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４ 
 

国際交流 
 

 

［概 要］ 
 

 2008（平成 20）年度は，学術交流協定を締結している海外の研究機関との共同研究，国際シンポジウム・

国際研究集会の開催など，着実な交流活動を展開した。 

 韓国国立中央博物館とのあいだでは，学術交流協定にもとづく共同の研究プロジェクトである青銅器の鉛

同位体の分析が進行し，2009 年２月には，韓国国立中央博物館において共同学術会議を開催し，この２年間

の研究の総括を行った。また，2009（平成 21）年度からの共同研究プロジェクトを推進するため，2008 年

12 月に平川館長等が同館を訪問して協議を行った。 

 韓国国立民俗博物館とは，2008 年９月に同館において国際研究集会「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅴ－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。2008 年 11 月には，国際研究集会「韓

国の民俗学・日本の民俗学Ⅴ－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。また，前年度に２回開催した「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅳ」の内容をまとめた

報告書を日韓両国で刊行した。同館との共催による国際研究集会「韓国の民俗学・日本の民俗学」は今年度

の５回目で終了した。以上のほか，2008（平成 20）年度は，企画展示「［染］と［織］の肖像」でも同館か

ら資料出品などの協力を得ることができた。 

 韓国国立釜山大学校博物館とは，2006（平成 18）年度，2007（平成 19）年度に続き，国際研究集会「日韓

における三国・古墳時代の年代観」を共催する予定であったが，準備の都合から 2009（平成 21）年度に実施

することとし，2008（平成 20）年度は学術創成研究により同校の研究者を招聘した。 

 中国社会科学院考古研究所とは，2004（平成 16）年度から主に学術創成研究による共同研究を行ってきた

が，2009 年１月の学術創成研究最終報告会に同研究所から研究者を招聘し，成果を報告してもらった。 

 国際シンポジウムおよび国際研究集会については，１つのシンポジウムと２つの研究集会を開催した。ま

た，機構連携研究による国際セミナーと国際シンポジウムを開催した。今後，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，他大学・博物館との

共催など，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，韓国国立中央博物館，韓国国立文化財研究所，中国

中山大学から３名の研究者を招聘した。いずれの研究者も館内で研究成果の一端を紹介する講演会を開催し

た。 

 上記以外にも，韓国木簡学会，韓国東亜細亜文化財研究院，中国遼寧省文物考古研究所，国立台湾史前文

化博物館，フランス高等研究所などから研究者が来訪し，本館への表敬訪問と展示見学，所蔵資料の調査な

どが頻繁に行われている。このような日常的な国際交流のさらなる蓄積と進展こそが，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。 

国際交流担当 上野祥史 
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［国際シンポジウム］ 
 

歴博国際シンポジウム 2008 

「アジア比較建築文化史の構築－宮殿・寺廟・住宅－」  2008 年 12 月６日～７日 

  開催場所 国立歴史民俗博物館大会議室，成田山新勝寺 

 

１．目 的 

 国立歴史民俗博物館共同研究「東アジア比較建築文化史」（代表 玉井哲雄）は，日本建築の歴史を日本列

島内で完結したものと見なす「一国建築史」ではなく，東アジアという広い視野から考えることを目的とし

ている。従来，必ずしも十分に行われてこなかった朝鮮半島・中国大陸を含む地域間の建築史の比較研究を

行い，この作業を通して，日本列島内の宮殿，寺院・神社，住宅・城郭・民家などの建築全体の歴史を見直

したい。 

 このような試みを実現する一つの方法として，日本とアジアの建築史研究者を中心に，関連分野の研究者

を集め，それぞれの国内の研究の現状確認，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

を議論することが，この国際シンポジウム「アジア比較建築文化史の構築」の目的である。 

２．内 容 

 「アジア比較建築文化史の構築 －東アジアからアジアへ－」 

                              司会 玉井哲雄（本館・研究部） 

■第１日 2008 年 12 月６日（土） 

 問題提起「日本建築の特質 －東アジアからアジアへ－」   玉井哲雄（本館・研究部） 

 基調講演「アジアの建築と都市：日本からの視座 －世界建築史の構築を目指して－」 

                              布野修司（滋賀県立大学） 

 セッション１ 中国周縁の世界 

 「モンゴルの建築と都市」                 包 慕萍（東京大学研究員） 

 「台湾の建築」                      黄 蘭翔（台湾大学） 

  コメント                        福田美穂（京都大学人文科学研究所） 

 セッション２ 南アジアの世界 

 「Chronological Matters in the Comparative Study of Nepali Architecture and Urban History」 

                              モハン パント（プルバンチャル大学） 

 インドの都市                       山根 周（滋賀県立大学） 

 コメント                         藤井恵介（東京大学） 

■第２日 2008 年 12 月７日（土） 

 見学・討論会（成田山新勝寺） 

 セッション３ 東南アジアの世界 

 「ベトナムの都市と建築」                 大田省一（東京大学生産技術研究所） 

 「インドネシアの建築」                  佐藤浩司（国立民族学博物館） 

 コメント                         川本重雄（京都女子大） 
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 討論 

 総括                           金 東旭（京畿大学校） 

                              田中 淡（京都大学人文科学研究所） 

３．主な出席者 

 小泉和子（昭和のくらし博物館），青井哲人（明治大学），モリス・マーティン（千葉大学），高屋麻理子（筑

波大学），白佐立（東京大学），新田龍希（東京大学），温静（東京大学），加藤有希（東京大学），平山智子（千

葉大学），内山愉太（千葉大学） 

４．成 果 

 日本と韓国の比較を行った一昨年の「日韓比較建築文化史の構築－宮殿・寺廟・住宅－」，日本と中国の比

較を行った昨年の「日中比較建築文化史の構築－宮殿・寺廟・住宅－」の内容を受けて，本年の国際シンポ

ジウムにおいては，日本と中国周縁国，南アジア，東南アジアの建築史研究に関して全体的な見通しとなる

議論ができた。本シンポジウムの成果の一つは，これまでほとんど行われることのなかった，アジア建築の

研究者が一同に会して議論を行ったことである。この議論により，日本を含む比較建築文化史を構築するた

めには，東アジアからアジアへ対象を広げることが有効であり，重要な研究成果が期待できることを明示で

きたと考える。 

５．課 題 

 共同研究「東アジア比較建築文化史」としては，日本建築を東アジア，具体的には韓国，そして中国の建

築と歴史的に比較し，その問題点を論じればよかった。実際に議論を積み重ね，東アジアにおける日本建築

という視点についての見通しがある程度はついたといっていいだろう。しかしながらその結果，次のような

二つの課題があらためて浮かび上がってきたように思う。 

 まず第一は，中国大陸を中心とする東アジアといっても，その内部がかなり複雑であるということである。

例えば中国建築からの影響といっても，中国大陸のどこの，いつ頃の建築なのかは，少なくとも日本から見

ていて簡単にわかるものではない。また，中国大陸内には例えばモンゴルやチベットなどの周辺文化が多数

存在し，それぞれが中国文化との歴史的な関係を築いている。その歴史的背景にまで踏み込んだ比較を行わ

ないと，東アジアの建築世界はわからないはずである。さらに東アジアの周辺部であるベトナム・インドネ

シアなどの東南アジア，そしてさらにその外側にひろがるインドを中心とする南アジア，つまり大きくアジ

ア世界との関係も東アジア建築の理解に欠かせない要素であることは，あらためてわかってきたことである。 

 第二の点は，建築は個体として存在しているのではなく，複数の建築が相互の関係を保ちつつ，しかも周

辺の環境と一体となって意味を持っているという事実である。これはあらためていうまでもない当たり前の

ことであるかもしれない。しかし，東アジアからアジアへと視野を広げるにあたって，特に必要な視点であ

ろう。建築だけを比較するのではなく，その背後にある建築群，さらに集落や都市までもふくめて比較しな

い限りわからないことがあまりに多いのである。特に都市史という視点は重要である。 

６．事務局（◎は代表者） 

◎玉井 哲雄 本館・研究部・教授 
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［国際研究集会］ 
 

歴博国際シンポジウム 2008（1） 

「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅴ－１」            2008 年 12 月６日～７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。2008 年度は両

国における民俗，歴史についての発表を中心に行った。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 

 小池 淳一 本館・研究部 「動物は道徳を解するのか？－説話の記録に関する問題提起－」 

 常光  徹 本館・研究部 「猫と蛇の俗信由来－中国浙江省の事例を中心に－」 

 大久保純一 本館・研究部 「浮世絵の動物戯画」 

 上野 祥史 本館・研究部 「鏡の四神図像と古代東アジア世界」 

 松尾 恒一 本館・研究部 「狩猟と動物霊の鎮魂」 

３．主な出席者 

 康権用，鄭然鶴，金美謙，千鎮基，李官浩（以上，韓国国立民俗博物館），小池淳一，常光徹，大久保純一，

上野祥史，松尾恒一（以上，本館・研究部），金賢貞（通訳・同徳女子大学校講師） 

４．成 果 

 民俗学，歴史学の分野から日本の５名が発表をおこなった。韓国側からそれぞれの発表についてコメント

が述べられたあと，質疑応答を行い，韓国の伝承や文献資料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Ⅴ－１』（日韓両国

語版 119 頁）を刊行した。 

５．課 題 

 2008 年 11 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趣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） 

 上野 祥史 本館・研究部・助教          大久保純一 本館・研究部・教授 

 小池 淳一 本館・研究部・准教授        ◎常光  徹 本館・研究部・教授 

 松尾 恒一 本館・研究部・准教授 
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歴博国際シンポジウム 2008（2） 

「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅴ－２」           2008 年 11 月 10 日～12 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。2008 年度は両

国における民俗，歴史についての発表を中心に行った。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 

 千鎮基 韓国国立民俗博物館 「動物民俗の研究について」 

 金美謙 韓国国立民俗博物館 「韓国国立民俗博物館の『十二支』展示と教育プログラム」 

 康権用 韓国国立民俗博物館 「済州島における『ドセギ』について」 

 李官浩 韓国国立民俗博物館 「韓国の村落信仰における供物について」 

 金鎬傑 韓国国立民俗博物館 「中国浙江省金華地域における『闘牛』の伝承について」 

３．主な出席者 

 千鎮基，金美謙，康権用，李官浩，金鎬傑（以上，韓国国立民俗博物館），小池淳一，小島道裕，安室知，

常光徹，松尾恒一，大久保純一，上野祥史（以上，本館研究部），金賢貞（通訳・同徳女子大学校講師） 

４．成 果 

 民俗学，歴史学の分野から韓国の５名が発表を行った。日本側からそれぞれの発表についてコメントが述

べられたあと質疑応答を行い，日本側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Ⅴ－２』（日韓両国語版 143 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は，民俗と動物を中心テーマに議論をすすめ，いくつかの問

題点が浮き彫りになった。こうした点についての今後の検討が必要である。 

６．事務局（◎は代表者） 

 上野 祥史 本館・研究部・助教          大久保純一 本館・研究部・教授 

 小池 淳一 本館・研究部・准教授        ◎常光  徹 本館・研究部・教授 

 松尾 恒一 本館・研究部・准教授 
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［外国人研究員］ 
 

氏  名 所  属 研究課題 受け入れ期間 

チェ スッギョン 

（崔 淑慶） 

韓国 

国立文化財研究所 
日本の無形文化遺産記録方法論の現況と課題 2008. 4. 1～2008. 9.26

オ ヨンサン 

（呉 英善） 

韓国 

国立中央博物館 

国立中央博物館と国立歴史民俗博物館の常設

展示比較研究 
2008. 4. 2～2008. 6.30

カン バオチョン 

（康 保成） 

中国 

中山大学 
唐の仏教と演劇 2008. 7. 1～2008. 9.30

 

 

［協定締結機関との交流］ 

 

招聘    

氏 名 所 属 用  務 期 間 

崔  淑慶 
韓国 

国立文化財研究所 
外国人研究員として招聘 2008. 4. 1～ 9.26

呉  英善 
韓国 

国立中央博物館 
外国人研究員として招聘 2008. 4. 2～ 6.30

宋  義政 
韓国 

国立中央博物館 

学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」研究会 

参加 

2008. 7.26～ 7.27

裵  眞晟 2008. 7.26～ 7.29

崔  銀水 

金  永才 

韓国 

国立民俗博物館 

展示プロジェクト委員会「〔染〕と〔織〕の肖像」 

出席 
2008.10.13～10.17

千  鎮基 

李  官浩 

金  鎬傑 

金  美謙 

康  權用 

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Ｖ－２」 

出席 
2008.11.10～11.12

袁  靖 

中国 

中国社会科学院 

考古研究所 

学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」研究打ち合

わせ等 
2008.11.20～11.29

申  敬澈 

金  斗喆 

千  羨幸 

林  尚澤 

韓国 

釜山大学校 

学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」最終報告会

出席 
2009. 1.23～ 1.28

白  雲翔 

徐  良高 

中国 

中国社会科学院 

考古研究所 

学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」最終報告会

出席 
2009. 1.23～ 1.28
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派遣    

氏 名 所 属 用  務 期 間 

藤尾慎一郎 

齋藤  努 

李  昌熙 

（リサーチア

シスタント） 

韓国 

釜山大学校 

基盤研究「歴史資料に対する自然科学的調査法の開発と

適用に関する研究」に関する調査 
2008. 8.28～ 8.31

常光  徹 

大久保純一 

松尾 恒一 

小池 淳一 

上野 祥史 

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Ｖ－１」 

出席 
2008. 9. 3～ 9. 5

澤田 和人 
韓国 

国立民俗博物館 
企画展示「〔染〕と〔織〕の肖像」に係る資料集荷 2008. 9.24～ 9.26

西本 豊弘 
韓国 

釜山大学校 

学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」研究打ち合

わせ等 
2008.10.12～10.15

西本 豊弘 
韓国 

釜山大学校 

学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」研究打ち合

わせ・資料採取等 
2008.12.11～12.13

澤田 和人 
韓国 

国立民俗博物館 
企画展示「〔染〕と〔織〕の肖像」の借用資料返却 2008.12.14～12.15

平川  南 
韓国 

国立中央博物館 
協定に基づく交流事業の協議等 

2008.12.17～12.20

高橋 一樹 2008.12.18～12.20

安田 常雄 

齋藤  努 

藤尾慎一郎 

韓国 

国立中央博物館 

「三国時代の青銅製品鉛同位体比を用いた産地推定研

究」による学術会議への出席 
2009. 2.19～ 2.21

西本 豊弘 

永嶋 正春 

住田 雅和 

（科研費支援

研究員） 

韓国 

釜山大学校 

学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」研究打ち合

わせ・資料調査等 
2009. 3.17～ 3.21

 

 

［海外派遣］ 
 

氏 名 渡航先 用  務 期 間 

共同研究    

松尾 恒一 韓国 
基盤研究「中世における儀礼テクストの綜合的研究」の研究会

発表および宗廟・奉元寺の儀礼調査 
2008. 6. 4～ 6. 6

玉井 哲雄 台湾 
基盤研究「東アジア比較建築文化史」研究会開催，台北・台中・

台南・高雄の建築調査 
2008. 7.17～ 7.24

常光  徹 中国 
基幹研究「兆・応・禁・呪の民俗誌」貴州省岩洞のトン族の民

間故事（口承文芸）の調査 
2008. 8.12～ 8.21
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氏 名 渡航先 用  務 期 間 

玉井 哲雄 中国 基盤研究「東アジア比較建築文化史」に係る中国建築調査 2009. 2.23～ 2.27

機構連携研究    

小島 道裕 
フランス 

機構連携研究「武士関係資料の総合化」国際研究集会への参加

および資料・展示調査 

2008. 4.21～ 4.27

高橋 一樹 2008. 4.21～ 4.28

西谷  大 中国 
機構連携研究「「湿潤アジアにおける『人と水』の統合的研究」

（地球研）に関する生業調査 
2008.11. 5～11.12

内田 順子 イギリス 
機構連携研究「アイヌ文化の図像表象に関する比較研究」に係

る学術会議および調査 
2008.11.24～11.29

展示開設に伴う調査・研究   

飯田瑞穂子 

（機関研究員）
アメリカ 

第６室リニューアル副室展示に係る資料調査・資料借用・資料

撮影・資料発送作業 

2008. 8.17～ 9. 9

原山 浩介 2008. 8.19～ 9. 9

原山 浩介 

アメリカ 
第６室リニューアル『戦争』，『占領』，『大衆文化』各ブロック

に係る資料調査・資料収集及び打合せ 

2009. 3. 1～ 3. 9

安田 常雄 

飯田瑞穂子 

（機関研究員）

2009. 3. 4～ 3. 9

玉井 哲雄 韓国 平成21年度企画展示「日本建築は特異なのか」に係る資料調査 2009. 3. 6～ 3. 8

総合研究大学院大学   

新谷 尚紀 フランス 
葉山高等研究センタープロジェクト研究「人間と科学：人工物

発達に関する総合研究」に関わる調査研究 
2008. 8.17～ 8.25

岩淵 令治 フランス 

海外先進教育研究実践支援制度「前近代巨大都市の比較研究お

よび現代フランスにおける「江戸」・「パリ」表象に関する研究」

による研究 

2009. 2. 2～ 9.30

科学研究費補助金   

平川  南 韓国 
基盤Ｂ「東アジアにおける韓国出土木簡の地域的性格」（早稲

田大学）による扶餘出土の百済木簡の調査 
2008. 5.24～ 5.26

西谷  大 
中国 

基盤Ｂ「亜熱帯地域における多民族の生業経済と定期市」に関

わる現地調査 

2008. 7.16～ 8.15

安室  知 2008. 7.16～ 7.23

安室  知 中国 
基盤Ａ「中国における民俗文化政策の動態的研究」（神奈川大

学）による民俗調査 
2008. 8.24～ 9. 5

日高  薫 フランス 基盤Ｂ「近世初期工芸にみる国際性」に関する作品調査 2008. 8.26～ 9. 3

西谷  大 中国 
基盤Ｂ「亜熱帯地域における多民族の生業経済と定期市」に関

わる国際シンポジウムに参加・発表 
2008. 8.27～ 8.31
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氏 名 渡航先 用  務 期 間 

久留島 浩 

青山 宏夫 

日高  薫 

勝田  徹 

ドイツ 
基盤Ｂ「『シーボルトが紹介しようとした日本』の復元的研究」

（長崎純心大学）における資料の調査及び撮影 
2008. 9. 3～ 9.13

宮田 佳樹 

（科研費支援

研究員） 

イタリア 

若手Ｂ「土器付着炭化物および土器胎土吸着物を用いた先史時

代の食性研究」AMS国際会議への出席，研究成果報告ローマ国

立博物館での研究打合せ 

2008. 9.13～ 9.23

坂本  稔 イタリア 
学術創成「弥生農耕の起源と東アジア」AMS国際会議への出席，

研究成果報告 
2008. 9.14～ 9.21

宮田 公佳 アメリカ 

基盤Ｃ「情報伝達における歴史像イメージングの構築とその博

物館学的評価」国際学会「Electronic Imaging」における研究

成果発表及び研究動向調査 

2009. 1.18～ 1.24

内田 順子 
イギリス 

ドイツ 

基盤Ｂ「欧米の人類学・写真に見えるアイヌ文化のイメージに

ついての研究」マンローコレクションのデジタル化に係る研究

打ち合わせ 

2009. 3. 2～ 3. 9

日高  薫 

澤田 和人 
ハンガリー 基盤Ｂ「近世初期工芸にみる国際性」に関する調査研究 2009. 3.12～ 3.18

その他の調査・研究・学会・シンポジウム等  

岩淵 令治 フランス 

機構連携研究「武士関係資料の総合化」国際研究集会への参加

及び総合研究大学院大学海外先進研究実践支援制度派遣「前近

代巨大都市の比較研究および現代フランスにおける『江戸』『パ

リ』表象に関する研究」（2009年２月から９月）の事前調査 

2008. 4.19～ 4.24

広瀬 和雄 韓国 横穴式石室を中心とした古墳の踏査 2008. 5.15～ 5.19

玉井 哲雄 韓国 
蔚山大学校において研究打合せ 

蔚山市内および周辺の都・建築関連の調査 
2008. 7. 2～ 7. 5

高橋 一樹 
スイス 

イタリア 

機構連携研究「武士関係資料の総合化」および基盤研究 

「中近世における武士と武家の資料論的研究」に関する研究打

ち合わせおよび中世都市遺構（ジュネーブ）の踏査 

ヨーロッパ日本研究協会第12回国際会議参加（レッチェ）資料

調査・収集（フィレンツェ） 

2008. 9.17～ 9.26

山田 慎也 韓国 日本と韓国の葬送儀礼の比較調査 2008.10.27～10.29

広瀬 和雄 

上野 祥史 
韓国 慶北大学校との国際交流事業の事前準備交渉 2009. 3.24～ 3.27

西谷  大 中国 海南島における漢族の生業調査 2009. 3.25～ 3.31

他の研究機関の依頼による海外調査・研究等  

上野 祥史 中国 
漢代文明国際学術検討会に出席 

漢代出土資料の検討 
2008. 5. 8～ 5.14

佐藤 優香 台湾 国立台湾史前文化博物館での展覧会開催 2008. 5.15～ 5.22

新谷 尚紀 

関沢まゆみ 
韓国 

2008年度沖間文化研究所国際学術会議「葬送儀礼と他界観の韓

日比較」出席のため 
2008. 5.29～ 6. 1
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氏 名 渡航先 用  務 期 間 

安室  知 韓国 
嶺南大学校での国際学術シンポジウム発表 

ウリ文化財研究院での民俗調査および研究交流 
2008. 6. 4～ 6. 9

平川  南 韓国 
成均館大学校東アジア学術院人文韓国事業団国際学術会議に

出席，発表 
2008. 8.26～ 8.30

松尾 恒一 韓国 韓国・霊山斎保存会主催の国際研究集会での研究発表 2008. 9.18～ 9.20

安室  知 韓国 
東アジア食生活学会での講演 

国立中央博物館での資料調査 
2008.10.24～10.27

上野 祥史 中国 
「西漢南越国考古与漢文化国際学術討論会」への出席 

広東地域出土漢代遺物及び関連遺跡の検討 
2008.12. 3～12. 9

上野 祥史 韓国 翰林大学校における講演及び韓国古墳研究会における講演 2009. 3.12～ 3.15

 

 


