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４ 国際交流 

 

[概 要] 
 

 歴博では，研究活動の国際性を拡充するべく，国際研究集会の開催や外国人研究者の招聘，研究者の海外

派遣等を行っている。2010 年度は，海外の研究機関との連携を強化するため，以下の取り組みを行った。 

１．新規協定の締結 

2010 年８月には，新たに慶北大学校博物館（大韓民国）と交流協定を締結した。また，国立民俗博物館（大

韓民国）や釜山大学校博物館（大韓民国）とは，新たに第２期の交流協定を締結した。第１期協定の成果を

基礎に新たな展開を目指して，更なる学術交流の推進に取り組んだ。 

２．交流協定に基づく国際交流事業の充実 

 2010 年度に協定を締結した３機関との間には，それぞれ個別の国際交流事業が新たに始まった。慶北大学

校博物館とは，考古学と歴史学分野を中心にした「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―」を推進した。国立民俗博物館とは，民俗学分野を中心にした「博物館型研究統合による

日韓地域研究」を推進し，釜山大学校博物館とは，考古学と分析化学分野を中心にした「日韓古代人骨の分

析化学・年代学研究と三国時代の実年代」を推進した。 

 なお，連携展示『アジアの境界を越えて』の開催に際しては，展示資料の借用をはじめ交流協定締結機関

である国立中央博物館（大韓民国）より多大な支援を受けた。 

３．短期招へい外国人研究者の受入 

 短期招聘事業は，若手や中堅の研究者を対象としたものであり，海外の研究機関とのネットワーク構築や

国際共同研究の模索を目指したものである。短期招へい外国人研究者は，前年度までに制度を整備して募集

を終えており，今年度より実質的な制度の運用が始まった。 

2010 年度には，ヨーロッパ・アメリカ・アジアの各地から５名の短期招へい外国人研究者を受け入れた。

初年度には，その制度に相応しく各地から多くの研究者を招聘することが実現した。 

４．国際研究集会の開催 

 2010 年度は，国際シンポジウムを１回，国際研究集会を２回，人間文化研究機構シンポジウムを１回開催

した。東京大学で開催した国際シンポジウム「『韓国併合』100 年を問う」では，1,000 名を超える参加者が

集い，研究情報を発信し議論する場として大きな成果を挙げた。また，国際研究集会「東アジアにおける宗

教テクストと表象文化」を，アメリカ合衆国のイリノイ大学にて開催した。アジアを議論する場がアメリカ

において実現した意義は大きい。 

 上記協定締結機関との交流事業や共同研究，国際研究集会など以外にも，外国人研究者の来訪は少なくな

い。今年度は，グライフスヴァルト大学（ドイツ），漢陽大学（大韓民国）などの機関より研究者の来訪があ

り，展示見学や資料調査を通じて本館研究者との交流があった。 

国際交流担当 上野 祥史 
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[国際交流事業一覧] 

 

 相手機関名 事 業 名 事業主体者 

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 

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 

継 

続 

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 

韓国 
国立民俗博物館 

博物館型研究統合による日韓地域研究 
研究部 
 小池 淳一 新 

規 韓国 
釜山大学校博物館 

日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の
実年代 

研究部 
 藤尾 慎一郎

 
 

(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古代朝鮮

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
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ものである。 

２．今年度の研究計画 

平成 22 年度は，歴博独自の研究ネットワークの一つとして，すでに学術交流協定を締結している韓国国立

中央博物館との第二期共同研究（全４年計画）の２年目にあたる。本年度は，年２回程度の研究会を実施す

る。また，両館所蔵品および両国内の資料調査を実施する。特に，古代朝鮮の金石文調査と各地の木簡調査

概要の把握に努める。一方，古代日本の特に東北辺地域の文字文化の実態調査を実施する。これらの調査を

通じて，古代朝鮮と古代日本における都と地方の文字文化比較と両国の共通性・差異性を解明する。また，

来年度に韓国国立中央博物館で開催を予定している日韓古代文字資料に関する企画展示のための準備研究と

して，展示資料の選定・調査もあわせておこなう。 

なお，共同研究では，科学研究費補助金基盤研究（Ａ）「古代における文字文化形成過程の総合的研究」に

おける研究とも連携させ幅広い視野での資料考察を進める。 

３．今年度の研究経過 

今年度は，具体的な調査地を絞り，韓国では慶州における新羅関連の文字資料および遺跡を，日本では東

北多賀城の遺物および遺跡を対象とした。各調査の実施期間は以下のとおりである。 

 １)日本国立歴史民俗博物館研究者の訪韓調査 

  ― 調査期間 ９月８日～９月 12 日（４泊５日） 

  ― 調査内容：国立中央博物館所蔵品・国立慶州博物館所蔵品（雁鴨池関連）の調査および研究会 

 ２)韓国国立中央博物館研究者の訪日調査 

  ― 調査期間 10 月 14 日～10 月 15 日（２泊３日） 

  ― 調査内容：多賀城碑および東北歴史博物館における多賀城関連資料の調査 

４．今年度の研究成果 

 韓国における調査では，主に国立慶州博物館・国立中央博物館において慶州の新羅王宮関連遺跡（雁鴨池・

月城垓子）からの出土遺物を調査した。これまで本格的調査が行われてこなかった主要な墨書土器・刻書土

器をカードに記録しながら精査し，検討会を行った。その結果，雁鴨池刻書土器にみえる「辛審龍王」「龍王

辛」が東宮官司の「龍王典」に関するものであること，「審」は「番」を誤って書いた可能性が高いこと，ま

た土器には窯記号のような記号がみられることなどが明らかになった。さらに，伝仁容寺址遺跡出土木簡の

調査から新羅における龍王祭祀の実施が判明した。 

 また，両館による日本国内の調査では，多賀城碑をはじめとする多賀城関連遺物の調査を実施した。東北

歴史博物館における特別展示「多賀城・大宰府と古代の都」にて収集された資料を重点的に調査したほか，

日本における代表的な石碑である多賀城碑を精査し，韓国石碑との類似点・相違点を明らかにした。さらに，

本共同研究推進のための協議の場がもたれ，次年度開催予定の韓国国立中央博物館における特別展示「文字

からみた古代人の生活」（仮）の開催について意見交換を行った。 

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

 崔  光植 韓国国立中央博物館         具  一会 韓国国立中央博物館 

 徐  侖希 韓国国立中央博物館        ○李  鎔賢 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        高橋 一樹 本館・研究部・准教授  
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 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，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，畑中彩子（学習院大学東洋文化研究所客員研究員）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。また，韓国国立中央博物館の李鎔賢が，平成 22 年度国立歴史民俗博物館短期招へい外国

人研究者として（2011 年１月 25 日～2011 年２月 23 日まで），館内資料および日本国内の主要な古代文字資

料の調査研究に従事した。 

 

(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

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。 

 2009 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より，ウシ・イヌ・ブタの資料を借用し，安定同位体分析を行うことである。 

３．今年度の研究経過 

 平成 22 年夏から秋にかけて，北京の社会科学院考古研究所を通じて，遺跡出土動物骨の資料を分析するこ

とを国家文物局に申請し許可を得ることができた。しかし，諸般の事情により資料の送付は実現しなかった。

そのため，これまでに中国で行われたブタの安定同位体分析の結果について文献を収集するだけにとどまっ

た。 

４．今年度の研究成果 

 今年度は実際に同位体分析を行うことができず，中国で行われた炭素と窒素の同位体分析の結果を日本の

イノシシとブタの結果と比較検討するに止まった。 

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 
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(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

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 

 古村里遺跡出土の木材の年代測定，及び動物遺体の分類と同位体分析をおこなう。 

 10 月中旬に歴博にて，国際研究集会を開催する。 

３．今年度の研究経過 

 歴博にて，木材の年代測定のための前処理を行い，測定用試料を精製しＡＭＳ法により年代を測定した。 

古村里遺跡出土のイノシシとブタの骨からコラーゲンを抽出し，炭素と窒素の同位体分析を行い報告書に

まとめた。 

４．今年度の研究成果 

 古村里遺跡出土の木材の年代測定結果は，東亜細亜文化財研究院にて 2010 年 12 月に刊行された発掘報告

書に掲載された。またイノシシとブタの骨の同位体分析の結果は東亜細亜文化財研究院の紀要である『東亜

文化』第９号に掲載した。また，2010 年 10 月 15 日に東亜細亜文化財研究院の共同研究員を歴博に招聘し，

国際研究集会を開催した。 

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  在浩 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 
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(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 10 月までを会期として，特別展示「日本－伝統と革新－」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，などについて来館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，年間 100 万人を大きく越える入館者であり，首都オタ

ワにあることから観光のスポットでもある。 

 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狭くはなるが，「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 

 2010 年度は，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，相互に意見

交換を行うとともに，実際の展示の実現に向けて協力する予定である。同時に，会期中にカナダ文明博を会

場として実施するシンポジウム（10 月，内容は，日本展示の補足的な説明が主となる）と歴博を会場として

行うシンポジウム（展示の評価をめぐる議論を行う）を開催する準備を行う。 

３．今年度の研究経過 

 2010 年度は，展示構成を固める作業を行ったが，キャプションや解説などでは，カナダ文明博で作成した

ものに意見をつけ，修正した。展示品を最終的に詰める作業に協力し，2011 年１月には岩淵准教授，太田専

門職員をカナダ文明博に派遣し，展示解説などの最終チェックを行うとともに，今後の来館者調査やシンポ

ジウムの内容・日程についての調整を行った。３月 11 日の東日本大震災，とくに原発事故によって，本来カ

ナダから学芸員（アラン・エルダー氏）が来日するはずだったが，誰も来ないことになったため，急遽歴博

の方で資料借用の立ち会いを行った。澤田准教授が中心になり，大久保教授と久留島も立ち会った。 

４．今年度の研究成果 

 今年度は，カナダから担当学芸員が来日して意見を交換する機会はなかったが，交渉を担当する三木氏が

二度来館して最終的なうち合わせを行い，展示構想，借用品などについて確定することができた。観客調査

の方法についても，岩淵・太田両氏のカナダ文明博訪問の際に，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方向で検討することになった。近世の日本についての知識
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は多くないこともわかり，展示で伝えたいことがどこまで伝わるのか，ということが重要な課題であること

も確認することができた。 

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―」2009～2012 年度（2009 年度は予備研究） 

（事業主体者 広瀬 和雄） 

 

１．目的 

 慶北大学校博物館との学術交流協定に基づく共同研究である。古墳時代（３～７世紀）を中心とした日韓

―倭と新羅―交流史を明らかにし，さらには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

構築することを目的とする。 

 第一は，考古資料―古墳副葬品などの出土品―を主に対象とした調査・研究で，倭と新羅の首長層におけ

る交流の実態を明らかにする。第二は，王墓の比較研究で，王墓の系譜（王統譜）や葬送観念，あるいは墳

墓を媒介とした倭と新羅の政治構造などを明らかにする。 

２．今年度の研究計画 

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のに対して，

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白になってきた。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）

を中心とした日韓―倭と新羅―交流史を明らかにし，さらには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（前年度からの継続）。 

（１）考古資料―古墳副葬品などの出土品―を主に対象として，さらに可能な出土品があれば理化学的調査・

研究もおこない，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・鉄鋌・三累環頭大刀・馬具・銅椀・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。さらには威信財における中国製品のありかたを究明し，東アジアのな

かでの倭と新羅の王の政治的位置を解明する。 

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，適切な資料があれば炭素 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墳丘規模や構造，埋葬施設の特性，副葬品の種類や組合せなどを分析し，倭と新羅の王墓の編年体系を
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構築し，その形成・展開・消滅をとおして彼我の王墓の特質を明らかにする。 

②慶州古墳群と古市・百舌鳥古墳群などの構成を比較・検討することで，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．今年度の研究経過及び成果 

 平成 22 年度は，新羅・慶州古墳群の発掘調査現場を見学するとともに，それと密接不分離の関係にあ

る新羅のいくつかの古墳群を，慶州，テグ，義城などを対象として踏査した。また，平成 23年２月には

慶北大学校で公開研究会を実施した。国立歴史民俗博物館からは広瀬和雄が古市・百舌鳥古墳群と慶州

古墳群の比較研究を，慶北大学校からは朴天秀が韓国と日本における新羅系文物についてそれぞれ研究

発表をおこなった。また，出版刊行されている韓国の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．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

 李  熙濬 慶北大学校・教授          朱  甫暾 慶北大学校・教授 

 尹  在碩 慶北大学校・教授          李  泳鎬 慶北大学校・副教授 

◎朴  天秀 慶北大学校・副教授         杉山 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 

高田 貫太 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 

 

(６) 「博物館型研究統合による日韓地域研究」2010～2014 年度 

（事業主体者 小池 淳一） 

 

１．目的 

本事業は 2003 年から５年間にわたって実施された韓国国立民俗博物館との研究交流事業を引継ぎ，新た

な段階に押し上げるプロジェクトである。本事業では，博物館型研究統合のあり方を日韓両国における地域

研究およびその成果発信などの事業を通して深化させていくことを目的としている。 

 ここでは当館と韓国の国立民俗博物館が一定の地域社会の調査・研究さらにはその結果をどのように展示

や社会普及事業等を通して発信していくか，といった問題について研究会や一定の地域踏査，巡見などを通

して共通の場を設定し，議論を重ねていく。それによって歴博の博物館型研究統合をより多角的な視点に基

づくものに発展させ，さらに研究面での国境を越えた相互協力関係を構築していくことをめざす。 

２．今年度の研究計画 

本年度は千葉県の九十九里町域を中心とした地域研究を千葉県立中央博物館の協力を得ながら展開し，研

究会を開催する。さらに実地踏査，巡見も行う。 

３．今年度の研究経過 

本年度は 11 月に，日本側のメンバーが訪韓し，韓国国立民俗博物館が長期調査を実施している法聖浦に

ついての調査状況の説明を受け，また実際にフィールドおよび地域の博物館施設の踏査，見学を行った。 

 韓国側の来日は 12 月を予定していたが，北朝鮮による砲撃事件の影響により，延期され２月に実施の運
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びとなった。当館および千葉県立中央博物館の見学および会議を実施するとともに房総半島，とりわけ九十

九里町における巡見および民俗調査を実施し，互いの知見を深めた。 

 併せて研究交流のあり方や成果報告の基本的方向性に関する討議も実施した。 

４．今年度の研究成果 

 法聖浦は韓国，日本，中国の人びとによって開村，発展してきた漁村であり，現在でもそうした漁民の交

流活動の痕跡を建物等からうかがうことができる。また海洋博物館等の地元施設の見学と討論のなかでも，

広く沿海域の民俗文化を比較する必要が確認できた。特に特定魚種に対する民俗文化を貫く価値体系の比較

は今後の重要な課題となるであろう。 

 九十九里町域は千葉県のなかでも太平洋岸の砂浜での鰯漁を中核として発展してきた地域である。そこで

の実地の見学や岡集落と納屋集落との関係性，網元を務めてきた旧家の社会的な位相等に注目が集まった。

そうした知見をもとに法聖浦と九十九里とを通して日韓の比較漁村研究の可能性が議論された。 

 なお，日本側の事業目的である地域における博物館型研究統合という理念についても議論を行った。その

結果，地域に根ざし，資料収集から研究・展示にいたる過程を比較することによって，博物館ならではの研

究交流を実現していく可能性について議論をすることができた。 

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

千  鎭基 韓国国立民俗博物館・民俗研究課長  奇   亮 韓国国立民俗博物館・学芸研究官 

安  廷允 韓国国立民俗博物館・学芸研究士   呉  昌炫 韓国国立民俗博物館・学芸研究士 

崔  銀水 韓国国立民俗博物館・学芸研究士   常光  徹 本館・研究部・教授 

○松尾 恒一 本館・研究部・教授         島立 理子 千葉県立中央博物館 

松田 睦彦 本館・研究部・助教        ◎小池 淳一 本館・研究部・准教授 

 

(７) 「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代」2010～

2015 年度 

（事業主体者 藤尾 慎一郎） 

 

１．目 的 

 歴博がこれまで３年間にわたって継続してきた「日韓における古墳・三国時代の年代観」（杉山晋作・申敬

澈代表）では，考古資料や文字資料を通じて，日本考古学と韓国考古学，二つの年代観の関係をどのように

整理してゆけるのかをめぐって研究が行われてきた。議論の結果，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まで達成することができたが，その反面，日韓の研究

者が古墳時代と三国時代の年代観についてもつ，論点や問題点が改めて浮き彫りになった。 

 本研究はそうした論点や問題点を，実証的な調査によって検証し，解釈することを目的としている。韓国

金海市礼安里古墳群では，３世紀から７世紀までの墳墓が継続して営まれており，各時期の特徴的な土器や

鉄器が副葬され，これまでも型式学的な相対編年を構築する際の慶南地域の標準資料として位置づけられて

きた。 

 礼安里古墳群で特筆すべきは人骨が良好な保存状態で遺存していたことである。もし人骨の炭素 14 年代値

がわかれば，相対編年に暦年代を付与することができる。竪穴式石室に埋葬されているので，追葬すること
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はできないため，人骨から得られた年代は，まさしく副葬品が納められた年代を示しているからである。 

 よって，３世紀から７世紀までの相対編年の基準となっている副葬品が見つかった墳墓を中心に，人骨の

炭素 14 年代測定を実施し，較正年代を算出したあと，坂本稔が釜山市古村里遺跡で出土した木材から導き出

している韓国の較正曲線と照合することにより，高精度の暦年代を導き出せる可能性を持っている。さらに

礼安里古墳群の副葬品は同時期の日本の古墳からも見つかっているので，日本の古墳の年代も射程に入れた

研究を行うことができる。 

 以上のように，礼安里遺跡の総合的な自然科学的調査を行うことによって歴博の先行研究が課題とした年

代観のズレを修正する一助となればと考えている。 

２．今年度の研究計画 

平成 22 年度は，協定の内容と研究内容に関する昨年度の原則合意にのっとって，正式な国際学術交流協定

を締結すること。さらに今後の研究の方向性を占う意味で，釜山大学校博物館に所蔵されている礼安里古墳

群で見つかった人骨資料のＡＭＳ—炭素 14 年代測定を試行することである。 

３．今年度の研究経過 

今年度は，歴博側は釜山大学校博物館を２回訪れ，２回目に試しのサンプリングを行った。釜山大学校博

物館側は，歴博を夏に訪れ，正式に国際学術交流協定を締結した。 

 １）釜山大学校博物館研究者の歴博訪問と国際学術交流協定の締結 

  ― ７月 21 日〜７月 23 日（２泊３日） 

  ― 国際学術交流協定締結 

 ２）国立歴史民俗博物館研究者の訪韓調査 

  ― 調査期間（１次）：６月 21 日～６月 23 日（２泊３日）藤尾，坂本，イチャンヒ 

  ― 調査内容：釜山大学校博物館に所蔵されている礼安里古墳群出土資料の所蔵状況と人骨の遺存状況の 

確認 

  ― 調査期間（２次）：１月５日〜１月７日（２泊３日）藤尾，坂本，高田，イチャンヒ 

  ― 調査内容：礼安里古墳群出土人骨資料の年代測定用試料のサンプリング 

４．今年度の研究成果 

 礼安里古墳群の現地を見学したうえで，サンプリング調査を実施した。 

３世紀から７世紀までの墳墓の中で，型式学的に明らかな土器が副葬されている人骨を中心にサンプリング。

全部で 10 点弱の試料を採取した。また軟質土器付着炭化物も１点，採取した。測定の結果，おおむね，考古

年代と一致することを確認している。人骨の遺存度の良さから，今後も炭素 14 年代の蓄積が期待されるので，

来年度は本格的な年代学的調査を実施する予定である。 

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

◎申  敬澈 釜山大学校博物館         ○安  星姫 釜山大学校博物館 

 金  斗喆 釜山大学校博物館          金  秀桓 ウリ文化財研究院 

 イチャンヒ 本館・科研支援研究員        高田 貫太 本館・研究部・准教授 

◎藤尾慎一郎 本館・研究部・教授        ○坂本  稔 本館・研究部・准教授 

 なお，本年度より高田貫太准教授（韓国考古学・古墳時代）を研究組織に新たに加えた。イチャンヒ

は 2012 年２月まで，日韓フェローシップ訪問研究員として，本プロジェクトに係わることになった。 
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[国際シンポジウム] 
 

歴博国際シンポジウム 2010 

「『韓国併合』100 年を問う」           2010 年８月７日・８日 

 開催場所 東京大学 弥生講堂一条ホール 

 

１．目的 

 今年は，韓国併合から100年目にあたる。日本による支配が終結してからもすでに60年以上が経過したが，

日本と朝鮮民主主義人民共和国との間では植民地支配に関わる政治的な解決さえ果たされていないだけでな

く，大韓民国との関係においても歴史認識をめぐる軋轢が絶えない状況が続いている。こうした状況を生み

出しているもっとも大きな要因は，日本国内において近代以降の日本の歴史に関する社会的合意がなされて

いないことにあるのではないだろうか？ 

 国立歴史民俗博物館では，今年３月に第６展示室（現代）をオープンした。そのなかの重要なテーマの一つ

が韓国併合と植民地の問題である。韓国併合が合法的なものであった否かを含めた，併合過程そのものにつ

いての歴史的評価，あるいはその前提にある日本と韓国の「近代」のありかたについての考え方をめぐって

研究者の間でも議論が分かれている。わたしたちは，展示した「もの資料」をめぐる新たな議論が喚起され

ることを期待し，開館以来長年の懸案であった第６展示室（現代）を開室したが，事実に基づいた真摯な学

術的議論を組織することで，歴史認識を異にする人々の間での交流をより豊かなものにしたいと考えている。 

 そこで，韓国から招いた研究者を含め，国内のさまざまな分野の研究・教育者とともに，記念講演と４つ

のセッションからなるこの国際シンポジウムを開催することにしたのである。研究者だけでなく，この問題

に関心を持つ多くの市民の参加を得て，活発な議論が展開することを期待している。 

２．内容 

第１日 ８月７日（土） 

 ０．開会の辞 「未来を切り拓く歴史的展望を目指して」 平川南（国立歴史民俗博物館） 

 １．講演 「歴史をもてあそぶのか – ｢韓国併合｣100 年と昨今の｢伊藤博文言説｣」 

中塚明（奈良女子大学名誉教授） 

 ２．セッションⅠ 近代の東アジアと「韓国併合」 

   問題提起「東アジアの近代と｢韓国併合｣」      趙景達（千葉大学） 

   「韓国併合と辛亥革命 – 張謇から見た清韓関係の一側面」 

村田雄二郎（東京大学） 

   「｢満鮮一体化｣構想と寺内・山県」         柳沢遊（慶應義塾大学） 

   「｢義｣的行為をめぐる眼差しの変容」        見城悌治（千葉大学） 

   「1880～1890 年代朝・清朝貢関係の性格」 具仙姫（韓国国史編纂委員会） 

 ３．セッションⅡ 日本の朝鮮植民地支配 

   問題提起「日本の朝鮮植民地支配」         李成市（早稲田大学） 

   「皇民化政策の虚像と実像 – ｢皇国臣民ノ誓詞｣を中心に – 」 

水野直樹（京都大学） 
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   「大日本主義か小日本主義か  – ３･１運動前後の日本の対朝鮮政策論」 

                            松尾尊兊（京都大学名誉教授） 

   「日本の朝鮮植民地支配  – 文学者の〝抵抗〟と〝屈従〟」 

                            川村湊（法政大学） 

第２日 ８月８日（日） 

 ４．セッションⅢ 戦後日本と植民地支配の問題 

   問題提起                     和田春樹（東京大学名誉教授） 

   「戦後日本と植民地支配の問題」          宋連玉（青山学院大学） 

   「戦後日本と植民地支配の問題」          内海愛子（恵泉女学園大学名誉教授） 

   「戦後史認識と戦後史叙述」            大門正克（横浜国立大学） 

   「日露戦争と韓国併合」              中村政則（一橋大学名誉教授） 

 ５．セッションⅣ 歴史認識の問題 

   問題提起 「朝鮮史認識の陥穽」          宮嶋博史（韓国・成均館大学校） 

   「東アジア近世(初期近代)史と世界史認識 – 宮嶋博史氏への質問」 

                            岸本美緒（お茶の水女子大学） 

   「歴史認識の問題」                安田常雄（国立歴史民俗博物館） 

   「｢韓国併合｣100 年を問う・シンポジウム」 成田龍一（日本女子大学） 

   「歴史認識の問題」                辛珠柏（韓国・延世大学校） 

 ６．特別セッション 世界史の中の「韓国併合」 

   「世界史の中の｢韓国併合｣」            山本直美（成蹊中学・高等学校） 

   「世紀転換期のイタリアとの比較から」       石田憲（千葉大学） 

   「植民地主義の｢過去｣をめぐる最近の世界の動き」  永原陽子（東京外国語大学） 

   「イギリスによるインド支配との比較から」     粟屋利江（東京外国語大学） 

   「歴史系博物館の歴史展示と歴史認識 – 画像資料を中心に – 」 

                            久留島浩（国立歴史民俗博物館） 

 ７．全体討論                     司会：小島潔（岩波書店） 

８．シンポジウムを終えるにあたって          安田常雄 

  シンポジウムを振り返って             宮嶋博史 

３．成果の概要 

 歴博では，３月に第６展示室（現代）をオープンしたが，そこでの大きな論点の一つが，戦前の日本によ

る植民地支配の問題である。このうちとくに韓国併合は，いまなお朝鮮民主主義人民共和国との間では解決

できていないし，大韓民国との間でもことあるたびに歴史認識をめぐる軋轢が絶えない。研究上でも，伊藤

博文の評価をめぐって論争が起こるなど，併合過程全体を「植民地責任」という観点から見直す作業が不可

欠である。そこで，「近代の東アジアと『韓国併合』」「日本の朝鮮植民地支配」「戦後日本と植民地支配の問

題」「歴史認識の問題」「世界史の中の『韓国併合』」という５つのセッションで報告を行い，討論をした。 

 ２日間にわたって，短いが充実した報告と討論を行うことができ，「併合」にいたる，日本の侵略政策と「併

合」後に朝鮮支配によって生じた多くの問題に関して歴史的解決ができていないことを改めて確認できた。
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たとえば，1876 年の日朝修好条規では，「朝鮮国は自主の邦」だとしたのが，併合条約では「東洋の平和を

永久に確保」するために併合するのだと言っている。そして，実際には，この条文とは逆に，朝鮮の自主独

立を奪い，東洋の平和を踏みにじっただけでなく，併合後も「一視同仁」だから「日本国民」として差別し

ないとしながら，関東大震災のときの虐殺や創氏改名など民族的差別を行ったのである。この点での十分な

歴史的評価が国民レベルでなされていない（あるいは共有されていない）ために，いまなお，日本がとった

行動を「いいこともしたのだ」として美化し，朝鮮民衆に対して悪意と偏見に満ちた発言をする人も少なく

ないのである。その意味では，歴史認識の問題も含めて，対等で自由な共同研究を進め，その成果を日本・

朝鮮の人々に広く還元し，新たな議論を喚起することが歴博に求められていると痛感した。実際に，もう一

度このようなシンポを開くべきだという意見も会場から寄せられた。 

なお，のべ参加者が 1000 人を越えるなか，「在日」の方ものべ 200 人参加し，高齢者も少なくなかった。

酷暑のなか，会場内に入ることができず，外で立って熱心に聞いていた多くの方を目のあたりにして，この

問題への関心の高さも感じた。 

４．運営方法 

歴博側では，３月にオープンした第６展示室を代表して安田常雄が運営に参加するとともに，館長リーダ

ーシップに応募して，館としての全面的協力をえることができた。さらに，2005 年から６年間，人間文化研

究機構の機構連携研究で「ユーラシアと日本－交流と表象」（研究代表 久留島）を実施したが，そのなかの

一つの研究班が「国民国家の比較史的研究」（代表 趙景達）であり，課題の一つとして国民国家形成期の日

朝関係史について検討してきたうえ，趙氏が歴博の客員教授をも務めていたので，このシンポに深く関わる

ことになった。一方，歴博での第６室展示の準備や機構連携研究と併行するかたちで，「「韓国併合」100 年

を問う会」が趙・宮嶋・李・和田・小島氏たちによって正式に発足し，『思想』の 2010 年１月号で特集を行

った。ここに結集した人々も含めて，2010 年８月にシンポジウムを開催して，この問題を研究者だけでなく

市民をも含めて一緒に考える場を設けようということになった。こうして，研究的側面を重視して主催者は

歴博とし，「問う会」共催，岩波書店・朝日新聞社後援というかたちで開催することになったのである。 

５．事務局（◎は代表者） 

◎趙  景達（千葉大学）    ◎久留島 浩（国立歴史民俗博物館） 

 小島  潔（岩波書店）     宮嶋 博史（韓国・成均館大学校） 

 須田  努（明治大学）     和田 春樹（東京大学名誉教授） 

 李  成市（早稲田大学）   ◎安田 常雄（国立歴史民俗博物館） 

６．参加者 

 1,133 人（２日間延べ人数） 
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[国際研究集会] 

 
歴博国際研究集会 2010(１) 

「東アジアにおける宗教テクストと表象文化 

Religious Texts and Performance in East Asia」平成 22年 10 月６日～７日 

開催場所 アメリカ 州立イリノイ大学 

 ★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―」（53―60 頁）を参照 

 

１．目的と概要 

国立歴史民俗博物館共同研究「中世における儀礼テクストの綜合的研究（the Comprehensive Study of 

Liturgical Texts of the Medieval Period ）―歴博蔵田中旧蔵文書『転法輪鈔』を中心として―」が中心と

なり，アメリカ・イリノイ大学，及び阿部泰郎代表科研「中世宗教テクスト体系の綜合的研究－寺院経蔵聖

教と儀礼図像の統合－」の３者の共催により，開催した国際研究集会。 

開催代表は日本側は松尾恒一（国立歴史民俗博物館），アメリカ側はブライアン ルパート（イリノイ大学）。 

州立イリノイ大学において，アメリカを中心とする日本，東アジアの宗教・宗教文化の専門研究者ととも

に，報告と討議を行った。歴博共同研究の中心に据えられている歴博蔵田中旧蔵文書『転法輪鈔』の内容や

資料的価値・意義の紹介，及び，民俗研究映像『薬師寺花会式～行法と支える人々～』（英語版）の上映と討

議をもおこなった。 

アメリカ側からは，前近代の日本・中国の宗教文化の専門研究者の講演と発表がなされた。日本―アメリ

カ，互いに，異なる歴史と社会背景のなかで進められている日本・東アジアの文化研究についての報告・発

表，討議によって，東アジアの精神史の上で大きな役割を果たした仏教の新たな側面を照射し，成果を共有

することができた。 

２．講演，発表者・タイトル 

WEDNESDAY, OCTOBER 6, 2010 

Welcoming Remarks: Brian Ruppert, EALC; Elabbas Benmamoun, Director, School of Languages, ltures, 

and Linguistics; Akira Tajima, Consul and Director, Japan Information Center, Consulate General of 

Japan at Chicago 

 

Introductory Discussion of Nara Buddhist Ritual (Levis, 3rd Floor) 

 

 Matsuo Kōichi, National Museum of Japanese History, “Acolytes (Dōji), Hall Acolytes (Dōdōji): Buddhist 

Rites of Nara and the People Who Support Them” (童子と堂童子―奈良の仏教儀礼と支える人々―) 

  

 Kojima Yasuko, Wakō University, “The Rites and Tradition of the Tōdaiji Shuni’e (O’Mizutori): The 

Ritual World of Kami-Buddha Combinatory Relations and the Hachiman Shrine Priests’ Protection of 

Kogannon (東大寺修二会（お水取り）の儀礼と伝承――小観音を守護する八幡宮司，神仏習合の儀礼世界
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――) 

 

 Public Screening and Discussion: Documentary: “The Flower Assembly Rite (Hana’e-shiki) of akushiji: 

The Ceremony and the People Who Support It” (薬師寺花会式～行法と支える人々～, National Museum 

of Japanese History, Inter-University Research Corporation, National Institutes for the Humanities, 

Japan, 2009).   

 

Discussants:  Director, Matsuo Kōichi, 11:30 Ronald Toby, University of Illinois, and David Plath, 

University of Illinois. 

  

 Keynote Addresses (Levis, 3rd Floor): 

 

Abe Yasurō, Nagoya University: “Medieval Japanese Liturgical Texts and Performance: The World of 

Buddhist Ritual as Religious Text” (中世日本の儀礼テクストと芸能―宗教テクストとしての仏教儀礼の世

界―) 

   

Ryūichi Abé, Harvard University: “Visuality and Power in the Rituals of Mikkyō Patriarchal Portraits”  

 

Session 1 (Levis, 3rd Floor): Buddhist Ritual and Arts Across East Asia 東アジアを超える仏教儀礼と芸

能 

Arami Hiroshi, Hiroshima University: “Research on Dunhuang Manuscript Commentaries on the Eight 

Fasting Precepts” (敦煌本八關齋戒儀軌寫本研究) 

Alexander Mayer, University of Illinois: "Forms of Scriptural Practice in Chinese Buddhism"  

 

Michael Jamentz, Kyoto University, "Reading the Shôken hyôbyakushû: Clues to the Creation of the 

Heike monogatari in the Family of 'Sakuramachi Chūnagon' Fujiwara no Shigenori" 

Discussants: Alexander Mayer (Arami),  Zong-qi Cai (University of Illinois; Mayer),  Brian Ruppert 

(Jamentz) 

 

THURSDAY, OCTOBER 7, 2010 

 

 Session 2 (Levis, 3rd Floor): The World of the Medieval Preaching Text Tenpōrinshō (National Museum 

of Japanese History Archives)  中世唱導文献『転法輪鈔』歴博本の世界 

 Makino Atsushi, “On the National Museum of Japanese History Manuscript of the Tenpōrinshō” (歴博

本『転法輪鈔』について) 
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 Miyoshi Toshinori, Nagoya University, “From the World of the ‘Mikkyō’ Section” (「密教」帖の世界から) 

 

 Abe Mika, Shōwa Women’s University, “From the World of the ‘Good Acts of the Regent-Chancellor 

House’ Section” (「「関白家修善」帖の世界から」) 

 

 Session 3 (Levis, 3rd Floor): The Systematization of Religious Knowledge in Japanese Buddhism 日本

仏教をめぐる宗教知識の体系化 

 

 Koike Jun’ichi, National Museum of Japanese History, “Phases of Religious Knowledge Seen in 

Shugendo Writings” (修験蔵書にみる宗教知識の位相)  

 

 Brian Ruppert, University of Illinois: “Networking Monks and the Dissemination of Liturgical 

Literatures”  

 

Discussant:  Ronald Toby, University of Illinois (Koike);  Michael Jamentz(Ruppert). 

 

: Session 4 (Levis, 3rd Floor): On Aesthetes and Preaching as a Religious Practice 宗教実践としての唱導

と芸能者 

 

 Elizabeth Oyler, University of Illinois: "Narrating Space: Geography of the Provinces in Heike 
monogatari.”  

   

 Makino Atsushi, Meiji University: “The Tale of the Heike (Heike monogatari) and Buddhist Preaching 

(Shôdô)” (平家物語と唱導) 

 

Discussant: David Goodman, University of Illinois. 

 

Session 5 (Levis, 3rd Floor): Performance and Medieval Japanese Buddhism 

 

Thomas Hare, Princeton University: "Training, Transgression and Wonder in Zeami's Performance 

Notes"  

Ikumi Kaminishi, Tufts University: “Performances of the Picture-preaching (etoki) Kumano Nuns: 

Sacredness and Sexuality” 

  

 Chikamoto Kensuke, Tsukuba University: “Preaching and Setsuwa Literature of the Medieval Era: 

Considering the Writings of Gedatsubō Jōkei” (中世説話文学と唱導―解脱房貞慶の著述をめぐって―)  
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Discussants: Elizabeth Oyler (Hare),  Anne Burkus-Chasson (Kaminishi), Brian Ruppert (Chikamoto) 

 

 General Discussion of the Implications of the Symposium Findings. 

３．事務局（◎は代表者） 

◎ブライアン ルパート イリノイ大学       ◎松尾 恒一 本館・研究部・教授 

 

４．参加人数 

 361 人（２日間延べ人数） 

 
歴博国際研究集会 2010(２) 

「韓国釜山市古村里遺跡の研究」             2010 年 10 月 15 日 
 開催場所：国立歴史民俗博物館 

 

１．目 的 

韓国馬山市の東亜細亜文化財研究院と歴博は，釜山市郊外の低湿地遺跡である古村里遺跡について共同研

究を 2009 年度から行っている。その共同研究の中間報告会として研究集会を開き，遺跡の性格などについて

議論を行った。 

２．内容 

裵 徳煥 古村里遺跡の概要 

坂本 稔・キムホンソク 古村里遺跡出土の木柱の炭素 14 年代測定 

鈴木三男 古村里遺跡出土の木材の樹種同定について 

李 在浩・金建洙 古村里遺跡出土の動物遺体について 

西本豊弘・キムホンソク 古村里遺跡の家畜について 

３．主な出席者 

辛 勇旻，裵 徳煥，崔 景圭，金 志娟，趙 憲哲，李 在浩，李 相龍(以上，韓国東亜細亜文化財研

究院)，金 建洙(韓国木浦大学)，キムウンヨン(韓国ソウル大学)，鈴木三男(東北大学)，新美倫子，大谷

茂之(以上，名古屋大学)，樋泉岳二(早稲田大学)，キムホンソク(総合研究大学院大学・博士課程），永嶋

正春，坂本 稔，高田貫太，工藤雄一郎，李 昌熙(以上，本館・研究部) 

４．成果 

釜山市古村里遺跡は紀元後３世紀～５世紀頃の遺跡であり，木製品や骨製品などに従事する技術者集団が

居住し，当時の釜山地域に居住した集団へ手工業製品を供給した村であったと推測された。 

５．課題 

 古村里遺跡の発掘報告書は，2010 年 12 月に刊行された。しかし，この遺跡の始まりの年代について，木

柱の炭素 14年代測定法による推定年代は韓国の土器編年による年代推定と比べ約 50 年程度古くなった。こ

れは，年代推定の方法の違いによるズレともいえるが，今後の課題となった。 

６．事務局（◎は代表者） 

永嶋 正春  本館・研究部・准教授     坂本  稔  本館・研究部・准教授 
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浪形早季子  本館・研究部・科研費研究員  キムホンソク 総合研究大学院大学・博士課程 

◎西本 豊弘  本館・研究部・教授 

 

[人間文化研究機構シンポジウム] 
 

人間文化研究機構人間文化にかかわる総合的研究推進によるシンポジウム 2010 

「いまなぜシーボルト・コレクションに注目するか？ 

 －シーボルト・コレクションの復元的研究の現状と課題－」 2011 年３月５日 

 開催場所：国立歴史民俗博物館 

 

１．目的 

人間文化研究機構 日本関連在外資料調査研究事業のカテゴリーＡ「シーボルト父子関連資料をはじめとす

る前近代（19 世紀）に日本で収集された資料についての基本的調査・研究」プロジェクトにおける今後５年

間の調査先，調査方法，成果公開方法について議論を行った。 

２．内容 

 久留島 浩 本館・研究部 

「日本関連在外資料調査研究の現状と課題－シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19 世紀）

に日本で収集された資料についての基本的調査研究－」 

 マティ・フォラー ライデン国立民族学博物館 

 邦子・フォラー アムステルダム大学 

  「ブロンホフ，フィッセル班のプロジェクト：ライデン国立民族学博物館文書資料編について」 

 鈴木 淳 国文学研究資料館 

「ブロンホフ，フィッセル，シーボルトが日本で蒐集した書籍－『シーボルト蒐集書籍目録』について

－」 

 ブルーノ・J・リヒツフェルト ミュンヘン国立民族学博物館 

 （宮坂 正英 長崎純心大学による代読） 

「Die Sammlung Siebold in München und die mit ihr verbundenen schriftlichen Dokumente（ミュ

ンヘンのシーボルト・コレクションとそれに関する彼の手稿記録）」 

３．主な出席者 

 金田章裕（人間文化研究機構長），小野正敏（人間文化研究機構理事），松井洋子（東京大学史料編纂所），

宮坂正英，原田博二（以上，長崎純心大学），鈴木淳（国文学研究資料館），マティ・フォラー（ライデン国

立民族学博物館），邦子・フォラー（アムステルダム大学），ヤン・シュミット（ボーフム大学），田賀井篤平，

大場秀章（以上，東京大学総合研究博物館），原田泰（千葉工業大学），小林淳一（江戸東京博物館），平川南

（本館・館長），青山宏夫，安達文夫，大久保純一，久留島浩，齋藤努，澤田和人，日高薫（以上，本館・研

究部） 

４．成果 

ライデン民博のブロンホフやフィッセルのコレクションの目録作成については，具体的なイメージを共有
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することができた。また，ミュンヘン民博のシーボルト・コレクションについては，シーボルト自身の手書

き原稿の精緻な分析結果が示され，彼の民族学博物館構想（方針）についても，石山氏らの先行研究と比較

しつつ新たな議論をすることができた。 

５．課題 

 ライデン民博のブロンホフやフィッセルのコレクションの目録の完成，及びミュンヘン民博のシーボルト

自身の手書き原稿のさらなる分析・研究が今後の課題として浮き彫りになった。 

６．事務局（◎は代表者） 

青山 宏夫 本館・研究部・教授     安達 文夫 本館・研究部・教授 

大久保純一 本館・研究部・教授     日高  薫 本館・研究部・教授 

◎久留島 浩 本館・研究部・教授 

 

 

[外国人研究員] 
 

氏  名 所  属 研究課題 受け入れ期間 

セオドア フェラー 

クック 

(Theodore F Cook） 

アメリカ 

ウィリアム・パタソ

ン大学 

戦後文化形成と戦争の記憶 2010.6.1～10.31

ラウラ ネンヅィ 

(Laura Nenzi) 

アメリカ 

テネシー州立大学 

幕末期における女性勤皇家の政治意識と行動につ

いて-武士(＝男)の政治意識と比較する視点から- 
2011.1.23～2.22

ヤン ペーター シ

ュミット 

(Jan Peter Schmidt) 

ドイツ 

ボーフム大学 

日本とドイツの国立歴史博物館の現代史展示（戦

時を中心に）の比較研究／そして日本における第

一次世界大戦の受容の中の「モノ／メディアにお

ける受容」 

2011.2.7～3.31 

 

[短期招へい外国人研究者] 

 

氏  名 所  属 研究課題 受け入れ期間 

デルベーネ・マルコ 

(Del Bene, Marco) 

イタリア 

サピエンツァ ロ

ーマ大学 

戦後日本の大衆文化・政治・社会とマスメディア 2010.4.3～5.2 

リ ジンヒ 

(李 眞姫) 

アメリカ 

東イリノイ大学 
子供の目でみる二十世紀日本のトラウマ 2010.6.30～7.27
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トムセン・ハンス 

ビアーネ 

(Thomsen,Hans,Bj
arne) 

スイス 

チューリッヒ大学 

大学院 

『懐溜諸屑』に関する基礎的研究 2010.10.1～10.30

イ ヨンヒョン 

(李 鎔賢) 

韓国 

国立中央博物館 

古代日本と韓国の文字受容と展開－韓国中央博物

館企画展示関連の調査－ 
2011.1.25～2.23

オ チャンヒョン 

(呉 昌炫) 

韓国 

国立民俗博物館 
日韓における漁村と漁民の比較民俗研究 2011.3.2～3.18 

 

 

[協定締結機関との交流] 

 

招聘 

氏 名 所 属 用  務 期 間 

林 宰完 
韓国 

国立中央博物館 
企画展示「アジアの境界を越えて」に係る借用資料確認 2010.7.5～7.9 

金 在弘 

趙 現鐘 

韓国 

国立中央博物館 
企画展示「アジアの境界を越えて」に係る借用資料確認 2010.7.10～7.13

李 載貞 
韓国 

国立中央博物館 

企画展示「アジアの境界を越えて」に係る借用資料の護

送及び資料確認・点検・梱包 
2010.9.12～9.16

具 一会 

李 鎔賢 
2010.10.12～10.16

崔 光植 

朴 仲煥 

韓国 

国立中央博物館 
国際交流事業に係る調査 

2010.10.14～10.16

辛 勇旻 

崔 景圭 

金 志娟 

李 在浩 

趙 憲哲 

韓国 

財団法人東亜細亜

文化財研究院 

国際研究集会「韓国釜山市古村里遺跡の研究」 2010.10.14～10.16

李 鎔賢 
韓国 

国立中央博物館 
短期招へい外国人研究者として招聘のため 2010.1.25～2.23

千 鎭基 

安 廷允 

呉 昌炫 

奇 亮 

崔 銀水 

韓国 

国立民俗博物館 
研究交流事業および関連調査 2011.2.21～2.25

呉 昌炫 
韓国 

国立民俗博物館 
短期招へい外国人研究者として招聘のため 2011.3.2～3.18 
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派遣 

氏 名 渡 航 先 用  務 期 間 

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

藤尾 慎一郎 

坂本 稔 

韓国 

釜山大学校博物館 

釜山大学校博物館との次期国際交流協定締結のための予

備交渉 
2010.6.21～6.23

上野 祥史 
韓国 

国立中央博物館 
企画展示「アジアの境界を越えて」に係る資料借用 2010.6.30～7.5

平川 南 

小倉 慈司 

韓国 

慶北大学校博物館 

国立中央博物館 

慶北大学校博物館との交流及び国際交流事業「古代にお

ける文字文化形成過程の総合的研究」に係る調査 
2010.8.2～8.5 

上野 祥史 
韓国 

国立中央博物館 
企画展示「アジアの境界を越えて」に係る資料返却 2010.9.16～9.19

平川 南 2010.9.9～9.12

小倉 滋司 

韓国 

国立中央博物館 
韓国国立中央博物館との共同研究及び関連調査 

2010.9.8～9.12

松尾 恒一 

小池 淳一 

アメリカ 

州立イリノイ大学 

国際研究集会「東アジアにおける宗教テクストと表象文

化」 
2010.10.5～10.10

常光 徹 

松尾 恒一 

小池 淳一 

松田 睦彦 

韓国 

国立民俗博物館 
韓国国立民俗博物館との研究交流 2010.11.8～11.12

上野 祥史 
韓国 

慶北大学校博物館 
国際交流事業における調査研究 2010.12.5～12.7

李 昌熙 

（科研費支援研

究員） 

韓国 

釜山大学校博物館 

国立中央博物館 

学術交流協定に係る調査等 2011.1.3～1.10

藤尾 慎一郎 2011.1.5～1.8 

高田  貫太 

坂本 稔 

韓国 

釜山大学校博物館 

国立中央博物館 

学術交流協定に係る調査等 

2011.1.5～1.7 

上野 祥史 2011.2.16～2.18

広瀬 和雄 

高田 貫太 

韓国 

慶北大学校博物館 
国際交流事業に係る調査及び研究会への参加 

2011.2.16～2.19

太田 歩 2011.2.21～2.26

岩淵 令治 

カナダ 

文明博物館 

特別展示「日本」の展示内容確認，及びカナダにおける

博物館展示の調査 
2011.2.21～2.27
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［海外派遣］ 

 

氏 名 渡航先 用  務 期 間 

共同研究 

玉井 哲雄 

上野 祥史 
インド 

基盤研究「建築と都市のアジア比較文化史」に係る都市

調査 
2010.10.18～10.27

藤尾 慎一郎 

坂本 稔 
2010.10.25～10.28

李 昌熙 

（科研費支援研

究員） 

韓国 
基幹研究「農耕社会の成立と展開－弥生時代像の再構築」

に係る調査 

2010.10.25～10.31

機構連携研究 

澤田 和人 

勝田 徹 
2010.10.7～10.14

青山 宏夫 

大久保 純一 

日高 薫 

2010.10.7～10.17

久留島 浩 

ドイツ 

日本関連在外資料調査研究「シーボルト父子関係資料を

はじめとする前近代(19世紀)に日本で収集された資料に

ついての基本歴調査研究」に関するコレクション調査，

協定，および漆器の調査・撮影 

2010.10.7～10.18

久留島 浩 ドイツ 

日本関連在外資料調査研究「シーボルト父子関係資料を

はじめとする前近代(19世紀)に日本で収集された資料に

ついての基本歴調査研究」ミュンヘン国立民族博物館と

の調査研究協力に関する覚書交換 

2010.12.8～12.12

久留島 浩 2011.1.24～1.28

原山 浩介 

ドイツ 

日本関連在外資料調査研究「シーボルト父子関係資料を

はじめとする前近代(19世紀)に日本で収集された資料に

ついての基本歴調査研究」 

日独交流150周年国際シンポジウム出席 2011.1.23～1.28

科学研究費補助金 

関沢 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 
2010.5.19～5.25

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」に関わる研究成果報告・討論及び今後の方針につい

ての協議 

2010.5.30～6.2 

西谷 大 中国（香港） 

基盤Ｂ 「亜熱帯地域における多民族の生業経済と定期

市」に関わる国連大学・雲南大学主催「東南アジアの持

続的な土地管理に関わる国際ワークショップ」参加発表 

2010.6.19～6.24

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）における資料調査・撮影 
2010.6.23～6.29

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」に係る漢江文化財研究院で

の打合せ他 

2010.7.6～7.8 
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氏 名 渡航先 用  務 期 間 

林部 均 中国 

基盤Ａ「比較史的観点からみた日本と東アジア諸国にお

ける都城制と都城に関する総括的研究」（山口大学）に係

る調査 

2010.7.28～8.11

西谷 大 モンゴル 

科研基盤Ｂ「新疆ウイグル自治区小河墓遺跡の学際的調

査による砂漠化過程の解明」（総合地球環境学研究所）に

関わる研究打合せ 

2010.8.11～8.18

日高 薫 

イギリス 

ドイツ 

ポルトガル 

科研基盤Ｂ「近世風俗画の絵画史料論的研究」（大阪大学）

に関わる調査および撮影 2010.8.18～8.28

林部 均 モンゴル 

科研基盤Ｂ「近世東アジアの都城および都城制について

の比較史的総合研究」（山形大学）に係るモンゴル歴史民

俗博物館等の調査 

2010.8.29～9.7 

青山 宏夫 オランダ 
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）に係る調査 
2010.9.1～9.10 

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」

に係る生業調査 
2010.10.17～10.22

高田 貫太 韓国 
若手研究Ｂ「造瓦からみた６～８世紀の日朝交渉」に係

る現地調査 
2010.12.5～12.8

柴崎 茂光 ニュージーランド 

基盤研究Ｂ「国立公園のリスクマネージメント：観光立

国・高齢社会にふさわしいあり方」（北海道大学）に係る

現地調査 

2010.12.5～12.14

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」に係る国際学会参加 
2011.1.23～1.27

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 
2011.2.9～2.14 

関沢 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－仏英の五月祭の調査を中心に－」に係る調査 
2011.2.23～3.4 

坂本 稔 ニュージーランド 

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」に係る第12回加速器質量分析法国際会議

（AMS-12)出席 

2011.3.19～3.27

日高 薫 

澤田 和人 
イタリア 

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 
2011.3.20～3.28
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氏 名 渡航先 用  務 期 間 

その他の調査・研究・学会・シンポジウム等 

日高 薫 フランス ブルカンプレス美術館における資料調査 2010.4.29～5.7 

松尾 恒一 台湾 第４展示室（民俗）新構築のための民俗調査と記録 2010.6.14～6.17

西本 豊弘 韓国 釜山市出土の新石器時代の動物骨の調査 2010.6.23～6.26

西本 豊弘 韓国 釜山市東三洞貝塚出土動物遺体の調査 2010.9.12～9.16

関沢 まゆみ ポーランド 学術交流に係るポズナン大学訪問 2010.10.14～10.25

小島  道裕 中国 ワールドエクスポセンターにおけるＩＣＯＭ大会出席 2010.11.6～11.13

太田 歩 中国 
国際博物館会議（ＩＣＯＭ）第22回および文化活動委員

会の年次大会 
2010.11.7～11.12

内田 順子 
イギリス 

スウェーデン 

第４展示室 先住民を扱った展示手法の視察及び映像制

作に係わる研究打合せ 
2010.11.12～11.22

井原 今朝男 中国 中国書法及び漢籍調査 2010.11.18～11.24

広瀬 和雄 韓国 
慶州文化財研究所，慶州チョクセン遺跡，四天王寺遺跡，

嶺南文化財研究院，慶州花川里遺跡の調査等 
2010.12.5～12.8

藤田 裕嗣 

（客員教授） 
中国 

国際シンポジウム「東アジア海港都市文化の発展-越境ネ

ットワークと社会変遷」参加 
2010.12.9～12.12

内田 順子 カナダ 第４室 カナダにおける先住民を扱った展示手法の調査 2011.2.26～3.6 

太田 歩 カナダ 第４室 カナダにおける先住民を扱った展示手法の調査 2011.2.27～3.6 

西本 豊弘 韓国 東三洞出土動物遺体資料の観察 2011.3.20～3.24

他の研究機関の依頼による海外調査・研究等 

齋藤 努 中国 
「敦煌壁画の保護に関する日中共同研究」（東京文化財研

究所）に係る調査 
2010.8.23～8.29

平川 南 韓国 国立羅州文化財研究所開所５周年記念国際学術大会出席 2010.10.27～10.29

工藤 雄一郎 ロシア ハバロフスク州立博物館のオシポフカ文化の遺物見学 2010.11.19～11.22

関沢 まゆみ 韓国 
老いの民俗と日本社会－制度としての老いと個人の老い

－ 
2010.12.2～12.3

岩淵 令治 

高橋 一樹 
韓国 

シンポジウム「東アジア近世契約文書の諸様相」参加及

び韓国学中央研究院所蔵史料の閲覧 
2011.1.7～1.9 

佐藤 優香 アメリカ 

機構総合推進事業「連携展示」（総合地球環境学研究所）

に関わる「国連子ども環境ポスターカルタワークショッ

プ」，「お正月イベント」の打合せ及び設営・実施 

2011.1.11～1.19
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