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［概　要］

　2006 年度は，海外の研究機関との学術交流協定の締結，国際シンポジウム・国際研究集会の開催，協定

締結機関との研究交流など，それぞれ例年にも増して活発な交流活動を展開した。

　最初に，昨年度から検討と交渉を進めてきた韓国国立中央博物館とのあいだで，2006 年 4 月に学術交流

協定を締結した。これにもとづき，同館と本館の研究者による館蔵資料等を用いた共同研究プロジェクト発

足のための検討が開始された。韓国国立中央博物館の新館長に金紅男氏が就任されたことをうけて，本館の

平川南館長が金新館長を表敬訪問し，両館の研究者による相互訪問などを経て，2007 年 3 月に韓国国立中

央博物館において具体的なテーマにもとづく研究者間の議論が行われ，次年度については青銅器の鉛同位体

の分析を共同で進めることが合意された。このほかにも，いくつかの研究テーマについて活発な意見交換が

行われるとともに，新しい研究テーマを追求し，あわせて双方の国内における学術研究機関のネットワーク

に共同研究の輪を広げていくことも確認された。

　すでに学術交流協定を締結している韓国国立民俗博物館とは，2006 年 10 月に同館において第 1 回国際

研究集会「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅲ− 1」を開催し，本館から５名が招聘されて研究発表と意見交換

を行った。2006 年 12 月には，第 2 回国際研究集会「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅲ− 2」を本館におい

て開催し，韓国国立民俗博物館から 5 名を招聘して研究発表と意見交換を行った。前年度開催の「韓国の

民俗学・日本の民俗学Ⅱ− 1」および「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ− 2」の内容をそれぞれまとめた報

告書を，前者は韓国から，後者は日本から刊行したことも成果である。

　また，2006 年 11 月には，同じく学術交流協定を締結している韓国国立釜山大学校の博物館と協力して，

国際研究集会「日韓古墳時代の年代観」を開催し，国内外から多数の参加者を得た。2007 年 3 月には，同

様に学術交流協定を締結している韓国国立文化財研究所から本館教員 1 名の招聘をうけて，韓国において

研究発表と意見交換を行うとともに，国立文化財研究所の諸施設や韓国内の古代遺跡を見学するなどの交流

事業が実現した。

　国際シンポジウムおよび国際研究集会については，2 つのシンポジウムと 7 つの研究集会を開催した。本

年度の特色としては，前述したような学術交流協定締結機関との連携にもとづく研究集会以外にも，本館を

基盤機関とする人間文化研究機構の連携研究や総合研究大学院大学の事業とのタイアップをはじめ，熊本大

学の科学研究費グループとの共催，日本学術振興会国際研究集会事業の採択など，館外資金の併用をふくめ

て，大学共同利用機関としての本館にふさわしい多様な実施形態を模索した点にある。この方向性は今後も

維持し，ひきつづき試行を含めて検討していきたい。

　本館に滞在して研究を行う外国人研究員については，フランス国立高等研究院，フランス国立東洋言語文

化研究所，アメリカ・カリフォルニア大学アーヴァン校，中国社会科学院考古研究所，韓国国立文化財研究

所，韓国・東国大学校日本学研究所，韓国・蔚山文化財研究所，フィンランド・ヨエンスウ大学から，8 名

の研究者を招聘した。いずれの研究者も，本館の共同研究や企画展示，国際シンポジウム・研究集会などの
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プロジェクトにも参加し，館内で研究成果の一端を紹介する講演会も開催した。

　上記以外にも，ブータン国立博物館，イギリス・ブリテッシュ・カウンシル，中国・社会科学研究院，韓

国国立韓国学中央研究院，韓国国史編纂委員会などから研究者が来訪し，本館の展示見学や所蔵資料の調査

などが頻繁に行われている。また，開館したばかりのドイツ国立歴史博物館からは，各国の国立歴史博物館

から研究者を招き歴史展示をテーマとする国際シンポジウム（2007 年 3 月開催）への招聘をうけ，本館か

ら総合展示第 6 室（近現代史）担当の教員２名が参加し講演と意見交換を行っている。このような日常的な

国際交流の進展と蓄積こそが，これからの本館のさまざまな研究事業の発展をささえていくものと期待され

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際交流委員長　高 橋 一 樹　
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［国際シンポジウム］

歴博国際シンポジウム 2006（1）

「地域社会の生産と経済−中国少数民族地帯の過去，現在，未来−」
2006 年 9 月 8 日～ 13 日

　　開催場所　国立歴史民俗博物館講堂　

１．目　的

　東アジアでは，元来それぞれの地域に固有な環境利用のエスノサイエンスの論理があり，実践がおこなわ

れてきた。たとえば日本の近代以前では，水田は稲作だけでなく水田漁撈などさまざまな生業が内部化し複

合的に実践される場であった。また中国の南部では，棚田，焼畑，狩猟採集などの生業が複合的におこなわ

れてきた。しかし市場経済型農耕への変換は，元来その地域で内在的にもっていた伝統農耕を，市場経済型

農耕に適合する論理と実践に一元化させていく。

　シンポジウムでは，各地域の伝統的なエスノサイエンスの論理と実践のなかから環境保全と生業の両立の

可能性を明らかにすることを目的とした。

２．内　容

　9 月 10 日（日）

　    9：00 ～   9：40　　シンポの趣旨説明および問題提起　篠原　徹

　    9：40 ～ 10：30　　「中国民俗学的現状与展望」　楊　聖敏

　  10：30 ～ 11：20　　「雲南民族文化特色及其生態観」　和　少英

　  11：20 ～ 12：00　　「雲南省紅河州者米谷におけるハニ族の生業戦略」　葉山　茂

　  13：00 ～ 13：50　　「雲南省紅河州者米谷における生業と市」　西谷　大

　  13：50 ～ 14：40　　「金平 族 “人与自然” 共存的研究−以中国雲南省紅河州金平県金水河村為例」　

　　　　　　　　　　　　刀　潔

　  14：40 ～ 15：30　　「ウシをめぐる資源の総合利用システム−中国雲南省紅河州元陽県 口村を事例

　　　　　　　　　　　　として−」　孫　潔

　  15：30 ～ 16：20　　「元陽県ハニ，イ族における市場経済の浸透と生業戦略の変容」　普　衛明

　  16：20 ～ 17：30　　コメンテイターによる雲南のミニ総括

　9 月 11 日（月）

　    8：50 ～   9：00　　平川南館長の挨拶

　    9：00 ～   9：40　　「海南島保力村における農村改革政策と生業転換および環境変化」　蒋　宏偉

　    9：40 ～ 10：30　　「国家政策対少数民族土地利用方式的影響−以海南島水満村為例」　良　警宇

　  10：30 ～ 11：20　　「海南島の一村落における生業の転換−自然保護政策・観光開発の影響」　梅崎昌

　　　　　　　　　　　　裕

　  11：20 ～ 12：00　　「環境，家族与社会保障− 米爾高原的塔吉克人」　楊　聖敏

　  13：30 ～ 15：00　　総合討論

３．主な出席者
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　篠原徹，西谷大，安室知（以上，本館・研究部），梅崎昌裕（東京大学大学院），蒋宏偉（東京大学大学院）

葉山茂（国立歴史民俗博物館総合研究大学院大学），楊聖敏，良警宇（以上，北京中央民族大学民族学与社会

学学院），和少英，普衛明，刀潔，孫潔（以上，雲南民族大学），裵永東（安東大学校国学部），南根祐（韓国

学中央研究院韓国学大学院），秋道智彌（総合地球環境学研究所），野林厚志（国立民族学博物館文化資源研

究センター）

４．成　果

　シンポジウム，議論のなかで，持続的な環境保全には，伝統的なエスノサイエンスをいかに現在のグロー

バル化していく経済に，適合的に活用するかが焦点になることが明らかになった。

５．課　題

６．事務局（◎は代表者）

◎篠 原 　 徹　本館・研究部・教授　　　　　　　　　西 谷 　 大　本館・研究部・助教授

歴博国際シンポジウム 2006（2）

「古代アジアの青銅器文化と社会−起源・年代・系譜・流通・儀礼−」
2006 年 12 月 1 日～ 3 日

　　開催場所　国立歴史民俗博物館講堂　

１．目　的

　銅鐸や銅矛などの青銅器は，弥生時代の農耕儀礼，社会的分業，弥生時代から古墳時代への転換などを考

えるうえで，重要な考古資料として活用されてきた。

　トムセンが道具と武器の材質にもとづいて，石器時代，青銅器時代，鉄器時代の順を考えたのは 1818 年，

中国で青銅器の銘文の研究が始まったのは後漢代，18 世紀なかばにはすでに今日につながる研究がおこな

われており，ヨーロッパや中国には青銅器研究の莫大な成果の蓄積がある。日本で弥生青銅器に関する研究

が始まったのは明治時代中期，19 世紀末のことであった。日本で青銅器の研究をおこなうばあいも，広い

視野にたつ方針と方法が求められる。しかし，実際にはそうした手順をふまずにいきなり個別のテーマの追

究に走っているのが現状である。そこで今回は，北アジア，南アジアさらにはヨーロッパまで範囲を広げて

東アジアの青銅器文化とその時代について学び議論する場をつくる。さらに，日本の考古学界でアジア・ヨー

ロッパの青銅器研究の現状を認識する機会にする。とりあげるテーマは，起源・年代・系譜・流通・儀礼で

ある。それを通して古代アジアの青銅器文化と社会に迫ることにしたい。なお，本シンポジウムは 2000 年

に開催した歴博国際シンポジウム「東アジアにおける農耕社会の形成と文明への道」を継承発展する意味も

もっている。

２．内　容

2006 年 12 月 1 日（金）（第 1 日）  13:00 ～ 17:40

　開会挨拶　　平川　南（本館・館長）

　趣旨説明　　春成秀爾（本館・研究部）

　研究報告 1    東アジア・ヨーロッパの青銅器文化
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　　１. 中国古代青銅文化の幾つかの問題　王　魏（中国社会科学院考古研究所）

　　２. 韓国の青銅器文化の起源　李　健茂（韓国･龍仁大学校芸術大学）

　　３. ヨーロッパの青銅器文化　宇野隆夫（国際日本文化研究センター）

　研究報告２ 青銅器文化の起源・年代・系譜

　　４. 北方ユーラシアの青銅器文化　高浜　秀（金沢大学文学部）

　　５. 長城地帯の青銅器　宮本一夫（九州大学大学院人文科学研究院）

　　６. 小黒石溝遺跡と出土の青銅器　塔　拉（内蒙古文物考古研究所長）

2006 年 12 月 2 日（土）（第 2 日）  9:30 ～ 17:15

　　７. 遼東青銅器文化の独自性　郭　大順（遼寧省文物考古研究所名誉所長）

　　８. ロシア沿海地方と周辺の青銅器時代　臼杵　勲（札幌学院大学人文学部）

　　９. 殷周青銅器文化の拡大　甲元眞之（熊本大学文学部）

   　10. 朝鮮半島青銅器時代前期の銅剣　庄田慎矢（韓国･高麗大学校考古環境研究所）

   　11. 春秋･戦国時代の燕の青銅器　石川岳彦（本館・機関研究員）

   　12. 日韓青銅器文化の年代　藤尾慎一郎（本館・研究部）

　研究報告３ 青銅器の地域性と流通

   　13. 朝鮮半島の青銅器　岡内三眞（早稲田大学文学学術院）

   　14. 武器形青銅器の流通と地域性　吉田　広（愛媛大学法文学部）

   　15. 近畿式・三遠式銅鐸の成立　難波洋三（京都国立博物館情報室）

   　16. 東南アジアにおける周縁型銅鼓と流通　新田栄治（鹿児島大学法文学部）

2006 年 12 月３日（日）（第３日）  9:30 − 15:30

　研究報告４ 青銅器の儀礼

   　17. 殷周青銅器と儀礼　岡村秀典（京都大学人文科学研究所）

   　18. 朝鮮青銅器文化の儀礼　後藤　直（東京大学名誉教授）

   　19. 鏡と儀礼　李　陽洙（韓国･国立晋州博物館学芸研究室）

   　20. 中国外郭圏の銅戈　小林青樹（國學院大學栃木短期大学）

   　21. 銅鐸と農耕儀礼　春成秀爾（本館・研究部）

　全体討論    司会　岡村秀典，大貫静夫，春成秀爾

　閉会挨拶　西本豊弘（本館・研究部）

３．成　果

　シンポジウムでは，ユーラシア大陸の東半分を扱い，それに青銅器文化研究の発祥の地であるヨーロッパ

を加えた。その結果，古代アジアの青銅器文化の起源，年代，系譜，流通，儀礼などをテーマに，最新の研

究成果が提示された。それぞれの地域でのあり方を解明することによって，銅器が社会の歴史的展開にあたっ

ていかなる役割をはたしたのか，あらためて青銅器文化の再評価が必要であることが痛感された。

　発表の中でとくに関心をひいたのは，ヨーロッパの青銅器文化とアジアの青銅器文化とを比較したさいの

それぞれの特色，中国の青銅器文化と北アジア草原地帯の青銅器文化との関係，中国中原からその外郭圏へ

の銅戈の伝播など，広い視野をもって歴史のダイナミズムを論じた報告であった。近畿式・三遠式銅鐸の成

立という個別の青銅器の型式学的分析から弥生時代の社会の統合過程を探った研究，炭素年代を活用して日
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韓青銅器文化の年代を論じた研究なども注目された。

　シンポジウムにあたっては 152 頁からなる予稿集を作成した。発表の大部分はパワーポイントを使用し

てのものであり，前回から７年の月日が経っていることを印象づけた。

　本シンポジウムの内容については，『毎日新聞』（2006.12.15），『日本経済新聞』（2007.1.6），『朝日新聞』

（2007.1.15）の文化欄で大きく取りあげられた。

４．課　題

　弥生年代の実年代遡上という新たな事態をふまえて，中国と韓国および日本各地の研究者が一堂に会して，

それぞれの分野の専門研究者によって最新の研究成果が報告された。今回は古代アジアと銘打ってあるが，

青銅器文化の発祥地である西アジアが欠けているという出席者からの指摘があった。３日間のシンポジウム

でアジア全域を取りあげることは困難であったので割愛したのがその理由であった。発表と予稿集だけでは，

シンポジウムの成果の普及には限度があるので，参加者が予稿集ならびに討論をふまえて新たに論文を書き

下ろし，論文集として刊行することによって，本シンポジウムははじめてアジアの青銅器文化研究の今後の

礎の一つになると考える。 

５．事務局（◎は代表者）

◎春 成 秀 爾　本館・研究部・教授　　　　　　　　　小 林 青 樹　國學院大学短期大学部

　藤尾慎一郎　本館・研究部・助教授

６．参加者

　136 人（国内研究者・一般加者 126 人，外国研究者等 10 人）

歴博国際シンポジウム 2006（3）

「日韓比較建築文化史の構築−宮殿・寺廟・住宅−」 2006 年 12 月 12・13 日

　　開催場所　国立歴史民俗博物館大会議室

１．目　的

　現在進行中の歴博共同研究「東アジア比較建築文化史」（代表玉井哲雄）の第一段階として，日本と韓国の

建築をその文化的背景も含めて比較検討しようと試みた。日本，韓国ともにそれぞれ中国との関係の研究は

進められているが，日韓両国の比較研究は，近代以降の建築史を除けば，ごく少数にとどまっている。それ

でも日韓の民家については，比較研究のシンポジウムが開催されるなど共同の視点があるが，建築として重

要な宮殿・寺院などの比較，まして建築全体についての比較検討の議論はほとんど試みられていない。

　そこで両国の建築史研究者を中心に，関連分野の研究者を広く集めてそれぞれの国内の研究の現状確認，

研究報告，比較研究の問題点の提出，そして共同研究の可能性の展望などを議論することを目的とする。日

韓比較に関心を持つ建築史研究者が少ない現状を克服して研究の進展を計り，建築史の立場から日韓建築文

化の比較を議論することが，長期的に見て日韓の文化交流，ひいては東アジア全体の国際交流活動に大きな

役割を果たすはずである。

２．内　容

　両国の建築史研究者を中心に関連分野の研究者を広く集め，それぞれの国内の研究の現状確認，研究報告，
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比較研究の問題点の提出，そして共同研究の可能性の展望などを議論した。

　なお，当日の議論内容などが共有できるような形で記録は作成した。

３．発表者（プログラム順）

■主旨説明と基調講演

　玉井　哲雄　本館・研究部　　　　　　　　「日韓比較建築文化史の意義と展望」

　金　　東旭　京畿大学校建築専門大学院　　「韓国からみた韓国日本比較建築史」

■セッション 1　宮殿建築

　川本　重雄　京都女子大学家政学部　　　　「日本の宮殿建築」

　李　　康根　慶州大学校文化財学部　　　　「高麗宮殿建築と朝鮮宮殿建築の違いについて」

■セッション 2　寺院・宗教建築

　藤井　恵介　東京大学工学部　　　　　　　「日本における寺院建築研究の現状と課題」

　徐　　致祥　釜山大学校　　　　　　　　　「韓国建築史と仏教建築研究状況」

■セッション 3　住宅・民家

　田　　鳳煕　ソウル大学校建築学科　　　　「韓屋の発展過程−空間構成単位と平面の変化を中心に−」

　玉井　哲雄　本館・研究部　　　　　　　　「日本の民家研究と住宅史研究」

■総括討論　コメント

　李　　相海　成均館大学校建築学部

　岩淵　令治　本館・研究部

　仁藤　敦史　本館・研究部

■通訳

　崔　ゴウン　JSPS 外国人特別研究員

　韓　　志晩　東京大学大学院生

４．主な出席者（当日出席名簿順）

　福田　美穂　京都大学人文科学研究所　　　　　千田　剛道　　奈良文化財研究所

　小岩　正樹　早稲田大学　　　　　　　　　　　モリス　マーティン　千葉大学

　黒石いずみ　青山学院女子短期大学　　　　　　松山　　恵　　東京大学国際都市再生研究センター

　大場　　修　京都府立大学　　　　　　　　　　窪寺　　茂　　奈良文化財研究所

　藤川　昌樹　筑波大学　　　　　　　　　　　　上野　勝久　　文化庁

　大田　省一　東京大学生産技術研究所　　　　　小泉　和子　京都女子大学家政学部

　田中　　淡　京都大学人文科学研究所　　　　　黄　　蘭翔　台湾中央研究院台湾史研究所

　布野　修司　滋賀県立大学工学部　　　　　　　　

５．成　果

　本シンポジウムは，現在進行中の歴博共同研究「東アジア比較建築文化史」（代表玉井哲雄）の第一段階と

して，日本と韓国の建築をその文化的背景も含めて比較検討しようという試みであった。両国の建築史研究

者を中心に関連分野の研究者が予想以上に集まり，それぞれの国内の研究の現状確認，研究報告，比較研究

の問題点の提出，そして共同研究の可能性の展望などを議論した。

　具体的には，日韓，さらには東アジアで共有できる時代区分の設定や建築用語の定義について議論を重ね
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る必要があることがわかるなど，日韓の研究者の間で問題点や共同研究の展望を共有するという成果が得ら

れた。来年度に開催を計画している日本と中国の建築の比較である「日中比較建築文化史の構築　−宮殿，

寺廟，住宅−」にも繋がる有効な議論が出来た。

６．課　題

　日本・韓国ともに建築史研究者の減少が進んでおり，研究成果の継承が最大の問題である。若手研究者の

研究発表と相互批判の機会を設けることが大きな課題である。そのためにも今回の様な国際シンポジウムは

大いに有効であることが確認できた。

７．事務局（◎は代表者）

◎玉 井 哲 雄　本館・研究部・教授　　　　　　　　　岩 淵 令 治　本館・研究部・助教授

　小 島 道 裕　本館・研究部・助教授　　　　　　　　仁 藤 敦 史　本館・研究部・助教授

　小 野 正 敏　本館・研究部・教授

歴博国際シンポジウム 2006（4）

「境界の形成と認識－移動とアイデンティティ」 2007 年 3 月 3・4 日

　　開催場所　国立歴史民俗博物館講堂

１．目　的・内　容

　古代以来，人の移動は，さまざまな形態の交流を生起し，世界各地域の社会を変容させ，歴史を形作って

きた。歴史学と人類学は，それぞれの視点で移動の実態を明らかにし，その変容を追求することで，多くの

成果を蓄積してきた。同じ「人の移動」とそれに生起する現象を対象としながらも，異なる分析の視点は多

様な像を結実させてきた。しかし，こうした違いは，時代という背景や文化というコンテクストに帰納され，

相互の比較検討は容易ではなかった。連携研究「ユーラシアと日本：交流と表象」では，今年度はユーラシ

ア世界の形成と変容を支えた「移動」という行動を対象として，比較検討を通じた各視座での「交流と表象」

論の深化を目指す。

　「移動」を「諸相の結果」と「諸相の原因」という二つの視点で捉え，「移動の原動力」と「移動とアイデ

ンティティ」というセッションを設定した。各セッションでは，地域・時代を超えた比較を試み，討論では

境界・領域を機能論的にとらえて，境界の形成と認識へと議論を進める。

　セッションⅠ「移動の原動力」

　「移動」という現象を一つの結果・到達点として捉え，「移動」を生起する原動力に着目して，「移動」現

象の形成過程を検討する。「古代渡来人」「中近世海洋交易民」「近代集団移民」などの事例において，移動

集団と関連諸集団の空間的関係性，地理環境を整理し，「移動」の諸形態とその原動力の検討に焦点を絞る。

「移動」の原動力に焦点を絞って，「移動」の実態の解明を試みる。

　セッションⅡ「移動とアイデンティティ」

　「移動」を諸現象の原因・出発点として捉え，「移動」が生起する諸現象の形成過程を検討する。或る集団

が他地域において活動する際には，活動地域の在地集団との同化，或いは差異の顕在化が生じる。集団の性

質，移動の形態や，移動先の場が持つ性格により，そのベクトルは決してゆく。こうした動向の指標の一つ
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となるのが，アイデンティティの発揚である。集団の出自を物質文化や慣習的行為によって顕示する現象が

多々見受けられるが，それぞれの背景，要素，発現過程などを推察し，相互の比較検討を目指す。移動集団

のアイデンティティを機軸として，国家と民族，国家と宗教，世代とアイデンティティの変質等の議論の深

化を目指す。

２．発表者

基調講演

　ロナルド・トビ（イリノイ大学）　「境界の形成と表象−地図・エトノス・移動−」

セッションⅠ　　座長　上 野 祥 史（本館・研究部）

　武 末 純 一（福岡大学）　　　　　「倭人の移動と韓人の移動−弥生時代中期と古墳時代前期−」

　岡 本 弘 道（大阪大学）　　　　　「古琉球期における琉球王国の交易品−域内社会との関連を中心に−」

　片 岡 　 樹（目白大学）　　　　　「アジア周辺社会における移住と国家権力」

　柳 沢 　 遊（慶應義塾大学）　　  「戦前期日本の勢力圏への商工移民−「満州」・中国都市への移民を中心

　　　　　　　　　　　　　　　　 に−」

　コメント　竹沢尚一郎（国立民族学博物館）

　コメント　山 田 　 賢（千葉大学）

セッションⅡ　　座長　小 池 純 一（本館・研究部）

　高 田 貫 太（奈良文化財研究所）　「5，6 世紀の日朝交渉と渡来集団」

　大 塚 和 義（大阪学院大学）　　　「「夷酋列像」から見た道東アイヌのポテンシャル」

　松本ますみ（敬和学園大学）　　 「〈近代〉の衝撃と雲南ムスリム知識人−存在一元論の普遍思想から近代

　　　　　　　　　　　　　　　　 国家規格のエスニック・アイデンティティへ−」

　村 川 庸 子（敬愛大学）　　　　　「日系アメリカ人の戦後引揚−統計に載らない・歴史に語られない人々

　　　　　　　　　　　　　　　　 −日本勢力圏からの引揚との比較の視点から−」

　コメント　伊 東 信 宏（大阪大学）

　コメント　山 田 慎 也（本館・研究部）

討論

①セッションⅠ　移動の原動力

　（座長，各発表者，木村健二（下関市立大学））

②セッションⅡ　移動とアイデンティティ

　（座長，各発表者）

③境界・領域の形成と認識

　上野祥史（本館・研究部）

３．出席者

　ロベルト・ガルフィアス（米国 UCI），アン・ウォルソール（米国 UCI），朴天秀（韓国・慶北大学校），朴

花珍（韓国・釜慶大学校），東潮（徳島大学），阿諏訪青美（横浜市歴史博物館），内山敏行（とちぎ生涯学習文

化財団），榮野川敦（沖縄県うるま市教育委員会），大西秀之（総合地球環境学研究所），岡洋樹（東北大学東

北アジア研究センター），加藤雄三（総合地球環境学研究所），木村健二（下関市立大学），澤博勝（福井県立

歴史博物館），須田努（早稲田大学），角南総一郎（元興寺文化財研究所），曽士才（法政大学），趙景達（千葉
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大学），武内房司（学習院大学），竹野学（札幌医科大学），田森雅一（東洋英和女学院大学），中村和之（函館

工業高等専門学校），長谷川清（文教大学），林雅彦（明治大学），福原敏男（日本女子大学），宮本正明（世界

人権問題研究センター），山下靖子（津田塾大学国際関係研究所），吉井秀夫（京都大学），楊海英（静岡大学），

吉野晃（東京学芸大学），佐々木史郎（国立民族学博物館），笹原亮二（国立民族学博物館），陳天璽（国立民族

学博物館），塚田誠之（国立民族学博物館），平川南（本館・館長），常光徹（本館・研究部），原山浩介（本館・

研究部），中條英樹（本館・機関研究員），長野泰彦（人間文化研究機構）

４．成　果

　「人の移動」とそれに生起する現象を共通の対象として，境界が人間集団の行動において如何に機能した

のか，またその境界が如何に新たな集団を創出・再編しその行動を規定したのか，について，さまざまな視

点から多角的に検討することができた。ことに，人間集団やその紐帯を自明の前提として移動，越境を考え

るのではなく，境界に接することにおいて，集団やその紐帯が顕在化し，新たに規定されるのであるという

認識を共有するなど，各研究視座の相対化，概念・パラダイムの再検討を促したと考える。また，異なる視

点から境界・移動・アイデンティティという共通したテーマにアプローチすることで各研究を相対化し，そ

の資料及び研究手法の限界をも認識した。交流・表象というテーマを通じた，共通の議論の場を提供して一

定の共通認識を形成したこと，また，アプリオリな前提を排除して，各研究視点の相対化を図り，「開かれ

た議論」が展開したとことから，一定の成果をおさめたと評価できよう。交流と表象をテーマとして学際的

な共同研究を目指す，連携研究の一翼を担えたと確信している。

５．課　題

　本シンポジウムは，五年計画で進行中の人間文化研究機構連携研究「ユーラシアと日本：交流とイメージ」

が主催する国際シンポジウムの一つである。当シンポジウムにおいて形成された共通認識や，各分野での新

視点の開拓を積極的に推進し，従来，人文諸科学において時代という背景や文化というコンテクストに帰納

され，容易ではなかった相互の比較検討を通じた「交流と表象」論の深化を目指してゆきたい。

６．代表者　

　久留島　浩　本館・研究部・教授　　　　　　　　上 野 祥 史　本館・研究部・助手

７．事務局（◎は代表者）

◎久留島　浩　本館・研究部・教授　　　　　　　　杉 山 晋 作　本館・研究部・教授

　安 田 常 雄　本館・研究部・教授　　　　　　　　小 池 淳 一　本館・研究部・助教授

　上 野 祥 史　本館・研究部・助手

［国際研究集会］

歴博国際研究集会 2006（1）

「歴史展示のなかのジェンダー」 2006 年 10 月 13・15 日

　　開催場所　人間文化研究機構・国立歴史民俗博物館ほか

１．主　旨
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　このワークショップおよび研究集会は，歴史系博物館における具体的な展示を対象として，展示のなかの

「ジェンダー」の問題を，さまざまな角度から考え，議論することを目的としている。

　まず，10 月 13 日のワークショップでは，歴史展示のなかでもっとも展示することが難しく，かつジェ

ンダーの観点からすでに問題点が指摘されてきている戦争展示を実際に見学し，そのうえで「戦争展示のな

かのジェンダー」という点に絞ってディスカッションする。具体的には，参加者に，都内のいくつかの戦争

に関する博物館（昭和館・遊就館は必須とした）を見学していただいたあと，場所をかえて（人間文化研究

機構本部の会議室）感想をも含めて自由に話し合う場を設ける。

　また，15 日の国立歴史民俗博物館（以下，歴博と略）での研究集会は，外国で日本の歴史，それもジェンダー

について関心を持って研究してきた研究者の視点を大切にしたいと考え，アン・ウォルソールさんと殿村ひ

とみさんにメインの報告をお願いした。お二人には，ジェンダーに関わって現在興味を持っていらっしゃる

ことと，歴史展示のなかのジェンダーの問題について日頃考えていらっしゃること（今回，日本でいくつか

の博物館の歴史展示を観て考えたこと）をお話いただく。また，コメンテーターとしては，韓国から朴花珍

さんをお招きしているほか，13 日にはスーザン・バーンズさん，15 日には，日本中世史・近世史および美

術史の研究者からコメントをいただくことになっている。

　なお，歴博では，2008 年 3 月から常設展示のリニューアルを順次始める予定だが，予めジェンダーの観

点からどのような展示が可能か，あるいは必要か，多くの研究者と一緒に議論する機会を持ちたいと考えて

いる。あらためて言うまでもなく，歴史系博物館の展示を構成する立場から言うと，やはり難しいのが，ジェ

ンダーの問題を踏まえてそれをどのように展示するか，ということである。歴史資料そのものについては，

とくに絵画資料を中心に，描いた側の視線や視角，それを観る側の意識，描かれたもの自体の持つ意味をは

じめとして，現在的視点から読み取ることのできる「ジェンダー」の問題について研究が進められている。

しかし，実際に歴史展示をするという立場から言うと，「女性の視点」（これ自体も問題だが）から展示すれ

ばそれですむわけではなく，女性を展示すればすむわけでもない。とくに展示するという行為そのものが持

つ問題性と相まって，多くの課題を残していると言わざるを得ない。展示場という，もっとも明確な表象行

為をする場で，この問題について議論することの意味は大きい。今後歴博で進められるリニューアルに際し

て，こうした議論をふまえておく必要があると考えている。　

　また，現在，人間文化研究機構では，「日本とユーラシアの交流に関する総合的研究：交流と表象」のな

かのひとつの研究テーマとして「国民国家の比較史的研究」を進めている。国民国家の観点からも，展示が

持つ，持たされてきた問題性を検討したい。

２．内　容

【ワークショップ「戦争展示のなかのジェンダー」】

　日時　2006 年 10 月 13 日（金曜日）　9：30 − 18：00

　場所　昭和館・遊就館の見学後，人間文化研究機構会議室でディスカッション

　　　    9：30 ～　昭和館・遊就館を見学

　　　15：00 ～ 18：00　ディスカッション（人間文化研究機構本部 2 Ｆ会議室）

【国際研究集会　「歴史展示のなかのジェンダー」】

　日時　2006 年 10 月 15 日（日曜日）　9：30 − 17：00

　場所　国立歴史民俗博物館大会議室
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開催趣旨説明　　　　久留島　浩（本館・研究部）

報告１　Museum Exhibitions and Scholarly Trends: The Distance Seen from A Medievalist’ s Perspective

　「中世史の視点から：展示と学界の距離」　　殿村ひとみ（ミシガン大学）　

報告２　Does Gender have a place in exhibitions on early modern Japan?

　日本近世史の展示にジェンダーの入る余地はあるのか　　アン・ウォルソール（カリフォルニア大学）

コメント１「史料学とジェンダー」　　久留島典子（東京大学）

コメント２「韓国の博物館展示のなかのジェンダー」　　朴　花珍（韓国釜慶大学）

コメント３「展示品と展示構成のジェンダー」　　池田　忍（千葉大学）　

討論

３．主な出席者（両日合わせて 65 名）　

　朴花珍（韓国釜慶大学），池田忍（千葉大学），殿村ひとみ（ミシガン大学），アン・ウォルソール（カリフォ

ルニア大学），久留島典子（東京大学），松尾知（（株）文化総合研究所），嵯峨創平（NPO 法人環境文化のため

の対話研究所（IDEC）），玉井幹司（物流博物館），金惠信（学習院大学），村井則子（テンプル大学ジャパンキャ

ンパス），菱田淳子（兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所），安田美世（「月刊ミュゼ」編集部），村川庸子（敬

愛大学国際学部国際協力学科），亀井若菜（学習院大学非常勤講師），山崎明子（女性と仕事の未来館），趙

景達（千葉大学），宇野勝子，横山百合子（東京都公文書館），久留島浩（本館・研究部），水野僚子（本館・

外来研究員），井上由佳（本館・研究支援推進員）

４．成果および課題

　この研究集会は，歴史系博物館における具体的な展示を対象として，展示のなかの「ジェンダー」の問題

を，さまざまな角度から考え，議論することを目的として開催したものである。報告者・コメンテーターには，

12 日に江戸東京博物館・深川歴史資料館を，14 日に歴博を見学してもらい，13 日には，昭和館・遊就館

見学ののち「戦争展示のなかのジェンダー」というワークショップ（人間文化研究機構会議室，参加者 27 名）

に参加してもらった。一緒に見学を行い，展示を観ながら議論したことを当日の総合討論に反映させようと

考えたからである。集会では，これまでアメリカで日本の歴史，それもジェンダーに関心を持って研究して

きたアン・ウォルソール氏・殿村ひとみ氏に，歴史展示のなかのジェンダーの問題について報告してもらっ

た。具体的にはこれまでの歴博の企画展示の展示図録を中心に，歴史展示のなかのジェンダーという問題に

ついていくつかの批判的な論点が出された。さらに，コメンテーターとしては，韓国の朴花珍氏から，韓国

でのジェンダー研究や展示の現状について，スーザン・バーンズ氏から，紙上参加というかたちではあるが，

シカゴのフィールドミュージアムの事例を中心に問題点を指摘してもらった。さらに，日本中世史・美術史

の観点からコメントを得た。

　そののち，2 時間ほど討論を行ったが，これまでの歴博の企画展示あるいは総合展示に，ジェンダーとい

う観点からの展示が内容として自覚的には盛りこまれていないこと，についての批判があり，自覚的に歴史

のなかの具体的な女性の姿を表現すること，逆に男を普遍的な人間一般にくくらないことなどについて，ど

のように考えればよいかという点でさまざまな有意義な意見が出された。戦争展示そのものについても，そ

の展示の難しさを踏まえたうえで，昭和館・遊就館が持つ問題性について意見が出された。

　歴史展示そのものについて充分な共通認識をもてなかったために，展示図録のなかのジェンダーという点

での討論になってしまった点は課題として残るが，これまで館内でこのような観点から企画展示を評価した
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ことはなく，また報告・コメントは充実しており，全体としては有意義な集会であった。今後も，このよう

な観点からの研究会，できれば企画展示場での研究会が必要である。

歴博国際研究集会 2006（2）

「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅲ－１」　　　　　　　　　　　　2006 年 10 月 23 日～ 25 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いて開催されるものである。2006 年度は韓

国と日本のそれぞれの国における研究の成果について発表と，博物館教育等について意見交換を行った。1

回目は日本側の研究発表を中心にすすめられた。

２．内　容

　常光　徹　本館・研究部　「親指と霊柩車−民俗学におけるしぐさの研究−」

　松尾恒一　本館・研究部　「伐木の祭儀と山の神，木霊・船霊信仰−奄美大島の大工・船大工の場合−」

　小島道裕　本館・研究部　「洛中洛外図屏風（歴博甲本）に見る中世末期の社会」

　佐藤優香　本館・研究部　「コミュニケーション力としてのミュージアムリテラシー−創造的な学びの場

　　　　　　　　　　　　　としての博物館をめざして−」

　澤田和人　本館・研究部　「墨書銘のある染織品が占める位置」

３．主な出席者

　李文鉉，鄭然鶴，鄭賢美，崔順権，廉庚和，金鎬傑（以上，韓国国立民俗博物館），常光徹，松尾恒一，

小島道裕，佐藤優香，澤田和人（以上，本館・研究部），崔錫栄（通訳・公州大学講師）

４．成　果

　歴史，民俗，博物館教育について日本の 5 名が発表を行った。韓国側からそれぞれについてコメントが

述べられたあと質疑応答を行い，韓国の事例との比較にもとづく学際的な領域について議論を深めること

ができた。本研究集会については，レジメ集『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅲ− 1』（日韓両国語版 151 頁）

を刊行した。

５．課　題

　2006 年 12 月に国立歴史民俗博物館で韓国側の発表を中心に同様の主旨の国際研究集会を開催し，日韓

における研究をさらに推進していく。

６．事務局（◎は代表者）

　小 島 道 裕　本館・研究部・助教授　　　　　　　　佐 藤 優 香　本館・研究部・助手

　澤 田 和 人　本館・研究部・助手　　　　　　　　◎常 光 　 徹　本館・研究部・教授

　松 尾 恒 一　本館・研究部・助教授
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歴博国際研究集会 2006（3）

『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅲ－２』　　　　　　　　　　　　　2006 年 12 月１日～３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いて開催されるものである。2006 年度は韓

国と日本のそれぞれの国における研究の成果についての発表と，博物館教育等について意見交換を行った。

２回目は韓国側の研究発表を中心にすすめられた。

２．内　容

　鄭然鶴　韓国国立民俗博物館　「韓国における船城隍と漁撈禁忌」

　廉庚和　韓国国立民俗博物館　「済州における墓制の特徴− 2006 年度調査資料の分析を中心として−」

　崔順権　韓国国立民俗博物館　「朝鮮後期における忌祭行礼の差に関する一考察」

　李文鉉　韓国国立民俗博物館　「1893 年度の全羅道淳昌郡八等面における郷約の再構成」

　鄭賢美　韓国国立民俗博物館　「国立民俗博物館における疎外者層対象の教育−障害者，低所得者，老人

　　　　　　　　　　　　　　　対象教育を中心に−」

３．主な出席者

　鄭然鶴，廉庚和，崔順権，李文鉉，鄭賢美（以上，韓国国立民俗博物館），常光徹，小島道裕，松尾恒一，

佐藤優香，澤田和人，久留島浩，村木二郎，青木隆浩（以上，本館・研究部），金花子，林淑姫（通訳・神奈

川大学大学院）

４．成　果

　韓国の歴史，民俗，博物館教育について 5 名が発表を行った。日本側からそれぞれについてコメントが

述べられたあと質疑応答を行い，日本の事例との比較にもとづく学際的な領域について議論を深めることが

できた。本研究集会については，レジメ集『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅲ− 2』（日韓両国語版 217 頁）を

刊行した。

５．課　題

　本年度 2 回の韓国との国際研究集会において，共通の課題やいくつかの問題点が浮きぼりにされた。今後，

こうした点についてさらに議論を深めていくことが必要であろう。

６．事務局（◎は代表者）

　小 島 道 裕　本館・研究部・助教授　　　　　　　　佐 藤 優 香　本館・研究部・助手

　澤 田 和 人　本館・研究部・助手　　　　　　　　◎常 光 　 徹　本館・研究部・教授

　松 尾 恒 一　本館・研究部・助教授

歴博国際研究集会 2006（4）

「中世の土地支配文書に関する日英比較」　　　　　　　　　　  2006 年 11 月 17 日

　　開催場所　国立歴史民俗博物館
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１．目　的　

　中世社会における土地制度の史料学的比較研究の視角から，土地調査の方法・内容とそれに関わる書面の

形態（文書・帳簿・絵図）について，日本とイギリスを対比するセッションを開催する。招聘する海外研究

者のみならず，日本在住の日本・西洋中世史研究者の相互交流にも寄与する。

２．内　容　

　本館と科学研究費研究基盤研究Ｂ「中世ブリティッシュ・ヒストリーの可能性と射程」（研究代表者：鶴

島博和・熊本大学教授）との共催により，中世の日本とイングランドにおける土地制度の史料学的比較研究

として，1．符・下文と Writ（令状），2．荘園検注と土地審問，の 2 つのテーマのもとに，日本・イギリス

双方の報告とコメント，そして討論を行った。

３．発表者

　高橋一樹（本館・研究部）　　「日本中世の荘園支配とその文書−符と下文−」

　アン・ウイリアムス（イーストアングリア大学）　　“The Old English Writ”

　　コメント　ウイリアム・エアード（カーディフ大学）

　井原今朝男（本館・研究部）　　「日本中世の検注と収納について」

　デイヴィット・ロフ（シェフィールド大学）「中世イングランドにおける土地審問」

　　コメント　エミリー・アルブ（カリフォルニア大学）

　館蔵中世史料・荘園絵図にもとづくディスカッション

　　コメント　青山宏夫（本館・研究部）

４．主な出席者

　赤江雄一（日本学術振興会特別研究員），鶴島博和（熊本大学教育学部），西岡健司（京都大学大学院文学研

究科），菱沼一憲（國學院大学），森本芳樹（九州大学名誉教授），梁川洋子（関西大学文学部），吉武憲司（慶

応大学文学部）

５．成　果　

　①古代の文書（日本の場合は文書行政）をふまえた荘園支配文書の様式的展開がヨーロッパ中世の荘園研

究には重要な課題であること，②土地調査史料の性格とくに実態との乖離について日英で認識が一致したこ

と，などが確認された。調査室では日本中世の史料原本を解説しながら，比較史的視角にもとづく議論を深

めることができた。

６．事務局（◎は代表者）

◎高 橋 一 樹　本館・研究部・助教授

歴博国際研究集会 2006（5）

「日韓古墳時代の年代観」　　　　　　　　　　　　　   　2006 年 11 月 25 日～ 26 日

　　開催場所　国立歴史民俗博物館講堂

１．目　的・内　容　

　古墳時代（三国時代）における日本列島と朝鮮半島との交流は，双方の古代国家の形成と変遷に大きな影
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響を与えた。それは，古墳時代の日本列島において韓半島系の遺構や文物が見られる一方，韓国においても

倭系の遺構や文物の発見が増えてきたことで理解される。しかし，それらの年代観に関しては，日韓の研究

者間で見解を異にする点も多い。そこで，最新の研究成果を基に日韓の研究者による年代観を比較した。

２．発表者

　車崎正彦（早稲田大学シルクロード調査研究所）「年号鏡その他−古墳出現年代私考の控え−」

　上野祥史（本館・研究部）「中国鏡の東アジア流通と年代観」

　杉山晋作（本館・研究部）「「辛亥年」鉄剣と稲荷山古墳須恵器の使用年代」

　酒井清治（駒澤大学文学部）「須恵器の編年と年代観」

　洪 潽植（韓国・釜山市立博物館）「加耶・新羅土器，須惠器の並行関係− 6 世紀代の韓日交差編年−」

　橋本達也（鹿児島大学総合研究博物館）「甲冑編年研究の日韓比較−帯金式甲冑を中心として−」

　桃崎祐輔（福岡大学人文学部）「馬具からみた東アジア実年代論−五胡十六国・朝鮮半島三国伽耶・日本列

　　島の比較の視点から―」

　水野敏典（奈良県立橿原考古学研究所）「鉄鏃にみる日韓古墳時代の年代観」

　朴　天秀（韓国・慶北大學校）「新羅・加耶古墳の編年−日本列島古墳との並行関係を中心に−」

　成　正鏞（韓国・忠北大學校）「百済地域の年代決定資料と年代観」

　林　永珍（韓国・全南大學校）「栄山江流域の橫穴式石室墓の編年」

　金　斗喆（韓国・釜山大學校）「三国・古墳時代の年代観」

　申　敬澈（韓国・釜山大學校）「陶質土器と初期須惠器」

　討論（司会−杉山晋作・申　敬澈）

３．主な出席者

　安星姫，李昌熙，田中由里，南勲澈，村松洋介，尹亨淳（以上　釜山大学校），呉芸亨，張洪善，全姫卿，

咸在昱（以上，忠北大学），金炳洙，朴永勲（以上，木浦大学），山本孝文（高麗大学校考古環境研究所），岡

内三眞（早稲田大学），加藤一郎（宮内庁），菊地芳朗（福島大学），早乙女雅博（東京大学大学院人文社会系研

究科），阪口英毅（京都大学），鈴木靖民（國學院大學），崔栄柱，河承哲（立命館大学大学院文学研究科），次

山淳（奈良文化財研究所），日高慎，松浦雄一郎，望月幹夫（以上，東京国立博物館），日本からは，国立大

学 15 人，私立大学 7 人，国立機関 5 人，地方公共団体等 20 人，大学生・大学院生 9 人，その他 84 人の

計 140 人，韓国からは，国立大学・国立機関・地方公共団体等の研究者や大学院生の計 21 人，合計 161

名の参加があった。とくに，学生・大学院生など若い研究生が多かった。

４．成　果

　この研究集会では，主に日本列島における古墳出現年代や須恵器の生産開始年代，そして 6 世紀古墳の

年代について，韓国側から異論が出された。しかし，定点となる暦年代資料は日本列島側に多く見られ，そ

の整合性ある論理展開が討論の争点となった。一方で，韓国側においても研究者間で年代観に相異のある溝

は埋まらなかった。日韓両国における最新の出土資料をもってしても，なお年代観に相異をみる状況であっ

たが，争点となる見解相異の根拠は明らかにし得た。

　今回は，日本側から国公私立大学や研究機関の研究者のほか大学院生が，韓国側からも大学校教員のほか

大学院生の参加があった。国際的協業を進め，大学共同利用機関としての役割も果たした。

５．課　題
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　年代観相異の根拠が明らかになったので，今後はその争点を相互に検討し比較調整する必要がある。その

ため，これに関する研究集会を継続して開催することがのぞまれている。

６．代表者

　杉 山 晋 作　本館・研究部・教授　

　申 　 敬 澈　韓国・釜山大学校博物館長兼人文大学・教授

７．事務局　　

　申 　 敬 澈　韓国・釜山大学校博物館・館長　　　　全 　 玉 年　韓国・釜山大学校博物館

　　　　　　　兼人文大学教授　　　　　　　　　　　　　　　　　学芸研究室長　　　　　

　杉 山 晋 作　本館・研究部・教授　　　　　　　　　中 條 英 樹　本館・研究機関研究員

８．マスコミでの取り上げ

　国際新聞（韓国）　2006 年 11 月 24 日　「韓日考古学界　古墳編年　初の調律」

歴博国際研究集会 2006（6）

「資料に表れた武士・騎士のイメージ」　　　　　　　　 　2006 年 12 月 9 日～ 10 日

　　開催場所　国立歴史民俗博物館大会議室

１．目　的

　一昨年から国際研究集会として行っている，武士と騎士の比較研究を目的とした日仏シンポの第 3 回目

であり，今回は機構連携研究「文化資源の高度活用」の一課題である「武士関係資料の総合化」の一環とし

て，標記のタイトルで開催した。これは，当館が所蔵するさまざまな分野の資料から，「武士関係資料」と

いう一群を抽出し，国際的な比較の下に「武士」の概念自体を再検討しながら，総合化と展示等による活用

を図ろうとするものである。今回の研究集会では，武士・騎士が残した，あるいは彼らを描いた様々な具体

的な資料から，その実像と虚像の双方を探ろうとした。

２．内　容

　1 資料（絵画・文書），2 物質文化，3 文学・伝承，4 祭り・芸能，5 ヴィジュアルアート，の 5 つのテー

マを設け，日仏双方の報告と討論を行った。また日本側からは，当館の展示や所蔵資料に基づいた報告も行っ

た。

３．発表者

　ペリーヌ・マンヌ（国立科学研究センター（CNRS））「図像学的原資料に基づく城の生活」　　 

　ミッシェル・コラルデル（地中海ヨーロッパ文明博物館）「城の生活−中世ヨーロッパの城における実生活

　　−」 

　ドゥニ・ミシェル・ボエル（地中海ヨーロッパ文明博物館）「現代ヨーロッパのバンドデシネ（漫画）におけ

　　る騎士のイメージ」　

　佐伯真一（青山学院大学）「『平家物語』における武士の形象」

　マリー・ジャネット・ロベール（地中海ヨーロッパ文明博物館）「中世祭り−古くからの祭礼，或いは再発

　　見された伝統−」
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　新谷尚紀（国立歴史民俗博物館）「資源化される歴史−戦国武将と創出される都市祭礼／戦国武将と伝承さ

　　れる民俗芸能−」　　　　　　　　　　　

　フランソワ・アミー・ドゥ・ラ・ブルテック（モンペリエ第３大学）「中世映画における一騎討ちの総合的

　　分析」（病気欠席のため代読）

　大久保純一（国立歴史民俗博物館）「浮世絵における武士イメージ−武者絵の世界−」

　高橋一樹（国立歴史民俗博物館）「日本中世の武家文書について」

　マルクス・リュッターマン（国際日本文化研究センター）「近世大名と書状」　

　近藤好和（神奈川大学）「『前九年合戦絵巻』と『結城合戦絵巻』−日本中世における戦闘法の変遷−」

　小野正敏（国立歴史民俗博物館）「第２展示室の資料から」

　井原今朝雄（国立歴史民俗博物館）総括コメント

　ピエール・スイリ（ジュネーブ大学）総括コメント

４．主な出席者

　堀越宏一（東洋大学），渡辺節夫（青山学院大学），義江彰夫（帝京大学），中島圭一（慶応大学）

５．成　果

　武士・騎士の歴史的な実像と，その後に作られたイメージとしての武士・騎士について，その実態および

相互の関心のあり方について検討したが，特に絵画資料については，内容や視点において共有できる部分が

多く，また，文学や祭り，アートなどの表象など，実体のみでないイメージとしての武士・騎士の問題は，

武士・騎士の持つべき，また残すべき資料が何かを考える前提となるものであり，この点についても議論と

認識を深めることができた。

６．課　題

　文学・伝承やヴィジュアルアートの分野では，フランス側が近代の問題を多く取り上げたため，イメージ

としての武士・騎士を論ずる上でテーマ自体は有効であったものの，必ずしも議論がかみ合わない面があっ

た。また，フランス側からは古文書についての報告がなかった点も，資料セッションでの具体的な古文書論

に発展できなかった。これらの点については，今回の集会を受けた次回の集会で，「武士像・騎士像と資料

−各時代における武士・騎士の認識−」としてさらに取り上げていく予定である。

７．事務局（◎は代表者）

　笠谷和比古　国際日本文化研究センター・研究部　  川 口 幸 也　国立民族学博物館・文化資源研究センター

　千 田 嘉 博　奈良大学・文学部　　　　　　　　　高 橋 裕 次　東京国立博物館　　　　　　　　　　　

　堀 越 宏 一　東洋大学・文学部　　　　　　　　　渡 辺 節 夫　青山学院大学・文学部　　　　　　　　

　ピエール・スイリ　ジュネーブ大学文学部

　マルクス・リュッターマン　国際日本文化研究センター・研究部

　ミッシェル・コラルデル　ヨーロッパ地中海文明博物館

　近 藤 好 和　神奈川大学経済学部　　　　　　　　宇田川武久　本館・研究部・教授　　　　　　　　　

　　　　　　　（本館・客員教員）　　　　　　　　　井原今朝男　本館・研究部・教授

◎小 島 道 裕　本館・研究部・助教授　　　　　　　高 橋 一 樹　本館・研究部・助教授

　小 野 正 敏　本館・研究部・教授　　　　　　　　新 谷 尚 紀　本館・研究部・教授
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歴博国際研究集会 2006（7）（独立行政法人日本学術振興会の助成事業）

「戦争体験の記憶と語り」　　　　　　　　　　　　　　　　  2007 年２月 15・16 日

　　開催場所：国立歴史民俗博物館

１．目　的

　戦争体験の記憶には大別して，国家や集団の記憶（collective memory）と個人の記憶（personal memory）

との二種類がある。近年，記憶の表象としての語り（narrative）と記録（document）と表象物（monument）

がとくに注目されているが，そのうちもっとも資料論的な検討および方法論的な検討が求められているのが

語りである。本研究集会では，この点に留意しながら戦争体験の記憶の表象について，日本の事例と欧米諸

国の事例との比較と分析，そして次世代への戦争体験の記憶の継承をめぐる日本と欧米諸国との比較と分析

という 2 つの課題を含みおきながら，戦争体験の記憶と表象のあり方がそれぞれの社会でどのような特徴

を有するのかを考えてみる。

　戦後 60 年を迎えた日本では，アジア太平洋戦争の体験者の高齢化と戦争体験の風化が進行している。そ

の一方，アジアやヨーロッパをはじめ国際社会では，歴史認識をめぐる議論が重ねられてきている。そこで

本研究集会ではまた，記憶と忘却，謝罪と悔恨，惨劇とトラウマ，など戦争体験の記憶と語りをめぐるさま

ざまな問題についての海外研究者の最新の研究成果を提示してもらい，同時に日本側研究者の見解もあわせ

提示しながら幅広い議論を展開させることとした。

２．内　容

　Tony Walter（バース大学・教授）「忘却，記憶，哀悼の不可能性」

　Vered Vinitzky-Seroussi（ヘブライ大学・助教授）「記念の本質」

　Jeffrey K. Olick（ヴァージニア大学・教授）「悔恨の価値―ドイツの教訓―」

　Efrat Ben-Ze’ ev（ルピン・アカデミックセンター・助教授）， Edna Lomsky-Feder（ヘブライ大学・助教授）， 

　Eyal Ben-Ari（ヘブライ大学・教授）「受入れられる物語を語ること−伝記と戦争体験記における世代の記

　　　　　　　　　　　　　　　　　  憶が表現するもの−」

　一ノ瀬俊也（本館・研究部）「日露戦争の戦跡」

　Michael Lucken（国立東洋言語文化研究所・教授）「近代史における写真の利用について−山端による長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　崎の写真（1945 年 8 月）の場合−」

　James E. Roberson（東京女学館大学・教授）「命
ヌチ

どぅ宝−沖縄の戦争と平和の歌にみられる文化の記憶と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　政治−」

　関沢まゆみ（本館・研究部）「「戦争と死」の記憶と語り−フランスの 2 つの事例より−」

　John Clammer（上智大学・教授）「トラウマの社会学−社会的暴力に関する記憶の想起，忘却，修正−」

３．主な出席者

　Tony Walter（バース大学・教授，イギリス），Vered Vinitzky-Seroussi（ヘブライ大学・助教授，イスラエ

ル），Jeffrey K. Olick（ヴァージニア大学・教授，アメリカ），Edna Lomsky-Feder（ヘブライ大学・助教授，

イスラエル）， Eyal Ben-Ari（ヘブライ大学・教授，イスラエル），Michael Lucken（国立東洋言語文化研究所・

教授，フランス），James E. Roberson（東京女学館大学・教授），John Clammer（上智大学・教授），粟津賢

太（創価大学・講師），河野仁（防衛大学校・教授），立山良司（防衛大学校・教授），一ノ瀬俊也，新谷尚紀，
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関沢まゆみ（本館・研究部）ほか

４．成　果

　本テーマについて，社会学の記憶論を中心として，文化人類学，歴史学，美術史，民俗学の各分野から

の事例研究など，合計 9 つの研究発表が行われた。欧米の現在第一線の研究者の参加を得て斬新な研究視

点が提示された。たとえば，戦闘を生き残った人々の記憶の形態には，忘却と記憶だけでなく哀悼の不可

能性（inability to mourn）を含めた 3 種類があるという指摘。また，社会的記憶の分析理論として，従来の

functionalism による記憶と社会統合の視点だけでなく，新しい視点として社会のどのグループが記憶をめ

ぐって対立するかという conflict theory による視点の提示，そして M. ウェーバーのいう「責任倫理」にも

とづく悔恨の政治の樹立の可能性，さらには，キャノニカル・ゼネレーション（canonical generation）と呼

ばれる，時代のエートス（value,success,model）を体現する記憶の世代論をめぐる問題，等々である。

　討論では，（1）1970 年代から 90 年代以降のメモリースタディズの現在（2）集合的記憶と個人的記憶を

めぐる基本的な問題 （3）戦争体験の記憶と世代，などが論題となった。とくに（2）では，これまでの記憶論

においてその分析の中心は memory であり，それを一種のモノ（thing）ともいうべき固定したものとみなし

てきた点を反省し，新しい分析概念を得るために，remembering のプロセスに注目することの必要性が強

調された。それによって従来集合的記憶として包括的にとらえられてきた記憶の多様な態様がより正確に理

解できるという新しい研究視点が提示された。

５．課　題

　本国際研究集会における発表と討論とをあわせて編集し，日本語で出版する。それによって，研究集会の

成果を発信していく。

６．事務局（◎は代表者）

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

　山 口 え り　本館・RA
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［外来研究員］

氏　　名 所　　属 研究課題 受け入れ期間

ヂャオ　リンイー
（趙　林毅） 中国・敦煌研究院 敦煌壁画に使用される含鉛顔料の分

析研究
2007. 1. 15 ～　
　　2007. 2. 28

［外国人研究員］

氏　　名 所　　属 研究課題 受け入れ期間

キム  スヒョン
（金  秀炫） 韓国・東国大学校 仏画にみる韓日仏教信仰の比較研究 2006. 6. 15 ～

　   2006. 8. 14

ジャオ  ジジュン
（趙　志軍） 中国・中国社会科学院 原始農業起源の中日比較研究 2006. 9. 1 ～

　   2006. 10. 31

ロベール  ジャン‐ノエル
（ROBERT, Jean-Noël）

フランス・国立高等研究
院 生老死をめぐる文化史的研究 2006. 9. 8 ～

　   2006. 11. 7

ルッケン  マイケル
（LUCKEN, Michael）

フランス・国立東洋言語
文化研究所

戦後日本における戦争の記憶とその
形に関する研究

2006. 9. 15 ～
　   2006. 10. 14

ウォルソール  アン
（WALTHALL, Anne）

アメリカ・カリフォルニ
ア大学アーヴァイン校 平田国学におけるジェンダー研究 2006. 10. 1 ～

　   2006. 11. 14

イ  ウンソク
（李　恩碩） 韓国・国立文化財研究所 古代都城研究―東北アジアの比較研

究
2006. 12. 11 ～

　   2007. 1. 10

キム　ドホン
（金　度憲） 韓国・蔚山文化財研究院 先史時代における狩猟用陥し穴の韓

日比較研究
2007. 2. 1 ～

　   2007. 2. 28

ハウタカサリ  マルック
（HAUTA-KASARI, Markku）

フィンランド・ヨエンス
ウ大学

デジタルミュージアム構想と文化
財・歴史資料のデジタル化

2007. 2. 14 ～
　   2007. 3. 12
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氏　　名 渡航先 用　　　　　　　務 期　　間

平 川 　 南
高橋　一樹

韓国　
国立中央博物館

学術交流協定締結のため

2006.4.12 ～ 4.14

杉山　晋作 2006.4.12 ～ 4.13

何　努
王　樹芝

中国　
中国社会科学院

学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」の中国社会
科学院との研究協力の一環としての技術的打ち合わせの
ため（招聘）　

2006.7.4 ～ 8.3

印　群
中国　
中国社会科学院

学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」の中国社会
科学院との研究協力の一環としての技術的打ち合わせの
ため（招聘）

2006.9.1 ～ 10.31

平 川 　 南
杉山　晋作
小野　正敏

韓国　
国立中央博物館

国立中央博物館の館長交代に伴う表敬と交流協議のため 2006.9.27 ～ 9.29

常 光 　 徹
澤田　和人
松尾　恒一 韓国　

国立民俗博物館
国際研究集会「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅲ」交流協
定に基づく研究発表のため

2006.10.23 ～ 10.25

小島　道裕
佐藤　優香

2006.10.23 ～ 10.26

申　敬澈
全　玉年

韓国
国立釜山大学校
博物館

国際研究集会「日韓古墳時代の年代観」参加のため（招聘） 2006.11.24 ～ 11.27

李　栄勲
朴　辰一

韓国　
国立中央博物館

学術交流をはかるため（招聘） 2006.11.20 ～ 12.3

王　巍
中国　
中国社会科学院

国際シンポジウム「古代アジアの青銅器文化と社会」参
加のため（招聘）

2006.11.27 ～ 12.2

李　文鉉
廉　庚和
鄭　然鶴
鄭　賢美
崔　淳権

韓国　
国立民俗博物館

国際研究集会「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅲ -2」参加
のため（招聘）

2006.12.1 ～ 12.4

上野　祥史
韓国　
国立文化財研究
所

国際交流協定に基づく国立文化財研究所の招聘のため 2007.2.7 ～ 2.14

［国際交流］
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氏　　名 渡航先 用　　　　　　　務 期　　間

小野　正敏
齋藤　　努
藤尾慎一郎
青山　宏夫
高橋　一樹
上野　祥史

韓国　
国立中央博物館

交流協定にもとづく共同研究など打ち合わせのため 2007.3.12 ～ 3.14


