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共同研究の活動記録
―環太平洋海域における伝統的造船技術の比較研究―

月　日 参加者 活動内容 実施場所

2009 年
9月

9.12～ 9.13 川田順造 村上水軍博物館他にて資料調査 愛媛県今治市、広島県
尾道市

10 月

10.17～ 10.18 後藤明他 9名 第 1回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス

10.21～ 10.29 宮澤京子 第 1回ヤップカヌーフェスティバルにおけるカヌ
ー製作の映像記録化

ミクロネシア連邦ヤッ
プ島

12 月

12.13～ 12.17 深澤芳樹 北日本の埋蔵文化財及び民俗資料における船舶資
料調査

北海道江別市、青森県青
森市、秋田県北秋田市

12.20～ 12.24 後藤明他 2名 国立民族学博物館他にてカヤック資料の計測と図
書館での資料調査 大阪府大阪市

2010 年
1月

1.10～ 1.17 板井英伸 奄美市立博物館他にて伝統的造船技術の調査 鹿児島県奄美市、鹿児
島市、十島村

1.19～ 1.24 深澤芳樹 福岡市埋蔵文化財センター他にて船舶資料の調査 福岡県福岡市、鹿児島
県奄美市

2 月

2.11～ 2.25 石村智 オークランド博物館にてポリネシア型カヌーの計
測と文献収集調査

ニュージーランドオー
クランド

3 月

3. 2～ 3. 8 後藤明他 1名 北海道立北方民族博物館にて北方民族のカヤック
に関する調査 北海道網走市

3.10～ 3.12 深澤芳樹 西漢南越王墓博物館にて資料調査 中国広州市

3.26～ 3.28 後藤明他 7名 第 2回研究会及び第 1回国際シンポジウムの参加 神奈川大学
横浜キャンパス

6 月

6. 4～ 6.13 板井英伸 奄美市立博物館他にて伝統的造船技術の調査 鹿児島県奄美市、鹿児
島市、十島村

7 月

7. 1～ 7. 6 洲澤育範 沖縄諸島にてサバニとカヤックの漕法、船体計測
方法の用具・方法等に関する調査

沖縄県沖縄本島、座間
味島

7. 1～ 7. 7 石村智 沖縄海洋博記念公園海洋文化館他にてオセアニア
のカヌーに関する資料調査 沖縄県沖縄本島

7.10～ 7.12 後藤明他 11名 第 1回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス

7.14～ 7.21 赤羽正春 アムール川流域にて船の形態と造船技術等の調査 ロシアハバロフスク州

8 月

8. 7～ 8.14 後藤明 タヒチ島にてカヌー製作についての調査 フランス領ポリネシア 
タヒチ島
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8.27～ 8.30 川田順造 山形県立博物館他にて最上川水運大石田の和船作
りに関する資料調査 山形県山形市

9 月

9. 4～ 9.14 板井英伸 十島村歴史民俗資料館他にて伝統的造船技術に関
する調査

鹿児島県奄美市、鹿児
島市、十島村、大島郡

9.14～ 9.17 洲澤育範 函館市立北方民族資料館他にて北方民族のカヤッ
クに関する調査

北海道函館市、青森県
青森市

9.26～ 9.27 石村智 南山大学人類学博物館にて同館収蔵のニューギニ
アのアウトリガーカヌーについての調査

南山大学
名古屋キャンパス

12 月

12.10～ 12.13 後藤明他 8名 事前打合せおよび第 2回国際シンポジウム発表と
出席

神奈川大学
横浜キャンパス

12.13 板井英伸 日本常民文化研究所にて資料調査 神奈川大学
横浜キャンパス

2011 年
1月

1. 9～ 1.16 石村智 ハワイビショップ博物館他にてカヌーの実測・写
真撮影・文献調査 アメリカハワイ州

1.20～ 1.30 板井英伸 十島村立歴史民俗資料館他にて伝統的造船技術の
調査

鹿児島県奄美市、十島
村

2 月

2. 9～ 2.14 深澤芳樹 アンコールワット壁画における船舶資料の調査 カンボジア
シェリムアップ州

2.24～ 2.25 後藤明他 7名 第 2回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス

5 月

5.19～ 5.29 板井英伸 原野農芸博物館他にて伝統的造船技術に関する資
料調査および聞き取り調査

鹿児島県奄美市、鹿児
島市、大島郡龍郷町、
鹿児島郡十島村

7 月

7.15～ 7.22 赤羽正春 イルクーツク州にて少数民族・川舟に関する現地
調査 ロシアイルクーツク州

9 月

9.10～ 9.14 板井英伸 中之島他にて伝統的造船技術に関する資料調査お
よび聞き取り調査

鹿児島県奄美市、鹿児
島市、大島郡龍郷町、
鹿児島郡十島村

2012 年
1月

1.12～ 1.14 深澤芳樹 東京国立博物館にて船舶関係の収蔵品に関する資
料の調査 東京都台東区

1.15～ 2.26 洲澤育範
アラスカ北極圏のイヌピアックの集落ヌールビク
他にてウミアクの制作に関する調査および伝統的
なカヌー、カヤックに関する聞き取り調査

アメリカ合衆国アラス
カ州

1.28～ 2. 7 板井英伸 龍郷町役場他にて伝統的造船技術に関する資料調
査および聞き取り調査

鹿児島県奄美市、大島
郡、鹿児島郡十島村

2 月

2. 3～ 2.10 門田修
｢クペ・ワカ・センター」他にてマオリの戦闘カ
ヌーと伝統的航海カヌー学校でのカリキュラム、
造船所についての実地調査

ニュージーランドベ
イ・オブ・プレンティ
地区ロトルア市
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2.15～ 2.17 昆政明
出光美術館、サントリー美術館、国立歴史民俗博
物館にて所蔵の絵画資料（屏風・軸等）に描かれ
た船舶と推進具の描写に関する調査

東京都千代田区、港
区、千葉県佐倉市

2.16～ 2.18 深澤芳樹 福岡市埋蔵文化財センター他にて福岡市・前原市
出土船舶関係に関する聞き取り調査と資料調査 福岡県福岡市、糸島市

2.22～ 2.23
 
大西秀之 苫小牧市立博物館他にて中世アイヌ期の造船技術

に関する資料調査
北海道札幌市、苫小牧
市

3 月

3. 3～ 3. 4 後藤明他 8名 第 1回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス

3.11～ 3.19 後藤明 ミクロネシア連邦チューク州にて伝統的カロリン
諸島型航海カヌーの製作に関する実地調査

ミクロネシア連邦チュ
ーク州




