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国際交流 
 

 

［概 要］ 
 

 歴博では，研究活動の国際的広がりを推進するため，国際研究集会の開催，外国人研究者の招聘，研究者

の海外派遣等を行なっている。2009 年度は，外国研究機関との連携を強化するため，さらに以下の取り組み

を行なった。 

１．新規協定の締結 

 2009 年５月，財団法人東亜細亜文化財研究院（韓国）と協定を締結し，考古分野での共同研究を開始した。

９月には，カナダ文明博物館と協定を締結し，先方で開催予定の特別展示「日本」への協力に合意した。 

２．協定に基づく国際交流事業の基盤整備 

 2009 年６月，国際交流協定に関する取扱いの見直しを行なった。新しい取扱いでは，協定機関との交流活

動の主体者に所定の様式による計画書の提出を義務づけ，それぞれを研究推進センターが支援するプロジェ

クトとして位置づけた。これに基づき，2009 年度は５件の事業が開始された。 

３．短期招聘外国人研究者の募集開始 

 従来，毎年数名の外国人研究者を，本館外国人研究員として受け入れてきたが，新たに，短期招聘外国人

研究者事業を創設し，2010 年度からの招聘に向け，第１回の募集を行なった。短期招聘事業は，若手～中堅

の外国人研究者を対象とし，外国研究機関とのネットワーク構築と国際共同研究のシーズ発掘を目指してい

る。 

 上記，協定機関との交流事業や共同研究，国際研究集会によるもの以外でも，外国人研究者の来訪は少な

くない。今年度は，ロシア科学アカデミー地理学研究所，オーストラリア国立博物館，国立羅州文化財研究

所（韓国），国立ベトナム歴史博物館準備室，オランダ教育文化科学省，遼寧省博物館（中国），フランス国

立科学研究センター，シーギリア博物館（スリランカ）などから来訪があり，展示見学，資料調査および本

館研究者との意見交換を行なった。 

 

国際交流担当 上野 祥史 

 

 

［国際交流事業一覧］ 
 

 相手機関名 事 業 名 事業主体者 

新 

 

規 

韓国 

国立中央博物館 
古代日本と古代朝鮮の文字文化に関する基礎的研究 

館長 

 平川  南 

中国 

中国社会科学院考古研究所 
日本と中国の動物考古学的研究 

研究部 

 西本 豊弘 
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 相手機関名 事 業 名 事業主体者 

新 

 

 

規 

韓国 

東亜細亜文化財研究院 
日韓低湿地遺跡の比較研究 

研究部 

 西本 豊弘 

カナダ 

カナダ文明博物館 

カナダ文明博物館特別展示「日本」実現のための基礎

的・実践的研究 

研究部 

 久留島 浩 

韓国 

慶北大学校博物館 

日韓古代の国際交流をめぐる総合的研究－倭・新羅交

渉史を中心として－ 

研究部 

 広瀬 和雄 

 
 

(1) 「古代日本と古代朝鮮の文字文化に関する基礎的研究」 

   2009～2012 年度 

(事業主体者 平川 南） 

 

１．目 的 

 近年，朝鮮半島，とりわけ韓国の各地で金石文の発見や木簡の出土があいついでおり，これらの出土資料

は，これまでの文献史料の欠を補うだけでなく，史料の新たな解釈をも生み出している。これによって従来

は知りえなかった古代朝鮮の文字文化について具体的な姿が次第にわかるようになり，日本の文字文化との

共通性も判明している。さらには，これらの文字資料を通して，古代朝鮮が古代日本の国家形成および古代

社会の基盤形成に多大な影響を与えたことが具体的に次々と立証されている。 

 この現況を踏まえて，韓国国立中央博物館と国立歴史民俗博物館が，両館の所蔵する古代日本と朝鮮の文

字を通じた交流・伝播過程を示す資料を中心として本格的な共同研究を開始する意義はきわめて大きいとい

える。具体的資料としては，韓国国立中央博物館蔵の石碑，舎利容器，瓦，土器などの金石文と木簡調査情

報，国立歴史民俗博物館蔵の古代石碑，正倉院文書，木簡などの複製品および銅印，文字瓦などの金石文の

実物資料を用いた共同調査・研究を実施する。これまでの古代文字文化に関する国内外の研究状況からいえ

ば，文献史料と主として木簡などの出土文字資料の釈文による研究が中心であったが，古代日本と古代朝鮮

の文字文化の実態を解明するには，多様な文字資料と実物（精巧な複製を含む）資料の詳細な観察と考察が

不可欠である。本共同研究では，両館の所蔵資料等を十分に活用・検討し，古代日本と古代朝鮮の文字文化

の形成過程を解明したい。 

 なお，第二期中期目標・中期計画において，日本の歴史と文化に関わりの深い東アジアの研究機関のうち，

すでに学術交流協定を締結している中国や韓国の博物館，研究所等を中心とした独自の研究ネットワークの

形成に交流活動の重点を置くとしている。本研究は，その独自の研究ネットワークの推進に大きく寄与する

ものである。 

２．今年度の研究計画 

 平成 21 年度は，歴博館蔵の古代石碑・正倉院文書などの複製品調査および中央博蔵の金石文調査にもとづ

く研究会を実施し，古代日本および古代朝鮮の文字文化の概要を把握する。 

３．今年度の研究経過 

 今年度は，歴博館蔵の古代石碑・正倉院文書などの複製品調査および中央博蔵の金石文調査に基づく研究

会を実施し，古代日本および古代朝鮮の文字文化の概要の把握に努めた。調査実施期間は以下のとおりであ
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る。 

 １）日本国立歴史民俗博物館研究者の訪韓調査 

  － 調査期間 １次－11 月１日～11 月４日（３泊４日） 

         ２次－12 月８日～12月 11 日（３泊４日） 

  － 調査内容：国立中央博物館所蔵品など韓国内文字資料調査および研究会 

 ２）韓国国立中央博物館研究者の訪日調査 

  － 調査期間 11 月 16 日～11 月 22 日（６泊７日） 

  － 調査内容：国立歴史民俗博物館所蔵品など日本内文字資料調査および研究会 

４．今年度の研究成果 

 二度にわたる日本から韓国への調査によって，中原楼岩里古墳群や丹陽赤城碑・中原高句麗碑など６世紀

代の主だった石碑を実見する機会を得た。各石碑の実見調査では，現物と照らし合わせて従来の釈文を再検

討するとともに，日本の出土文字資料にも通じる特徴的な字形を重点的に検討した。また，韓国国立中央博

物館所蔵の金石文資料，昌寧火旺山城木簡の実物調査を実施した。 

 また，韓国から日本への調査では，国立歴史民俗博物館所蔵の石上神宮七支刀・王賜銘鉄剣などの金石文

の複製による調査，木簡と正倉院文書複製とを並べた，木と紙との通用のあり方などを検討した。 

 いずれも実見調査の場では，日韓双方からの活発な議論を行った。今年度は，まず双方の資料を熟覧し，

どのような特徴があるのか，またどのような日韓の共通点・差異を見出せるのかに重点を置いた。今後は本

年度の調査結果をもとに，問題を絞りながら精査・議論していく予定である。 

 さらに，本共同研究推進のための協議の場がもたれ，今後の進め方と成果の公開方法について意見交換が

行われた。 

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

 宋  義政 韓国国立中央博物館         具  一会 韓国国立中央博物館 

 金  在弘 韓国国立中央博物館        ◎朴  仲煥 韓国国立中央博物館 

 三上 喜孝 山形大学文学部           李  成市 早稲田大学文学学術院 

 吉岡 眞之 本館・研究部・教授         高橋 一樹 本館・研究部・准教授 

 村木 二郎 本館・研究部・准教授       ○仁藤 敦史 本館・研究部・教授 

◎平川  南 本館・館長 

 なお，今年度の共同研究では，上記のうち，宋義政にかわり崔光植（韓国国立中央博物館館長）が，およ

び，金在弘にかわり徐侖希（韓国国立中央博物館歴史部学芸研究士）が新たに加わった。また，韓国国立中

央博物館と国立歴史民俗博物館との間での研究者派遣事業として，本年度は髙木理（早稲田大学大学院博士

課程）が韓国国立中央博物館での交流事業に従事し，本共同研究へ参加した。 

 

(2) 「日本と中国の動物考古学的研究」2009～2011 年度 

(事業主体者 西本 豊弘） 

 

１．目 的 

 日本列島の動物考古学的研究を行うためには中国大陸の動物遺体の研究が不可欠である。特に旧石器時代
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で日本列島が大陸と陸続きであり，大陸の動物群と日本列島の動物群は同じであり，当時の日本列島の旧石

器時代人と動物との関係を考える上で中国大陸の旧石器時代人の動物利用に関する知見が大いに参

考となる。 

 最近，西本は旧石器時代末に日本列島で絶滅したナウマンゾウやバイソンの骨格と伴って旧石器を発掘し

ており，中国大陸の動物利用を調査する必要が生じている。科学研究費も採択されたため，日本列島の旧石

器時代の研究を進めるために，中国社会科学院考古研究所を中心に中国大陸の動物考古学的研究を進める予

定である。 

 また，縄文時代と弥生時代になってもイヌやブタなどの家畜が中国大陸から渡来しており，日本のさまざ

まな家畜の研究にも中国大陸の家畜の研究が必要である。この研究は８年前から始めていたが，西本が学術

創成研究の代表者となったため科学研究費を途中で返上し，中断していたものである。 

 今年度から３年間はこの二つのテーマで中国社会科学院考古研究所の袁靖教授と共同研究を行う予定であ

る。 

２．今年度の研究計画 

 中国社会科学院考古研究所・古脊椎動物研究所での資料調査。 

 バイソン・ウシ・イヌ・ブタ・ウマの資料の検討。 

３．今年度の研究経過 

 22 年３月初めに北京の社会科学院考古研究所を訪問。殷墟の発掘で出土した大量の動物遺体を調査した。

また，袁靖教授や張雪蓮教授と今後の研究計画について打ち合わせた。具体的には，安定同位体分析のため

に殷墟出土動物骨の提供を依頼した。中国側で政府の許可を得るための手続きをしていただくこととなった。 

４．今年度の研究成果 

 殷墟から出土したウシ・ウマ・ブタ・イヌの骨を調査した。昨年までの殷墟の発掘で工人の仕事場所を発

掘しており，そこからウシなどの動物骨が大量に出土しており，その資料を見せていただくことができた。

まだ分類の最中であったが，ウシとブタが主体で，ウマの骨は少なかった。工人たちが食糧としていた魚類

や鳥類の骨も出土しており，今後の研究が期待される。 

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

◎袁   靖 中国社会科学院考古研究所      新美 倫子 名古屋大学博物館 

 浪形早季子 本館・科研費支援研究員      ○西本 豊弘 本館・研究部・教授 

 

(3) 「日韓低湿地遺跡の比較研究」2009～2011 年度 

(事業主体者 西本 豊弘） 

 

１．目 的 

 この研究の目的は，紀元後２世紀から６世紀にかけての韓半島と日本との関係を，低湿地遺跡出土資料の

分析によって比較研究することである。扱う資料は，韓半島南部の古村里遺跡などから出土した漆製品・木

器・骨角器・植物種子・木材・動物遺体である。 

 日本の弥生時代後期から古墳時代に相当する時期の韓半島南部では，新羅・百済・加耶などが分立し，日

本との関係が複雑に交差している時代である。この時代は青銅器や鉄器が用いられているが，木製品などの



127 

日常道具や食料などの生活実態については，ほとんど研究されていない。最近の古村里遺跡の発掘調査によ

って，本遺跡が低湿地に面する斜面に形成され，さらに背後の丘陵上に古墳群を持つ拠点的集落であること

が明らかになった。そして，低湿地部分から漆製品をはじめ植物種子・動物遺体・木材が多量に出土した。

そこで，それらの資料を分析し，当時の日本の弥生文化と比較検討することによって，弥生文化と大陸との

関連や弥生文化の独自性を明らかにするための基礎資料としたい。 

２．今年度の研究計画 

 古村里遺跡出土の漆製品・植物遺体・動物遺体の分析と年代測定。 

 木材の樹種同定を行い，環境復元のための基礎データとする。 

 遺跡採取の土壌の花粉分析などを行う。 

 12 月に東亜細亜文化財研究院で中間報告会を開催する。 

３．今年度の研究経過 

 木製品の樹種同定のために韓国馬山市の東亜細亜文化財研究院にて調査を行った。 

 木浦大学に保管されている古村里遺跡出土の動物遺体を調査し，その結果をもとに馬山市の東亜細亜文化

財研究院にて古村里遺跡の動物遺体について西本が講演した。 

 また，2010 年１月末に東亜細亜文化財研究院にて開催された古村里遺跡の共同研究の中間報告会に，西本

と永嶋と金憲奭（総研大院生）が出席して研究成果を報告した。 

４．今年度の研究成果 

 古村里遺跡出土の漆塗り木製品２点の漆技術を明らかにした。また木胎の年代を測定した。 

 動物遺体は，シカ・イノシシ・ブタ・ウシ・イヌ・ウマ・アシカなどが含まれていた。その中でシカの角

と頭部が多いことが特徴であり，動物遺体の内容の特徴から古村里遺跡は工人集団の村と推定された。 

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

 崔  恩娥 東亜細亜文化財研究院        権  鍾晧 東亜細亜文化財研究院 

 李  在弘 東亜細亜文化財研究院        鄭  鉉呼 東亜細亜文化財研究院 

◎裵  徳煥 東亜細亜文化財研究院        鈴木 三男 東北大学植物園 

 大山 幹成 東北大学植物園           新美 倫子 名古屋大学博物館 

 坂本  稔 本館・研究部・准教授        浪形早季子 本館・科研費支援研究員 

 住田 雅和 本館・科研費支援研究員      ○永嶋 正春 本館・研究部・准教授 

◎西本 豊弘 本館・研究部・教授 

 

(4) 「カナダ文明博物館特別展示『日本』実現のための基礎的・実践的研究」 

   2009～2011 年度 

(事業主体者 久留島 浩） 

 

１．目 的 

 カナダ文明博物館では，2011 年５月から同年 10 月までを会期として，特別展示「日本」を実施する予定

である。この展示は，カナダでは初めての，日本の歴史に重点を置いた展示であり，単なる美術展示とは大

きく異なるものである。しかも，展示構成を考える際に，リニューアルした第３展示室の展示から大きな影
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響を受けており，かつ現代と近世とを対比しようという点に特徴がある。 

 当館では，第３展示室でリニューアルした展示内容が，日本について詳しく知らないカナダの観客にどの

ように理解してもらえるか，どのような点に興味を持つか，さらにはどのような展示構成・解説を付せば理

解してもらえるか，などについて来観者研究を行う機会にもなる。また，日本の歴史を展示することそのも

のの持つ意味や限界についても研究する好機会になるものと考えており，言わば「異文化理解」をめぐる実

践的な研究だといえる。さらに，近世史に関する当館の研究や展示，所蔵資料について，カナダで広く宣伝

することになると考える。ちなみにカナダ文明博は，首都オタワにあることから観光のスポットでもあり,

年間の入館者が 100 万人を大きく越える国立の博物館である。 

 以上のような点に留意することで，①近世以降という点で時代はせまくはなるが，「日本」を歴史的に展示

するという試みが，海外の博物館において「日本」という「異文化」をいかに表象するか，②展示をしたこ

とで「日本」という「異文化」がどのように「理解」されたか，ということをテーマに，展示表象論，来観

者調査・分析・評価に関する共同研究を行うことにしたい。 

２．今年度の研究計画 

 展示構成の確定および展示品の確定および展示構成をめぐる意味づけについて，「「異文化」表象」論に関

する研究会を日本で２回開催し，展示構成最終案をつくる。 

３．今年度の研究経過 

 ９月にカナダ文明博物館との間で国際研究協力協定を結んで，共同での研究体制を整えることができた。 

同時に三木・エルダー両氏が来館し，「日本」展示に関する打ち合わせを行い，展示品のほぼ８割が確定した

だけでなく，今後の展示準備および「「異文化」表象」研究の進め方についてのおおよその合意を行った。12

月には，来日した三木氏を中心に，とくに「「異文化」理解」をめぐって研究会を行うとともに，今後の展示，

研究の進め方について打ち合わせを行った。2010 年２月，澤田准教授がカナダ文明博物館を訪問し，展示場

および機器について確認するとともに，同館およびカナダの主な博物館に収蔵されている日本製織物館関係

資料の調査・研究を行った。３月には，第６展示室の開室にあわせて三木・エルダー両氏が来館し，展示品

のうち歴博から貸し出すことのできるものについての最終確認および観客調査・研究についての打ち合わせ

を行った。３月末には，鈴木准教授が同館の情報関係システムおよび機器についての調査およびプログラム

の設定を行った。展示で利用する資料閲覧用コンピュータープログラムについてもフランス語版をこちらで

組み込む作業を行った。 

 なお，本年度９月に，カナダ文明博の都合で展示時期を一年間延期することになったが，再度変更され，

当初の予定通り開催されることになった。 

４．今年度の研究成果 

 今年度は，９月に国際交流協定を結んだことで，そのまま研究を前進させるつもりであったが，カナダ文

明博の事情で，ほぼ半年間進展しなかった。そのため，「「異文化」表象」についての研究は充分にはできな

かった。しかし，この間もメールのやりとりで打ち合わせを行ったことで，2010 年に入ってからは，展示構

成についての実質的な研究交流が急速に進み，展示品についてはほぼ確定することができた。「江戸図屏風」

のタッチパネルのフランス語版作成についてもほぼ完成した。また，観客調査の方法についても，検討する

機会を持ち，事前の日本イメージ調査と，来観者の日本イメージ調査を行うという計画をたてた。質問の意

図や具体的項目，実際の調査方法などについては，これから急いで確定したい。また，当館のこれまでの来
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観者調査および，今後実施する予定の３室の調査も踏まえて，日本イメージ（とくに近世イメージ）につい

ての日本とカナダの比較をするとともに，観客調査方法や評価方法についても比較研究を行いたい。今後は，

広報連携センターおよび来観者調査担当の協力を得ながら研究を進める必要がある。 

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

 三木 美裕 カナダ文明博物館         ◎アラン・エルダー カナダ文明博物館 

◎久留島 浩 本館・研究部・教授        ○小島 道裕 本館・研究部・教授 

 大久保純一 本館・研究部・教授         澤田 和人 本館・研究部・准教授 

 岩淵 令治 本館・研究部・准教授        鈴木 卓治 本館・研究部・准教授 

 

(5) 「日韓古代の国際交流をめぐる総合的研究－倭・新羅交渉史を中心と 

   して－」2009～2011 年度 

(事業主体者 広瀬 和雄） 

 

１．目 的 

 古代日韓交流の研究は，渡来文化との関連で加耶や百済を対象にしたものが活況を呈しているが，新羅と

のそれはさほど活発ではない。倭と新羅が敵対的であった，との通説的理解が大きく作用しているようだが，

近年の考古学調査や研究によって，必ずしもそうではない事実が明らかになってきている。そうした状況に

鑑み，国立歴史民俗博物館と慶北大学校博物館との共同研究（学術交流協定）で，古墳時代（３～７世紀）

を中心とした倭と新羅の交流史を明らかにし，彼我の王墓の比較研究を通して，新しい東アジアの古代史像

を構築することが，この研究の目的である。 

（１）考古資料－古墳副葬品などの出土品－を対象として，考古学的かつ理化学的調査・研究を通して倭と

新羅の交流を解明する。 

 ①考古学的な調査・研究 

 金銅冠・勾玉・耳環・鉄ﾌ秩 E三累環頭大刀・馬具・銅椀・新羅土器など，倭から新羅へ，新羅から倭へ運

ばれた文物の実態を明らかにする。 

 ②理化学的な調査・研究 

 比較研究の基礎となる倭と新羅の文物の実年代を，炭素 14 年代法で確定するとともに，それらの産地同定

をおこなうことで，交流の実相を明らかにする。 

（２）王墓の比較研究を通して，倭と新羅の政治構造を解明する。 

 ①墳丘構造・埋葬施設・副葬品の種類や組合せなどを分析し，彼我の王墓の編年体系を構築し，その形成・

展開・消滅を明らかにする。 

 ②慶州古墳群と古市古墳群，百舌鳥古墳群などの構造を比較することで，王墓の系譜（王統譜）や葬送観

念，あるいは墳墓を媒介とした政治構造などを明らかにする。 

（３）倭と新羅についての通説形成に，大きな影響力を行使してきた『日本書紀』などの文献に関する再検

討をおこない，古代国家形成史などを解明する。（１）（２）とあわせて，東アジア史的動向のなかで日韓古

代の歴史像を再構築する。 
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２．今年度の研究計画 

 学術交流協定を締結するにあたっての準備作業を実施する。 

３．今年度の研究経過 

 ①学術交流協定の進め方についての討議をおこなった。②倭の中央政権の対新羅政策といった観点から，

６～７世紀の北部九州における古墳群を，実地踏査をおこなって検討を加えた。③新羅・慶州古墳群を踏査

するとともに，嶺南大学校博物館や慶州博物館などの資料を調査し，韓国研究者との研究交流を実施した。

④出版刊行されている発掘報告書のカード化を，新羅の古墳を中心にすすめた。 

４．今年度の研究成果 

 ①学術交流協定の内容を固めた。②慶州古墳群と古市古墳群，百舌鳥古墳群の比較研究についての分析視

角を討議した。③日本列島の古墳からの出土品のなかで，新羅から渡来したものの概観をおこなった。 

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

 李  熙濬 慶北大学校             朱  甫敦 慶北大学校 

 尹  在碩 慶北大学校             李  泳鎬 慶北大学校 

◎朴  天秀 慶北大学校             杦山 晋作 本館・研究部・教授 

 藤尾慎一郎 本館・研究部・教授         仁藤 敦史 本館・研究部・教授 

 齋藤  努 本館・研究部・教授         坂本  稔 本館・研究部・准教授 

○上野 祥史 本館・研究部・准教授       ◎広瀬 和雄 本館・研究部・教授 

 

 

［国際研究集会］ 
 

歴博国際研究集会 2009（１） 

「日韓先史時代の集落研究」 2009 年 10 月 24 日～25 日 

  開催場所 同志社大学今出川キャンパス寒梅館 

 

１．目 的 

 2005 年～2007 年に実施した国立歴史民俗博物館基盤研究「縄文・弥生集落遺跡の集成的研究」（研究代表

藤尾）の成果報告書『国立歴史民俗博物館研究報告』第 149 集刊行６ヶ月後に，自分たちが行ってきた共同

研究の内容が，前の世代や立場を異にする人たちからみて，どのように受け取られているのかを直接知りた

いという外部の共同研究員の声を受けて国際研究集会を開催した。 

２．内 容 

■第１日 2009 年 10 月 24 日（土） 記念講演 

 李亨源（韓神大学校博物館） 「集落構造からみた韓国中西部地域の青銅器社会」 

 李秀鴻（蔚山文化財研究院） 「蔚山地域の青銅器時代集落について」 

 裵眞晟（韓国国立中央博物館考古部） 「無文土器時代前期の墓制」 

■第２日 2009 年 10 月 25 日（日） 研究発表 

 藤尾慎一郎・濵田竜彦（鳥取県埋蔵文化財センター） 「集落論の基礎的な方法論について」 
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 設楽博己（駒澤大学）・小澤佳憲（福岡県教育庁文化課） 「集落の形成要因と統合原理（祭祀・経済）」 

 石黒立人（愛知県埋蔵文化財センター）・柴田昌児（愛媛県埋蔵文化財調査センター） 

「集落構造－平面構成と集落・集団間関係－」 

 小澤佳憲・若林邦彦（同志社大学） 「単位集団論」 

 総合討論 

  司会 石黒立人・若林邦彦 

  コメンテーター 豆谷和之（田原本町役場），桑原久男（天理大学），田崎博之（愛媛大学）， 

          安藤広道（慶應義塾大学） 

  通訳 李 昌熙（総合研究大学院大学・大学院生） 

３．主な出席者 

 高瀬克範（明治大学），野島永（広島大学），吉田広（愛媛大学），小椋純一（京都精華大学），小林謙一（中

央大学），森岡秀人（芦屋市教育委員会），森井貞雄（大阪府教育委員会），坂本稔（本館・准教授），上野祥

史（本館・准教授）ほか 

４．成 果 

 １日目は韓国の若手研究者３人による，韓国青銅器時代集落遺跡の現状と課題について報告を受けた。韓

国でもソウルや忠清道を中心に歴博の新年代が浸透しつつあり，新年代に基づいた発表と，従来の年代観に

基づく発表が混在していた点は，日本より進んでいることがわかった。 

 ２日目は成果報告書の内容をめぐる質疑をおこなった。４つのテーマに分け，テーマ毎に議論した。共同

研究では若い研究者が現状を打開しようといろいろな試みをおこない，それを論文にして，シンポで説明し

たのに対して，会場から批判は出るものの，こちらからの提案に対する対案の提示はないなど，一方通行に

終わった感が強い。今後世代間のギャップや立場の違いをどのように埋めていくのか，課題を残したといえ

よう。 

 本シンポは，共同研究→成果報告書→シンポジウムを通しての直接的な呼びかけ，という新しい研究スタ

イルを実践したものである。成果報告書を出して自己満足に終わるのではなく，直接研究者の意見を聞き，

答え，浮き彫りにされた問題点をさらなる出発点として，次の研究につなげていく所存である。 

 なお，当日配付資料としてレジメ集『日韓先史時代の集落研究』（日韓両言語版 132 頁）を刊行した。 

５．課 題 

 その結果，AMS－炭素 14 年代の成果を受けた新年代で物事を考えている共同研究員と情報不足の会場との

間での齟齬はいかんともしがたく，まだまだ成果の普及が足りないことを実感させられた。今後は研究集会

の記録を 2010 年３月締め切りの歴博研究報告通常号に投稿して，シンポジウムの成果を広く学界に広めたい。 

６．事務局（◎は代表者） 

◎藤尾慎一郎 本館・研究部・教授          李  昌熙 総合研究大学院大学・大学院生 
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歴博国際研究集会 2009（２） 

「日韓における古墳・三国時代の年代観Ⅲ」 2009 年 12 月 12 日 

  開催場所 九州国立博物館ミュージアムホール 

  共催 釜山大学校博物館，後援 九州国立博物館 

 

１．目 的 

 ３世紀から７世紀にかけて，日本列島は古墳時代にあたり，朝鮮半島は三国時代にあたる。この時代の交

流は，日本列島と朝鮮半島の古代国家の形成に大きな影響を与えた。相互交流の様子を知るためには，古墳

時代と三国時代の年代観を整理する必要がある。ここでは，考古資料や文字資料を通じて，二つの年代観の

関係をどのように整理してゆけるのか示すことにする。 

２．内 容 

 平川 南（本館・館長） 基調講演「日韓古代世界の年代標記」 

 和田晴吾（立命館大学） 報告１「古墳時代の年代決定法をめぐって」 

 趙 栄済（慶尚大学校） 報告２「形式乱立期の加耶土器と年代論」 

 広瀬和雄（本館・教授） 報告３「古墳の年代観と日韓交渉史」 

 申 敬澈（釜山大学校） 報告４「韓国考古資料からみた日本古墳時代年代論の問題点」 

  司会 上野祥史（本館・准教授） 

  通訳 千 羨幸（全北大学校），平郡達哉（釜山大学校・特別研究員） 

３．主な出席者 

 金斗喆（釜山大学校），南勲澈（釜山大学校），金一圭（ハンオル文化遺産研究院），森田稔（九州国立博物

館），赤司善彦（九州国立博物館）,甲元眞之（熊本大学），東潮（徳島大学），吉井秀夫（京都大学），武末純

一（福岡大学），桃崎祐輔（福岡大学），岸本直文（大阪市立大学）ほか 

４．成 果 

 日韓の研究者が合同して，古墳時代と三国時代の年代観を調整・検討しようと試みた国際研究集会で，３

年計画の最終年度に相当する。これまでの議論の総括を目指して，年紀表記の相対視点を提示することと，

考古学研究における年代論の回顧と展望を目標とした。 

 前者は，年紀表記の意味・意義を文献史学の立場から総括し，同時期の紀年資料に対する外からの視点を

提示した。そして，後者では，年代観の差異をひとまずおいて，それぞれの視点で，考古学から古墳時代・

三国時代の暦年代へと接近する方法論やその限界を整理し，日韓の年代観の先に遠望する歴史像を対比した。 

古墳時代及び三国時代に対して，体系的な視点を有する研究者の報告により，年代論を総括し，回顧と展望

をはかるという目的は果たせた。なお，日韓双方から 30 名近い研究者の参加があり，九州での開催は実りあ

るものとなった。 

５．課 題 

 ３年間にわたって，日韓の研究者が古墳時代と三国時代の年代観について，視点を変えて議論を深めてき

た。論点や問題点が改めて鮮明になったことは大きな成果であるが，それは議論の場が継続したことに因る

ものである。当企画は，今後とも長期的な視点で国際的な議論を継続することの重要性を改めて示している

と考える。 
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６．事務局（◎は代表者） 

 安  星姫 釜山大学校博物館           河野 一隆 九州国立博物館 

◎上野 祥史 本館・研究部・准教授 

 

歴博国際研究集会 2009（３） 

「東アジアの宗教儀礼と表象文化」 2009 年 12 月 23 日 

 ★基盤研究「【公募型】中世における儀礼テクストの綜合的研究－館蔵田中旧蔵文書『転法輪鈔』を中心と

して－」（64－68 頁）を参照 

 

歴博国際研究集会 2009（４） 

「民俗のなかの植物－日韓比較の視点から－」 2009 年 12 月 24 日 

  開催場所 国立歴史民俗博物館大会議室 

 

１．目 的 

 本研究集会は韓国国立民俗博物館とのあいだで５年間行なってきた研究交流のまとめを行なうとともに，

今後の日韓における歴史・民俗系の博物館における協業の可能性を探ることを目的として「植物」をテーマ

に開催した。既に同様の趣旨とテーマで 2009 年 10 月に韓国民俗学者大会（韓国・安東で開催）に歴博のメ

ンバーが参加，発表し，討論を行っている。日本では歴博主催の国際研究集会として実施した。 

２．内 容 

基調講演 

 篠原 徹（日本民俗学会会長／人間文化研究機構理事） 

 「雑木林のなかの生活－日韓比較民俗自然誌への試み－」 

報告第Ⅰ部 

 千 鎭基（韓国国立民俗博物館・学芸課長） 「地域を象徴する樹木について」 

 金 在浩（安東大学校・講師） 「伝統的な農耕活動と植物の利用」 

 趙 淑晶（全北大学校・講師） 

 「豆に関する民族生物学的分類についての予備的考察－全羅北道の事例を中心に－」 

報告第Ⅱ部 

 山田厳子（弘前大学・准教授） 「桑の木に宿る神－青森県津軽地方におけるオシラサマ信仰の現在－」 

 内田順子（本館・准教授） 「先触れの花としての梯梧－沖縄の場合」 

 松田睦彦（本館・助教） 「地域生業としての林業労働－奈良県吉野郡川上村白屋の事例から－」 

  司会 小池淳一（本館・准教授） 

  通訳 金 賢貞（同徳女子大学校・非常勤講師），渡部 鮎美（本館・外来研究員） 

３．主な出席者 

 コメンテーターとして，沈宰奭（韓国国立民俗博物館），呉昌炫（韓国国立民俗博物館），安廷允（韓国国

立民俗博物館），小池淳一（本館・准教授），関澤まゆみ（本館・准教授），西谷大（本館・准教授）が参加，

討論に加わった。その他，葉山茂（本館・外来研究員），大学院学生等が参加した。 
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４．成 果 

 最初の篠原徹（日本民俗学会会長）による基調講演「雑木林のなかの生活－日韓比較民俗自然誌への試み」

では，長年の民俗自然誌研究の経験から，植物生態の把握に基づく民俗の展開と比較分析の可能性が提示さ

れた。 

 次いで第Ⅰ部では韓国側から千鎮基（国立民俗学博物館），金在浩（安東大学校），趙淑晶（全北大学校）

の３氏による報告に日本側のコメントを加えるかたちで議論が進められた。ここでは地域の象徴としての樹

木の問題，地域生活における植物資源の多様な利用，豆の民俗分類に関する民俗認識といった問題が具体的

なデータとともに提示され，それに対して，日本の研究事情や比較のための論点整理が行われた。 

 第Ⅱ部では山田厳子（弘前大学），内田順子（歴博），松田睦彦（歴博）から，桑から民俗祭祀の対象が生

み出される過程，デイゴの花に関する民俗的な象徴性，林業経営を支える条件や複合性に関する報告があり，

主として仏教民俗との関わり，沖縄民俗の日本の民俗文化における位置，日韓の林業経営の普遍性と特殊性

等に関して韓国側からのコメントが寄せられた。 

 全体として植物の民俗に関する日韓の研究蓄積の差異と植生や自然認識に関わる比較研究の可能性が広範

に議論された。結果として，日韓の民俗と民俗学を対象に即して再認識し，新たな研究協力の可能性を確認

することができたといえよう。 

５．課 題 

 昨年度は「動物」を共通テーマとして研究交流を図ったが，今年度の「植物」というテーマは，民俗文化

の種々相にかかわり，比較のレベルやデータの質の面で「動物」よりも議論が拡散する傾向があった。この

ことは一面でこうした比較研究が多くの可能性を持つことを示すが，民俗文化の場合は，特定の地域社会を

取り上げて比較をすることで課題の一層の焦点化が可能になるであろうことが見通せたと考える。今後はこ

の点に留意して研究交流を模索すべきであろう。 

６．事務局（◎は代表者） 

◎小池 淳一 本館・研究部・准教授         渡部 鮎美 本館・外来研究員 
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［外国人研究員］ 
 

氏  名 所  属 研究課題 受け入れ期間 

リ タク 

(李   卓） 

中国 

南開大学 

近・現代日本における女性の生活

および社会の貢献へのありかたに

ついての考察 

2009.6.5～2009.10.4 

エルキン H. ジャン 

(ERKIN, H. Can） 

トルコ 

アンカラ大学 

日本中近世過渡期における外交文

書の研究 
2009.6.24～2009.9.22 

イ ヨンジェ 

(李  妍宰） 

韓国 

国立文化財研究所 

日本金属工芸品研究方法の理解を

通した韓国古代金属工芸品研究方

法論の模索－古墳出土金属工芸品

の製作技法および文様研究を中心

として－ 

2009.9.1～2009.11.30 

キム イルキュ 

(金  一圭） 

韓国 

ハンオル文化遺産研究院 
日本出土古式陶質土器の編年研究 2009.12.1～2010.1.31 

 

 

［協定締結機関との交流］ 

 

招聘    

氏 名 所 属 用  務 期 間 

李  妍宰 
韓国 

国立文化財研究所 
外国人研究員として招聘 2009.9.1～11.30 

裵  眞晟 
韓国 

国立中央博物館 
国際研究集会「日韓先史時代の集落研究」 2009.10.23～10.26 

崔  光植 

韓国 

国立中央博物館 

国際交流事業「古代日本と古代朝鮮の文字文化

に関する基礎的研究」に係る調査 

2009.11.17～11.20 

朴  仲煥 

徐  侖希 

髙木  理 

2009.11.16～11.22 

申  敬澈 

安  星姫 

南  勳澈 

平郡 達哉 

韓国 

国立釜山大学校博物館 

国際研究集会「日韓における古墳・三国時代の

年代観Ⅲ」参加 
2009.12.11～12.15 

ロナルド トビ 
アメリカ 

イリノイ大学 

第３展示室評価検討会および第６展示室内覧

会・オープンセレモニーのため 
2010.3.12～ 3.17 
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派遣    

氏 名 行 先 用  務 期 間 

西本 豊弘 
韓国 

東亜細亜文化財研究院 
古村里遺跡出土動物遺体の調査 2009.4.26～ 5.1 

西本 豊弘 
韓国 

東亜細亜文化財研究院 

東亜細亜文化財研究院発掘調査現場遺構と出土

遺物に関する学術交流および学術セミナー 
2009.7.20～ 7.25 

藤尾慎一郎 

齋藤  努 

韓国 

国立中央博物館 

国立釜山大学校博物館 

青銅器時代～古代における鉛同位体比測定用，

および年代測定用資料のサンプリング調査と調

査計画打合せ 

2009.8.5～ 8.8 

上野 祥史 
韓国 

国立中央博物館 
５世紀前後の朝鮮半島出土資料の検討 2009.10.17～10.20 

青山 宏夫 

原山 浩介 

韓国 

国立文化財研究所 

韓国国立文化財研究所開催「東アジア文化遺産

フォーラム」参加 
2009.10.24～10.28 

西本 豊弘 

浪形早季子 

(科研費支援研究員) 

韓国 

国立釜山大学校博物館 
韓国出土の旧石器の調査 2009.10.28～11.4 

平川  南 

仁藤 敦史 

村木 二郎 

韓国 

国立中央博物館 

国際交流事業「古代日本と古代朝鮮の文字文化

に関する基礎的研究」に係る調査 
2009.11.1～11.4 

上野 祥史 
韓国 

国立中央博物館 
５世紀前後の朝鮮半島出土資料の検討 2009.11.15～11.18 

齋藤  努 

藤尾慎一郎 

韓国 

国立中央博物館 

科研基盤Ｂ「古代日韓における青銅器の製作お

よび流通と原料産地の変遷に関する研究」中央

博との打合せ，鉛同位体比用試料サンプリング 

2009.11.21～11.24 

村木 二郎 
韓国 

国立中央博物館 

出土青銅製品の分析試料採取と中世遺跡発掘現

場の見学 
2009.11.21～11.24 

平川  南 
韓国 

国立中央博物館 

国際交流事業「古代日本と古代朝鮮の文字文化

に関する基礎的研究」に係る調査 
2009.12.8～12.11 

西本 豊弘 

永嶋 正春 

韓国 

東亜細亜文化財研究院 
東亜細亜文化財研究院との共同研究会 2010.1.28～ 1.30 

澤田 和人 
カナダ 

文明博物館 

国際交流事業「カナダ文明博物館特別展示「日

本」展実現のための基礎的・実践的研究」に関

わる会議及び調査研究 

2010.2.22～ 3.1 

西本 豊弘 

中国 

中国社会科学院 

考古研究所 

国際交流事業「日本と中国の動物考古学的研究」

に係る調査 
2010.3.4～ 3.6 

松尾 恒一 
アメリカ 

イリノイ大学 

共同研究（基盤研究）「中世における儀礼テクス

トの綜合的研究」における研究集会開催につい

ての打ち合わせ 

2010.3.16～ 3.20 

鈴木 卓治 
カナダ 

文明博物館 

カナダ文明博物館との協定に基づき，企画展の

ための調査，打合せ 
2010.3.28～ 4.2 
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［海外派遣］ 
 

氏 名 渡航先 用  務 期 間 

共同研究 

松尾 恒一 中国 
基盤研究「中世における儀礼テクストの綜合的研究」中国
仏教儀礼・唱導関係，史跡・伝承調査 

2009.9.18～ 9.22 

玉井 哲雄 
上野 祥史 

ネパール 基盤研究「建築と都市のアジア比較文化史」にかかる調査 2009.12.20～12.28 

人間文化研究総合推進事業・機構連携研究 

原山 浩介 アメリカ 
アメリカ合衆国ワシントン州における日本人移民関係資料
に関する現存状況の調査と研究交流 

2009.12.20～12.24 

久留島 浩 ドイツ 
シーボルト記念館所蔵の日本軍捕虜（ドイツ人ケベアライ
ン）関係資料調査および研究会 

2010.2.11～ 2.15 

展示開設に伴う調査・研究 

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
集荷 

2009.5.6～ 5.8 

藤尾慎一郎 韓国 平成21年度企画展示「縄文はいつからI 」に係る資料集荷 2009.10.8～10.9 

飯田瑞穂子 
(機関研究員） 

アメリカ 
第６展示室 大衆文化展示資料複製品色校正，戦争・占領・
大衆文化・副室パネル用資料の収集 

2009.11.3～11.12 

藤尾慎一郎 韓国 平成21年度企画展示「縄文はいつからI 」に係る資料返却 2010.1.26～ 1.27 

内田 順子 
松田 睦彦 
太田  歩 
(研究支援推進員) 

オーストラリア 第４室リニューアル，先住民を扱った展示手法の視察 2010.3.6～ 3.15 

丸山 泰明 
(機関研究員） 

中国（香港・ 
マカオ） 
台湾 

第４展示室，東アジアの幸福祈願の調査および資料収集 2010.3.27～ 3.31 

総合研究大学院大学 

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 

工藤雄一郎 アメリカ 
若手Ｂ「14Ｃ年代測定法を用いた先史時代の植物利用に関
する年代学的研究」第20回放射性炭素国際会議への出席，
研究動向調査 

2009.5.31～ 6.5 

坂本  稔 アメリカ 
基盤Ａ「日本産樹木年輪による炭素14年代の高精度較正曲
線の作成」第20回放射性炭素国際会議への出席，研究動向
調査 

2009.5.31～ 6.7 

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」
に関わる研究調査及びIUAESでの研究発表 

2009.7.27～ 8.1 

新谷 尚紀 
関澤まゆみ 

フランス 
基盤Ｂ「民俗信仰と創唱宗教の習合に関する比較民俗学的
研究」に関する資料調査 

2009.8.6～ 8.26 
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氏 名 渡航先 用  務 期 間 

青山 宏夫 
日高  薫 

オランダ 
ドイツ 

基盤Ｂ「『シーボルトが復元しようとした日本』の復元的研
究」（長崎純心大学）における資料の調査・研究 

2009.8.23～ 9.6 

勝田  徹 
オランダ 
ドイツ 

基盤Ｂ「『シーボルトが復元しようとした日本』の復元的研
究」（長崎純心大学）における資料の調査・研究にかかる写
真撮影 

2009.8.23～ 9.6 

坂本  稔 中国 
基盤Ａ「日本産樹木年輪による炭素14年代の高精度較正曲
線の作成」第３回東アジア加速器質量分析法シンポジウム
への出席，研究動向調査 

2009.10.19～10.22 

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」
に関わる研究会参加及び資料調査 

2009.12.16～12.23 

齋藤  努 
藤尾慎一郎 

韓国 
基盤Ｂ「古代日韓における青銅器の製作および流通と原料
産地の変遷に関する研究」による京畿道出土青銅器などの
調査と鉛同位体比用資料サンプリング 

2010.2.21～ 2.24 

西谷  大 中国 
基盤Ｂ「近代化にともなう人為由来の科学物質の生態系へ
の導入とその健康影響の解明」（東京大学）にかかる打ち合
わせと資料調査 

2010.2.27～ 3.2 

坂本  稔 韓国 
基盤Ａ「日本産樹木年輪による炭素14年代の高精度較正曲
線の作成」日韓文化財科学国際シンポジウムでの研究成果
報告 

2010.3.25～ 3.28 

日高  薫 
ドイツ 

基盤Ｂ「シノワズリの中の日本－17～19世紀の西洋におけ
る日本文化受容と中国」に関する調査研究 

2010.3.22～ 3.30 

澤田 和人 2010.3.21～ 3.29 

その他の調査・研究・学会・シンポジウム等 

西本 豊弘 韓国 古村里遺跡出土動物遺体の調査 2009.4.26～ 5.1 

山田 慎也 中国 国際人類学民族学連合（IUAES）第16回大会における発表 2009.7.27～ 8.1 

常光  徹 中国 中国貴州省トン族の民間故事調査 2009.8.11～ 8.20 

李   卓 
(外国人研究員） 

中国 
国際シンポジウム「グローバル化における東アジアの制度
改革」参加 

2009.9.11～ 9.15 

高橋 一樹 
スイス 
フランス 

チューリッヒ大学日本学科との学術交流およびヨーロッパ
の博物館における武士関係資料展示の調査 

2009.9.24～10.2 

玉井 哲雄 韓国 
京畿大学校において研究打ち合わせ，ソウル市内及び周辺
の都市・建築関連の調査 

2010.1.7～ 1.10 

広瀬 和雄 
上野 祥史 

韓国 慶州古墳群を中心とした新羅古墳の調査 2010.3.8～ 3.11 

他の研究機関の依頼による海外調査・研究等 

小池 淳一 アメリカ 
コロンビア大学日本宗教センター主催陰陽道シンポジウム
に出席，報告のため 

2009.4.29～ 5.4 

平川  南 韓国 
国立扶余博物館シンポジウム「古代木簡と山城」における
基調講演 

2009.6.3～ 6.6 

久留島 浩 
スイス 
イギリス 

近代国民国家形成期におけるスイスと日本の比較研究，ス
イスにおける博物館の研究，外国における日本近世史料解
読教授法の研究等（チューリッヒ大学招聘） 

2009.6.30～10.26 
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氏 名 渡航先 用  務 期 間 

日高  薫 イギリス 
ヴィクトリア＆アルバート美術館における会議「Crossing 
Borders: The Conservation, Science and Material Culture 
of East Asian Lacquer」における発表 

2009.10.28～11.3 

常光  徹 
松尾 恒一 
内田 順子 
松田 睦彦 韓国 

韓国国立民俗博物館との研究交流の一環としての国際学術
セミナー参加 

2009.10.29～10.31 

小池 淳一 
韓国国立民俗博物館との研究交流の一環としての国際学術
セミナー参加及び中央大学校での学術講演 

2009.10.29～11.2 

玉井 哲雄 台湾 
台湾大学芸術史研究所における公開公演「日本列島におけ
る民家の誕生」のため 

2009.11.30～12.3 

宮田 公佳 台湾 
国際学会「TELDAP International Conference」における招
待講演のため 

2010.3.1～ 3.5 

 


