の紹介を中心とした発表を行う。
2018年５月のAWRANA2018（フランス）や７月の日本文化財科学会第35回大会，11月の第33回日本植生史学会大
会，2019年２月のWorkshop on Integrated Microscopy Approaches in Archaeobotany 2019（IMAA2019）では
研究手法の紹介と結果の見込みについて報告し，総合資料学プロジェクトの書籍『Integrated Studies of Cultural 
and Research Resources』では2018年度前半までに得られた研究成果について報告する。

３．今年度の研究経過及び成果

　今年度において分析・検討を行ったのは主に下記の項目である。
　　①東京大学史料編纂所所蔵「中院一品記」の顕微鏡撮影画像の再解析（渋谷）
　　②国立歴史民俗博物館所蔵「廣橋家旧蔵記録文書典籍類」の顕微鏡撮影画像の再解析（渋谷）
　　 ③「松尾大社所蔵資料」および米沢市上杉博物館所蔵「上杉家文書」の顕微鏡撮影と構成物の解析（研究分担

者高島晶彦・渋谷）
　　④現生の紙原料サンプル（カジノキ）のDNA分析（研究分担者石川隆二・渋谷）
　上記の成果は下記の論文や学会発表ですでに報告している。

【学術雑誌・紀要等】
①渋谷綾子,「点から面へ，そして歴史の研究へ」，『人文情報学月報』82（メールマガジン），2018年５月29日
②渋谷綾子・高島晶彦・天野真志・山田太造・小島道裕・尾上陽介,「古文書の起源の追跡にむけた前近代の和紙

の構成物分析：研究の現状と課題，方法の展開」，『日本文化財科学会第35回大会研究発表要旨集』，日本文化財
科学会，pp.52-53，2018年７月６日(査読有)

③Ayako Shibutani, Beyond Archaeological Methods: Microscopic Approaches to Japanese Historical Documents, 
Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco, 58, Musée d'Anthropologie préhistorique de 
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Monaco, p.58, 2018年５月（査読有）
④渋谷綾子，「料紙のデンプン粒構成物からみた古文書の起源追跡」，『日本植生史学会第33回大会講演要旨集』，日

本植生史学会，pp.29-30，2018年11月９日（査読有）
⑤Ayako Shibutani, Seeing starch: Integrated archaeobotanical approach to identify the origins of Japanese 

historical papers, Abstract booklet: Workshop on Integrated Microscopy Approaches in Archaeobotany, 
Association for Environmental Archaeology, p.18, 2019年２月（査読有）

⑥Ayako Shibutani, Developing A Methodology of Mixture Analysis to Determine the Origins of Japanese 
Historical Papers, Integrated Studies of Cultural and Research Resources, National Museum of Japanese 
History ed., University of Michigan Press，2019年３月（査読有）

【学会・研究会発表等】
＜口頭発表＞
⑦Ayako Shibutani，Beyond Archaeological Methods: Microscopic Approaches to Japanese Historical 

Documents, AWRANA2018 (Association of Archaeological Wear and Residue Analysts), Saint Jean d’Angely 
Campus, University of Nice Côte d’Azur, Nice, France, 2018年5月29日（ポスター，査読有）

⑧渋谷綾子，「古文書料紙の構成物分析と方法の展開・可能性」，国立歴史民俗博物館機関拠点型基幹研究「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」平成30年度異分野連携ユニット研究会第１回・
東京大学史料編纂所2018年度一般共同研究「前近代の和紙の構成物分析にもとづく古文書の起源地追跡」第１回
研究会，国立歴史民俗博物館，2018年６月25日

⑨渋谷綾子・高島晶彦・天野真志・山田太造・小島道裕・尾上陽介，「古文書の起源の追跡にむけた前近代の和紙
の構成物分析：研究の現状と課題，方法の展開」，日本文化財科学会第35回大会，奈良女子大学，2018年７月７
日（査読有）

⑩渋谷綾子，「考古学の分析手法を超える：古文書の起源追跡のための和紙の構成物分析」，近江貝塚研究会第298
回例会，滋賀県埋蔵文化財センター，2018年８月25日

⑪渋谷綾子，「料紙のデンプン粒構成物からみた古文書の起源追跡」，第33回日本植生史学会大会，滋賀県立琵琶湖
博物館，2018年11月10日・11日（ポスター，査読有）

⑫渋谷綾子，「古文書料紙に対する自然科学分析の意義と2018年度研究成果の報告」，国立歴史民俗博物館機関拠点
型基幹研究「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」異分野連携ユニット研究
会平成30年度第3回・東京大学史料編纂所2018年度一般共同研究「前近代の和紙の構成物分析にもとづく古文書
の起源地追跡」第2回・科研費挑戦的研究（萌芽）「前近代の和紙の混入物分析にもとづく「古文書科学」の可能
性探索」（No.18K18534）第１回　合同研究会，米沢市上杉博物館，2019年１月18日

⑬Ayako Shibutani, Seeing starch: Integrated archaeobotanical approach to identify the origins of Japanese 
historical papers, Workshop on Integrated Microscopy Approaches in Archaeobotany 2019 (IMAA2019), 
University of Reading, UK, 2019年２月16日・17日（ポスター，査読有）

⑭Ayako Shibutani, Small Things in Perspective: An Integrated Approach to Historical Paper Materials through 
Digital Infrastructure and Microscopy, Digital Humanities Workshop at KUL, Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgium, 2019年２月27日

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎渋谷　綾子　本館研究部・特任助教
　石川　隆二　弘前大学農学生命科学部・教授
　高島　晶彦　東京大学史料編纂所・技術専門職員

（11）若手研究
幕末維新期の角館地域を中核とした知的関係と政治意識の形成
2018～2021年度

（研究代表者　天野真志）

１．目　的

　本研究では，近世以来多様な学問体系を受容し，複合的な文化的空間を形成した出羽国秋田藩角館地域を対象に，
①平田国学流入以前の文化的特質の形成，②平田国学と角館地域との対峙，③平田国学との関係を通した政治意識
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の形成を検討する。これまで国学思想の政治的役割についてはその具体像を提示するに至っていないが，本研究で
は秋田藩角館地域を対象としたモデルケースとして，平田国学との関係を通した政治意識の具体相を提示し，近代
国家形成過程における文化・思想の政治的意義を再検討することを目指す。

２．今年度の研究計画

　角館町武家屋敷群内の石黒家を対象として，同家所蔵文書の調査をとおして，近世後期から幕末維新期における
交流関係の実態を分析し，当該地域の交流関係とその変遷過程を検討する。
　さらに，角館武家屋敷群を中心に伝来文書の調査をおこなうとともに，秋田県公文書館所蔵「佐竹北家文書」お
よび「吉成文庫」など，町外に分散した文書群の所在情報を調査し，近世後期以降の北家家臣団の基礎構造を把握
することを目指す。

３．今年度の研究経過及び成果

　角館町武家屋敷群内の石黒家文書を中心に整理・調査を実施し，角館地域が近世中期以降秋田藩領における広域
的な学問交流網を形成していたことが判明した。これらの成果を踏まえ，角館町にてルネッサンス・角館が主催す
る第29回「歴史と文化フォーラム」において，「幕末的世界のなかの秋田藩・角館」を講演し，調査の中間報告を
地元市民に行った。
　あわせて，『るねっさんす・角館』9号に「幕末の政治情報と秋田藩・角館─石黒織紀『膺懲稗史』を取り巻く環
境─」を寄稿し，幕末期の政治社会状況下における角館地域の情報交流の実相を示した。
　また，国立歴史民俗博物館所蔵「平田篤胤関係資料」から気吹舎平田家の学問関係を調査し，篤胤期から延胤期
における秋田藩との関わりと政治的影響について検討した。その上で第413回歴博講演会で「平田篤胤が遺したも
の─幕末政治と思想のゆくえ─」を講演することで，幕末期の気吹舎が置かれた政治・思想的位置を再検討し，政
治変動とともに推移する思想・学問環境の諸相を提示した。
　さらに，秋田県公文書館を中心に，角館関連資料の調査を行い，秋田移封後における佐竹家中の旧領地に対する
歴史認識を象徴する史料や由緒関連記録の管理についての史料を確認し，近世社会における歴史意識の形成につい
て検討を行った。
　関連して，戊辰戦争期における秋田藩・角館地域の政治社会的位置を検討し，「歴史シンポジウム in 白石　戊辰
戦争　奥羽の選択～それぞれの列藩同盟～」に参加して「秋田藩の選択─奥羽への眼差し─」を発表した。その上
で，幕末期段階で醸成された藩内の学問的環境を踏まえた戦時対応と戊辰戦争期における秋田藩の政治選択の経過
を示し，仙台藩や米沢藩との関係について議論するとともに秋田藩の政治的特質を検討した。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎天野　真志　本館研究部・特任准教授

（12）若手研究
クラウドソーシングと機械学習を統合した歴史資料翻刻システムの開発
2018～2019年度

（研究代表者　橋本雄太）

１．目　的

　本研究の目的は,クラウドソーシングによる人海戦術と機械による自動認識を統合することで,膨大な点数が残さ
れている日本語の歴史文献資料を効率的にテキスト化（翻刻）する手法を開発することである。現代人には解読困
難な「くずし字」で書かれた江戸時代以前の日本語資料の翻刻は,これまで少数の専門家の手に委ねられてきたが,
クラウドソーシングと機械学習技術の発展にともない,数十万点の資料の全文翻刻の実現が現実味を帯びつつある。
本研究では,まず①再帰型ニューラルネットワークを利用し文脈判断に対応した「くずし字」認識技術を開発する
とともに②機械認識と人間の作業者が協調する翻刻支援システムを構築する。さらに③このシステムを歴史災害資
料のクラウドソーシング翻刻システム『みんなで翻刻』に実装することで評価実験を行う。これらの課題の達成を
通じて,日本語歴史文献資料の全文翻刻のための道筋をつける。

２．今年度の研究計画

　今年度は「くずし字」の自動認識のための学習モデル構築の準備作業にあたる。これと並行して,機械認識と人
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間の作業者が協調する翻刻システムの開発にあたる。

３．今年度の研究経過及び成果

　「くずし字」の自動認識を取り巻く状況は,この2018年度を通じて大きく変化した。最大の変化は,画像の自動セグ
メンテーションに使用される機械学習モデルのU-Netを用いたくずし字の自動認識手法が考案され,それが高い精度
の認識を実現したことである[Clanuwat et al. 2018]。この状況を踏まえて本研究では当初の方針を転換し,くずし字
の自動認識モデルそのものの開発よりも,自動認識と人間の作業者のインタラクションの実現に重点を置いて研究
を進めている。具体的には,くずし字認識の自動エンジンを搭載した『みんなで翻刻』の新バージョン開発にあたっ
ている。また,XMLの編集を必要とせずに翻刻文の構造化記述を実現する軽量マークアップ言語の開発にあたり,”
Koji”(https://koji-lang.org/)として公開した。

【査読付き国内学会発表】
1． 橋本雄太,宮川真弥「日本語文献史料の構造化記述のための軽量マークアップ言語の開発」人文科学とコンピュー

ターシンポジウム2018,2018年12月1日,東京大学地震研究所
【査読付き国際学会発表】
1． Yuta Hashimoto, et al.: “Minna De Honkoku: Learning-Driven Crowdsourced Transcription of Pre-Modern 

Japanese Earthquake Records”, Digital Humanities 2018, June 2018, Mexico City.
2． 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.

3． 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.

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎橋本　雄太　本館研究部・テニュアトラック助教

（13）若手研究
日中戦争期華中における占領地統治の進展と現地秩序の改変過程
2018～2020年度

（研究代表者　吉井文美）

１．目　的

　本研究は，日中戦争期の華中において，日本の中国支配の拡大とともに，現地を支配する主体が「正当な政府」
（中華民国）から，日本が設立した「事実上の政府」（中華民国維新政府・汪兆銘政権）へとが移行する過程におい
て，在来の国内法・国際法に加えられた変化と，その変化が惹起した国際的影響について，明らかにするものであ
る。これによって，宣戦布告を行わなかったがゆえに「事実上の政府」による占領地支配という方法を採った，日
中戦争の占領地支配上の特質に迫る。

２．今年度の研究計画

　今年度は，維新政府期（1938～40年）に焦点をあて，同政府の成立によって旧来の国内法と国際法にいかなる変
化が加えられたのか，そして，その変化がもたらした国際的影響はどのようなものであったのかについて考察する。
具体的には海関行政を事例とし，事実上の日本の支配が，現地秩序をいかに改変したのかを明らかにする。日本国
内における史料調査のほか，アメリカ国立公文書館でも史料調査を実施する。

３．今年度の研究経過及び成果

　予定通りに，日本国内およびアメリカで史料を収集し，それらの史料に基づいた実証的な考察を行った。研究成
果は以下の通りである。

【口頭発表】
　「日本の中国支配と対海関政策の展開　1938～41年」中国現代史研究会例会，明治大学，2019年3月8日

４．研究組織（◎は研究代表者）
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◎吉井　文美　本館研究部・准教授

（14）特別研究員奨励費
説話伝承と地域文化に関する研究─東海地域における疫神信仰の形成
と展開
2018～2020年度

（研究代表者　松山由布子）

１．目　的

　在地に伝えられる宗教説話について，説話を伝える地域社会との関係に注目しつつ，その文芸的特色を明らかに
する。研究対象は，東海地域に伝えられる「祭文」などの儀礼詞章である。特に，牛頭天王や八王子などの行疫神
を祀る祭文を中心に取り上げ，祭文に内在する宗教説話の構造やモチーフ，儀礼を司る宗教者（太夫）の所持した
知識や伝承地域の信仰・民俗・歴史からの影響関係について分析する。在地に伝えられる宗教説話を，文学として
の思想上の普遍的な広がりと地域文化に適合した物語内容の伝統の両面から捉えることにより，説話の信仰上の文
化的役割，説話を伝える東海地域の地域文化の独自性，物語文芸としての文化的普遍性について探究する。

２．今年度の研究計画

　東海地域の疫神信仰に関わる宗教文献の書誌調査を重点的に行う。特に，民俗信仰に関わる儀礼詞章が多く伝え
られる奥三河を中心に，教育委員会や個人宅に所蔵される宗教文献の書誌情報（体裁・法量・丁数・奥書・識語な
ど）を採録し，画像データ・翻刻データを作成する。これらの資料をもとに，各文献の伝来や継承の経緯，在地に
おける宗教知識の受容・利用の史的様相を解明する。その上で，祭文の内容や内在する説話についての分析を行う。
この他，疫神信仰と関連する民俗信仰や芸能，修験道や陰陽道などの信仰についても調査研究を行い，説話伝承と
地域文化との関わりについての多様な事例を収集する。

３．今年度の研究経過及び成果

　愛知県豊根村教育委員会が管理する宗教文献のうち，四家の在地宗教者（太夫）家に伝来した儀礼詞章について，
内容を分類するとともに書誌情報を採録した。またその内容を整理し，目録を作成した（松山由布子編『花祭りアー
カイヴスⅡ　山内地区榊原家宗教文献目録』，同編『花祭りアーカイヴスⅢ　古真立地区守屋家・上黒川地区村松
家・下黒川地区清川家宗教文献目録』阿部泰郎監修，名古屋大学人類文化遺産テクスト学研究センター，2018年）。
また津島や伊勢志摩地域についても調査を行い，各地域の文献の伝来状況を把握するとともに，縁起・聖教・祭文
など儀礼詞章の書誌情報の採録や内容の分析，関連する民俗信仰の調査を行った。
　これらの調査成果をふまえ，特に，豊根村山内地区にて太夫が行った病人祈祷の儀礼詞章について，分析を行っ
た。その結果，奥三河の病人祈祷の儀礼詞章は，密教・陰陽道などの信仰上の伝統や尾張国津島社の信仰を中心に，
在地の民俗信仰に即した独自の展開が見いだされることが明らかとなった。また津島御師がもたらした呪符や護符
以外に，在地の太夫が独自に護符を発行して村内に配布していたことも確認された（「奥三河における近世後期の
疫神祭祀─愛知県豊根村の鍵取り屋敷文書を通して─」『信濃』第71巻第１号，2019年１月）。
　さらに関連する宗教文献として，愛知県東栄町小林地区の花祭りで用いられた祭文『湯生元』を取り上げ，祭文
に内在する宗教説話の，奥三河の伝承文化としての特色について考察した。『湯生元』の中心を成すのは，箱根三
所権現・伊豆山権現よりなる二所権現の本地物語である。本研究により，この本地物語から導かれる龍神（蛇神）
信仰や温泉の霊地の信仰が，『湯生元』の読誦を通して神楽の場における湯の利生を導いていることが見出された

（「本地物語と祭文─小林花祭り『湯生元』を中心に─」『伝承文学研究』第67号，2018年８月）。
　こうした研究を通して，在地宗教者のもとに伝えられた宗教文献やその中に記された宗教知識の総体，在地宗教
者の儀礼実践の実態などをふまえた上で，各文献の個別分析を進めていく必要があることが確認された。

４．研究組織（◎は研究代表者）
松山　由布子　本館研究部・外来研究員
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（15）基盤研究（Ａ）
「研究に真に使える」歴史資料情報基盤の構築
 ─データ持続性研究と人文情報学の実践─
2017～2020年度

（研究代表者　後藤真）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

　2018年度以降については，データ構築手法の確立を行うことを目指す。それにより，国際標準によるあてはめの
課題から，資料そのものの特徴分析や日本前近代資料の特徴へとの可能性を拓きつつ検討を行う。デジタルデータ
のしくみと実際の方法論の差異といった，「そもそもうまくいかない点」にこそ，資料分析の本質があると考え，
情報基盤から資料の本質分析へとつなげる。あわせて，文化財科学などの自然科学的な分析と，古文書の分析のよ
うな方法論の異なる分析を，情報基盤でつなぎ合わせることで，歴史資料の情報を効果的に導き出せるのか検討を
進める。あわせて，研究チームによる「機関を超えた情報提供」を可能にする研究を行う。複数機関における，複
数のサーバにこれまで蓄積されたデータを「一体的なモノ」として効果的に表現できるのかなどを確認し，歴博が
持つ資料群と各館の資料などをLinked DataおよびIIIFで連携可能にするしくみを構築する。
　情報基盤については館蔵資料目録のRDF版をオープンデータとして公開できるようにすると同時に，RDF化し
た際のリンク実装などの課題を洗い出す。とりわけ，Linked Dataはデータが増えれば増えるほどグラフが複雑に
なるので，その実装がどのように可能かを検討する。データの実践的活用についてはIIIFデータを皮切りに，各地
の文化財情報を3Dなどで教材等に活用できるようなデータ提供の可能性を模索する。それをもとに，どのように
データを構築すると効果的なのかを検討する。

３．今年度の研究経過及び成果

　2018年度において，総合的なデータ公開を開始した。RDFによる目録構築と，IIIFによる複数の機関のデータの
結び付けを実践的に行い，システムの検証を行うことができた。機関を超えた一体的なデータ公開は可能であった
と同時に，自然科学等のデータ投入という点では課題が残った。
　TEIについては，IIIFカンファレンス2018においてもIIIFとTEIの連携に関して事例報告を行った。持続性研究
については，東南アジア・東アジアにおけるデジタル保存のワークショップのメンバーとして参加し，研究報告を
行った。 

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎後藤　　真　本館研究部・准教授
　岡田　義広　九州大学附属図書館・教授
　坂本　　稔　本館研究部・教授
　関野　　樹　国際日本文化研究センター・教授
　高田　良宏　金沢大学総合メディア基盤センター・准教授
　山田　太造　東京大学史料編纂所・助教
　内田　順子　本館研究部・准教授
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（16）基盤研究（Ａ）
高精度同位体比分析装置を用いた古代日本における青銅器原料の
産地と採鉱状況の研究
2017～2020年度

（研究代表者　齋藤努）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

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

３．今年度の研究経過及び成果

　山口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。これらの成果は，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。
　長登銅山文化交流館で開催された日本鉄鋼協会による銅採掘・製錬関係の研究会に参加し，齋藤と竹内がこれま
での進捗状況について報告した。
　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。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。
　このほか，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。

４．研究組織（◎は研究代表者）
　成瀬　正和　東北芸術工科大学文化財保存修復センター・客員教授
　田中　晋作　山口大学文学部・教授
　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
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　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

（17）基盤研究（Ｂ）
　　 17～19世紀の在外日本コレクション形成に関する基礎的研究
　　 2017～2020年度

（研究代表者　日高薫）　

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

　基幹研究プロジェクトにおいては，ウィーン世界博物館所蔵のハインリッヒ・フォン・シーボルトのコレクショ
ンの総合的調査を中心に，シーボルトの二人の息子，アレクサンダーとハインリッヒに関する「もの資料」および
文献資料の調査を進めている。そこで，本年度は，19世紀の在外日本関係資料をめぐる状況を包括的に捉えるため
に昨年度開催した国際シンポジウム報告論集を民間の出版社からバイリンガルの図版入り書籍として刊行し，研究
の成果を国内外に広く発信することとした。あわせて，ウィーン世界博所蔵のコレクションの比較材料となるコレ
クションの調査や，19世紀の日欧の収集をめぐる文化・社会的背景に関する検討をおこなうことも目的とした。

３．今年度の研究経過及び成果

　① ドイツを中心に各地に散在するシーボルトの息子たち（アレクサンダーとハインリッヒ）の収集資料の調査（ブ
ランデンシュタイン＝ツェッペリン家，ヴュルツブルクシーボルト博物館，ヴュルツブルク市公文書館，ミュ
ンヘン五大陸博物館，ウィーン世界博物館），およびロイトリンゲン大学が所蔵するベルツ・コレクションの
染織品の調査をおこない，あわせてコレクションに関連する文献資料を収集した。調査成果の一部は国立歴史
民俗博物館のデータベース上で公開した。

　②ウィーン郊外のロースドルフ城所蔵の日本中国陶磁コレクション（等辺）の整理・調査をおこなった。
　③ ピーボディ・エセックス博物館所蔵のモース・コレクション，ニューヨーク市立大学コーエン図書館のハリス

関係資料，スミソニアン協会所蔵ペリー関係資料ほかアメリカ東海岸に所蔵される日本関係資料の調査をおこ
なった。

　④ 英国グラスゴー博物館機構等所蔵の日本関係資料の調査をおこない，同館が準備を進めているカタログ作成の
ための基礎データ提供に協力した。

　⑤ ルッツェルン応用科学芸術大学との連携により，スイス絹織物産業関係資料（シーベル・ブレンワルト社の共
同経営者であったシーベル兄弟の書翰，総計約300 通）に基づく研究をおこなった。

　⑥ 19世紀における日本関連資料収集の歴史的展開と意義，活用の諸問題に関する論文集（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』を刊行した（2019年3月31日，臨川書店，
日英語）。

94

Ⅰ-２　外部資金による研究



４．研究組織（◎は研究代表者）
　荒川　正明　学習院大学・文学部　　　　山崎　　剛　金沢美術工芸大学・美術工芸学部
　吉田　雅子　京都市立芸術大学　　　　　大久保純一　本館研究部・教授
　櫻庭　美咲　本館研究部・機関研究員　　澤田　和人　本館研究部・准教授
　島津　美子　本館研究部・准教授　　　◎日高　　薫　本館研究部・教授
　福岡万里子　本館研究部・准教授

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

（研究代表者　関沢まゆみ）

１．目　的

　高度経済成長期以降の経済や社会の大きな変化の延長線上で2000年以降，地域社会の相互扶助のあり方に大きな
動揺がみられる。とくに葬儀の自宅葬からホール葬へ，家族葬へ，そして香典の辞退などの変化（葬儀の縮小化）
にそれが顕著である。しかし，生業や伝統行事も含めた実際の民俗学の調査現場では，そのような社会関係の変化
にも対応の地域差を見出すことができる。村の相互扶助の代表的な場が葬儀であったが，それが揺らいでいる現状
を把握するとともに，それが村の伝統的な民俗行事の伝承に影響を与えているのか否か，その点を各地の事例より
分析していく。本研究では,（１）ホール葬・家族葬と地域社会の実態,（２）葬式の相互扶助という社会関係の変
化と地域の伝統行事などにみられる文化的結集力についての調査分析から，生活変化と伝承維持の力学関係を明ら
かにすることを目的とする。

２．今年度の研究計画

（１）現地調査
　葬儀の変化と村落の伝統的な民俗行事の伝承の変化との関連を具体的に把握するための調査を研究分担者および
研究協力者各位で継続する。また，10月に共同研究員で沖縄県糸満市における墓開きの行事の見学を行い，葬儀の
変化と伝統行事の変化との関係について検討を行う。

（２）研究会の開催
　12月に調査の中間報告会を開催する。各地の事例報告をもとに，葬儀変化と伝統的な民俗行事の変化との関連の
分析，検討，民俗行事を維持する力が強い事例についてその背景の分析などを行い，昨年度同様に研究会記録を作
成する。

３．今年度の研究経過及び成果

　昨年度，本研究では，相互扶助の動揺をよく表すものとして葬儀変化（X軸）を，それと地域の民俗行事の動向
（Y軸）とをあわせ分析するというのは，観点としては新しいが，多様な事例を単純化しすぎるとの自己批判もあり，
分析方法としてはさらに深く検討していこうということが課題となっていた。これに対して，今年度もさらに調査
事例を増やしていくこととした。
　調査事例のうち，奈良市大柳生の宮座と葬儀の変化（関沢），御殿場市川柳における葬儀の変化とドンデンシャ
ン念仏（松田香代子・愛知大学総合郷土研究所），福井県若狭町瓜生の葬儀と祭りの変化（高橋史弥・福井県生涯
学習・文化財課），岩手県北上市の葬儀の変化（武井基晃），福岡市における地域密接型葬祭業者の活動（宮内貴久）,
糸満市における火葬後の洗骨改葬─上米次腹・座久仁腹の場合─（津波一秋・筑波大学大学院）などの調査から，
2018年12月１日,２日の研究会で報告と討論を行った。
　たとえば，奈良市大柳生の宮座と葬儀については，1990年代の調査の20年後の追跡調査によるものであるが，宮
座行事のうち，平成18年（2006）に太鼓踊りが中止され,数年間の過渡期を経て平成25年（2013）から中学校の総
合学習の場での踊りの継承という形が模索されているところであった。また宮座の当屋を辞退する者が多くなって
いることも確認された。一方，葬儀も平成20年（2008）頃から土葬から公営火葬場の利用へ，平成25，26年頃に自
宅葬からホール葬へと変化していることが確認された。ただし宮座と葬儀との変化の要因についての単純な関連づ
けはできない。
　津波氏が報告している糸満市の洗骨の事例では,風葬から火葬に遺体処理の方法が変化しても変わらず洗骨が行
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われている。また，門中の結束はこの地域に伝承されているハーリー船の競争においても強くみられる。遺体処理
の技術の変化による洗骨の簡便化はそれとして,そのことで門中の行事と結束力の弛緩が認められるという問題で
はないことがあらためて確認された。
　また，新谷氏が調査を継続している広島県北広島町の昭和51年（1976）国指定重要無形民俗文化財指定，後の
2011年ユネスコ無形文化遺産登録の「壬生の花田植」の伝承地である壬生地区と川東地区の動向追跡では,JA虹の
ホールの2008年の開業から急速に講中の協力と自宅葬という旧来の葬儀の方式がくずれてきた過程を追跡している
が，それとは別に自治活動のもとに「壬生の花田植」という伝統行事を維持継承していく体制が維持されており，
さらには農事組合法人ファーム川東の活動も活発化しており，たとえば地区出身で退職製パン技能者を中心に地区
の有志が集まってベーカリー「夢ハウス」を開業して購入リピーターを獲得している状況が観察されている。今後
の調査分析が期待される。
　このように宮座を維持してきた近畿地方の農村や，門中組織を維持してきている沖縄の糸満の上米次腹・座久仁
腹（4つの門中から構成される），そして国指定重要無形民俗文化財を維持している壬生などは地域の結集力が強い
歴史のある村落で，葬儀の変化が必ずしも地域の結集力を弛緩させることにはなっていないという現状が確認され
た。来年度は，そのような民俗行事の維持継承の力の強い事例とともに，その弱い事例とその要因についても調査
事例を増やし，多角的に民俗伝承の変化について分析していく必要がある。

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

（19）基盤研究（Ｂ）
朝鮮海出漁の歴史とその文化的影響の研究
─イワシをめぐる韓国の民俗変化
2017～2020年度

（研究代表者　松田睦彦）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

【韓国における調査・研究】
　①韓国の伝統的なカタクチイワシ漁で使われた漁船であるトングミンペに，和船の技術がどう移入されたかを，
温陽民俗博物館所蔵のトングミンペの実測から明らかにする。②韓国におけるカタクチイワシの利用の現状を明ら
かにするとともに，煮干しの 規格名について，日本語との共通点に留意しながら調査する。③漁撈用語や大漁旗，
労働歌など，現在の韓国に残る日本人漁民 の文化的影響の例を確認するとともに，その移入過程について検討する。
④カタクチイワシ漁のために日本人漁民が居住した地域について，その歴史的経緯について明らかにする。

【日本における調査・研究】
　⑤朝鮮海出漁母村に残る資料の分析作業を進め，聞き取り調査もおこなう。⑥日本のイリコ製造の歴史および技
術について調査する。⑦日本のカタクチイワシ利用の歴史と現在の様相について調査する。⑧日本のカタクチイワ
シ漁の技術について調査する。

【その他】
　カタクチイワシ以外にも，日韓の文化的影響関係の検証に適する対象に関しては，積極的に調査を進める。
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３．今年度の研究経過及び成果

　2018年度は，前年度の予備的調査の成果をもとに，日韓における積極的な現地調査を行うことをめざした。
　韓国での調査については，日本の植民地期の韓国における技術混交を残す船であるトングミンペの実測調査を，
温陽（オニャン）民俗博物館で行った。また，多くの日本人漁民が根拠地としていた済州道の楸子島（チュジャド）
の調査も行い，戦前の日本人漁民の残した記録が水協（漁協）に保管されていることが確認された。一方，日本で
は，出漁母村である広島県坂町の個人宅に残された資料の調査や聞き取り調査を行ったほか，愛媛県宇和島市や山
口県周防大島町でのカタクチイワシ漁に関する調査を行った。さらに，佐賀県の有明海における干潟漁の調査や青
森県東通村の磯漁の調査等，カタクチイワシ漁以外の漁の調査も行い，朝鮮海出漁の背景にある，日本の漁撈文化
の様相について，歴史的，現代的に検討を行った。
　こうした調査，研究の成果は論文や口頭発表の形で公開された。とくに，2018年11月11日（日）に成城大学で行
われた国立歴史民俗博物館国際研究集会と日本民俗学会第901回談話会との共同企画では，本研究の成果をもとに，

「海がつなぐ日本と韓国─朝鮮海出漁と韓国の民俗変化─」と題して，５本の発表が行われ，２本のコメントと総
合討論が行われた。日本民俗学会会員や一般参加者を交えての議論は，本研究の意義を発信すると同時に，フロア
からの質問をとおして，本研究の方法を再確認，微調整する機会ともなった。
　なお，平成31年３月16日には研究の進展状況を確認する会議も行われた。

４．研究組織（◎は研究代表者）
　磯本　宏紀　徳島県立博物館・学芸係長
　川島　秀一　東北大学災害科学国際研究所・教授
　昆　　政明　神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科・特任教授
　島立　理子　千葉県立中央博物館・主任上席研究員
◎松田　睦彦　本館研究部・准教授

（20）若手研究（Ａ）
東北日本における過去3400年間の酸素同位体比標準年輪曲線の確立
2017～2020年度

（研究代表者　箱﨑真隆）

１．目　的

　酸素同位体比年輪年代法は，2010年代に日本で急速な発展を遂げ，木質遺物の高精度年代測定の適用範囲を大き
く広げた。同法は，従来の年輪幅の年輪年代法では適用が難しかった広葉樹材にも誤差０年の年代決定の道を拓き，
先史時代～古代の木質遺物の年代決定に大きく貢献しつつある。しかし，同法は従来法と同様に，気候場の異なる
地域ごとに「標準年輪曲線（年代測定のものさし）」を必要とする。研究代表者は，主に東北日本産の木材を使っ
て，その整備を進め，西暦417年-1595年にわたる東北日本版酸素同位体比標準年輪曲線を構築した。本研究の目的は，
これを3400年前まで空白なく拡張し，東北日本における同法の基盤を確固たるものとすることである。

２．今年度の研究計画

　今年度は，前年度までの調査で得られた東京都愛宕下遺跡出土材の分析を進め，さらに東北日本の遺跡において
追補資料を収集することを計画した。また，酸素同位体比年輪年代法と東北日本版標準年輪曲線の有用性を認知し
てもらうため，東北地方および北海道の遺跡における出土材の年代測定，研究成果に基づく論文出版と学会発表等
を計画した。

３．今年度の研究経過及び成果

　東京都愛宕下遺跡出土材の分析の結果，15-17世紀の酸素同位体比データを得ることができた。これらは東北日
本版標準年輪曲線と極めて高い相関を示し，東北日本から供給された木材であるという確証も得られた。これらの
データを追加することにより，東北日本版標準年輪曲線は西暦417年-1679年まで拡張された。本成果は，次年度の
文化財科学会にて発表する予定である。本遺跡では多数の資料が未分析であることから，次年度も分析を継続する
予定である。併せて現生木の分析も進めることで，過去320年間の空白をすべて埋めることを次の目標とする。
　古い時代の東北日本のデータを得る資料として，北海道余市町安芸遺跡，秋田県横手市一本杉遺跡，秋田県美郷
町中屋敷２遺跡，秋田県秋田市戸平川遺跡の出土材を収集することができた。次年度以降，これらの分析を進め，
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標準年輪曲線の基盤データ獲得を目指す。
　今年度の大きな成果として，東北日本版標準年輪曲線によって年代決定された宮城県多賀城跡出土材に西暦917
年の年輪が認められたことが挙げられる。これに基づいて考古学的考察が大きく深まり，これまで西暦915年に起
きたと考えられてきた「十和田カルデラ10世紀噴火（To-aテフラ）」の年代が，917年以降であった可能性が大きく
高まった。研究代表者は，この成果を国際火山噴火史情報研究集会にて発表した。To-aテフラは東北日本の最重要
鍵層として地球科学および考古学の諸分野で広く認知されている。本成果の認知が広まるにつれ，これまで以上に
東北日本の行政・研究機関からの研究協力が得やすくなった。すでに複数の関係機関から，同噴火によって発生し
たラハールに埋没した木材の提供を受けており，次年度以降にこれらの分析を進め，「十和田カルデラ10世紀噴火」
の年代確定に挑むことを計画している。
　そのほか，東北日本版標準年輪曲線による今年度の成果として，北海道上ノ国町の国史跡勝山館跡，青森県青森
市の国史跡高屋敷館遺跡の出土材の年代決定が挙げられる。これらは北日本の中近世史において非常に重要度が高
い遺跡であり，高精度な年代情報がもたらされたことによって，新たな歴史学的知見が生まれている。
　酸素同位体比年輪年代法の有用性を広く一般にも認知してもらうため「季刊考古学」に酸素同位体比年輪年代法
の概説論文を寄稿した。次年度はさらに「号外地球」にも論文投稿を予定している。今後の調査，研究を円滑に進
めるためにも，次年度以降もこのような情報発信を継続する。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎箱﨑　真隆　本館研究部・特任助教

（21）基盤研究（Ｃ）
幕末世相取材錦絵の美術史的研究
2017～2019年度

（研究代表者　大久保純一）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

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

②諷刺画等の世相取材錦絵の図像源泉となった可能性のある読本や武者絵本といった版本類，あるいは古絵巻の模
写などを国内外の所蔵機関の収集品から探し出す。国内の具体的な調査先としては，中山道広重美術館，大阪市
立美術館等の企画展示を中心に構成する。また，各地で開催される戊辰戦争や明治維新関係の企画展をも調査対
象とする。

３．今年度の研究経過及び成果

　戊辰戦争関係の錦絵が大量に出版された1868年に焦点を当てて館蔵資料の中から100点以上の資料の抽出を行い，
それを書誌データベース化することができた。その成果の一部を，特集展示「錦絵 in 1868」（４月17日～５月20日）
として公開することができた。また前年度に引き続き各地の博物館や美術館で開催された浮世絵展等を調査し，幕
末期の作品中における諷刺画的要素の抽出をおこなったが，とくに「百鬼夜行」のモティーフを諷刺画としてのコー
ドに用いた作品が予想以上に多数存在することを見いだし得た。
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４．研究組織（◎は研究代表者）
◎大久保純一　本館研究部・教授

（22）基盤研究（Ｃ）
古代日本の食材加工にみる律令国家税制の実態的研究
2017～2019年度

（研究代表者　清武雄二）

１．目　的

　古代日本の律令国家税制は各地からの現物の直接貢納を原則としており，国家が必要とする食材についても平安
時代の法制書である『延喜式』や都城から出土する木簡等に食材名称が頻出している。保存が容易ではない古代に
おいては，長距離の運搬や一定期間の保管に耐え得る乾燥・発酵の方法が駆使されたものと思われるが，加工法・
運搬・保管・調理・消費については史料にはほとんど記述されておらず，実態は不明である。本研究では，文献史
料のほか，木簡記載の食材名称に併記される数量詞や助数詞を集成・分析して食材の形状や管理の単位を考証する
とともに，乾燥加工等の再現実験によって加工法や運搬・保管の在り方を検証することで，律令国家税制の解明に
資する新たな基礎的データを提供し，研究の深化・発展に寄与することを目的とする。
　本研究では，以下の視点を重視した具体的課題を設定し，アプローチしていく。

【文献史料・木簡記載の数量詞・助数詞の集成と分析】
　保存のための乾燥・発酵といった加工が施される水産物等の食材は，加工に応じて数量・重量に変化が生じるこ
とが予想される。個々の税物の律令税制上に規定される重量・容積の計測基準を明らかにする基礎データとして，『延
喜式』や「正倉院文書」，木簡といった史料に記載される数量詞および助数詞を食材毎に集成し，運搬や保管の形状，
あるいは食材そのものの形状を推定する。特に採取・加工の適切な時期と貢納時期との時間差も考慮して，保管・
運搬に必要な条件を検証する。数量詞・助数詞の集成・検討は税制全般の状況を把握しておくことが必要であるた
め，税物全般に関して行い，実態的な検証は加工実験で対象とする特定食材に限定して行う。まずは先行して検証
を進めてきたアワビの乾燥品，次いでアワビの発酵品を取り上げ，あわせてアワビと同一地域から貢納されること
の多い海藻類を具体的検討対象とする。

【加工実験による分析】
　アワビ，海藻類の乾燥品について，天日干し，陰干しの条件変化による加工手順などの工程上の差違を確認する。
あわせて成分分析を行い，食品としての状態を数値化して把握する。次いでアワビの発酵品を取り上げ，適切な採
取時期，発酵期間と貢納時期との関係について検証する。検証で得られた形状や容積・重量の数値を文献史料・木
簡の数量詞・助数詞による検討結果と比較して，貢納品一人あたりの実態的な形状，運搬に必要な条件等を算定する。
　従来の研究は，稲作を除き，生産サイクルや加工手順などを考慮した実態的把握は進んではおらず，そもそもそ
れ自体を問題として認識し，解明に取り組んだ研究も多くはない。文献史料の分析を加工実験によって検証する本
研究によって，税制および税物の生産・貢納に伴う実態の一端が明らかになれば，古代日本の国家と社会を理解す
る上で重要な成果となる。

２．今年度の研究計画

　食材加工実験としては，まずは2017年度に実施した陰干しによる熨斗アワビ（長鰒）の乾燥加工法と比較検証す
るため，天日干しによる実験を試みる。実験にあたっては，古代の貢納品である長鰒の製造に供されたアワビの種
類がマダカアワビであることが昨年度の検証によって明らかになったため，昨年度と同様に天然マダカアワビを使
用の上，アワビの旬といわれる５～７月期に実施する。また，同時にアワビの腸を使用して「腸漬鰒（わたづけあ
わび）」といった発酵品の製造および常温での長期保存を試みる。これらの成分分析については，加工前の生の段
階および乾燥後の段階とで行う。
　次に，2017年度から継続する熨斗アワビ（長鰒）の長期保管実験を行う。古代の税物である長鰒は，年１回の貢
納後，年間を通じた利用が想定されるが，長期保管による影響が検証されたことはない。本年度は，2017年７月に
マダカアワビを用いて製造した熨斗アワビを長期保管の上，随時計測・計量・形状観察を行い，製造から１年程度
経過した段階での成分分析を試みる。
　文献史料等の分析としては，昨年度から引き続き『延喜式』のデータ整理を継続する。今年度は，水産加工品を
中心とした品別・国別について，生産地域の特徴や食材となった魚種の検討等に資する整理を試みる。加工実験等
の調査を念頭にした特定の食材についての史料調査としては，昨年度後半から進めているサメ・ナマコを対象とし
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た木簡・『延喜式』等のデータ収集・整理を行う。また，神饌等でアワビとともに最も重要な食材の一つであった
カツオ製品を取り上げ，生産地の地域的特性や加工の時期等の解明のため，『延喜式』や木簡を中心とした検証を
進める。
　現地調査としては，サメ・ナマコのほか，新たに研究対象に加えるカツオ製品を対象として，伝統的な加工法を
用いた食材加工現場での取材・聞き取り調査を実施する。具体的な調査計画の策定にあたっては，昨年度からご協
力を得ている水産学分野の石川智士氏をはじめとした東海大学海洋学部の水産学研究者とともに，整理を進めた文
献・木簡データを検討した上で，調査・研究の方向性・有効性についての意見交換を行っていく。

３．今年度の研究経過及び成果

①今年度の研究経過
　アワビの加工実験は，2018年６月１日に熨斗アワビ（長鰒）の桂剥き・天日干しによる乾燥法の検証実験を国立
歴史民俗博物館にて行った。実験対象には，前年の蔭干しによる実験結果同様，海女が採取した天然のマダカアワ
ビを三重県志摩市御座所在の水産会社より取り寄せた。マダカアワビは漁獲量が少ないため個体数の確保に一ヵ月
を要したが，それでも前年のサイズを上回る個体は入手できず，600g前後のもの６個体にとどまった。成分分析
に回す試料の確保にはいたらない分量のため，実験内容は計測・計量・形状観察に限定した。実験は同日午前中に
桂剥きと吊しによる引き伸ばしを行い，同日午後に天日干しを実施した。実験の結果，天日干し後わずか15分程度
で桂剥きしたアワビの表面が硬化し，十分に伸長させることができないことが判明した。桂剥きに処理したアワビ
を古代の木簡が示す長さに伸長させるためには乾燥前に十分な引き伸ばしの時間が必要であり，桂剥き当日の天日
干しは現実的ではないことが明らかになった。なお，腸漬鰒については，常温で保管していた上記６個体分のマダ
カアワビの腸がすべて腐敗してしまい，やむなく実験を中止した。今後は，適切な加工・保存の場所を確保するこ
となど，発酵食品の製造に関する十分な実験環境を再検討していく。
　熨斗アワビ（長鰒）の長期保管実験では，前年度の７月４日に桂剥きにしたマダカアワビを使用して，2018年７
月３日までの間，計測・計量・形状観察を行った。成分分析については，味の素食の文化センター・味の素食品研
究所の全面的なご協力を前年度から引き続き得ることができた。実験および成分分析の結果，長期保管した長鰒は，
乾燥を終了した2017年10月段階と比べて数値的には若干の減量・縮小がみられたものの，観察の限りでは大きな変
化は認められなかった。また，成分分析についても，各成分は2017年10月段階と特筆すべき違いは認められず，食
材として一年間の保管に十分耐え得ることがわかった。
　これらの熨斗アワビ（長鰒）加工実験については，本年度中に調査研究活動報告として原稿を取り纏め，『国立
歴史民俗博物館研究報告』で掲載することが決定しており，2019年度に刊行する予定となっている。また，一連の
調査・実験については，国立歴史民俗博物館によるモバイルミュージアムの展示企画で取り上げられ，「古代国家
とアワビ─『延喜式』にみる生産と貢納─」と題してパネルや90秒程度の実験状況の映像制作を行った。同展示は，
国立歴史民俗博物館にて2019年３月14日に内覧会，３月19日より一般公開を開始し，来年度４月以降も引き続き開
催予定となっている。
　文献史料や木簡を対象とした資料分析については，『延喜式』記載の水産品について，各品目の総数や貢納数量・
助数詞等を調査した品別・国別の集成を行っている。さらに，サメ・ナマコ・カツオの貢納木簡を集成し，数量詞・
助数詞・加工名称から一人当たりの貢納数量や梱包単位，加工個体の平均重量等のデータ分析を行った。収集した
データの整理を進めた結果，新たに古代国家の税物貢納にみる産品別の地域的傾向という着想を得て，その検証を
進めている。
　データ整理と検証の具体的成果としては， 2018年６月21日に国立歴史民俗博物館講堂にて「『延喜式』記載の地
域特産食品から読み解く古代史」と題した一般向けの講演を行っている。さらに，2018年９月１日には国立歴史民
俗博物館の共同研究「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」第９回研究集会において，「古代における貢
納水産品の産地形成」と題した口頭報告を行った。
　資料分析と併行して，水産学分野の研究者に水産資源調査の視点から意見を求めることとし，東海大学海洋学部
の石川智士氏・武藤文人氏・花森功仁子氏との意見交換を５月８日・７月24日・９月１日に行っている。その結果，
参河国等のサメ貢納品はエイである可能性が強いなど，魚種の同定が困難なものがあるといった指摘を受けた。現
在の食品加工現場を現地取材して研究期間中に十分な成果をあげるためにも，今年度は漁種が明らかなカツオ製品
に関する資料整理・現地調査に集中すべきとの結論に至った。
　上記データ整理・打合せを経て，2019年11月６日と12月11日の２回にわたり，静岡県西伊豆町田子にて現地調査
を実施した。調査には東海大学海洋学部の水産学研究者も参加し，現地での意見交換を踏まえた検証を行っている。
調査の結果，伝統的なカツオ製品の製造方法のほか，冷凍技術が確立される以前の操業形態といった貴重な情報を
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得ることができた。特に，回遊魚であるカツオの生産時期について，これまでは春（初鰹）か秋（戻り鰹）かが不
明であったが，近海のみの操業となる冷凍技術確立以前は，脂肪の少ない初鰹のみが乾燥加工の対象であったこと
が判明した。荷札木簡の貢納月が集中する９～10月を実際の加工時期に結び付けて想定することはできないことが
明らかになり，古代の税物生産の実態を研究する上では大きな成果といえよう。
　現地調査の結果については，2019年２月17日に奈良女子大学を会場として開催された総合書物学シンポジウム「書
物を耕す─総合書物学の挑戦─」において，「『延喜式』にみえる水産貢納物の研究」として口頭報告を行った。ま
た，2019年３月28日には共同してデータ分析や意見交換を行ってきた水産学研究者とともに，2019年度日本水産学
会春季大会にて「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）」と題する報告を行い（報告
者は石川智士氏），今後の新たな研究体制構築に向けた提言を発信している。 
②資料調査および研究成果

【資料調査等】
　長鰒（熨斗アワビ）天日干し実験　2018年６月１日　於 国立歴史民俗博物館
　　 古代の長鰒製造における乾燥法等を検証するため，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。
　長鰒（熨斗アワビ）長期保管実験および成分分析　2018年７月３日　於 国立歴史民俗博物館
　　 古代の長鰒製造の長期保管による食材としての影響等を検証するため，昨年度７月に加工したマダカアワビに

よる長鰒の観察・計測・計量を行うとともに，味覚の変化を数値的に悪人するため，成分分析を実施。分析に
際しては，味の素食の文化センター・味の素食品研究所の全面的協力を得た。

　西伊豆のカツオ製品製造調査　2018年11月６日・12月11日　
　　 於 株式会社田子丸，かねさだ鰹節製造店，カネサ鰹節商店，三角屋水産（いずれも西伊豆町所在）
　　 古代のカツオ製品研究の一環として，西伊豆で生産されている鰹節・塩鰹・堅魚煎汁の製造法の現地調査を行

うとともに，西伊豆町田子のカツオ漁や塩鰹に関する風習等の聞き取り調査を実施。
【成果発信(記事・口頭報告・展示等)】
　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・福井面，2018年５月12日
　 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，2018年

６月21日，於 国立歴史民俗博物館
　 清武雄二，古代における貢納水産品の産地形成，「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」第９回研究集会， 

2018年９月１日，於 国立歴史民俗博物館
　 清武雄二，『延喜式』にみえる水産貢納物の研究，総合書物学シンポジウム「書物を耕す─総合書物学の挑戦─」，

2019年２月17日，於 奈良女子大学
　 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」，2019年３月14日メディア向け内

覧会（ギャラリートーク）・一般公開３月19日～，於 国立歴史民俗博物館
　 石川智士（報告者）・花森功仁子・岡田夕佳・関いずみ・武藤文人・小倉慈司・清武雄二，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，2019年３月28日，於 東京海洋
大学品川キャンパス

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎清武　雄二　本館研究部・特任助教

（23）基盤研究（Ｃ）
古墳時代鉄鏃の変化と地域性に関する数理的解析
2017～2019年度

（研究代表者　松木武彦）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

　本研究が対象とする５世紀の鉄鏃のうち，もっとも量産されて広く普及し，地質学の「示準化石」にも例えられ
る「柳葉形鉄鏃」を中心とした一括出土資料の平面図データの収集を完了し，楕円フーリエ解析を行う。また，柳
葉形鉄鏃に先行し，その成立に大きな影響を与えた柳葉形銅鏃，および柳葉形鉄鏃とほぼ併行し，その分布や製作
背景が異なると考えられる圭頭形鉄鏃についても平面図データを収集し，楕円フーリエ解析を開始する。
　収集・解析の対象となる資料は，他の出土品の様式などから年代が明確で，なおかつ一度に多量に出土した例で，
楕円フーリエ解析に耐えるほど良好に外形が残存しているものとする。柳葉形銅鏃は，奈良県メスリ山古墳出土の
約100点を中心に350点程度，圭頭形鉄鏃は，主な分布域である九州を中心に約500点程度である。
　楕円フーリエ解析によって，これらの輪郭全体の形状を数量化し，それを主成分分析と組み合わせることで，研
究者が特定の特徴を選択することなしに，「変異幅が大きい」形態的特徴を主成分として抽出する。このことによっ
て，各型式の時間的変化と空間的変異を数量的に可視化し，歴史学と進化科学の両面からその要因を検討する。

３．今年度の研究経過及び成果

　第１回の会合として，2018年６月22日に全員が国立歴史民俗学物館に集まり，研究分担者の田村を中心として行っ
た柳葉形鉄鏃の楕円フーリエ解析の結果を検討した。対象となるべき資料の条件と補足すべき資料群を確定した。
第２回会合は，全員の出席のもと2019年１月16日に国立歴史民俗博物館で行った。補足した資料を加え，柳葉形鉄
鏃のほぼ全資料を対象とした楕円フーリエ解析の結果を検討した。この時点で，九州北部の資料に形態上の特異性
がある可能性が明らかになったので，それを確実にするために補足すべき九州北部の資料を再度確定した。このと
きまでに柳葉形銅鏃のデータ収集と田村による楕円フーリエ解析の結果が得られたので，それを検討した結果，存
続時期の後半に急速な形態変化が生じたことが明らかになった。その詳細をさらに明らかにするために補足すべき
データ群を確定した。この後，橋本が九州北部の柳葉形鉄鏃の，松木が柳葉形銅鏃のデータ収集を行った。また，
列島外の資料を対象とするために，研究協力者の高田が朝鮮半島の柳葉形鉄鏃のデータを収集した。これらの資料
は解析担当の田村と中尾に送達された。
　続いて第３回会合を2019年３月21日に国立歴史民俗博物館で実施し，田村（当日は欠席）と中尾が行った楕円フー
リエ解析の結果を検討した。その結果，柳葉形鉄鏃にみられる九州北部の形態的特異性は時間差によるものではな
く，空間的変異であることがほぼ確定された。また，柳葉形銅鏃の急速な形態変化は，複数の方向性を持っている
ことも明らかとなった。

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

【研究協力者】
　高田　貫太　本館研究部・准教授
　野下　浩司　九州大学理学部・助教

（24）基盤研究（Ｃ）
1930～1960年代における化粧文化の実態
2017～2019年度

（研究代表者　青木隆浩）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

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

３．今年度の研究経過及び成果

　まず，株式会社コーセーから借用しているＰＲ誌『カトレア』，『ＢＥＡＵＴＹ』，『beauty profile』，『PRECIOUS 
BEAUTY』のスキャニングとリスト化を終えた。同じくコーセーから借用している『週刊粧業』や『日本商業』，『東
京商報』，東京小売商報』についても写真撮影を進めているが，まだ相当量の未撮影分が残っている。
　資生堂やカネボウ，コーセーの企業ＰＲ誌については，例年ほど収集できなかった。その代わり，株式会社ポー
ラのＰＲ誌『エクセル』と『ポーラ美容新聞』の存在を確認し，入手することができた。資生堂やコーセーがおも
に都市部で販売活動を展開したのに対し，ポーラや中山太陽堂は地方に拠点を置いた。化粧品の全国的な普及を調
査するには，地方における化粧文化の浸透に目を向ける必要があり，この意味でポーラの資料の発見は大きな意味
があった。
　また，古い化粧品のコレクターとの関係が広がっており，商品や広告類の現物と接する機会が増えている。これ
らには，社史やＰＲ誌では知ることのできない情報が数多く含まれている。今年度は，中山太陽堂（クラブ）や平
尾賛平商店（レート），久保政吉商店（ウテナ），伊東胡蝶園（パピリオ），高橋東洋堂（アイデアル）などの商品
を収集できた。
　クラブコスメチックスや資生堂企業資料館，紅ミュージアムの企画展示は，いずれも予定通り見学をした。わず
かながら，カネボウ化粧品のホームページにも協力できた。平成31年度は石鹸と化粧品に関する特集展示を開催す
るので，それに向けた調査と資料収集を進めていきたい。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎青木　隆浩　本館研究部・准教授
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（25）基盤研究（Ｃ）
帝国日本と植民地災害
─日本植民地時代の台湾震災史を中心に─
2017～2019年度

（研究代表者　荒川章二）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

　第２年目である本年度は，以下の点に留意して資料調査を進める。
　① 当面，台湾経世新報社編『台湾大年表』（緑陰書房復刻版）を手がかりにして，明治28年～昭和13年までの震

災を全て拾い出し，各震災に関する記事の検索作業を進める。その前時期をカバーする『台湾日日新報』を中
心とし，朝日新聞外地版（台湾版），その他台湾時報，台南新報なども含めて行う。これまでの調査で，台湾
での震災につき，1900年代と1930年代の大地震に注目してきたが，これまで未調査の時期である１９１０～
２０年代の震災経験にも目を配りたい。

　② 震災調査を中心とした台湾での気象観測体制（測候所）につき，新聞資料および台湾総督府の気象史関係の文
献の両面から調査する。気象観測は，陸海軍の関心事でもあり，軍事・民生の両面から気象観測網の整備過程
を追跡したい。

　③ 震災時に出動する警察，保甲など諸団体の整備に関する同時代の文献調査，および救援関係で独自の役割を果
たす台湾のキリスト教団体に関する調査を行う。できれば，台湾での赤十字，愛国婦人会，病院体制など震災
救護に関する団体の沿革も把握する。

　④ 台湾震災に関する台湾内での義援金募集は震災の救済においてだけでなく，支配と民衆の関係，民衆同士の関
係両面で重要な意味を持ち，かつ，台湾震災に対する本土の義援金募集，関東大震災など本土の震災や災害に
対する台湾民衆の動員体制も整えられる。調査では，震災毎の天皇による救恤実施の有無とともに，総督府行
政や台湾の新聞社によって展開された各地震への義捐金募集運動の展開に注目する。

　⑤ 国立歴史民俗博物館では，平成28年度に戦前の戦時総動員業務の中枢機関であった企画院・軍需省，および戦
時地方行政に関わり，その経験と所蔵資料を活かして全13巻の大著『国家総動員史』をまとめあげた石川凖吉
に関する5700点に及ぶ資料群を，研究代表者が責任者となって受入れた。戦後の石川は，行政監察行政に携わ
り，伊勢湾台風後の災害対策基本法制定に関与し，災害報告書および法の制定過程を追及できる資料が含まれ
るが，災害対策立法への関与を通じて，戦時総動員経験と災害対策との関係をつなぐ問題意識が，非常大権的
権力行使の是認等として確認できる。アジア規模での総力戦推進の行政体験が戦後の防災行政にどうつながる
かを考察できる資料群でもある。昨年度で，資料の整備が完了したので，このうち，戦後の災害対策に関する
資料を読み込んでいく作業を行う。

３．今年度の研究経過及び成果

　　① の震災関係記事については，主として国立国会図書館の新聞資料室にて「台湾日日新聞」から1000項目（約
800ページ分）を超える記事を拾いだした。作業は一部積み残したが，時期毎の震災被害・救援の特質，地
域別集中度，東西・南北の震災の相違，余震の頻度などいくつかの側面が明らかになりつつあり，来年度早々
にこの作業は完了したい。このほか，朝日新聞外地版の検索は完了した。また，並行して明治期の『台湾協
会会報』（月刊）の検索も重なったが，各号掲載の「雑報」情報が利用できることも明らかになった。本格
調査は，次年度への継続課題である。

　　② 第２，第３の課題については，防災専門図書館（千代田区），一般財団法人台湾協会（新宿区，台湾からの
戦後引揚者関係の資料を所蔵・公開），日比谷図書文化館内田嘉吉（元台湾総督）文庫などの調査により，
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総督府の出版物や戦後台湾で刊行された文献を含めて，行政，統計，諸組織，団体，測候所史など各側面に
関する文献を入手，あるいは所在を確認できた。これらの機関には，調査につき多大な便宜を図っていただ
いた。

　　③ 各震災での義援金募集の経緯については，詳細な新聞検索により，「領収報告」掲載の応募者名を含めて，
展開過程が明らかになり，天皇の救恤や侍従派遣の意義付けを含め考察できる条件を得られた。また，一部
追弔行事の執行についても判明した。1935年の大震災を除いて，課題になっていた側面である。

　　　 天皇の下賜金については，すでに完了している明治期の一部と1935年震災への対応の他に，改めてその他の
震災に対する調査の必要性が浮かび上がった。宮内庁宮内文書館の追加調査は次年度の課題である。

　　④ 本館所蔵石川資料については，1950～70年代の防災基本法制定過程，伊勢湾台風対応，災害調査資料など
150点ほどの簿冊に関する内容的チェックを行った。本研究にとっての有用性の観点から仕分けを行なった
が，撮影・複写については次年度の課題である。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎荒川　章二　本館・名誉教授

（26）基盤研究（Ｂ）
中世日本の東アジア交流史に関する史料の集成的研究と研究資源化
2016～2020年度

（研究代表者　荒木和憲）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

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

３．今年度の研究経過及び成果

　昨年度に引き続き，榎本班は中世前期の記録・典籍，伊藤班は九州に所在する中世後期の文書，荒木班は九州以
外に所在する中世後期の文書・記録，須田班は禅宗関係史料（東京大学史料編纂所謄写本）にもとづき，「東アジ
ア交流史関係史料」の検出・データ化作業を進めた。昨年度末までにデータ化したのは約2,300件であったが，今
年度末には約4,600件に増加した。
　ファセット検索システムに関しては，後藤班を中心として作業を進めた。今年度末に「総合資料学情報基盤シス
テム」（khirin）における試験公開を開始し,校正済のデータ（約3,700件）についての基礎検索を可能とした。

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

（27）基盤研究（Ｂ）
史料学的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究
2016～2019年度

（研究代表者　小倉慈司）

１．目　的

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

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

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

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

２．今年度の研究計画

　３年目にあたる今年度は天理大学附属天理図書館所蔵『延喜式』写本および『延喜式』注釈書，神宮文庫所蔵延
喜神名式写本・写真帳，宮内庁書陵部所蔵『延喜式』版本，関係注釈書等の調査を実施する。それらをもとに本文
系統研究に本格的に取り組み，論文等のかたちで中間成果公表もおこなう。
　本文研究についても本格的に進めていくこととする。『延喜式』の内容は多分野にわたるため，研究メンバーの
みならず，適宜，研究者・有識者の協力を得ることとしたい。また作業を効率的に進めるために，大学院生もしく
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は若手研究者を研究支援者として雇用する。これには研究者育成という目的も込められている。
　研究成果中間報告として研究会を開催し，新たな知見や問題点等を共有し，研究に活かしていく。校訂方針につ
いての議論も行なう。研究会は研究代表者の所属する国立歴史民俗博物館もしくは研究分担者が所属する機関にて
公開で行ない，メンバー以外の『延喜式』本文研究に関心を持つ研究者や大学院生にも参加を呼びかける。

３．今年度の研究経過

　昨年度までに主要写本はほぼ収集し終えたため，今年度は版本や部分的に残る写本，注釈書等の調査に力を注い
だ。調査した資料は，神宮文庫所蔵延喜神名式写本・写真帳，天理大学附属天理図書館版本・『神祇官八神殿秘决』・

『諸神記』，国会図書館所蔵『式内染鑑』等である。このうち，神宮文庫所蔵の『兼永本延喜式神名帳』写真帳の調
査により，兼永本の模写本とされてきた天理大学附属天理図書館所蔵本が，必ずしも模写の精度が高くないことが
判明した。これらを踏まえ，まず昨年度に写本系統を検討した巻５について校訂本文を作成し，また巻17について
も写本系統検討および校訂本文作成を行なった。さらに巻９・10・14について写本系統の検討をおこなった。これ
らの成果は論文の形にとりまとめており，来年度刊行予定の『国立歴史民俗博物館研究報告』特集号等において公
表する予定である。また版本書き入れ研究の重要性については，『九州史学』181所収論文において論じた。本文研
究についても，巻17について現代語訳を作成した（来年度公表予定）。
　今年度もまた『延喜式』研究に関心を持つ研究者や大学院生にも参加を呼びかけて，2018年８月31日・９月１日
に国立歴史民俗博物館にて公開研究会を開催した。これらの概要については，科研と連携して実施している共同研
究「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」の項を参照されたい。
　なお，本年度は延喜式関係論文目録データベースを早期公開するために，データ収集・整備にも力を注いだ。
　以上，本年度は本文研究・現代語訳研究を順調に進めることができた。最終年度は，さらに加速して進めていき
たい。。

４．今年度の研究成果

【論文等】
　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

【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（古瀬奈津子編），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（岡田荘司編），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（岡田莊司編），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
【口頭報告】
　 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
【講演】
　 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
【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
　延喜式関係論文目録データベース　2019年３月28日公開
　
５．研究組織（◎は研究代表者）
◎小倉　慈司　本館研究部・准教授 研究の統括と推進・写本研究・本文研究（祭祀分野）

【研究分担者】
　清武　雄二　本館研究部・特任助教 統括補助・写本研究・本文研究（技術分野）
　稲田奈津子　東京大学史料編纂所助教　 写本研究・本文研究（儀礼分野）
　酒井　清治　駒澤大学文学部教授 本文研究（技術分野）
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　中村　光一　上武大学ビジネス情報学部教授 本文研究（技術分野）
　仁藤　敦史　本館研究部・教授 本文研究（政治・法制分野）
　早川　万年　岐阜大学教育学部教授 版本研究・本文研究（祭祀・儀礼分野）
　三上　喜孝　本館研究部・教授 本文研究（経済分野）

【連携研究者】
　町　泉寿郎　二松学舎大学文学部・教授　 版本研究（受容史）・本文研究（医学分野）　

（28）基盤研究（B）
　　 現代日本における死者儀礼のゆくえ

─生者と死者の共同性の構築をめざして
2016～2019年度

（研究代表者　山田慎也）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

　今年度は研究の総括とその成果の還元として，12月15～16日に国立歴史民俗博物館・早稲田大学人間科学学術院
との共催により，早稲田大学大隈記念大講堂において，「死者と生者の共同性 ‐ 葬送墓制の再構築を目指して」と
いうテーマでシンポジウムを開催する。その準備のために全体研究会では，担当する題目について検討し，議論を
行う。また時には関連分野の研究者を招聘して，本課題の調査分析へのコメントを受けていく。
　また前回の科研で，日本の葬儀情報や技術が受容されている東アジアにおける死者との共同性について把握した
ことを踏まえ，交流を続けてきた機関の一つで，中国で最も古く葬祭業従事者の専門教育を行っている長沙民政学
院の研究者と国際研究集会を４月に歴博にて開催する。日本と中国の葬儀と葬祭業の状況について議論を深めてい
き，死生観の変容について検討を行う。
　現代班では，引き続き「現代死者儀礼データベース」の権利関係に基づく実質的な利用方法について検討しつつ，
残りの写真ポジフィルムのデジタル化を進行する。この資料に関連する写真資料が昨年度新たに寄贈されたので，
その資料のデジタル化も予算の可能な範囲で行っていく。また近親者のいない人への葬儀支援や祭祀のあり方など，
それぞれの市などで行われている慰霊祭の方式などについて事例調査を行う。さらに各地でつくられている永代供
養墓や老人ホームなどの合葬式共同墓，散骨を実施する人々について継続して調査を行う。
　高度経済成長期班では，公園墓地などの家族墓の形態と，墓の代替として作られた納骨堂について調査を進めて
いく。近代班では，都市近郊の墓地として東京都狛江市泉龍寺墓地の墓碑調査および位牌調査を引き続き行う。従
来，調査法が確立していなかった位牌についての研究を進める。

３．今年度の研究経過

　現代班では，「現代死者儀礼写真」についての写真ポジフィルムのデジタル化をすすめ，業者委託分のデジタル
化は完了した。あわせて付随していたネガフィルムやパンフレット，葬儀の栞，プログラムなどが追加寄贈された
ため，本プロジェクト中に努力し整理を終える予定である。また権利関係を踏まえた公開のあり方について検討を
進めている。近親者のいない人への葬儀支援や生前契約制度について，戦前期の助葬会や他の助葬事業の状況につ
いて，次第に資料がみつかり調査が進んでいる。現在でも組織のある助葬団体について九州で調査を行い，今年度
も継続する。永代供養墓や老人ホームなどの合葬式共同墓についての調査では，生前時の共同性が重要であること
が判明したため，さらに施設の調査を行い総括を行う。
　高度経済成長期班では，改葬広告の全国的な展開の資料整理が終わり分析を進めている。そこでは地域性が明ら

108

Ⅰ-２　外部資金による研究



かになり，公共事業による改葬がおもな地域と墳墓の不足による墓地改葬事業の地域など，地域の相違とそれぞれ
の影響について検討し総括する予定である。
　近代班では，都市近郊の墓地として東京都狛江市泉龍寺墓地の墓碑，位牌の現地調査が終わり，それぞれのデー
タの整理および分析を進めている。墓石の形態の変遷を参照して位牌の形態の変遷を検討したところ，両者はかな
り類似点があることが判明しており，研究史的には新たな成果として位置づけることができると思われる。

４．今年度の研究成果

　今年度は本プロジェクトの大きな成果発信がいくつもなされた年であった。まず，昨年度から検討していたアジ
ア圏における葬送墓制の動態と技術革新，および社会状況について検討するために，４月13日，国立歴史民俗博物
館，中国長沙民政学院との共催によって国際研究集会が開催され，葬儀の近代化過程と葬儀職従事者の専門家教育，
資格化について議論がおこなわれた。そこでは葬儀教育の歴史や公共墓地制度，大学生に関する死生学教育，また
葬儀思想などの報告がなされ，日本側からは，1990年代以降の死を取り巻く環境や葬祭業の資格制度について報告
され，現代中国の死生観と国家思想の連関が照射でき，日本の死生観と行政対応の相違が明らかになった。
　さらに12月15,16日には，早稲田大学大隈記念講堂大講堂で，本プロジェクトの成果公開として大きな柱である
歴博フォーラム「死者と生者の共同性─葬送墓制の再構築をめざして」と題して，早稲田大学人間科学学術院との
共催によって開催した。その報告は「無縁化への道程」，「縁なき人々の追悼」，「縁なき方向へすすむ墓」をテーマ
とし，墓の無縁化や引き取り手のない遺骨の増加など現代の葬送墓制の課題を，近世以降の家制度，両墓制や寺位
牌の祭祀など多様な民俗を踏まえ，現代のデジタル時代の状況も含め，死者と生者の共同性の有り様について検討
を行い，今日の研究状況，今後の課題を提示した。
　そのほか現代班では，「現代死者儀礼写真」として整理を進めていき，さらに助葬事業と合葬式共同墓について
の調査を行った。高度成長期班では公園墓地の形成と無縁化の調査など，さらに近代班は先祖代々墓の形成や位牌
祭祀のあり方などの調査を行なっており，それぞれその成果はシンポジウムにおいても反映された。

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

（29）基盤研究（Ｂ）
林業遺産の保存と持続的な活用による林業教育・地域づくりの可能性
2016～2019年度

（研究代表者　柴崎茂光）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

　活用されている林業遺産については，遺産保存に関するガバナンスや，ガバナンス構築後のマネジメントの実態
を把握する。保存状態が悪く，一部消失しているフィールド系の林業遺構を抱える地域を対象とした調査では，考
古学的知見も活用しながら林業遺構の実態調査を継続し，林内で発見された遺構の位置情報も記録しながら，可能
な限り年代特定を行う。この他に，こうした遺構群の管理マネジメントの方針や理論の構築にも努める。
　また，これまでに集めたフィールド調査の知見を踏まえつつ，それぞれの地域の保全・活用の特徴を相対化させ
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る作業も，議論を踏まえて進めていく。
　さらに，海外地域の先行事例やこれまで調査結果（必要に応じて補足調査）を踏まえつつ，日本各地における林
業遺産・保存・活用・機器の状況を包括的に把握する。その上で，林業遺産のさらなる保全・活用のために，どの
ような助成制度が現実的に可能であるかといった議論も分担者らや連携研究者とも議論を行う。
　これまでの研究成果を日本森林学会などの学会・学会誌などで発表するともに，学術書や一般書などの出版に向
けた努力を精力的に行う。

３．今年度の研究成果

　2018年５月29日に日林協会館で開催された日本森林学会公開シンポジウム「林業遺産への期待と課題」において，
コメンテーターとして研究分担者（八巻），パネルディスカッションのコーディネーターとして研究代表者（柴崎）
が登壇し，林業遺産選定が一定段階進んだ後に浮上した選定後の，広報・財政的措置等の問題について議論を行った。
林業経済学会2019年春季大会（2019年３月23日，新潟市）では，公開シンポジウム「森林の文化的価値と森林政策
の課題」が開催され，研究代表者（柴崎），研究分担者（奥），連携研究者（平野）の計３名が口頭発表・論文発表
を行い，林業遺産を含む森林が有する文化的価値付けの在り様を発表した。例えば，柴崎は，明治期中期以降にお
ける林学における文化的価値の価値付けの在り様を明らかにした。その中で，森林鉄道などの近代林業技術を取り
上げ，明治期後期から昭和初期）には，流送よりも優れた運材技術として木材生産という視点から高く評価された
が，トラックによる運材が盛んになる中で価値がないものと見做され，林内に放置・撤去されるようになる。しか
し近年の近代化産業遺産ブームの中で，「歴史的価値」としての再認識が行われるようになった。こうした事実から，
時間の経過とともに評価される価値が大きく変動することを明らかにした。この他に，奥や柴崎は，将来世代を考
慮した多様な価値を残そうとする専門家を中心とする価値判断の必要性も論じた。
　現地調査については，例えば屋久島の調査では，林業遺構・生活痕に，少なくとも1930年代前半以前のモノが含
まれていることなどが確認された。
　この他に，林業遺産に関連する専門書や一般書の発行に向けた準備も進めてきた。

４．研究組織（◎は研究代表者）
◎柴崎　茂光　本館研究部・准教授

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

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

（30）基盤研究（Ｃ）
日本植民地の学校教育に見る民族意識の形成
2016～2018年度

（研究代表者　樋浦郷子）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

　2018年度は研究の最終年度である。これまでの研究をまとめるとともに，次の課題を整理することを最大の目
標とする。第一に，植民地朝鮮と台湾との比較を念頭に「御真影」「奉安殿」や学校内神社，神棚等の調査をま
とめ，成果を発表する。朝鮮の「御真影」や「奉安殿」については，すでに2014-2015年の科研費研究（課題番号
26590197）において実施したため，その成果をさらに進展・深化させるべく，台湾についての交付状況の調査を行
い，学会発表を経て論文を執筆する計画である。「御真影」のみならず，学校儀式，「奉安殿」や学校内神社，神棚
等の調査や，そこに求められる身体の動き，心の統制と一見相反する民族性の醸成について，日本，台湾，韓国そ
れぞれの教育会機関誌や回想等を読み込みつつ，現地調査を行う。第二に，日本国内の『学校沿革誌』等の資料に
もとづいて，国内での学校儀式を通じた「国民」の形成について，植民地において課された様相との差異に着目し
つつ検討を行う。

「御真影」の交付状況調査は原則として宮内公文書館（東京）で実施するが，各地で残存する奉安殿や学校内神社，
教育関係の碑石等のフィールドワーク，学校内歴史館調査等は，韓国のみならず日本国内と台湾も想定している。

３．今年度の研究経過

　今年度は最終年度として，おおむね順調に研究を進めることができた。第一に，期間中継続して実施した宮内公
文書館における『御写真録』の通時的，悉皆的調査について，台湾への学校の下賜分について（すでに整理した朝
鮮に加えて）調査を終えた。調査の成果は，「帝国日本の御真影」（下記２）において発表した。また，植民地に移
出されてゆく「身体」「モノ・コト」教育の原型が形成される黎明期の地域の実態として，千葉県一宮町の事例に
ついて，学校所蔵資料をもとに検討し，発表した。第三に，朝鮮半島における勤労動員を中心とする青年（女性を
含む）の動員について，前年度の調査の不足部分を補うために再度フィールド調査を実施し，次期の課題につなが
る論点を見出すことができた。

４．今年度の研究成果

（１）研究発表「釜山府東萊郡鐵馬普通学校の歴史」
 教育史フォーラム・京都　第42回例会，京都大学，2018年９月３日。

（２）研究発表「書評『近代日本・朝鮮とスポーツ　支配と抵抗，そして協力へ』」
 朝鮮史研究会関東例会，東京大学，2018年11月17日。

（３）研究発表「台湾の天皇崇敬教育─新化の学校をめぐるモノ資料を手がかりに─」
 「上學去─近代教育與臺灣社會」, 文化部・国立台湾歴史博物館主催臺灣教育史國際學術研討會, 
 2019年１月19日。   

（４）研究発表「千葉県一宮小学校に見る奉護設備の歴史」
 国立歴史民俗博物館基幹共同研究主催公開研究会「「御真影奉護」の歴史と現在─奉掲所・奉安庫・奉安殿─」, 
 2019年３月23日。
 
５．研究組織（◎は研究代表者）
◎樋浦　郷子　本館研究部・准教授

（31）基盤研究（Ｃ）
朝鮮半島西南部の前方後円墳をめぐる倭と馬韓の交渉史
2016～2019年度

（研究代表者　高田貫太）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

　前年度までの集成・分析作業に基づいて，馬韓社会の構造と対外関係の検討を重点的に行う。また，外来系資料
の系譜整理を総括する中で馬韓の対外関係について解釈する。
① 馬韓の社会構造についての研究：前年度までに集成・分析したデータに基づき，５，６世紀の馬韓の社会構造を
検討する。前年度に開始した交通路と墳墓・集落の相関性に加えて，墳墓や拠点的集落の位階，集落の性格（生産
遺跡，港湾施設，拠点的集落）を追究し，先行研究から百済や新羅の社会構造と比較することで，馬韓の社会構造
の特質を明らかにする。その際の時期区分は土器を基本とし５世紀前中葉，５世紀後葉～６世紀前半，６世紀後半
頃とする。また，研究にあたっては研究協力者の李暎澈氏（集落）や金洛中氏（墳墓）の協力をあおぐ。
② 馬韓の対外関係についての研究：前年度まで個別に行ってきた西南部に認められる外来系資料（前方後円墳も
ふくむ）の系譜検討を総括し，馬韓の対外関係の実態と推移について検討する。具体的には，百済や倭との交渉の
比重の置き方，中枢勢力（羅州地域）以外の地域社会の対外関係の実態などを明らかにする。そして，その対外関
係において，前方後円墳造営集団の特徴や果たした役割について，在地系墳墓の造営集団との対比を通して検討す
る。研究にあたっては李暎澈氏（土器），金洛中氏（埋葬施設・副葬品）に協力をあおぎ，連携研究者の廣瀬氏に
は日韓の埴輪の系統論を中心に，諫早氏には金工品を中心に研究を進めていただく。
③ 調査と研究会：日韓でそれぞれ1回研究会を開催し，上の①・②について研究内容や進捗度合いについて議論す
る。その際に発掘調査への参加，資料収集を行い，最新の調査動向を把握する。

３．今年度の研究経過

　今年度は，研究会と資料調査をあわせて行った。いずれも韓国（大韓文化財研究院）において計３回行っている。
　第１回目は，2017年７月12日（木）～14日（土）にかけて行った。大韓文化財研究院主催の国際シンポジウム『海
南半島における馬韓古代社会の再照明』に合わせた日程とした。連携研究者の諫早直人氏とともに，大韓文化財研
究院が発掘調査をおこなった全羅南道和順郡千徳里懐徳３号墳の副葬品調査を行った。また，国際シンポジウムに
おいて，海南半島における前方後円墳の出現背景について，地域社会の観点から発表を行った。
　第２回目は，10月14日（金）～16日（日）にかけて国立歴史民俗博物館において行った。14日に懐徳３号墳の発
掘調査並びに副葬品調査についての成果を大韓文化財研究院の林智娜氏に発表いただいた。また，関東東半部の古
墳時代の古墳と集落を踏査し，前方後円墳分布圏の周縁部の様相についての知見を深めた。
　第３回目は，11月8日（木）と９日（金）に大韓文化財研究院において行った。特に，栄山江流域の前方後円墳
の中で最も北方に位置する高敞七岩里古墳（１・２号墳）とその一帯の大規模な有力首長墳群である高敞鳳徳里古
墳群，そして西海岸の港湾である法聖浦の地政学的な関係を調査するために，1916年測量の古地図を基に昔ながら
の道路に沿って，鳳徳里→七岩里→法聖浦という踏査を実施した。
　
４．今年度の研究成果

　今年度の特筆すべき成果のひとつは，全羅南道和順郡千徳里懐徳３号墳の副葬品調査が実現したことである。そ
の結果，５世紀後半頃の倭系円墳の可能性が高いこと，倭の須恵器，百済系の副葬品や木棺，そして在地における
活動をしめす鍛冶具などが確認された。在地における政治経済的な活動が基盤にあって，この倭系円墳は築かれた
ものと考えられる。
　また，高敞地域における綿密な踏査を行うことができた。鳳徳里（在地系の高塚古墳）→七岩里（前方後円墳）
→法聖浦（港湾）と踏査することによって，鳳徳里集団が倭や百済からさまざまな人，物，情報を入手するために
は，おそらく，臨海性の高い七岩里集団との密接な関係の維持が必要であったことを具体化することができた。実
はこのような踏査は，これまで栄山江流域の各地で行っており，前方後円墳をきずく集団と在地系の高塚古墳をき
ずく集団が「排他的」というよりは，協調や対立をふくみこんだ「並列的」な関係であることをより実感すること
ができている。
　今年度は諸般の事情で，毎年続けてきた埴輪調査や，研究組織全体の研究会を行うことがかなわなかった。最終
年度の2019年度に期したい。そして，本科研費研究の成果の一部として，朝鮮半島の前方後円墳に関する書籍の刊
行を目指したい。
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５．研究組織（◎は研究代表者）
◎高田　貫太　本館研究部・准教授

【連携研究者】
　廣瀬　　覚　奈良文化財研究所
　諫早　直人　京都府立大学校

【研究協力者】
　李　　暎澈　韓国大韓文化財研究院
　金　　洛中　韓国全北大学校

（32）基盤研究（Ｃ）
坤輿万国全図と国民的教養の基盤形成
2016～2018年度

（研究代表者　青山宏夫）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画　

　最終年度の2018年度は，2016年年度および2017年度において実施した原本調査とその検討を通じてえられた知見
をもとに，マテオ＝リッチ系世界図の成立の経緯を明らかにするとともに，18世紀末以降において坤輿万国全図系
世界図が普及する意義について，当時の思潮・学問動向・社会情勢等に照らして検討する。そのうえで３年間の研
究成果を取りまとめる。また，これまであまり調査されてこなかった資料について，今後の利用に供するために高
精細デジタル画像を作製する。

３．今年度の研究経過

2018年５月21日　国際交流基金ライブラリーにおいて，19世紀のヨーロッパ製地図に関する資料調査を行った。
2018年10月１日～３日　徳島大学附属図書館所蔵の坤輿万国全図(写)について高精細デジタル画像を作成するため
に，事前の資料調査及び研究打ち合わせを踏まえて撮影を行った。また，徳島市立徳島城博物館において，当該資
料の旧所蔵者である蜂須賀家関係の資料調査を行った。
2018年11月26日　国立国会図書館において，19世紀のヨーロッパ製地図に関する資料調査を行った。
2018年12月10日　徳島大学附属図書館所蔵の坤輿万国全図(写)について彩色の調査を行った。
　以上の資料調査の準備および調査結果のとりまとめ等を随時実施したほか，館蔵資料や文献・高精細画像等によ
る検討を行い，研究成果を英語論文としてとりまとめる作業を進めた。

４．今年度の研究成果

・青山宏夫「伊能忠敬の業績はシーボルトにどのように伝わったか」伊能忠敬翁没後200年記念事業シンポジウム『伊
能忠敬─業績と時代─』，香取市佐原中央公民館（主催香取市・香取市教育委員会），2018年６月24日．

・青山宏夫「日本海に浮かぶ謎の島」読売新聞（石川版・富山版），2018年７月14日．同（福井版），同年７月26日．
・Hiro’o Aoyama. “Siebold’s Mapping of Japan.” In Mapping Japan: Enduring Encounters, edited by Radu Leca and 

Martijn Storms, Leiden: Brill Academic Publishers, 2019 (in printing).
・Hiro’o Aoyama. “The Impact of Ricci’s World Maps on Early Modern Japan.” In Cartography and Cultural 

Exchange: A Retrospective on the Legacy of Matteo Ricci’s World Map in Chinese, edited by M. Antoni J. Ucerler, S.J. 
and Laura Hostetler, Leiden: Brill Academic Publishers, 2019 (in printing).
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５．研究組織（◎は研究代表者）
◎青山　宏夫　本館研究部・教授

（33）若手研究（Ｂ）
近世近代における赤色染料の利用実態に関する研究
2016～2018年度

（研究代表者　島津美子）

１．目　的

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

２．今年度の研究計画

　昨年度までに，錦絵に用いられた赤色染料および綿臙脂を対象として，染料同定，蛍光X線分析による媒染剤の
有無の検討，合成染料中に含まれる特徴的な元素の検出による染料の推定同定などを実施してきた。また，文献資
料の調査や先行事例研究を参考として，近世近代に用いられた赤色染料についての情報を収集した。本年度は，こ
れらの調査結果を踏まえ，補完となるような資料調査あるいは分析を行い，分析結果と文献等における赤色染料に
関する情報を照らし合わせ，赤色染料の利用実態を明らかにすることを目指す。

３．今年度の研究経過

　欧州では，南米大陸発見以後，当地原産のカイガラムシの一種であるコチニールが，染色にも色材として絵画等
にも使われたことが知られている。日本国内では，コチニールは，江戸時代に赤色染料であることが知られていた
ものの，染色技法は伝わっていなかったと考えられる。また，色材としては，明治期の錦絵に多用されていたこと
が明らかとなったものの，それ以前の錦絵や江戸時代の彩色に用いられた事例は，本研究内ではみつかっていない。
こうした調査結果などから，昨年度までに，コチニールは，染料として用いられる場合と色材として用いられる場
合では流通経路が異なり，染色方法と色材として用いるためのレーキ化（粉末状に加工）する方法についても，赤
色染料を発色させる手法が異なっていた可能性を示してきた。今年度は，とくに染色資料と彩色資料の分析結果を
比較し，染色方法とレーキ化の方法が具体的にどのように異なっていたかを検討した。また，コチニール以外では，
ベニバナやスオウ，ラックダイの利用状況や色材として使う際の加工方法についての調査を行った。

４．今年度の研究成果

　近世近代に使われた可能性のある赤色染料のうち，おもな天然染料は，ベニバナ，スオウ，アカネ，ラックダイ，
コチニールであり，近代以降に合成染料が使われたとされる。明治初期頃には合成染料の輸入がなされているもの
の，国内において合成染料による染色加工が実用化するのは，明治中頃以降となる。一方，色材として利用する際
には，すでに加工されていたものを輸入して使用していたと考えられる。たとえば，コチニールは，幕末明治期に
カーマインレーキ（あるいは洋紅）として輸入され国内に流通していたと考えられる。また，日本画の絵画材料で
ある綿臙脂（赤色染料を染み込ませた綿）にもコチニールが一部用いられていた。カーマインレーキは，とくに明
治前半期の錦絵に多用されていた。明治後半になると，錦絵にはエオシンなどの合成染料が用いられていたことが
明らかとなった。
　赤色染料のうち国内で生産されていない原材料を使用する場合，原材料を輸入する時点で，染色用と彩色用で別
のものとして扱われていたことが強く示唆された。とくに彩色用に輸入されたものは，原材料のままで輸入された
のではなく，加工された状態，すなわち色材（絵具）として輸入されていたと考えられる。

５．研究組織（◎は研究代表者）
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◎島津　美子　本館研究部・准教授

（34）若手研究（B）
「幕末維新期日本をめぐる国際関係史の再構築に向けて─東アジア比
較・世界史の視点から─」
2015～2018年度

（研究代表者　福岡万里子）

１．目　的

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

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

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

２．今年度の研究計画

①初代米国駐日代表タウンゼント・ハリスの対日外交について，基幹史料の翻刻・調査を行うとともに，関連する
研究文献を収集・調査する。

②前年度までに主要史料の翻刻調査を行ったプロイセン東アジア遠征団の対シャム条約交渉（1861～62年）に続き，
今年度は，ハリスがこれに先立ち1856年にシャム政府と行った米シャム条約交渉について，これまで未調査の未
刊行史料を調査する。

③幕末～明治期の横浜で有数の生糸貿易商社シーベル・ブレンヴァルト商会について，福岡は，創業者の一人であ
るカスパー・ブレンヴァルトが日本滞在中に記した日記の翻訳プロジェクト（横浜開港資料館）に参加してきた
が（2006年～），その研究成果を踏まえ，2016年，独自にスイスのシルク貿易史の研究を進めてきたスイス・ルツェ
ルン大学教授アレクシス・シュヴァルツェンバッハ氏から共同研究の申し出があり，これを2017年以降開始する
こととなった。本年度は，同商会に関する新たな史料（もう一人の創業者ヘルマン・シーベルの書翰群）も組み
込み，共同研究を進める。

３．今年度の研究経過

　今年度は上記①について，勤務先機関の若手研究者海外派遣制度を利用し，2018年６月17日から12月15日までの
半年間，ハリスが遺した対日外交関係史料”Letters and Papers of Townsend Harris（LPTH）”を所蔵する米国の
ニューヨーク市立大学で在外研究を行う機会を得た。上記のLPTHは，主に1856年から62年（ハリスが駐日米国総
領事に任命されてから日本を離任するまでの時期と重なる）にかけてのハリスの送信書翰の写しと受信書翰の原本，
それにハリスの日記原本を収める史料群であり，日記については邦訳（坂田精一訳『ハリス　日本滞在記』岩波書
店，1953年）も存在するが，送受信書翰については翻刻・翻訳ともになく，研究史上，ほぼ未活用のままになって
きた。滞在中は，この送受信書翰（主に英語の手書き書翰群）の翻刻調査を重点的に行った。その結果，ハリスの
送信書翰（計843通）は62%の翻刻・分析が進んだ一方，受信書翰（計485通）の方は，筆跡の多様性から解読によ
り時間がかかり，12%の翻刻・分析を終えた状況である。滞在終盤には，史料の高精度スキャンや，難読史料の翻
刻を依頼できる業者の割り出しなど，今後も継続的に調査を推進する環境を整え，帰国した。この調査の成果の一
部は，これまでに〔研究成果 c, d, e, f, h〕で紹介した。研究成果は最終的には，今後ミネルヴァ書房から刊行予定
のハリスの人物評伝に結実させたい。
　また上記②について，上記LPTHに収載される，1856年米シャム条約交渉関係の手書き未刊行史料を翻刻調査し
た。加えて当該期のシャム外交に関する文献調査を進めた上で，これまでの研究の途中成果を，〔研究成果 h〕に
おいて報告した。
　さらに上記③について，共同研究者シュヴァルツェンバッハ氏と共に，二人の創業者の遺した史料（ブレンヴァル
ト日記とシーベル書翰）に関する調査の現段階までの成果をまとめ，2018年７月までに以下の共著論文を執筆した。
Mariko Fukuoka and Alexis Schwarzenbach, “Between Trade and Diplomacy: The Commercial Activities of 
the Swiss Silk Merchants Siber & Brennwald in late Edo and early Mejij Japan,” in Robert Fletcher and Robert 
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Hellyer (eds.), Documenting Westerners in Nineteenth-Century China and Japan, in progress
この他，昨年度までに主要部分をとりまとめてあった研究成果が，今年度中に幾つか刊行された（研究成果 a, b）。

４．今年度の研究成果

a.【論文】Mariko Fukuoka, “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

b.【一般向け記事】福岡万里子「戊辰戦争とドイツ公使ブラント」（『総合誌歴博』209号「ドイツ日本関係史料の可能性」
2018年7月，pp.7-10）※ほか209号全体の編集代表

c.【一般向け記事】Mariko Fukuoka, “Townsend Harris Connects New York and Japan.” In: Education Update, 
vol. XXIV, Nr.2, November-December 2018, p.19

d.【一般向け記事】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」（人
間文化研究機構基幹研究プロジェクトニューズレター『きざし』vol.3, 2019年3月, p.23

e.【 一 般 向 け 講 演 】Mariko Fukuoka, International Race toward Japan’s Opening?: Harris’ Rivalry with the 
European Powers, 1858-61. Lecture held at the City College Archives Reading Room, Morris R. Cohen Library 
of the City College of New York, December 6, 2018.

f.【一般向け講演】福岡万里子「ニューヨーク市立大学の日本関係史料─初代米国駐日総領事ハリスが遺したもの」，
国立歴史民俗博物館歴博登録ボランティア研修会，2018年1月21日

g.【一般向け講演】福岡万里子「幕末プロイセン使節団のクリスマスツリー探し─江戸の最初のドイツ風降誕祭」，
国立歴史民俗博物館くらしの植物苑観察会（第238回），2019年1月26日

h.【研究会発表】福岡万里子「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」歴
博基盤研究「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討─日本・中国・シャムの相互比較から」第６回研究会

（2019年3月8日）

５．研究組織（◎は研究代表者）
◎福岡万里子　本館研究部・准教授

［その他の外部資金］

（35）受託研究
冠婚葬祭総合研究所「家族・地域を含めた新たな「つながり」への展
望と葬送墓制─死の文化の変容と多元化する社会的紐帯の考察」

（研究代表者　山田慎也）

１．目　的

　この研究では，現代における葬儀や墓などの死者儀礼の営みを通して，変容する家族や地域社会の実態と今後の
展望について考察することを目的としている。
　急速に変わっていく葬送墓制において，従来の先祖観とは異なる家族意識や地域社会のあらたな絆，血縁を超え
た死者と生者の関係性の構築など，さまざまに模索する様子をみることができる。こうした葬送儀礼をとりまく人々
の営みから，家族や社会の新たな絆の形成を考察し，今後の展望について検討する。
　その際，新たな時代において必要とされているものを捉える上でも，現在の事態に至る歴史的経緯を踏まえて検
討していくことが必要であり，総合的に検討することで，研究成果の社会的な還元を図っていきたい。また大学院
博士課程など若手研究者も交えてプロジェクトを推進することで，儀礼文化研究の発展，育成も意図している。

２．今年度の研究計画

　葬送儀礼は，故人の死を残された人々が受け止めるための営みであり，現在では死を社会的に公表するという点
よりも遺族へのグリーフケアとしての側面が求められるようになっている。その一方で，近親者がいない，もしく
はいたとしても何らかの事情で頼ることができない人も急速に増加しており，また生活に窮乏して葬儀を行うこと
が困難な人もまた増加している。このような人々の支援について，「助葬」という名称が生まれるようになったそ
の歴史的な過程や，その後の支援体制などの調査も行う。
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３．今年度の研究経過

　助葬事業については，助葬という言葉を造語し多くの人々の助葬を行った「助葬会」の社史や当該団体における
資料，および社会事業関連の報告書，なかでも政府の調査する戦前期の社会事業関係資料の検討によって，東京の
助葬会以外の諸団体の調査を行う。また各種方面委員関連の資料からも助葬事業の実態を調査し，さらに救護法，
生活保護法とその適用に関する手引きにおける埋葬費や葬祭扶助の実態について把握する。

４．今年度の研究成果

　葬送儀礼は，残された人々が故人の死を受け止め，死者の仲間入りをさせるための営みであり，現在では死を社
会的に公表して位置づけるだけでなく，残された生者へのグリーフケアとしての機能も求められるようになってい
る。このようなケアを重視した葬送儀礼の多様な実態を把握するだけでなく，近代以降，葬送儀礼の意義とあるべ
き形についてのさまざまな動向について，助葬事業や新生活運動などを素材も含めて検討している。その背景には，
少子高齢化や多死化などによる，現代的な課題に対するさまざまな対応へ寄与するための歴史的展開の分析であり，
まずはプロジェクト初年度として，研究の方向性を示すものである。
　そのなかで山田報告「葬送儀礼の意義と助葬事業の成立」では，葬送儀礼があらゆる社会に重視され，形態は異
なるものの儀礼が形成されてきたのは，社会の一員としてその死を認識し，また受け止めてきた重要な営みであっ
たためである。基本的には葬送儀礼は血縁や地縁などを基盤とし共同体によって行われてきたが，こうした共同体
に属さない身寄りのない困窮者も，人としての尊厳をまもるため，社会的に葬儀を支援する発想が誕生した。これ
が「助葬」である。助葬事業は，当初民間団体の助葬会が開始した事業であり，これを行うことで，人々に「一大
光明と悦と安心」を与えるだけでなく，社会不安への対応として本来国家が行うべき事業と認識されていた。その後，
助葬事業を行う団体が東京や大阪，京都といった都市部に誕生し，その後内務省も社会福祉事業の項目として認識
するようになり，さまざまな団体が誕生していった。そして助葬事業の対象となった葬儀は，単に火葬だけでなく，
宗教儀礼も伴っていることが当然であり，葬儀を何とか社会として支援していこうという意識が形成され，戦後の
生活保護法の葬祭扶助に結びついていったことがあきらかになった。現在，葬送を支えてきた家族のあり方が変わっ
ていく中で，社会全体として尊厳を持って人を送る方法を考える必要があり，助葬という発想を現代において再検
討する必要があることを指摘できる。

５．研究組織

　山田　慎也　本館研究部・准教授　　　　　　鈴木　岩弓　東北大学・総長特命教授
　森　　謙二　茨城キリスト教大学・名誉教授　小谷みどり　身延山大学・客員教授
　土居　　浩　ものつくり大学・准教授　　　　田中　大介　東京大学・研究員
　玉川　貴子　名古屋学院大学・准教授　　　　内田　安紀　筑波大学・博士課程
　問芝　志保　筑波大学・博士課程　　　　　　大場　あや　大正大学・博士課程
　

（36）産学連携共同研究
清潔と洗浄をめぐる総合的歴史文化研究（花王株式会社）
2017～2020年度

（研究代表者　関沢まゆみ）

１．目　的

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

２．研究組織（◎は研究代表者）
　久留島　浩　本館・館長　　　　　　　　　　　　　　　西谷　　大　本館研究部・副館長
　大久保純一　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　　後藤　　真　本館研究部・准教授
　樋浦　郷子　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　　橋本　雄太　本館研究部・助教
　桑原　祐子　奈良学園大学・教授　　　　　　　　　　　鏡味　治也　金沢大学・教授
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　金子　正徳　人間文化研究機構・特任助教　　　　　　　津田　浩司　東京大学・准教授
　原　正一郎　京都大学・教授　　　　　　　　　　　　　岩淵　令治　学習院女子大学・教授
　ウルスラ・フレイ　京都大学・研究員
　武馬　吉則　花王・エグゼクティブ・フェロー　　　　　中村　純二　花王・感覚科学研究所・室長
　原水　聡史　花王・感覚科学研究所・グループリーダー　門地　里絵　花王・感覚科学研究所
◎関沢まゆみ　本館研究部・教授
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