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［概　要］

2005 年度は国際交流協定の締結，国際研究集会の開催，協定締結機関との研究交流など，多様な交流活

動を展開した。

まず，国際交流協定の締結については，2005 年６月にアメリカ合衆国・イリノイ大学との交流協定を締

結し，今後，共同で事業を実施することとなった。また，韓国国立中央博物館とは，2005 年 12 月７日に

当館の平川南館長が韓国国立中央博物館を訪問した後，学術交流協定の締結について相互に検討と交渉を開

始し，2006 年３月に合意をみるに至った。

また，すでに協定を締結している韓国国立民俗博物館とは，2005 年 11 月に韓国国立民俗博物館におい

て「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ−１」と題した 2005 年度第１回国際研究集会を開催し，当館から６名

が招聘されて研究発表と意見交換を行った。2006 年２月には，「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ−２」と

題した第２回国際研究集会を当館において開催し，韓国国立民俗博物館から６名を招聘した。2005 年 12

月９日には，協定締結機関である韓国国立釜山大学校から１名，前韓国国立文化財研究所・現韓国国立博物

館関係として１名を招聘して，当館で「百済の国際交流」と題した国際研究集会を開催した。韓国国立民俗

博物館および韓国国立釜山大学校や韓国国立文化財研究所と当館との国際研究集会の記録は，『韓国の民俗

学・日本の民俗学Ⅰ』が 2005 年 12 月に日本と韓国で，『百済の国際交流』は日本で刊行した。また，10

月６日には，当館において，「歴史展示との対話−記憶をつなげば市民が生まれる？」を課題とした国際セ

ミナーを開催した。

協定締結機関との研究交流については，2005 年 12 月 12 日に当館の平川南館長が韓国国立民俗博物館

を訪問し，2006 年１月 17日には韓国国立釜山大学校博物館の申敬澈館長が当館を訪問されるなど，代表

者の交流が進められた。

一方で，当館に滞在して研究を行う外国人研究員については、韓国国立民俗博物館及び西原大学校から２

名を前年度から継続して受入れたほか，2005 年度は新規に中国社会科学院考古研究所・韓国国立慶州文化

財研究所・国立釜山大学校から４名の研究者を招聘した。各氏とも，歴博において講演を行った。（崔銀水

氏４月 30日，許元氏５月 22日，印群氏６月 20日，車順喆氏 12月 13 日，金斗喆氏２月 14日，全玉年

氏３月 30日）

その他，2005 年４月には韓国蔚山文化財研究院一行の，８月には韓国・慶尚大学校の研究者の来訪を一

例として，外国からの研究者受け入れが多かった。

数年にわたる韓国の国立光州博物館と国立海洋遺物展示館との学術交流の成果として開催された企画展

示「東アジア中世海道−海商・港・沈没船−」は，各地で巡回展示を展開した。

今後も多様な形態での国際交流が進展するものと期待されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際交流委員長　杉 山 晋 作

３　国際交流
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［国際シンポジウム］

歴博国際シンポジウム 2005（1）

「韓国における国民国家をめぐる研究状況と課題」	 2005 年 12 月 11日

　　開催場所　ソウル　ITAEWON	HOTEL

１．主　旨

　国民国家についての研究は，すでに 1990 年代以降さまざまなかたちで進められてきているが，「19世紀」

というタイムスパンで，非ヨーロッパ世界における国民国家形成の歴史的特質を，それぞれの地域や国家に

そくして比較研究することは，目的意識的には行われてこなかった。このような観点に立ち，本研究は非ヨー

ロッパ世界で，ヨーロッパとの接触・交流によって，国民国家が形成される歴史的過程について，19世紀

という時間的枠組みを設定して比較研究しようとするものである。今年度は韓国を対象として，韓国におけ

る国民国家をめぐる研究状況と課題を明らかにするというテーマで，シンポジウムを開催した。　

２．内　容

　		9:30 ～			9:40　	セミナー開催の趣旨　	趙　景達氏（千葉大学）

　		9:40 ～ 11:00　	講演１　河元鎬氏（成均館大学校）「大韓帝国の国民国家構想」

　11:10 ～ 12:30	　講演２　裵亢變氏（成均館大学校）「1894 年東学農民軍の政治的体制構想」

　13:30 ～ 14:00　	コメント１　小沢　弘明氏（千葉大学）「国民国家研究をめぐる 12のテーゼ」

　14:00 ～ 14:30　	コメント２　ロナルド・トビ氏（イリノイ大学教授）「東アジアを広くとらえる観点

　　から，この共同研究に期待すること」

　15:00 ～ 17:00　	討論

　なお，報告内容については，報告集『国際シンポジウム　韓国における国民国家をめぐる研究状況と課題』

（2006 年３月刊）を刊行したので，そちらを参照されたい。

３．主な出席者

趙景達（千葉大学），河元鎬（成均館大学校 ASIA 学術院教授），裵亢變（成均館大学校），小沢弘明（千葉大

学文学部教授），ロナルド・トビ（イリノイ大学教授），久留島浩（本館・研究部），安田浩（千葉大学），アン・

ウォルソール（カルフォルニア大学），若尾政希（一橋大学），須田努（早稲田大学），朴花珍（釜慶大学），日高

薫（本館・研究部 )

４．成　果

本シンポジウムの報告，及びコメント内容については，報告者が原稿化し，朝鮮語で書かれたものは日本

語訳を，日本語で書かれたものは朝鮮語訳を行った。さらに討議の内容については当日の録音記録に添削を

加えたものを原稿化し，シンポジウム報告として公刊した。

５．課　題

韓国と日本の国民国家をめぐる研究状況の違いが明らかとなり，様々な論点を提起することができたが，

討論時間内では十分に議論を深めることができなかった。また，シンポジウム前日に，国立中央博物館を見

学し，いくつかの展示についての意見交換は行ったが，そこで示されている「国家像」，展示方法などにつ

いて十分に議論する時間はとれなかった。この点は，展示に関わった韓国側研究者をも含めて意見交換する
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場が必要である。

６．事務局

趙 景 達　千葉大学　　　　　　　　　　　　　　久留島　浩　本館・研究部

朴 花 珍　釜慶大学（研究協力者）

歴博国際シンポジウム 2005（2）

「中世東シナ海と交易」 2005 年 12 月 24・25日

　　開催場所　国立歴史民俗博物館

１．概　要

科研「前近代の東アジア海域における唐物と南蛮物の交易とその意義」のまとめのためのシンポジウムと

して開催した。

中世の東シナ海を舞台にした交易と交流をテーマとした。内容は，第一部が東シナ海の島々，第２部がモ

ノと流通に分け，各々３本，４本の報告を行い，各部毎の討論と総合討論を行った。第一部では，東南アジア，

中国，朝鮮半島，日本を結ぶ共通の交流空間として果たした島々の特性と機能について，第二部では，具体

的なモノ資料の動きを明らかにすると共に，上記の各地域の歴史を背景とする交易・交流の実態と個性など

について，報告，議論した。小地域を越えて東シナ海全体を，また文献史料，考古資料など多視点からの討

論により，各々の特性が明らかにできたことが大きな成果である。

２．内　容　

第１部　東シナ海の島々

　　　報告１「中世海域史のなかの南西諸島」橋本　雄（九州国立博物館）

　　　報告２「東アジアの海域交流と済州島」藤田明良（天理大学）

　　　報告３「陶磁器からみた１７世紀のフォルモサ（台湾）」謝明良（台湾大学）

第２部　モノと流通

　　　報告４「龍泉ＢＹ２４出土青磁と日本出土の龍泉窯青磁碗」上田秀夫（山口県立萩美術館）

　　　報告 5「日本出土の高麗青磁の特徴」韓盛旭（韓国松廣寺聖宝博物館）

　　　報告 6「近世初期薩摩の対東南アジア交渉―ものと史料から」新田栄治（鹿児島大学）

　　　報告 7「日本における威信財としての中国陶磁とその流通」小野正敏（国立歴史民俗博物館）

総合討論（司会　関周一・小野）

３．事務局（◎は代表者，○は進行担当者）

　◎小 野 正 敏　本館・研究部	 ○村 木 二 郎　本館・研究部

４．参加者数
参加者数 国内研究者 外国研究者 合　計

40人
招待講演者 一般参加者数 計 招待講演者 一般参加者 計

40人
5人 29人 34人 2人 4人 6人
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［国際研究集会］

歴博国際研究集会 2005（1）

「中世城郭の変化と終末－その日欧比較」 2005 年 9月 7日～ 10日

　　開催場所　シンポジウム会場：フランス国立ヨーロッパ地中海文明博物館（パリ・元国立伝統工芸博物館）

　　　　　　　エクスカーション：ノルマンデイー地方の中世城郭見学

１． 目　的　

2001 年，フランス国立伝統工芸博物館長コラルデル氏が歴博館長宮地正人氏に共同展示開催の申し入れ

を行い，当面展示が可能かどうか日本と欧州の城郭比較の共同研究集会を行うという合意が成立した。リー

ダーシップ経費による歴博の事業として国際共同研究が計画され，日仏会館フランス前学長ピエール・スイ

リ氏が仲介の労をとられ，2002 年 11 月から井原今朝男を研究代表として共同研究の具体的取り組みが始

まった。歴博・日仏会館・フランス国立伝統工芸博物館の共催で５人の報告者を立てることで合意が成立し

て，2003 年４月から 2004 年１月まで６回の準備研究会が実施され，2004 年１月にはフランスでの事前

打ち合わせ会議を開催した。2004 年３月３～５日史跡見学，３月６日（土）～７日（日）に第一回国際研究集

会として佐倉シンポ「中世城郭の社会的機能−その日欧比較−」が実施された。その席で，中長期的な事業

としてシンポジウムを継続することを確認し，次回はパリでのシンポジウムを開催することにした。

2005 年４月 25日　フランス側からコラルデル・スイリ両氏が来館して事前準備会議を行い，パリ・シ

ンポの研究テーマを「中世城郭の変化と終末−その日欧比較」とすることで合意した。フランス側では，「城

郭と城下町の発生」・「城郭での日常生活」・「小規模城郭（国人地侍の館），マイアールとの比較」・「城郭の移動，

放棄，取り壊し」などに関して報告を準備し，日本側では，「山城から宮殿化要塞化」・「大型火砲と城の変化」・

「統一政権の成立と城の終末」・「城の階層性と地域・権力」などに関して報告を準備することにした。

２． 内　容　

９月７日

　「問題提起」　ミッシェル・コラルデル（国立ヨーロッパ地中海文明博物館長）

　Ⅰセッション　「城塞と宮殿」

　　研究報告① 宇田川武久（本館・研究部）「大型火砲の出現と城郭の変化」

　　研究報告② アンヌ・ルヌー（ル・マン大学教授）「城と城館−８～ 15世紀」

　　　司会　　井原今朝男（本館・研究部）

　　討論

　Ⅱセッション　「城と城下町」

　　研究報告③ 小野正敏（本館・研究部）「戦国時代の城館と町−その景観と機能」

　　研究報告④ ジャン・ミシャル・ポワッソン（フランス社会科学高等研究院）「中世におけるアルプス

　　　とローヌ川流域地方の城郭都市」

　　　司会　　エチエンヌ・ユベール（フランス社会科学高等研究院）

　　討論

９月８日
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　Ⅲセッション　「城と社会階層」

　　研究報告⑤ 高橋一樹（本館・研究部）「中世後期の居館−城郭と社会階層」

　　研究報告⑥ ジェラール・ジュリアート（ナンシー第二大学教授）「領主の屋敷と要塞化した家屋−

　　12～ 16世紀」

　　　司会　　アンドレ・マチス（ベルギー・ワロン地方省歴史的建造物遺跡監査官）

　　討論

　Ⅳセッション　「平和と戦争のなかの城」

　　研究報告⑦ 千田嘉博（奈良大学助教授）「平和と戦争の中の城」

　　研究報告⑧ アンヌマリー・フランバール・エリシェ（ルーアン大学教授）「平時と戦時の城−居館と

　　　城下町」

　　　司会　　エリック・ブルナゼル（パリ第二大学教授）

　　討論

　Ⅴシンポジウムのまとめ

　　井原今朝男（本館・研究部）

　　ピエール・スイリ（スイス・ジュネーブ大学教授）

９月９日　ノルマンデイー地方における城郭見学Ⅰ

シャト・シュレプト城，ジゾール城と中世都市，ガイヤル城，中世都市ルーアン

９月１０日　ノルマンデイー地方における城郭見学Ⅱ

カン城と中世城郭復原工事見学，ガンヌ城発掘現場見学

現地参加の堀越宏一・東洋大学教授にも全日程に参加していただき，通訳・解説・日欧比較などについて

多くの情報とご教示にあずかった。

３．成　果

［報告討論］

宇田川報告では，1560 年代に軍船・城郭破戒を目的に大鉄炮・石火矢・大筒の使用が始まり，土の城郭

から石の城郭に変化したことなどが報告された。ルヌー報告では５～６世紀王の巡幸により儀礼空間アウラ・

居住空間カメラ・礼拝空間カペラの三要素からなる宮殿パレスが登場。９世紀王権の衰退期に領主が城築城

の権利を獲得。12・３世紀に城に主塔ドンジョンが付属。14・５世紀に要塞化した城と塔と居住空間の整備。

15世紀大型砲の発達とともに銃眼の発達がみられたことが指摘された。討論を含めてⅠセッションでは王

権と領主権の変化および大砲技術の導入が城郭の構造変化の大きな要因であったことが日欧共通してあきら

かになった。

Ⅱセッションの小野報告では，越前一乗谷などの事例から木戸と土塁による防御内部における館・武家屋

敷・町屋と寺院をもった空間と，一乗谷の外における唐人町・市場・農村の存在との二元的空間が存在した

ことを指摘。ポアソン報告は，王権から離れた地方山岳地帯で領主による集村化や城郭を中心に住居が集住

化して城下町ブール・カストラルが見られたこと，城壁都市の類型として，自然発生的な村ビラや町の近く

に王・大公の建造許可をうけて土塁や城郭シャトウがつくられ，両者を囲む城壁をもった城郭都市ができる

場合と，王・大公から自由権を獲得して築造された石造の城郭・城壁の周囲に住民が自発的に集住化して町

を囲む城壁をもった都市ができる場合との二類型があるという報告であった。権力による城郭の建造許可と
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城下町の編成がなされる点でも日欧共通した現象であることが論議となった。

Ⅲセッションの高橋報告は，国レベルの領主である守護と荘・郷レベルの領主である国人との社会階層に

よって居館・城郭の構造が異なること，15世紀ころ土塁と堀，会所と庭園，山城の三要素は共通すること，

などが指摘された。ジュリアート報告は，11・12世紀に貴族や大領主の住居が要塞化し，13・４世紀には

大公の邸をまねて居館を建設する一方違法な要塞館の没収が繰り返された時代，ロレーヌ地方では村に一軒

の武装家屋建設が奨励され，14・５世紀に戦争の激化・大型砲の登場とともに四角形の隅塔をもった城郭

が完成・発達することなどを指摘した。このセッションでは，日本では領主の城郭は階層がちがっても 15

世紀までは防御施設が未発達で 15世紀にようやく山城が居住部分を包摂しはじめるが，欧州では早くから

居住部分と防御施設が一体化している相違点が問題にされ，山城や城郭の没収・破壊命令などについて討論

がなされた。

Ⅳセッションの千田報告では，1530 年代に新しい山城＝戦国期城郭が出来て，常の御殿（カメラに相当）

が山城部分，主殿（アウラに相当）が山麓に出来るとともに，入口防御施設が類型化すること，山麓の御殿で

は公式の対面・統治権的支配，国政的支配がおこなわれ，山城部分の御殿では居住空間で人間的信頼関係に

よる主従制的支配，家産制的支配が行われたと指摘。エリシェ報告は，城郭は，カメラ居住機能，アウラ行

政機能，カペラ宗教機能，軍事防御機能など多様であり，11～ 15 世紀までにモットの土の城塞から石造

の城壁と主塔が発達，15・６世紀から軍事技術の発達で矢倉・石落とし・張り出し・矢狭間・銃眼・ハネ橋・

投石機などが発達するという指摘がなされた。このセッションでは，欧州で発達する主塔ドンジョンと日本

の天守との類似性と機能の差異，アウラとカペラの機能をめぐる日欧の対比など活発な討論がなされた。

［全体］

テーマ「中世城郭の変化と終末」を四つの視点からの報告と討論は予想を超える活発な討論を生みだした。

第一の成果は，城郭変化の画期が日本では 1530 年代戦国期城郭，欧州では 1460 年代で 15・16 世紀にあ

ること，軍事技術と城郭の変化が対応していることなどが共通認識になった。第二に，城郭の内部機能と空

間について，アウラ儀礼・国政空間とカメラ私生活・家政空間とカペラ礼拝堂・宗教空間の三つにわけて分

析する視角が日本・欧州でも共通して可能であることが共通認識になった。城郭の形態の類似性に眼を奪わ

れるのではなく，社会的機能を中心に日欧の比較を行うという当初の合意が大きな成果をあげたといえる。

今後の課題としては，武士と騎士との比較，寺院と城郭との関係，儀式の場の比較，職人商人住民の生活

などについて共同研究がしたいなどの意見が出された。最後にコラルデル館長から「今後展示にむけてベー

スを固めることができればうれしい」という期待がのべられて研究集会を終えた。

４．課　題

　2001 年から 2005 年までの中世城郭の日仏共同研究計画は，佐倉とパリでの二回の国際研究集会によっ

てひとまず完了した。フランスの国立伝統工芸博物館はあらたにヨーロッパ地中海文明博物館に改編された。

歴博も館長が宮地正人から平川南に代わり，人間文化研究機構の一機関になった。それに対応して，武士と

騎士をめぐる国際展示が可能かどうかについては，人間文化研究機構での連携研究として日仏で引き続いて

研究検討することになった。そのため，小島道裕を研究代表にして新しいプロジェクトが発足している。そ

こで，これまでの成果と課題が引き継がれていくことが期待されている。

５．事務局

小 島 道 裕　本館・研究部　　　　　　　　　　　　高 橋 一 樹　本館・研究部
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千 田 嘉 博（奈良大学への転職のため，2005 年３月まで）

歴博国際研究集会 2005（2）

「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ–1」                                           	2005 年 11 月 3日～ 4日
　　開催場所　　韓国国立民俗博物館

１．目　的

本国際研究集会は韓国国立民俗博物館との交流協定にもとづき，継続されるものである。2005 年度は韓

国と日本のそれぞれの国における民俗学の研究成果について発表を行うとともに，博物館教育に関する意見

交換を行うことを目的とした。その 1回目は日本側の発表を中心とするものであった。

２．内　容

新 谷 尚 紀　本館・研究部「分析概念としてのケガレ−戦後民俗学の成果の一つとして：「ケガレからカ

　　ミへのメカニズム」−

関沢まゆみ　本館・研究部「宮座と両墓制−奈良市大柳生の事例より−」

松 尾 恒 一　本館・研究部「神道・仏教と民間信仰−日韓民間宗教の比較研究にむけて−」

常 光 　 徹　本館・研究部「俗信研究の軌跡と動向（1）−柳田国男の三部分類と心意現象−」

小 島 道 裕　本館・研究部「歴史民俗博物館における展示と教育」

澤 田 和 人　本館・研究部「衣装復元製作の問題点−歴博第２展示室「職人と芸能」コーナーの場合−」

以上，6つの発表に対し，皇甫明，金時徳，梁鍾承，張長植，具汶会，金永才（以上，韓国国立民俗博物

館）がコメントを行い，参加者全員による討論が行われた。

３．主な出席者

　澤田和人，小島道裕，新谷尚紀，関沢まゆみ，常光徹，松尾恒一（以上，本館・研究部），皇甫明，金時徳，

梁鍾承，張長植，具汶会，金永才（以上，韓国国立民俗博物館），金賢貞（通訳・筑波大学大学院）

４．成　果

日本の民俗学の成果について 4名が発表を行い，質疑応答を含め韓国の事例との比較の可能性が模索さ

れた。また博物館研究においても 2名が発表を行い，本館と韓国国立民俗博物館の実践例をめぐり意見交

換がなされた。本国際研究集会にはレジュメ集『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ−１』（日韓両国語版136ペー

ジ）を刊行した。

５．課　題

2006 年 2月に，韓国の民俗学について同様の主旨の研究集会を行い，その成果報告書を日韓両国語で刊

行し，民俗学の国際交流および博物館教育の推進へさらに寄与していく。

６．事務局（◎は代表者）

　澤 田 和 人　本館・研究部　　　　　　　　　　　　小 島 道 裕　本館・研究部

　新 谷 尚 紀　本館・研究部　　　　　　　　　　　◎関沢まゆみ　本館・研究部

　常 光 　 徹　本館・研究部　　　　　　　　　　　　松 尾 恒 一　本館・研究部
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歴博国際研究集会 2005（3）

「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ–2」 2006 年 2月 7日～８日

　　開催場所　国立歴史民俗博物館

１．目　的　

本国際研究集会は韓国国立民俗博物館との交流協定にもとづき，継続されるものである。2005 年度は韓

国と日本のそれぞれの国における民俗学の研究成果について発表を行うとともに，博物館教育に関する意見

交換を行うことを目的とした。その 2回目は韓国側の発表を中心とするものであった。

２． 内　容　

李容碩（韓国国立民俗博物館）「伝統村落の立地と風水原理−忠南燕岐郡南面陽化里駕鶴洞を例に−」

金鐘太（韓国国立民俗博物館）「朝鮮時代の墓域における墓碑に関する考察」

崔錫榮（韓国国立民俗博物館）「金孝敬の「巫堂イズム」に関する基礎的研究」

權泰孝（韓国国立民俗博物館）「韓国における生産起源神話の様相と性格」

金永才（韓国国立民俗博物館）「韓国の出土服飾に関する考察」

具汶會（韓国国立民俗博物館）「2005 年度国立民俗博物館における博物館教育の現況とその課題」

以上，6つの発表に対し，関沢まゆみ，新谷尚紀，松尾恒一，常光徹，澤田和人，小島道裕（以上，本館・

研究部）がコメントを行い，参加者全員による討論が行われた。

３．主な出席者

　李容碩，金鐘太，崔錫榮，權泰孝，金永才，具汶会（以上，韓国国立民俗博物館），小島道裕，澤田和人，

新谷尚紀，関沢まゆみ，常光徹，松尾恒一，佐藤優香（以上，本館・研究部），金賢貞（通訳・筑波大学大学院）

４．成　果

韓国の民俗学の成果について 4名が発表を行い，質疑応答を含め日本の事例との比較の可能性が模索さ

れた。また博物館研究においても 2名が発表を行い，本館と韓国国立民俗博物館の実践例をめぐり意見交

換がなされた。本国際研究集会にはレジュメ集『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ−2』（日韓両国語版154ペー

ジ）を刊行した。

５．課　題

2005 年 11 月に行われた国際研究集会「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ−１」と合わせて，その成果報

告書を日韓両国語で作成し，民俗学の国際交流および博物館研究の推進へさらに寄与していく。	

６．事務局（◎は代表者）

　澤 田 和 人　本館・研究部　　　　　　　　　　　　小 島 道 裕　本館・研究部

　新 谷 尚 紀　本館・研究部　　　　　　　　　　　◎関沢まゆみ　本館・研究部

　常 光 　 徹　本館・研究部　　　　　　　　　　　　松 尾 恒 一　本館・研究部

歴博国際研究集会 2005（4）

「百済の国際交流－武寧王陵の最新研究をめぐって」 2005 年 12 月 9日

　　開催場所　国立歴史民俗博物館
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１．目　的

　近年，古墳時代の日韓交流が盛んに議論されている。とくに 6世紀の日本列島における文物の変遷を考

察するには，百済における文物との比較は不可欠である。６世紀の倭王権の国際活動には，相互に人々の移

動が伴った。その移動も，半島から列島への一方的な流れでなかったことは，百済中核地域に隣接した韓国

西南部における前方後円墳の存在をもって理解できる。その 6世紀における倭と百済の交流を考えるには，

中国南朝や倭との交流に関わっていた百済・武寧王の活動を欠くことができない。	

　そこで，韓国の諸研究機関と交流協定を締結して国際的な学術交流活動を行っている当館は，基幹共同研

究「6世紀墓制にみる倭の対外交流と文化変容の比較研究」を開始した。この国際研究集会は，その国際共

同研究を母体として，また，交流協定締結機関との国際学術交流の一環として開催したものであり，研究の

展開状況を即時公開し，それらの意見交換を通して，今後の研究の進展に資したいと考えた。今回のテーマ

である「百済の国際交流−武寧王陵の最新研究をめぐって−」は，現在再調査分析が行われている韓国公州

の武寧王陵出土遺物に関する最新の研究成果を起点として，関連する文物の研究を紹介し，百済を媒介とし

た 6世紀における東アジアの国際交流と倭国の文化変容を考える。

２．内　容

　主旨説明（杉山晋作　国立歴史民俗博物館）

　基調報告

　　・「武寧王陵出土鏡と５・６世紀の鏡」上野祥史（国立歴史民俗博物館）

　　・「銅鋺からみた５・６・７世紀の国際交流」桃崎祐輔（福岡大学人文学部）

　　・「装身具からみた６世紀の日朝交渉−倭と百済を中心に−」高田貫太（岡山大学埋蔵文化財調査研究セ

ンター）

　　・「百済の国際交流−武寧王陵の発掘成果を中心に−」申　昌秀（韓国国立公州博物館）

　討論（司会−広瀬和雄・仁藤敦史　国立歴史民俗博物館）

３． 主な出席者

　柳沢一男（宮崎大学教育文化学部・教授），吉井秀夫（京都大学大学院文学研究科・助教授），桃崎祐輔（福

岡大学人文学部・助教授），松本岩雄（島根県古代文化センター・主幹），高田貫太（岡山大学埋蔵文化財調査

研究センター・助手），滝沢　誠（静岡大学人文学部･助教授），内山敏行（栃木県埋蔵文化財センター・研究員），

申　昌秀（韓国国立公州博物館・館長），林　永珍（韓国全南大学校・教授），朴　天秀（韓国慶北大学校・助

教授），金　斗喆（韓国釜山大学校・助教授），洪　潽植（韓国釜山市立福泉博物館・学芸研究官），金　洛中（韓

国国立文化財研究所・学芸研究官，現京都大学大学院），宣　石悦（韓国国立釜山大学校人文大学史学科・講

師），広瀬和雄（本館・研究部），杉山晋作（本館・研究部），仁藤敦史（本館・研究部），上野祥史（本館・研究部），

中條英樹（本館・研究機関研究員）など，日本では，国立大学５人・私立大学１人・国立機関３人・地方公共

団体等８人・その他 72人，韓国からは，国立大学３人・国立機関１人・地方公共団体等１人の計 94人。

４．成　果

　この国際研究集会は，歴博の基幹共同研究『6世紀墓制にみる倭の対外交流と文化変容の比較研究』を母

体として，また，韓国の研究機関との国際学術交流の一環として開催した。

　6世紀における日本列島と朝鮮半島と中国大陸との交流に大きな役割を果たした百済の，とくに武寧王の
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活動を王陵の副葬品から指摘し，倭国に流入した類品との比較研究を加えて，相互の関連性を検討した。

　今回の検討では，６世紀東アジアの交流に百済が果たした役割は無視できないものの，倭への文化流入に

ついては，百済からのみでなく朝鮮半島諸国からの伝播があったことも浮かび上がってきた。

５．課　題

今後は，朝鮮半島各地域との細かい交流を検討する必要が生じた。

６．事務局

杉 山 晋 作　本館・研究部　　　　　　　　　　　　上 野 祥 史　本館・研究部

中 條 英 樹　本館・研究機関研究員

歴博国際研究集会 2005（5）

「戦争体験の語り－外国人研究者の視点を中心に－」　　　　　  2005 年 12 月 17日
　　開催場所　国立歴史民俗博物館

１．目　的

　本研究集会は，戦争体験の語りについて，その資料論的な分析の可能性について，イスラエルのケースか

ら検討することを目的とした。日本の場合，戦争体験の語りについての調査や研究は 1945 年以前の戦争を

対象として行われており，いわば過去の戦争を研究対象としているものといえる。それに対してイスラエル

の場合，1948 年の国家成立以来 2005 年の現在においても戦争が継続的な状態にあり，いわば現在進行形

的なかたちで戦争が研究対象となっている。本研究集会では，戦争という国家的なことがらに個人がどのよ

うに関わっているのか，そしてその個人は国家や社会にどのように規定されているのか，という問題を明ら

かにしようとしているイスラエルの研究者を３名招聘した。彼らは個人によって語られたことがらのその内

容の分析にとどまらず，個人がそのような戦争体験を語ることの意味の分析に重点をおいた研究を行ってき

ている。たとえば，かつて兵士であった戦争体験者の加齢とそのライフヒストリー全体のなかで戦争体験が

語られる比重の変化，戦争体験の意味付けと社会の役割，戦争体験の語りとアイデンティティの問題，など

である。戦争体験の語りに関する資料論的な意義について，新たな分析視点の獲得および日本人研究者の分

析の傾向性と特徴が再認識され，それらが館内事業として行ってきた博物館資料調査（2002・03 年度実施，

博物館資料調査報告書 14『戦争体験の記録と語りに関する資料調査』1～ 4（2004・05 年刊行），基幹研究「戦

争体験の記録と語りに関する資料論的研究」（2004 ～ 06 年度）において収集されてきている諸資料群に対す

る分析視点をより深化させることが期待される。

２．内　容

　イントロダクション：戦争・兵役・イスラエル社会

　エフラート・ベン・ゼーブ（ルピン・アカデミックセンター・助教授）　「1948 年の戦争の記憶−パルマッ

　　ハ退役軍人（イスラエル兵士）の証言−」

　エドナ・ロムスキー・フェダー（ヘブライ大学・助教授）　「戦争体験を自然なものとして説明すること−

　　1973 年の戦争のイスラエルの退役軍人のライフヒストリー−」

　イヤル・ベン・アリ（ハリー･ S. トルーマン平和研究所・所長，ヘブライ大学・教授）　「イスラエルにお
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　　ける兵役と男性の理想像−レバノン戦争（1982 年）とアルアクサ・インティファーダ（2000‐05）

　　を例に−」

　エピローグ：イスラエルにおける戦争と語りの研究動向

３．主な出席者

　Eyal	Ben-Ari（ハリー･ S. トルーマン平和研究所・所長，ヘブライ大学・教授），Edna	Lomsky-Feder（ヘブ

ライ大学・助教授），Efrat	Ben-Ze’ ev（ルピン・アカデミックセンター・助教授），西本豊弘，新谷尚紀，関

沢まゆみ（本館・研究部）ほか

４．成　果

三者の発表の後，（1）イスラエルにおける戦争研究の関心が国家から個人へと移行した背景と日本の場合

との比較，（2）1948 年の戦争体験は仲間だけで共有される傾向が強いのに対して，1973 年の戦争体験は一

般的に共有されるという対照的な傾向性の指摘とその社会的背景の分析，（3）語りの歴史資料論的価値，に

ついての議論がそれぞれ行われた。そして集団としての記憶と語りと個人としてのそれとの関係や，それに

関連して private	narrative と persnal	narraive の違いなどの新しい視点が得られた。なお，本国際研究集会

にはレジュメ集（日英両国語，67頁）を作成した。

５．課　題

　本国際研究集会で得られた成果を平成 18年度開催予定の国際研究集会「戦争体験の記憶と語り」に反映

させていく。

６．事 務 局（◎は代表者）

　Eyal	Ben-Ari　ハリー･ S. トルーマン平和研究所・所長　　　 新 谷 尚 紀　本館・研究部

◎関沢まゆみ　本館・研究部　　　　　　　　　　　　　　　　飯田瑞穂子　本館・研究支援推進員

［国際セミナー］

「歴史展示との対話－記憶をつなげば，市民が生まれる？－」 2005 年 10 月		6 日

　　開催場所　国立歴史民俗博物館

１．目　的　

　高齢社会に入った日本では，さかんに「生涯学習時代」の始まりが喧伝されている。そのなかで，博物館

には，これまでのような学校との連携（「博学連携」）にとどまらない社会とのさまざまな関わり方が求められ

ている。たとえば，高齢者の「認知症」治療もしくは進行を遅らせる一つの方法として，博物館における「回

想法」の取り組みが注目を集めている。そこでは，博物館が持っているコレクションと接することで，自ら

の過去の記憶を取り戻すことができるのではないか，ものをはさんで他人とコミュニケーションをすること

で，自らの記憶とも会話が成立しているのではないか，と考えられており，そのなかで博物館のコレクショ

ンを有効に活用することができるというわけである。しかし，これに限らず，学校教育の現場でも，学区の

高齢者との交流を進めているところも少なくない。戦争の体験を語ってもらって，こどもたちが「平和」に

ついて考える場を持つという実践例には事欠かない。したがって，こうした経験の近年注目されているのが，
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「記憶を継承すること」と「市民を形成すること」との関係性のなかで博物館が果たすべき，あるいは果た

しうる役割とは何か，という点です。博物館が人々の「記憶」に関わることが求められていると言い換えて

もよいかもしれない。

　もちろん，関わり方はそう簡単ではなく，一方では「一方的な」「国民の記憶」形成に深く関わってしま

う危険性もある。「継承すべき記憶」という言い方をすると，当然のことながら，「残すにあたいする記憶」

という価値判断が前提になってしまう。災害や戦災の記憶を継承しようという地域の博物館の活動をどのよ

うに評価していくのか，という問題にもつながる。こうした問題点をもふまえつつ，博物館が「記憶」とど

のように関われるのか，という点について考えてみたいと考える。

　なお，このセミナーを開催するきっかけは，かねてより世代間の記憶の継承の問題と「市民」の形成にお

ける博物館の役割についての研究を進めてきたヴィヴ・ゴールドウィン氏が，来日されることになったこと

である。昨年から，こうしたセミナーやワークショップを開催する場が日本の博物館でもてないだろうかと

いう打診を受けていた。そこで，当館でも，この機会に，彼女を囲んだ国際セミナーを開催したいと考えた

わけである。イギリスで実践してこられたワークショップについても，実際に行っていただき，わたしたち

が体験する時間もとりたいと思う。同時に，日本での研究状況についての報告，歴博での取り組みなどにつ

いても報告して，研究交流をしたいと考えている。

２．内　容　

　当日の日程は以下のとおり

　　10：00～ 12：00

　　　午前の部・挨拶　開催趣旨（久留島）

　　　セミナー開催経緯・講師紹介（重森恭一：まち研究所代表）　

　　　ワークショップ「身体化された知識：頭と手と心を用いたワーク」　ヴィヴ・ゴールドウィン（イギリ

　　　　ス　レスター大学博物館学講師）

　　12：00～ 13：00　昼食

　　13：00～ 14：20

　　　午後の部・挨拶　開催趣旨（久留島）　　　　

　　　基調講演　「権力・知識・協和：世代間での回想によるシティズンシップ（市民性）の形成」ヴィヴ・ゴー

　　　　ルドウィン

　　　コメント・質疑応答

　　　コメント　重森恭一

　　14：20～ 14：30　休憩

　　14：30～ 16：10　シンポジウム

　　　報告１「戦争の記憶の継承と対話：東京空襲・記憶の断層から」　田中禎昭（すみだ文化資料館）

　　　報告２「市民形成と記憶：日英の比較を中心に」片山勝茂（日本学術振興会特別研究員）

　　　報告３「博物館における思い出：市民の経験と記憶」佐藤優香・井上由佳（本館・研究プロジェクト）

　　16：10～ 16：20　休憩　

　　16：20～ 17：30　討論　司会：久留島　　　

　現在の博物館研究の主たるテーマの一つでもある「記憶の継承と市民の形成」の問題について，イギリス
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の博物館研究者であり実践者でもあるヴィヴ・ゴールドウィン氏のワークショップと講演を行い，国内から

の３つの報告とあわせて議論した。

３．主な出席者

並木美砂子（本館客員助教授・千葉市動物公園協会），井島真知（林原自然科学博物館），坂本昇（伊丹市昆

虫館），林浩二（千葉県立中央博物館）ほか，博物館学芸員，大学院生

４．成　果

予稿集『歴博国際セミナー　歴史展示との対話−記憶をつなげば，市民が生まれる−』にヴィヴ・ゴール

ドウィン氏の原稿（日本語・英語）を掲載したうえ，他の報告者の原稿もしくは詳細レジュメと英文での要約

を掲載したので，当日のワークショップ・講演・報告についての詳しい内容はそちらを参照されたい。

当日，ヴィヴ・ゴールドウィン氏は，「回想」の世代間の継承の持つ意味と市民形成との関係性について，

記憶・真実・声というキー概念に注目しながら（十分に配慮しつつ），関係性を持つことの意味を強調した。

もちろん，方法については十分な検討が必要ではあるが，世代間の回想をシティズンシップ教育に生かすこ

とは可能であり，かつこうした世代間での回想が創造的なプロセスであると同時に創造性に富んだ成果をも

生みうると結論づけた。これに対して三つの報告を準備したが，まず田中禎昭氏は，戦争の記憶を継承する

ことの持つ意味について，自身が関わって来たすみだ郷土文化資料館でのいくつかの実践例を中心に具体的

に述べた。「被災者個人の記憶」をあくまでも「個の記憶としてとどめ，非体験者個人と共有」しようとい

う実践のなかで，世代間の記憶の交流あるいはコミュニケーションの場（あるいは環境）として博物館が果た

す役割についていくつかの問題点を提起した。片山勝茂氏は，ゴールドウィン氏の基調講演のなかで，「レ

ミニセンス（回想）」と同様に重要な意味を持つ「シティズンシップ」について，日本とイギリスでのとらえ

方の「違い」（あるいは共通するもの）を中心に報告した。ゴールドウィン氏をはじめとするイギリスでの実

践や議論を受けとめるためには，この「シティズンシップ」がキーワードだという主張は説得力があった。

佐藤優香氏は，こどものときの博物館体験そのものが，個人のなかでどのように記憶されているのかという

観点からの実践例を中心に，井上由佳氏は，国立歴史民俗博物館における「中学生の職場（歴博という職場）

体験プログラム」という実践例について報告した。当館で毎日の仕事として行っている博物館見学プログラ

ムそのものの持つ意味を，博物館体験の記憶化の問題として捉え直してみるとどうなるかという点で有意義

な報告であった。

なお，インターネット上での宣伝しかできなかったが，当日の参加者は 60名におよび，終了時間が来て

も議論が尽きなかった。

５．課　題

この３年間，毎年一度は博物館の展示をめぐる研究集会を開催してきたが，記憶の継承と歴史展示との関

係については，さらに具体的な事例をめぐって検討する必要がある。当館は，誰が，何のために，何を，ど

のように展示するのか，という展示をめぐる基本的な問題いついても，とくに戦争展示という難しい問題に

ついても広く議論を喚起していく責任があると痛感した。

６．事務局

　久留島　浩　本館・研究部　　　　　　　　　　　　小 島 道 裕　本館・研究部

　佐 藤 優 香　本館・研究部　　　　　　　　　　　　井 上 由 佳　本館・研究支援推進員

　若松由理香　本館・研究支援推進員
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［外来研究員］

氏　　名 所　　属 研究課題 受け入れ期間

アン　ジェホ
（安　在晧）

韓　国
東国大学校 東アジアにおける農耕集落の研究 2004.	9.	1 ～　　

　　2005.	7.	31

ソン　ジェチョル
（宋　在徹）

韓　国　
蔚山大学校 韓日飲食文化に関する民俗学 2005.	9.	1 ～

							2006.	2.	28

［外国人研究員］

氏　　名 所　　属 研究課題 受け入れ期間

ホ		ウォン
（許　　元）

韓国・西原大学校	
韓国教育資料博物館 韓国人の近代認識と日本の影響 2005. 3. 1 ～

　			 2005. 5. 31

チェ		ウンス
（崔　銀水） 韓国・国立民俗博物館 日本における服飾史の研究 2005. 3. 1 ～

　			 2005. 5. 31

イン		チュン
（印　　群） 中国・中国社会科学院 弥生期中日青銅器の比較からみた

相互交流と当該時期の年代問題
2005. 4. 20 ～
　			 2005. 7. 19

チャ		スンチョル
（車　順喆）

韓国・国立慶州文化財研
究所

三国～統一新羅時代の金属生産と
対外交流

2005. 10. 24 ～
　			 2005. 12. 23

キム		ドゥチョル
（金　斗喆） 韓国・国立釜山大学校

古墳時代の編年研究―韓日間の相
互較差編年の資料を活用した比較
研究

2005. 12. 20 ～
　			 2006. 2. 19

チョン		オンニョン
（全　玉年）

韓国・国立釜山大学校博
物館 韓日垂飾付耳飾の比較研究 2006. 2. 1 ～

　			 2006. 3. 31
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［国際交流］

国際交流

ロナルド・トビ
米国　　　　
イリノイ大学

歴博との交流協定締結のため（招聘） 2005. ５.16 ～６.30

平川　南
安田　常雄
杉山　晋作

韓国 韓国国立中央博物館との交流協定締結準備のため
2005.12. ７～12.12
2005.12. ７～ 12. ８
2005.12. ３～ 12. ７


