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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へい，研究者の海

外派遣等を行っている。2014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．協定の締結

　ウェールズ国立博物館（英国），国立台湾歴史博物館（台湾）と新規の交流協定を締結し，国際交流事業

を実施していくこととなった。また，国立文化財研究所（大韓民国），財団法人嶺南文化財研究院（大韓民国）

とは交流協定を延長・更新することで合意し，これまでの成果を基礎に新たな展開を目指して，さらなる学

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等の充実

　カナダ歴史博物館（カナダ）との「先住民に関する歴史表象と博物館展示についての比較研究」等11件の

国際交流事業を推進した。

　国立民俗博物館（大韓民国）との国際交流事業「博物館型研究統合による日韓地域研究」は，今年度が最

終年度にあたり，これまでに交流で得られた成果の総括や次期交流の検討を行った。次年度からは，第３期

の交流事業として，日韓の海をめぐる文化体系をテーマとした企画展示を開催することを視野に入れ，共同

調査・研究を実施していくこととなった。

　財団法人大韓文化財研究院（大韓民国）において，共同研究「古墳時代・三国時代における日朝関係史の

再構築─倭と栄山江流域の関係を中心に─」に関連した国際シンポジウム「旅程と時間をたどって─栄山江

流古墳の土木技術と編年に関する研究」が開催された。歴博は，このシンポジウムの共催機関として，本館

教員含む共同研究メンバーを派遣し，相手機関の研究者をはじめとした韓国の研究者と発表・討論を行うこ

とで，韓国における研究動向の把握や共同研究の進展をはかることができた。

　また，国際企画展示「文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─」では，協定締結機関である国立中央

博物館，国立文化財研究所や国立海洋文化財研究所といった韓国の研究機関から全面的な協力を得て開催さ

れ，継続的に行ってきた交流の成果を展示というかたちで発信することができた。

３．外国人研究員及び短期招へい外国人研究者の受入

　欧米やアジアの各地から外国人研究員を３名，短期招へい外国人研究者を５名受け入れた。

４．国際シンポジウム等の開催

　歴博と華東師範大学（中華人民共和国）を主催として，国際シンポジウム「「記憶の場」としての東アジア」

を，華東師範大学を会場として開催した。日本・中国・韓国・米国から研究者が集い，仏教・儒教や五行思

想と民間信仰，日本・東南アジア・アメリカにおける“人の移動”の問題等について活発な議論が行われた。

　また，国際研究集会「戦争をめぐるパブリックメモリーの創出──冷戦期を作った大戦をめぐって」を歴

博で開催した。招へいしたドイツ歴史博物館の研究者から，ヒトラーに関する展示，ならびに第一次世界大

戦に関する展示の実績に基づいた報告が行われ，展示手法から，日本史とドイツ史の比較やドイツにおける
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グローバルヒストリーの受容等について議論がなされた。この成果は，2015年度開催予定の企画展示「ドイ

ツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」をはじめとした諸事業に反映されることが期待できる。

国際交流担当　　高田　貫太　　

［国際交流事業一覧］

相手機関名 事　業　名 事業主体者

継
　
続

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
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

アメリカ
イリノイ大学 東アジアの宗教をめぐる交流と地域的展開 研究部

　松尾　恒一
韓国
国立文化財研究所 国立文化財研究所との相互交流事業 研究部

　高田　貫太
中国
中国社会科学院考古研究所 中国社会科学院考古研究所との相互交流事業 研究部

　上野　祥史
韓国
財団法人東亜細亜文化財研究院

【科研】日韓における弥生～古墳時代の考古・分析科
学的総合研究

研究部
　藤尾　慎一郎

韓国
財団法人嶺南文化財研究院
韓国
嶺南大学校博物館
台湾
国立台北芸術大学 博物館とモノを通じた文化への解釈と発信 研究部

　大久保　純一

新
　
規

韓国
国立慶北大学校博物館

日韓古代の国際交流をめぐる総合的研究Ⅱ
─倭・新羅交渉史を中心として─

研究部
　高田　貫太

カナダ
カナダ歴史博物館

先住民に関する歴史表象と博物館展示についての比較
研究

研究部
　内田　順子

ドイツ
ドイツ歴史博物館

「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」
をめぐる研究交流

研究部
　荒川　章二

英国
ウェールズ国立博物館

イギリス・ウェールズ国立博物館における，日本の歴
史展示構築のための調査研究

研究部
　大久保　純一

（１）「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
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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。

　具体的には５カ年計画で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

　昨年度までの成果をふまえて2014年度は，昨年度刊行したシンポジウム記録（成果論集）の編集の経験を

生かし，次期の研究計画を策定する。韓国では，国立民俗博物館で検討会をおこない，日本では千葉県内海

岸部でのフィールドワークをふまえた議論をおこなう予定である。

３．今年度の研究経過

　今年度は，昨年度実施した国際シンポジウム記録の編集・刊行をおこなった（『歴博国際シンポジウム成

果論集　日韓比較民俗研究の新視点─博物館型研究統合の現場から』，2014年12月刊）。

　それに先んじて，８月25日に韓国国立民俗博物館において第１期，第２期の研究交流の総括と第３期に向

けての課題に関する討論をおこなった。併せて同館で開催中の企画展示等の見学を実施した。

　日本では12月３日～５日に調査，見学をおこなった。３日に打ち合わせをし，４日に木更津市金田のノリ

養殖場および加工施設の見学，君津市漁業資料館・千葉県立中央博物館の見学を実施した。

４．今年度の研究成果

　今年度は昨年度に開催した国際シンポジウムの内容を成果論集として編集し，刊行することができた。こ

の過程で共同の調査をふまえた研究交流という手法が，比較民俗研究にとって有効であること，日韓両国内

の地域博物館と国立の中央の博物館との連携が重要であることなどが議論された。特に韓国では国立博物館

の展示を地域に巡回させる試みがなされており，地域と博物館とをつなぐ企画が実行に移されている。また，

当館の博物館型研究統合という研究スタイルは韓国でも注目されており，こうした相互の交流による刺激を

具体的なかたちで活かしていくために，次期の研究交流では，国際共同展示を模索することで意見の一致を

みた。

　第３期は日韓双方における民俗調査を引き続き実施し，とりわけ，「海にまつわる民俗文化」をテーマと

した共同調査・研究を実施して，さらにその成果を展示とすることを目標に設定することとした。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）

◎奇　　　亮　韓国国立民俗博物館　　　　　　　安　　廷允　韓国国立民俗博物館

　呉　　昌炫　韓国国立民俗博物館　　　　　　　金　　宗奎　韓国国立民俗博物館

　崔　　銀水　韓国国立民俗博物館　　　　　　　呉　　文仙　ソウル清渓川文化館

　島立　理子　千葉県立中央博物館　　　　　　　高塚さより　江東区江戸深川資料館

　常光　　徹　本館研究部・教授　　　　　　　○松尾　恒一　本館研究部・教授
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　松田　睦彦　本館研究部・助教　　　　　　　◎小池　淳一　本館研究部・教授

　川村　清志　本館研究部・准教授　　　　　　　丸尾　依子　山梨県立博物館・学芸員

（２）「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

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

　本研究の研究経費減である科学研究費（藤尾代表）が昨年度で終了したため，今年度は新たな測定試料の

所在確認だけを行い，新たな調査・分析は実施していない。

　これまで測定したデータ解析，および本報告刊行に向けての釜山大学校側と話し合いを行った。

３．今年度の研究経過及び成果

　１月22日　釜山大学校博物館において新館長となった金斗喆氏にご挨拶後，前館長申敬澈教授と，成果の

公開をどのように行うのか，2015年度の研究終了後，この研究をどうするのか，話し合いを行った。

　３月９日～３月10日　金斗喆館長はじめ６名の研究者が来館し，久留島館長への訪問や交流についての打
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合せを行い，来年度の交流における協力体制について確認した。

４．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

　李　　昌煕　本館・外来研究員　　　　　　　　　　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・教授

（３）「東アジアの宗教をめぐる交流と地域的展開」2012～2016年度
　　　（事業主体者　松尾　恒一）

１．目　的

　古代以来の長期にわたっての漢字の使用，仏教に基づく精神文化といった点で大きな共通性を有する東ア

ジアの宗教を文献のみならず，埋蔵資料・伝承資料に基づいて，その歴史と，民衆文化として変容・定着し

て現在に続く様相を考究する。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

─」（研究代表者：名古屋大学・阿部泰郎教授），「院政期の宗教施策に関する寺院文芸研究─鳥羽から後鳥

羽院政をめぐる領域複合的解明─」（研究代表者：筑波大学・近本謙介准教授）とも連携しての共同研究に

より研究を推進する。

　欧米における日本仏教は現在なお，禅に代表されるような東洋の神秘思想としての側面のイメージが強く，

研究においても思想（史）研究が主流となっている。本共同研究においては，歴博との交流協定を結ぶイリ

ノイ大学の日本研究者のほか，欧米や中国の研究者との共同研究により，欧米における東アジア，日本研究

の進展にも寄与し，歴博の歴史・民俗・考古の協業を特色とする研究成果の発信を目指す。

２．今年度の研究計画

　歴博基盤共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」（代表：松尾，46頁）と連携して行う国際研究

集会の開催を中心とする，両国の研究交流を推進する。

３．今年度の研究経過と成果

　今年度は，協定を結ぶイリノイ大学の教員との共同研究は，共同調査・共同研究会等，いくつかの計画を

提示したが，イリノイ大学の教員の都合と合わず，実現することはできなかった。しかしながら，メンバー

のうちHank Glassmanハアヴァフォード大学准教授，Haruo Shiraneコロンビア大学教授に，別項共同研究

「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」（代表：松尾，46頁，参照）における以下の国際シンポジウム，国

際研究集会にそれぞれ出席，研究成果発信，講演をいただき，本国際交流事業の趣旨とも合致した研究成果

が得られた。

・ 華東師範大学（上海）と歴博との共催による国際シンポジウム「記憶の場としての東アジア」，華東師範

大学，８月30日～31日

・ 歴博共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」と名古屋大学文学研究科附属人類文化遺産テクスト
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学研究センターとの共催の国際研究集会「東アジアの宗教儀礼─信仰と宗教の往還─」，名古屋大学，12

月13日～14日

　プログラム等については，別項共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」（代表：松尾，46頁）参照。

４．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）

　久留島　浩 本館研究部・教授

　村木　二郎 本館研究部・准教授

○小池　淳一 本館研究部・教授

◎松尾　恒一 本館研究部・教授

〔館外国内〕

　阿部　泰郎 名古屋大学・教授

　近本　謙介 筑波大学・准教授

　荒見　泰史 広島大学・准教授

　上島　　享 京都大学・准教授

　大東　敬明 國學院大學・助教

　久野　俊彦 東洋大学・非常勤講師

　Michael E.Jamentz 京都大学・非常勤講師

　金　賢貞 東北大学・助教

〔館外国外〕

　王　霄冰 中国・中山大学・教授

　王　暁葵 中国・華東師範大学・教授

　田　兆元 中国・華東師範大学・教授

　Ronald Toby イリノイ大学・教授

　Alexander Mayer イリノイ大学・准教授

◎Brian Ruppert イリノイ大学・教授

　Elizabeth Oyler イリノイ大学・教授

　Lucia Dolce ロンドン大学・SOAS日本宗教文化研究所所長・准教授

　三後明日香 カールトン大学・助教授

　Lori Meeks 南カリフォルニア大学・准教授

　Duncan Williams 南カリフォルニア大学・准教授

　Steve Covell ウエスタンミシガン大学・准教授

　Hank Glassman ハアヴァフォード大学・准教授

　Haruo Shirane コロンビア大学・教授

　黄　貞燕 国立台北芸術大学・助理教授

　陳　佳利 国立台北芸術大学　博物館研究所・所長 副教授

　黄　麗雲 台湾新生医護管理専門学校・助理教授
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（４）「国立文化財研究所との相互交流事業」2012～2014年度
　　　（事業主体者　青山　宏夫）

１．目　的

　大韓民国国立文化財研究所とは2011年11月23日から2015年３月31日にかけて国際交流協定を締結してい

る。研究員の相互交流を中心として，両機関の学術交流のさらなる促進及び友好関係の強化を図ることを目

的とする。具体的には，平成24年度から平成26年度までの３年間，相手機関と研究者１～４名程度を相互に

派遣し合い（最大２週間），共同研究の研究会等に参加させる形で人的交流を行い，相互理解を深める。

　展望として，人的交流の後は，共同研究への共同研究員としての参画や新規共同研究の立ち上げ，国際シ

ンポジウム・国際研究集会の開催等への発展を目指している。

２．今年度の研究計画

　相手機関と研究者数名程度を相互に派遣し合い，共同研究の研究会等に参加させる。

３．今年度の研究経過

　今年度は，歴博側から藤尾慎一郎，工藤雄一郎，林部均，松木武彦，高田貫太の５名が文化財研究所の研究

事業に参加した。藤尾・工藤は，2014年10月29日（水）～11月１日（土）に，国立文化財研究所が主催する国

際シンポジウム「A Multidiciplinary Approach to the Use of Plant Resources in East Asian Prehisotory」に

出席した。このシンポジウムでは韓国内外の研究者による植物考古学の観点からの韓国における農耕につい

て議論が行われた。さらに，春川市に所在する青銅器時代の集落遺跡の発掘調査現場の見学し，韓国におけ

る大規模な発掘調査の現状とその成果の一端を知ることができた。高田は，2014年11月23日（日）～27日（木）

に朝鮮半島西南部の三国時代遺跡の踏査を行い，羅州丁村古墳の発掘調査へ参加した。その中で，古墳時代

（朝鮮三国時代）における日本列島と栄山江流域の関係について，現地の遺跡を調査した。林部は2014年11

月８日（土）～14日（金）に韓国のソウル・扶余地域に存在する宮殿遺跡の踏査を行った。ソウルでは朝鮮

時代の宮廷復元を，扶余地域では百済時代の遺跡を調査して比較研究を行った。また益山王宮里遺跡の発掘

調査に参加した，松木は2014年10月27日（月）～11月４日（火）に国立加耶文化財研究所が実施している昌

寧校洞古墳群の発掘へ参加し，日本における古墳築造工法などとの比較を行った。

　国立文化財研究所側からは，オヒョンドク（国立扶余文化財研究所学芸研究士），金ソジン（国立文化財

研究所学芸研究士），オドンソン（国立羅州文化財研究所学芸研究士）の３名が来日した。オヒョンドク氏

は2014年11月３日（月）～７日（金）にかけて，歴博における資料調査，歴博共同研究「古代地域社会の実

像」（林部均代表）への参加などを行った。金ソジン氏は2015年２月２日（月）～14日（金）にかけて，歴

博における資料調査，青銅製品の鉛同位体比分析，歴博共同研究「日韓における青銅原料の産地の変遷に関

する研究」（齋藤努代表）への参加などを行った。オドンソン氏は2015年３月16日（月）～３月29日（日）

にかけ，歴博における資料調査，歴博共同研究「古墳時代・三国時代における日朝関係史の再構築─倭と栄

山江流域の関係を中心に─」（高田貫太代表）などへ参加し，日本と韓国の古墳時代における古墳に関する

調査を行った。
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４．今年度の研究成果

　林部は国立扶余文化財研究所・益山市主催の国際学術シンポジウム「東アジア古代都城と益山王宮里遺跡」

にて発表を行った。この発表は現在までの総合交流により韓国の益山王宮里遺跡の発掘調査に参加したのを

踏まえ，日本と韓国における都城遺跡の在り方について議論している。

　藤尾・工藤が参加した国際シンポジウムでは韓国，カナダ，アメリカ，イギリス，日本の論者によって，

韓国と日本における新石器時代農耕をテーマに行われた。韓国では農耕がアワやキビを対象とした畑作が長

く続いた後に水田稲作が始まる。それに対して日本列島では，最初から水田稲作として始まり，アワやキビ

などの畑作は200年ほどおくれて，中国・四国・近畿で水田稲作と組み合った形で行われている。これがど

のような意味を持つのか，今後の課題として残っている。

　松木は韓国の古墳発掘に参加し，伽耶の古墳および古墳時代社会についての知見を広げることによって，

日本古墳時代をより深く理解するための数々の認識を得た。伽耶古墳の資料調査では松木氏が以前調査を

行った岡山県天狗山古墳・勝負砂古墳の竪穴式石室の構造と設置状況等に伽耶地域との関連が指摘される点

から，竪穴式石室の問題を一つの軸として古墳時代の日韓交渉の実態を解明する基礎資料が得られた。さら

に，発掘調査に参加したことで墳丘の盛土工法・石室の構築法などを明らかにするための遺構検出や土層の

確認を行う経験を得た。これは日韓の古墳調査法の違いやそれぞれの特長なども実地に理解して，今後の日

本における古墳の調査研究法について新たな知見と展望をもつことができた。

　また，高田は，国立羅州文化財研究所が実施している羅州丁村古墳（５世紀後半から６世紀前半頃の築造）

の発掘調査に参加し，また朝鮮半島栄山江流域の在地系の古墳の実態についての知見を得ることができた。

その中で，同じ時期に当該地域に築かれる前方後円墳と在地系の古墳が必ずしも対立的，排他的な関係では

なく，同じ経済的基盤の中で併存していた可能性を推定することができた。この点は，前年度に引き続いて，

調査機関である国立羅州文化財研究所の李圭勲氏や権宅章氏との議論を重ねる中で得られた知見である。

　韓国側の３人は，それぞれ関連する歴博共同研究会に参加し，日本国内の研究者と意見交換を行うことが

できた。オドンソン氏は羅州地域古墳の最新発掘成果を発表し，日本の研究者と意見交換を行った。さらに，

岡山および群馬地域における古墳調査の成果を見学し，近年の羅州地域の古墳と比較する機会を得た。金氏

も齋藤とともに館内の施設を用いて青銅製品の鉛同位体比分析の作業を行った。このような機会を通して，

日韓の研究者間で様々な意見交換を行うことができ，双方の見識を深めることができたと考えている。

　このような交流は次年度以降も基本的に継続し，可能であれば，2015年度以降，歴博と文化財研究所の間

で，共通のテーマに基づいた共同研究を立ち上げることも視野に入れておきたい。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）

◎심영섭（シム　ヨンソプ）　国立文化財研究所

○이명성（イ　ミョンソン）国立文化財研究所

　藤尾慎一郎　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・教授　　　　　　○高田　貫太　本館研究部・准教授

◎青山　宏夫　本館研究部・教授
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（５）「中国社会科学院考古学研究所との相互交流事業」2012～2017年度
　　　（事業主体者　上野　祥史）

１．目　的

　中国社会科学院考古研究所とは平成15年１月より国際交流協定を締結し，国際交流事業「日本と中国の動

物考古学的研究」の実施，研究者の相互交流等により学術交流を深めてきた。一方で従来の交流を振り返る

と，個別テーマをもつきわめて限定的な交流関係と，特にテーマを設定しない緩やかな交流関係の両極で交

流を推進してきた。そうした点を踏まえ，年に数回，日中の研究員が相互に往来することを基軸に事業を推

進し，両機関の恒常的な交流関係の保持を目的とする。

　具体的には，平成24年度から平成29年度までの６年間，相手機関と研究者を相互に派遣し合い，共同研究

の研究会等に参加させる形で人的交流を行い，相互理解を深める。

　本館としては，特に平成24年よりスタートした共同研究「古代列島世界の歴史像の再構築」及びその根幹

をなす第１展示室の新構築事業等を中心に協力を求める。

２．今年度の研究計画

　相手機関と研究者数名を相互に派遣し合い，共同研究等の双方の機関の事業に参加することで交流を深め

る。

３．今年度の研究成果

　９月には，本館の上野祥史が研究分担者を務める科研課題「考古遺物等を通じたベトナム木造建築様式の

形成過程に関する研究」（基盤研究（B），課題番号25303026）の推進にあたり，中国古建築及び構造様式に

ついて，楊鴻勲研究員と討議をおこなった。

　10月には中国社会科学院考古研究所が主催機関の一つとなり，国際シンポジウム「漢代陵墓考古与漢文化

国際学術検討会」が江蘇省徐州市で開催され，本館の上野祥史が招聘を受け「漢代諸侯王陵与漢代墓制研究」

と題して研究報告を行った。

　科研調査や国際シンポジウムを通じて，中国考古学界での最新の情報に接したことは，現在進行中の総合

展示第１室リニューアルの準備にも大きな刺激を受けた。当館における交流は実現できなかったが，次年度

以降も引き続き，協力体制の維持をはかりたい。

４．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）

◎王　　　巍　中国社会科学院考古研究所長　　　叢　徳　新　中国社会科学院考古研究所

　白　雪　松　中国社会科学院考古研究所　　　○高田　貫太　本館研究部・准教授

◎上野　祥史　本館研究部・准教授
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（６）「【科研】日韓における弥生～古墳時代の考古・分析科学的総合研究」
　　  2012～2014年度
　　　（事業主体者　藤尾　慎一郎）

１．目　的

　本研究課題の最大の眼目は，併行期でありながら日本と韓国で年代観が食い違っている古墳時代と三国時

代の実年代を，加速器質量分析（AMS）─炭素14年代測定法を用いることによって決定することにある。

昨年度の韓国慶尚南道礼安里古墳群（３世紀～６世紀）につづいて，慶尚北道林堂古墳群出土の人骨や土器

付着炭化物を測定対象とした。林堂古墳群にも武器や武具，陶質土器など日本の同時期の古墳にも副葬され

ている器物が副葬されているので，人骨の年代がわかれば副葬された器物の副葬年代を求めることができる。

その結果に基づいて日韓両国で年代が食い違っている古墳前期，中期の開始年代をはじめとした年代観の統

一をはかり，この時代の新しい日韓交流史を考えるための，共通の年代観という研究基盤を造ることを目的

とする。このような目的の下，2012年度から，林堂洞古墳群の良好な資料を保管する（財）嶺南文化財研究

院と学術交流の覚書を取り交わしている。その他にも慶尚道地域の良質な出土資料を有する（財）東亜細亜

文化財研究院と学術交流協定を，嶺南大学校博物館と学術交流の覚書を締結し，研究を推進している。

２．協定の締結等

　平成27年１月24日に（財）嶺南文化財研究院の開設20周年記念国際シンポジウムに参加し，研究発表を行っ

た。また，当機関との第２期の研究を行うために，第１期の覚え書きから国際学術交流協定を結んだ。

　また，（財）嶺南文化財研究院の開設20周年記念国際シンポジウム記録『自然科学と考古学の展望と課題』

に以下の報告を掲載した。

　藤尾慎一郎　「弥生開始年代と炭素14年代測定」

　坂本　　稔　「炭素14年代法による年代測定」

　山田　康弘　「考古学的解釈における人骨情報の有効性について─日本の事例を中心に─」

　齋藤　　努　「鉛同位体化に基づく産地推定分析」

※ 今年度の研究経過等は外部資金による研究「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」

を参照。

（７）「博物館とモノを通じた文化への解釈と発信」2013～2016年度
　　　（事業主体者　大久保　純一）

１．目　的

　本事業は，台北芸術大学と本館及び国立民族学博物館との共催による，台湾の博物館専門職員を対象とし

た研修会であり，平成25年度から平成28年度までの実施を予定している。現在，台湾の博物館業界では歴史・

民俗系博物館が重要視されており，今後，そういった博物館を運営していく人材育成の必要性に迫られてい

る。台北芸術大学が当館に交流協定，及び本事業の実施を打診した経緯として，当館が資料の収集・保存や，
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調査・研究活動，展示という一連の機能を有し，開館以来30年間実績を積み重ねた歴史系博物館であること

をあげており，当館の教員を講師として派遣し，歴博の研究や展示について講義することで，台湾の博物館

業界の発展に寄与することができる。また，台湾の博物館関係者や研究者が多数参加することから，今後の

交流の基盤となることが見込まれる。

２．学術交流協定の締結と事業の実施及び成果

　本事業２年目となる26年度は７月５日～７月12日にかけて，国立台湾歴史博物館を会場に開催した。当初

は２名の講師派遣を要請されていたが，追加で教員１名，さらに国立台湾歴史博物館との学術交流協定締結

のため特任助教を派遣し，いっそうの情報発信と協定機関としての関係の強化をはかった。

　具体的には，当館と国立台北芸術大学による共同ワークショップ「2014　歴史のフィールドへ─博物館，

歴史のモノと記憶」を台南市の国立台湾歴史博物館にて開催することで，ワークショップへの参加と国立台

湾歴史博物館との学術交流協定の締結を試みた。ワークショップ前半では日本側（歴博）３名，台湾側６名

の講義がおこなわれ，また，出席者に対して国立台湾歴史博物館の資料や展示に関するガイドが同館スタッ

フによっておこなわれた。ワークショップ後半日程では台南市内において近現代の歴史遺跡を巡検し，日本

と台湾の歴史についての相互の理解を深めることができた。

　国立台湾歴史博物館との交流協定により，日本と台湾の歴史研究における情報交換から東アジア地域研究・

文化変容研究などへの共同研究を図っていくことを論議した。今後の交流と研究が期待される。

　日本側の講義題目は以下の通り。

　　青山宏夫　歴史資料としての地図

　　小島道裕　歴史展示としての模型

　　松木武彦　歴史遺産としての古墳

３．事業組織

　陳　　佳利　国立台北芸術大学博物館研究所・準教授

　張　　婉真　国立台北芸術大学博物館研究所・準教授

◎黄　　貞燕　国立台北芸術大学博物館研究所・助教授

　西谷　　大　本館研究部・教授　　　　　　　関沢まゆみ　本館研究部・教授

　松尾　恒一　本館研究部・教授　　　　　　　上野　祥史　本館研究部・准教授

　高田　貫太　本館研究部・准教授　　　　　○久留島　浩　本館館長

◎大久保純一　本館研究部・教授

（８） 「日韓古代の国際交流をめぐる総合的研究Ⅱ─倭・新羅交渉史を中心
として─」2014～2017年度

　　　（事業主体者　高田　貫太）

１．目　的

　国立歴史民俗博物館と慶北大学校博物館は，2009年８月に学術交流協定を結び，2013年８月まで，古墳時
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代（３～７世紀）を中心とした日韓交流史を共同で検討し，特に倭と新羅の交流史像の再構築に努めてきた。

これを第１期とする。そして第２期たる2013～2017年度も，基本的にはその研究目的を継承し，さらに百済

や加耶との交流史と総合化させ，かつ統一新羅と倭の交流関係など幅広く検討するなかで，当時の東アジア

世界における日朝関係史像の再構築をめざす。具体的な目的は以下の通りである。以下の「新羅」は三国時

代における新羅と，統一新羅の両者を指す。

（１）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。

（２）王墓の比較研究，そして地域社会の墓制の比較を通して，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，その形成・展開・消滅を明らかにする。

② 慶州中央と洛東江以東の諸地域社会の関係，畿内地域と日本列島の諸地域社会の関係を，相互に比較する

ことで，双方の社会統合の過程や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，あるいは統一新羅と倭の交流史の通説形成に，大きな影響力を行使し

てきた『日本書紀』，『続日本紀』などの文献に関する再検討をおこない，古代史の立場からの日羅関係の実

態を解明する。

（１）～（３）をあわせ，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。その際に，加耶や百

済の動向にも目を配り，倭と新羅の交渉に両者がどのように影響を与えたのかについて検討を行う。

２．今年度の研究計画

　統一新羅と倭の交流関係など幅広く検討するなかで，当時の東アジア世界における日朝関係史像の再構築

をめざす。新羅と倭の関連について，年１回の研究会，関連遺跡の踏査を行うことを目指す

３．今年度の研究経過

・朱甫暾氏が国立歴史民俗博物館を訪問し，その中で研究内容についての協議を行った。

・ 研究代表者の高田が，９月26，27日に慶北大学校博物館を訪問し，朴天秀，李煕濬の両名と研究の進展状

況などについて協議した。

・ 国際企画展示『文字がつなぐ』における遺物借用についての協議を断続的に重ねた。日羅関係を示す図録・

パネル用の写真資料を借用することができた。

・ 慶北大およびその卒業生の側から，考古人類学科卒業生で世宗文化財研究院研究員の南翼煕氏が11月に短

期外国人研究員として来日し，同修士課程卒業生の金ドヨン氏が，総合研究大学院大学への入学を果たす

など，慶北大学関係の人的交流をはかっている。

４．今年度の研究成果

・ 歴博，慶北大博物館ともに，国際シンポジウムを行った2012年12月以降の共同研究の方向性について模索

しており，具体的な研究というよりも，その準備のための協議を重ねた。また，先方との協議を重ねる中

で，双方の機関を研究教育の場と活用していくことの必要性が認識され，上述のように南翼煕氏の招へい

など，人的交流を深めている。また，2015年度に学芸研究室長の朴天秀氏を招へいし，歴博において研究

会を行うことを決定した。
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５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）

　李　　熙濬　慶北大学校考古人類学科・教授　　　　　朱　　甫暾　慶北大学校史学科・教授

　李　　在煥　慶北大学校博物館・学芸員　　　　　　◎朴　　天秀　慶北大学校博物館・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・教授

○上野　祥史　本館研究部・准教授　　　　　　　　　◎高田　貫太　本館研究部・准教授

（９）「先住民に関する歴史表象と博物館展示についての比較研究」
　　  2014～2019年度
　　　（事業主体者　内田　順子）

１．目　的

　「博物館スタッフと先住民のメンバーによる共同の博物館展示構築」という概念は，1980年代のアメリカ

であらわれた。この概念は現在，先住民を国民の構成メンバーとする様々な国の博物館に広く浸透している。

カナダ歴史博物館（元カナダ文明博物館）もそのひとつである。カナダ歴史博物館は，先住民の歴史や文化

を解釈する際に，より多くの先住民の参加を求め，民族学・考古学の博物館スタッフと先住民による委員会

を発足し，2003年に先住民ホールをオープンした。歴博もまた，新しい第４展示室のアイヌ文化についての

展示を構築する際，展示プロジェクト委員にアイヌ民族の参加を得て展示をつくることを実現した。先住民

の歴史や文化についての展示を先住民の参加を得てつくりあげるという経験や，歴史叙述において先住民文

化が担ってきた「イメージ」としての役割などについての研究成果を，歴博とカナダ歴史博物館との研究交

流を軸に共有し，そこからさらに，日本とカナダにおける関連する研究機関や博物館，大学，先住民コミュ

ニティとのネットワークを形成していきたい。そのことによって，歴博におけるアイヌ民族および北米先住

民に関連する研究成果を日本内外に発信していく基盤を形成する。

２．今年度の研究計画

　カナダから先住民に関する展示経験者を招聘し，アイヌに関する日本国内の展示施設を巡検するほか，巡

検先の研究スタッフとの研究交流をおこない，次年度以降の研究計画を具体化する。

３．今年度の研究経過

　2015年３月，カナダ歴史博物館より，アラン・エルダー氏，レスリー・テッパー氏を招聘し，国立民族学

博物館，アイヌ民族博物館，平取町立二風谷アイヌ文化博物館，沙流川歴史館，萱野茂二風谷アイヌ資料館

のアイヌ文化に関する展示を巡見し，各館において，館長，研究者，学芸員，アイヌ文化の伝承者などから

ご教示を得た。また歴博においては，レスリー・テッパー氏による報告のほか，アイヌ文化に関する歴博の

展示の見学をしていただき，意見交換をおこなった。

４．今年度の研究成果

　カナダ歴史博物館との国際交流事業の一環として，日本の先住民である北海道アイヌについての展示を有
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する施設のうち，今年度は，国立民族学博物館，アイヌ民族博物館・平取町立二風谷アイヌ文化博物館，沙

流川歴史館，萱野茂二風谷アイヌ資料館を訪問し，アイヌ文化についての展示を視察したほか，博物館関係

者やアイヌ文化の伝承者と研究交流をおこなった。アイヌ文化に関する日本の博物館の展示やアイヌ文化の

伝承活動の現状について，カナダ及び日本の研究スタッフで認識を共有する機会となった。また歴博におい

ては，カナダ歴史博物館のレスリー・テッパー氏による，専門のテキスタイル分野に関連した講演があり，

カナダ先住民の織物制作における植物利用との共通点についての指摘や，先住民とカナダ歴史博物館スタッ

フとの長期にわたる信頼関係の構築のもとで，先住民の文化伝承に博物館資料が活用されたプロジェクトの

紹介がなされるなど，活発な研究交流の機会となった。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）

　野本　正博　　　　　　アイヌ民族博物館・館長

◎アラン・エルダー　　　カナダ歴史博物館・研究課長補佐

　リーアン・マーティン　カナダ歴史博物館・学芸員

　ノーマン・ボラノ　　　カナダ歴史博物館・学芸員

◎内田　順子　　　　　　本館研究部・准教授　　　　　○川村　清志　本館研究部・准教授

（10）「「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」をめぐる
　　  研究交流」2014～2017年度
　　　（事業主体者　荒川　章二）

１．目　的

　本館とドイツ歴史博物館とは，2006年に同館がリニューアルオープンして以来，ともに，現代史までの歴

史展示を行う国立の博物館として相互の交流を行って来た。2015年度に「ドイツと日本をむすぶもの─日独

修好150年の歴史─」を開催することが確定しており，歴史系博物館ならではの史料収集・研究・展示・教

育活動など全面的にその関係を深める必要があると考える。現在，ドイツにおけるパートナー館として，こ

の展示に全面的に協力するという申し出をいただいている。そこで，本事業では，第一に，この「企画展示」

の展示プランを構想する過程および展示後の評価を中心に「日独をめぐる近現代史研究・展示について」と

いうシンポジウムを開催する。そのなかで，双方の近・現代歴史展示のありかたや，歴史認識問題などの比

較をも行いたい。第二に，2016年度には，「シーボルトの見せたかった日本」（仮称）展を計画しており，こ

れに関わるような研究交流の場を持ちたい。第３に，以上の成果はすべて第５展示室のリニューアルや第３・

第６展示室の展示改善に活かすが，とくに幕末維新期の外交関係や第１次世界大戦から第２次世界大戦にか

けての時期についての研究交流を実施する。

２．今年度の研究計画

　ドイツから２名を招聘し，当館で「歴史展示と歴史認識」をめぐる国際研究集会を開催する。あわせて，

第５・第６展示室をめぐる研究交流を行う。
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３．今年度の研究経過と成果

　今年度は，平成27年２月７日に歴博にて国際研究集会「戦争をめぐるパブリックメモリーの創出──冷戦

期を作った大戦をめぐって」を開催した。（詳細は182頁の国際研究集会の項参照。）

　また，ドイツ歴史博物館の学術研修生・アクエリャ・バキア氏を平成26年11月10日～30日にかけて招へい

し，「20世紀における日独関係」を研究課題として，館内及び館外での調査や研究発表を通して研究交流を行っ

た。

４．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）

◎アレクサンダー・コッホ　ドイツ歴史博物館・館長

　保谷　　徹　東京大学史料編纂所・教授　　石田　勇治　東京大学大学院総合文化研究科・教授

　スヴェン・サーラー　上智大学国際教養学部・准教授

　久留島　浩　本館館長　　　　　　　　　大久保純一　本館研究部・教授

　日高　　薫　本館研究部・教授　　　　　樋口　雄彦　本館研究部・教授

　福岡万里子　本館研究部・准教授　　　○原山　浩介　本館研究部・准教授

◎荒川　章二　本館研究部・教授

（11）「イギリス・ウェールズ国立博物館における，
　　  日本の歴史展示構築のための調査研究」2014～2017年度
　　　（事業主体者　大久保　純一）

１．目　的

　人間文化研究機構では，イギリス・ウェールズ国立博物館と2012年の11月に協定を締結し，ウェールズ内

の日本関連資料の調査を本館客員教授の三木美裕が中心となって実施し，同館を中心に多くの日本関連資料

の所在が確認されている。同館ではその成果を踏まえて，ウェールズでははじめてとなる日本についての歴

史展示を将来実施する計画を立てており，歴博にその展示計画段階から協力を求めている。三木客員教授は

博物館観客調査や教育事業の専門家でもあることから，所在調査と同時に学芸員や一般の来館者がこうした

日本関連資料からどのような日本イメージを抱いているのかについても調査をおこない，所蔵館などでどの

ような展示をしてきたのか（資料をどのように活用してきたのか）についての調査や意見交換も行ってきた。

同館の歴史展示では，来館者のそれまでの日本イメージがこうした新しい歴史展示でどのように変化するの

か，という点についての検討も行うという計画になっている。

　そこで，本事業では，将来同館で行われる日本歴史展示構築のための調査研究に協力し，展示案を共同で

作成することを第一の目的をする。同時に，こうした海外（イギリス・ウエールズ内）で日本の歴史や文化

を展示することの持つ効果や意義についての検討を行い，その結果をシンポジウムというかたちで公表する

ことを第二の目的とする。

２．学術交流協定の締結と事業の実施及び成果

　ウェールズ国立博物館において同館と歴博との学術交流協定の調印をおこなうとともに，日本展示を予定
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している施設の見学と同館所蔵の展示候補となる同館所蔵の日本版画の概要調査をおこなった。また，館内

の重点化経費の充当を受け，ウェールズおよびイングランドでの日本美術品の調査をおこなった。ウェール

ズおよびその周辺における日本美術（浮世絵，漆器，陶磁器）などのおおよその分布状況を理解し，ウェー

ルズ国立博物館の日本歴史展示の候補を検討する材料を得た。また，調査先のひとつダラム大学東洋美術館

において大学主催のワークショップ“Researching and Using Japanese Collections in Museums”に参加し，

日本関係資料を担当するイギリスの美術館関係者たちとの交流を持った。

３．事業組織

　オリバー・フェアクロウ　　ウェールズ国立博物館・学芸部長

　ジャニス・レイン　　　　　ウェールズ国立博物館・展示部長

　アンドリュー・レントン　　ウェールズ国立博物館・学芸員

　澤田　和人　本館研究部・准教授　　　　　　日高　　薫　　本館研究部・教授

○福岡万里子　本館研究部・准教授　　　　　　三木　美裕　　本館客員教授

◎大久保純一　本館研究部・教授

［国際シンポジウム］

「「記憶の場」としての東アジア」

開催場所：華東師範大学

開催日程：2014年８月29～31日，９月１日

共　　催：華東師範大学

１．目　的

　本シンポジウムの主題「「記憶の場」としての東アジア」とは，具体的には，文化遺産，宗教・信仰，文

化財論などを内容とする。これらの問題については，経済・文化（人・モノ・知識，等々）の国境を越えた

交流が，従来では想像のつかなかった規模とスピードで行われている現在，グローバルに意識を共有して取

り組むべき課題が激増している。特に，前近代より1000年を超える文化交流を有する日本と，中国・韓国を

中心とする東アジアの，現代社会における課題について，東アジアの研究者を主として，民俗学を中心とし

て，歴史学・宗教学・文化人類学・社会学等，学問領域を超えた研究発表と，討議を行うことを目的として

開催する。

２．内　容

2014年８月29日

受付，参加者事前打合せ

2014年８月30日
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８：30～９：20　主催者挨拶

田兆元（華東師範大学），松尾恒一（国立歴史民俗博物館），陈勤建（中国民俗学会）

基調講演

９：20～９：50　日本と中国の“間”にある琉球・沖縄の民俗文化─比較研究の可能性─

　　　　　　　　　小熊　誠（神奈川大学教授，日本現代民俗学会会長）

９：50～10：20　中国民俗学の新時代：公民の日常生活を研究する文化科学へ

　　　　　　　　　高丙中（北京大学教授，中国民俗学会副会長）

10：20～10：50　「香頭」の類型と現代中国の民間信仰

　　　　　　　　　李向平（華東師範大学社会发展学院教授）

10：50～11：50　討論

13：30～17：50　分科会（A ～ C会場）

分科会A会場　世界遺産時代の民俗学（１）

13：30～13：50　対抗する権力─ベネディクトと柳田国男の日本文化論

　　　　　　　　　孙敏

13：50～14：10　教育，文化及び福祉：寺院の役割をめぐって

　　　　　　　　　岳永逸

14：10～14：30　日本の匠文化─日本における文化芸術立国戦略に関連して─

　　　　　　　　　エバレット・ブラウン

14：30～15：00　討論

15：20～15：40　中国民俗学の実践的学問への転換─無形文化財保護を事例として─

　　　　　　　　　戸暁輝

15：40～16：00　文化遺産の政治性について─「文化遺産」の表現性と「文化遺産」を表現すること─

　　　　　　　　　王杰文

16：00～16：20　負の歴史遺産とダークツーリズム

　　　　　　　　　─韓国群山市の日本植民地期建築物の保存と資源化を事例に─

　　　　　　　　　金賢貞

16：20～16：40　伝統の“合法性”構成─無形文化財保護における言説分析

16：40～17：50　総合討論

分科会B会場　東アジアにおける民俗，人，物，知識及び文化の交流と変容（１）

13：30～13：50　独自の信仰としての中国祭祀

　　　　　　　　　陳華文

13：50～14：10　日本の宗教文化の特質を考える

　　　　　　　　　上島享

14：10～14：30　仏教の中国化における民間及び民俗化の傾向について

　　　　　　　　　唐忠毛
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14：30～15：00　討論

15：00～15：20　休憩

日本文科省科研「フォークロア（民俗／民俗学）パラドックスを止揚する」パネル発表

15：20～15：40　主旨説明

　　　　　　　　　松尾恒一（本館・民俗研究系教授）

15：40～16：00　災いの語りにおける死霊と生霊

　　　　　　　　　中西裕二

16：00～16：20　多配列クラスとしての「鬼」─修正鬼会から神楽まで─

　　　　　　　　　白川琢磨

16：20～16：40　先祖は山に棲むか？─日本人と山・再考

　　　　　　　　　佐藤弘夫

16：40～17：00　「民間陰陽道」はあったのか？

　　　　　　　　　鈴木一馨

分科会Ｃ会場　異国空間の文化研究─“外国人”の生活と信仰

13：30～13：50　七夕伝説の記憶─日本七夕祭文の伝承形態

　　　　　　　　　畢雪飛

13：50～14：10　日本華僑の共同墓地と后土・土地神

　　　　　　　　　松尾恒一

14：10～14：30　海外華人の春節の記憶と文化アイデンティティ─インドネシア・ジャカルタを例に─

　　　　　　　　　徐赣麗

14：30～15：00　討論

15：00～15：20　休憩

15：20～15：40　周辺化と涵化：華人渡米出産者の文化の適応について

　　　　　　　　　游紅霞

15：40～16：00　多民族空間の祭日，儀式及び社会記憶─雲南省徳欽県を事例として─

　　　　　　　　　刘琪

16：00～16：20　地方話語中の人物伝説─江南地区における春申君伝説の研究─

　　　　　　　　　中村貴

16：20～16：40　 日本竹枝詞における知識構造と異文化体験：黄遵宪をはじめとする清末来日知識人を対象

として

　　　　　　　　　郑雅尹

16：40～17：40　総合討論

８月31日

８：00～11：50　各会場での分科会
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分科会Ａ会場　世界遺産時代の民俗学（２）

８：00～８：20　大陸からの石大工と日本の墓，石仏：伊派，大蔵の場合

　　　　　　　　　ハンク・グラスマン

８：20～８：40　中国伝来の採石─中世から現代への展開

　　　　　　　　　松田睦彦

８：40～９：00　植物採集と朝山文化：武当山を事例として

　　　　　　　　　吴旭

９：00～９：30　討論

９：50～10：10　日用書・暦書と民俗事象の形成に関する比較研究の可能性

　　　　　　　　　小池淳一

10：10～10：30　明清期の媽祖図像文献における東シナ海島のイメージについて

　　　　　　　　　田兆元

10：30～10：50　農民絵と中国社会記憶

　　　　　　　　　郑土有

10：50～11：50　総合討論

分科会Ｂ会場

８：00～８：30　日本の都市化と郷愁能動性についての一考察─都市観と故郷観を兼ねて

　　　　　　　　　郭海紅

８：30～９：00　礼，俗の相互影響─華北村落の記憶構築及びその言説

　　　　　　　　　張士閃

９：00～９：30　討論

９：50～10：10　道教寺院のなかの毛沢東─浦東聖堂道院における毛沢東生誕祭を事例として─

　　　　　　　　　黄景春，李琦

10：10～10：30　信仰の母題と異文─湖南省韶山毛主席崇拝の宗教性について─

　　　　　　　　　林海聪

10：30～10：50　神格化された人間：台湾蒋介石信仰の特質について

　　　　　　　　　刘慧

分科会Ｃ会場　東アジアにおける民俗，人，物，知識及び文化の交流と変容（３）

８：00～８：20　「祖霊」と「英霊」：周期的に「記憶」を喚起する清明節の墓参

　　　　　　　　　周星

８：20～８：40　内と外：神堂にある家と世界

　　　　　　　　　彭牧

８：40～９：00　“記憶の場”としての族譜及びその東アジアにおける伝播

　　　　　　　　　王霄冰

９：00～９：30　討論
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９：50～10：10　太湖における漁民の「焼香」習俗の持続と変貌

　　　　　　　　　胡艳红

10：30～10：50　中国河南省東部・北部の火神神話再構成の仕組みについて

　　　　　　　　　高海珑

12：00～12：30　閉幕式

　　　　　　　　　王暁葵，松尾恒一

13：40　鳥鎮巡見

９月１日

解散式

３．成果の概要

　本国際シンポジウムは，歴博と中国華東師範大学社会発展学院民俗学研究所とが，両国の民俗文化につい

て，以下の項目，三つの分野をテーマとして，基調講演，研究発表と討議を行った。　１．世界遺産時代の

民俗学／２．東アジアにおける民俗，人，物，知識及び文化の交流と変容／３．異国空間の文化研究─“外

国人”の生活と信仰

　日本側は，歴博のほか，神奈川大学常民文化研究所，日本女子大学科研，京都大学をはじめとする諸大学

の研究者，10名以上，中国側は共催機関の華東師範大学のほか，北京大学・中山大学非物質文化遺産研究セ

ンターの歴博共同研究員・上海大学等から出席者20名以上，日中のほか，韓国・アメリカの発表者も加わる

計40名以上の研究発表からなる，規模の大きな研究集会となり，地域文化の文化財化・文化遺産化・世界遺

産化の問題や，東アジアの精神基盤として大きな役割を果たした仏教・儒教や五行思想と民間信仰，日本・

東南アジア・アメリカの華僑・華人と故郷（原籍地）と移住先での生活や信仰といった“人の移動”の問題，

等が主題となり，日中韓をはじめとする研究者どうしによる国際的な有意義な討議が行われた。歴史学・文

化人類学・社会学の研究者も多く参加し，学際的な国際シンポジウムであったことも特筆される。

［国際研究集会］

「戦争をめぐるパブリックメモリーの創出─冷戦期を作った大戦をめぐって」

開催場所：国立歴史民俗博物館  第３会議室

開催日程：2015年２月７日

１．目　的

　博物館は，パブリックメモリーの創出においてきわめて重要な役割を担っている。しかしながら，日本に

おけるアジア・太平洋戦争や，ドイツにおけるナチス・ドイツならびに第一次世界大戦といった，いわゆる

歴史における「負」の側面に関する歴史叙述を，公共性の高い展示という形で表現することには，多様な困

難を抱えざるを得ない。そうした困難は，しばしば，展示を通じてどう「乗り越える」のか，あるいは「乗
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り越えた」のか，という形で語られることがある。しかし重要なのは，むしろ「乗り越えることができてい

ない」ことは何かという点をも射程に収めることである。つまり，「乗り越えた」ことと，「乗り越えること

ができていないこと」を重ね合わせた時に析出される，表現上／研究上のプロブレマティークを，社会・政

治・アカデミズムの動向のなかで捉え直し，歴史に向き合うための新たな視点を創出することへとつなげね

ばならない。そうした際に重要になるのは，一定の国・地域・社会の内部の緊張関係のなかで議論を深めて

いくことのみならず，異なる社会的コンテクストとの比較において新たな手がかりを発見するとともに，そ

もそもの歴史叙述の立脚点そのものを問い直そうとする営みである。

　今回は，第一次世界大戦，ならびにナチス・ドイツを視野に入れた論題を設定する。ドイツにおいては，

いずれもパブリックメモリーの創出において困難を抱えるテーマである。それらは冷戦期を経て，今日の歴

史認識や社会認識にも大きく影響を及ぼしている。展示を通じて，そうした様相がどのように作られ，そし

て変化しているのかを検討する。

２．内　容

13：00～13：30　開会挨拶・趣旨説明

13：30～14：30　「今日のドイツにおいて第一次世界大戦を展示すること─軍事史展示から精神性

　　　　　　　　・日常性・占領の展示へ─」

　　　　　　　　　アルヌルフ・スクリーバ（ドイツ歴史博物館）

14：30～15：30　「論争的なテーマの展示，論争的な反応の喚起──「ヒトラーとドイツ人─国家と犯罪」

　　　　　　　　展（2010）を事例に──」

　　　　　　　　　ドーリス・ブルーメ（ドイツ歴史博物館）

15：30～16：00　休憩

16：00～16：40　コメント

　　　　　　　　　①荒川　章二（本館歴史研究系・教授）

　　　　　　　　　②田嶋　信雄（成城大学法学部・教授）

16：40～17：30　討論

17：30～17：45　総括

３．成果の概要

　本館とドイツ歴史博物館の交流協定を背景として，同館よりアルヌルフ・スクリーバ氏とドーリス・ブルー

メ氏を招いて，上記の通り研究集会を実施した。当初は，暫定的に本館の荒川と原山の二人がコメンテーター

の役割を担うこととしていたが，日独交流史を専門とする田嶋信雄氏（成城大学）にコメントをいただける

ことが急遽決まったため，日本史のコンテクストからのコメントを荒川氏から，日独交流史に関わるコメン

トを田嶋氏からいただいた。

　報告の内容は，ドイツ歴史博物館で行われた，ヒトラーに関わる展示，ならびに第一次世界大戦に関わる展

示の実績に基づくものだった。このため，議論は，展示手法から，日本史とドイツ史の比較，さらにはドイツ

におけるグローバルヒストリーの受容など，世界史ならびに戦争の歴史を考える上で重要な論点が出された。

　非常に充実した内容であったこと，他方で英語による報告，英語を中心とするやり取りであったことから，
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内容については改めて確認できるよう，とりまとめをする必要があると考えられる。よって，今後，報告書

の作成可能性について検討しつつ，ここでの議論を，企画展示のみならず，本館の博物館活動と研究活動に

どのように反映していくのかを考えていきたい。

［外国人研究員］

氏　　名 所　　属 研究課題 受け入れ期間

ドレーク・ランフォード
（Drake Langford）

アメリカ合衆国
カリフォルニア州立大学

近世仇討にみる武士の表象と演出
～性と身分を中心に～ 2014.5.22～2014.8.21

崔　仁香
（Choi Inhyang）

大韓民国
中央大学校日本研究所 日中韓の蛇伝説に関する比較研究 2014.10.1～2014.12.31

鄭　大鳳
（Jung Daebong）

大韓民国
財団法人蔚山文化財研究
院

弥生時代における日本列島と韓半
島の物質文化の関連性についての
研究

2014.11.1～2015.1.31

［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

ブライアン・ダウドル
（Brian Dowdle）

アメリカ合衆国
モンタナ大学

江戸読書文化の明治時代：翻刻と
受容 2014.6.19～2014.7.10

田　香蘭
（Tian Xianglan）

中華人民共和国
天津社会科学院日本研究所

明治期以降の村落における高齢者
福祉の歴史的考察 2014.9.1～2014.9.30

田　兆元
（Tian Zhaoyuan）

中華人民共和国
華東師範大学 東シナ海における民俗信仰の研究 2014.9.28～2014.10.25

南　翼熙
（Nam Ikhee）

大韓民国
財団法人世宗文化財硏究院 東日本の新羅土器研究 2014.11.1～2014.11.30

謝　仕淵
（Hsieh Shihyuan）

台湾
国立台湾歴史博物館

震災・パブリックヒストリーと博
物館に関する総合的研究 2015.1.16～2015.2.5
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［協定締結機関との交流］

招　聘

氏　名 所　属 用　　務 期　間

李　暎澈
金　永煕
林　智娜

韓国
財団法人大韓文化財研
究院 共同研究「古墳時代・三国時代における日朝関係

史再構築─倭と栄山江流域の関係を中心に」に係
る研究会及び資料調査

2014.7.31～2014.8.3

李　昌煕 韓国
釜山大学校博物館 2014.7.31～2014.8.5

呉　炫徳
韓国
国立扶余文化財研究所
（国立文化財研究所）

国立文化財研究所との相互交流事業に係る招へい 2014.11.3～
2014.11.7

アクエリャ・バ
キア

ドイツ
ドイツ歴史博物館

国際交流事業「『ドイツと日本を結ぶもの─日独
修好150年の歴史─』をめぐる研究交流」に係る
招へい

2014.11.9～
2014.11.30

李　柱憲
韓国
国立伽耶文化財研究所
（国立文化財研究所）

科研「古代における文字文化形成過程の総合的研
究」（平川）に係わる打ち合わせ

2014.11.20～
2014.11.22

奇　亮
金　宗奎
崔　銀水
安　廷允 韓国

国立民俗博物館
国際交流事業「博物館型研究統合による日韓地域
研究」に係る研究打合せ及び現地調査等

2014.12.3～
2014.12.5

呉　昌炫 2014.12.3～
2014.12.12

謝　仕淵 台湾
国立台湾歴史博物館 短期招へい外国人研究者として招へい 2015.1.16～2015.2.5

金　素珍 韓国
国立文化財研究所

韓国国立文化財研究所との相互交流事業に係る招
へい 2015.2.2～2015.2.14

アルヌルフ・ス
クリーバ
ド ー リ ス・ ブ
ルーメ

ドイツ
ドイツ歴史博物館

国際研究集会「戦争をめぐるパブリックメモリー
の創出──冷戦期を作った大戦をめぐって」参加・
発表

2015.2.4～2015.2.13

金　斗喆
安　星姬
李　在珍
朴　俊炫
趙　知慧
金　敃均

韓国
釜山大学校博物館 研究打合せ及び資料調査 2015.3.8～2015.3.11

レスリー・テッ
パー
ア ラ ン・ エ ル
ダー

カナダ
カナダ歴史博物館

国際交流事業「先住民に関する歴史表象と博物館
展示についての比較研究」に係る調査・研究打合
せ

2015.3.13～
2015.3.21
2015.3.13～
2015.3.25
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呉　東墠
韓国
国立羅州文化財研究所
（国立文化財研究所）

韓国国立文化財研究所との相互交流事業に係る招
へい

2015.3.16～
2015.3.29

派　遣　※協定機関における用務を抜粋

氏　名 行　先 用　　務 期　間

大久保　純一
日高　薫

英国
ウェールズ国立博物館 ウェールズ国立博物館との協定調印 2014.6.6

林部　均 韓国
国立文化財研究所 国際シンポジウム参加・発表，遺跡踏査 2014.6.9～2014.6.13

青山　宏夫
小島　道裕
松木　武彦
キム・ホンソク

台湾
国立台湾歴史博物館
国立台北芸術大学

国立台湾歴史博物館との協定調印，国立台北芸術
大学との国際交流事業「博物館とモノを通じた文
化への解釈と発信」に係る講演

2014.7.6～2014.7.12

久留島　浩 2014.7.9～2014.7.12

高田　貫太
韓国
財団法人大韓文化財研
究院

共同研究「古墳時代・三国時代における日朝関係
史再構築─倭と栄山江流域の関係を中心に」に係
る研究打合せ

2014.7.16～
2014.7.17

三上　喜孝 韓国
国立中央博物館

科研「東アジア古代・中世における教会意識と仏
教信仰の研究」に係る資料調査

2014.8.23～
2014.8.24

高田　貫太
山田　康弘

韓国
国立中央博物館

総合展示第１展示室新構築に係わる資料調査・複
製製作立会

2014.8.24～
2014.8.26

小池　淳一
松尾　恒一
松田　睦彦

韓国
国立民俗博物館

韓国国立民俗博物館との国際交流事業「博物館型
研究統合による日韓地域研究」に係る招へい

2014.8.24～
2014.8.26

高田　貫太
山田　康弘
藤尾　慎一郎

韓国
国立中央博物館

総合展示第１展示室新構築に係わる資料調査・複
製製作立会 2014.8.31～2014.9.2

福岡　万里子 ドイツ
ドイツ歴史博物館

共同研究「対外関係・交流史を歴史展示で表現す
るための実践的研究」に係る資料調査 2014.9.6～2014.9.7

原山　浩介 ドイツ
ドイツ歴史博物館

共同研究「対外関係・交流史を歴史展示で表現す
るための実践的研究」に係る展示調査，研究打合
せ

2014.9.10～
2014.9.12

キム・ホンソク 韓国
国立中央博物館

国際企画展示「文字がつなぐ─古代の日本列島と
朝鮮」に係る資料借用の通訳及び補助

2014.9.10～
2014.9.12

三上　喜孝 韓国
釜山大学校博物館

科研基盤A「古代における文字文化形成過程の総
合的研究」に係る資料調査 2014.9.13
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高田　貫太

韓国
国立慶州文化財研究所
国立伽耶文化財研究所
国立文化財研究所
国立羅州文化財研究所
国立扶余文化財研究所
国立中央博物館

国際企画展示「文字がつなぐ─古代の日本列島と
朝鮮」に係る資料借用の立会・随行

2014.9.17～
2014.9.30

キム・ホンソク 韓国
国立中央博物館

国際企画展示「文字がつなぐ─古代の日本列島と
朝鮮」に係る資料借用 2014.9.19

三上　喜孝 韓国
国立中央博物館

国際企画展示「文字がつなぐ─古代の日本列島と
朝鮮」に係る資料借用等

2014.9.19～
2014.9.29

荒川　章二
原山　浩介
中野　良

台湾
国立台湾歴史博物館 展示調査，研究打合せ 2014.9.20

上野　祥史
中国
中国社会科学院考古研
究所

中国社会科学院　国際シンポジウム「漢代陵墓考
古及環文化」への参加・報告及び漢代出土資料調
査

2014.10.10～
2014.10.15

松木　武彦
韓国
国立伽耶文化財研究所
（国立文化財研究所）

韓国国立文化財研究所との交流事業
（加耶文化財研究所：加耶文化遺産の復元のため
の高塚調査研究）

2014.10.27～
2014.11.4

藤尾　慎一郎
工藤　雄一郎

韓国
国立文化財研究所

韓国国立文化財研究所との交流事業
（植物考古学を通じた先史時代農耕化についての
研究）

2014.10.29～
2014.11.1

林部　均
韓国
国立扶余文化財研究所
（国立文化財研究所）

韓国国立文化財研究所との交流事業
（扶余文化財研究所：百済事保存地域の文化遺産
活用のための学術調査）

2014.11.8～
2014.11.14

高田　貫太
韓国
国立羅州文化財研究所
（国立文化財研究所）

韓国国立文化財研究所との交流事業
（羅州文化財研究所：湖南地域の古代古墳の調査
および研究）

2014.11.23～
2014.11.26

高田　貫太
韓国
財団法人大韓文化財研
究院

国際シンポジウム「旅程と時間をたどって─栄山
江流古墳の土木技術と編年に関する研究」参加・
発表及び遺跡踏査

2014.11.27～
2014.11.29

高田　貫太

韓国
釜山大学校博物館
財団法人嶺南文化財研
究院

総合展示第１展示室新構築に係る資料調査・複製
製作の立会

2014.12.7～
2014.12.17

三木　美裕
（客員教授）

英国
ウェールズ国立博物館

日本関連在外資料調査研究Aに係るシーボルトコ
レクション調査に係る打合せ

2014.12.16～
2014.12.17

西谷　大
原山　浩介
濱田　浄人

台湾
国立台湾歴史博物館 震災展に係る打合せ 2014.12.18
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藤尾　慎一郎
高田　貫太

韓国
釜山大学校博物館

国際交流事業「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」に係る研究打合せ 2015.1.22

藤尾　慎一郎
斉藤　努
坂本　稔
山田　康弘
高田　貫太

韓国
財団法人嶺南文化財研
究院

協定調印式及び国際交流事業「日韓における弥生
～古墳時代の考古・分析科学的総合研究」に係る
研究集会

2015.1.23～
2015.1.25

高田　貫太 韓国
釜山大学校博物館 総合展示第１室新構築に係る複製製作の立会 2015.2.1～2015.2.7

小島　道裕
三上　喜孝

韓国
国立中央博物館 資料調査及び研究打合せ 2015.2.5

松田　睦彦
川村　清志

韓国
国立民俗博物館 研究打合せ及び資料調査 2015.2.14～

2015.2.17

小池　淳一
川村　清志
葉山　茂

台湾
国立台湾歴史博物館

機構連携研究「大規模災害と広域博物館連携に関
する総合研究」に係る展示視察 2015.3.4

［海外派遣］

氏　名 行　先 用　　務 期　間

共同研究

松尾　恒一 アメリカ 国際研究集会に係る打合せ 2014.4.12

松尾　恒一 韓国
共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」
に係る研究打合せ及び韓国における古代儒教儀礼
の伝承調査

2014.5.2～2014.5.5

松尾　恒一 中国

共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」
に係る打合せ及び華南師範大学・民俗学研究所と
の研究交流についての協議，中国年中行事の民俗
調査

2014.6.1～2014.6.2

原山　浩介 ドイツ
ボーフム大学国際シンポジウムへの参加と共同研
究「対外関係・交流史を歴史展示で表現するため
の実践的研究」に係わる資料調査

2014.9.3～2014.9.13

原山　浩介 台湾 共同研究「戦時／災害と生活世界の関わりに関す
る総合的研究」に係わる資料調査・現地調査

2014.9.19～
2014.9.22

科学研究費補助金

上野　祥史 韓国 朝鮮半島出土倭系文物及び関連資料調査 2014.5.2～2014.5.5

渋谷　綾子 モンゴル Sixth Worldwide Conference of the SEAA（Society 
for East Asian Archaeology）への参加・発表 2014.6.6～2014.6.11
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櫻庭　美咲 イギリス イギリスの博物館における日本関連資料の調査 2014.6.7～2014.6.15

高田　貫太
三上　喜孝 韓国 韓国・昌寧・火旺山城出土木簡の複製品製作に係

わる調査
2014.6.17～
2014.6.19

坂本　稔 フランス 第13回加速器質量分析国際会議（AMS-13）にお
ける研究成果の報告

2014.8.24～
2014.8.31

三上　喜孝 韓国 韓国古代仏教関係遺跡・遺物の調査 2014.8.21～
2014.8.25

上野　祥史 中国
建築史関連資料の検討（楊鴻勲氏との会談・討議）
宋元明関連出土資料の検討及び寺院建築調査（正
定県内）

2014.9.2～2014.9.6

三上　喜孝 韓国 韓国・昌寧・火旺山城出土木簡の複製品製作に係
わる調査及び新羅石碑調査

2014.9.10～
2014.9.16

原山　浩介
秋山かおり ハワイ 在ハワイの日本関連資料に関する調査研究 2014.10.13～

2014.10.24

日高　薫 ドイツ
オランダ

EurAsian Objects: Art and Material Culture in 
Global Exchange, 1600-1800に参加・発表および
日本関連資料の調査

2014.11.20～
2014.11.28

上野　祥史 中国 宋元明代の中国建築様式および構造様式関連出土
資料の検討

2014.11.23～
2014.11.26

坂本　稔

ロシア
日本関係資料等の調査と研究打ち合わせ

（エルミタージュ美術館・同館科学研究所・国立
ロシア美術館）

2014.11.26～
2014.12.1

鈴木　卓治 2014.11.27～
2014.12.3

小瀬戸恵美 2014.11.26～
2014.12.4

坂本　稔 オーストラリア 第９回年輪年代学国際会議における研究成果の報
告

2015.1.12～
2015.1.19

三上　喜孝 韓国 韓国古文書資料の調査及び研究打ち合わせ 2015.2.4～2015.2.7

島津　美子 インド アジャンター石窟壁画の調査 2015.3.8～2015.3.13

日高　薫
澤田　和人
櫻庭　美咲

イギリス
基盤研究Ｂ「東西貿易と東洋趣味コレクション─
17～19世紀の日本美術コレクションが担った役
割」に関する資料調査

2015.3.8～2015.3.16

小倉　滋司 中国 鄭州大学亜太研究中心シンポジウム「東アジア世
界論と漢字文化圏─出土文字資料から見る」参加

2015.3.17～
2015.3.19
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三木　美裕
（客員教員） イギリス イギリスの博物館における日本関連資料の調査 2014.5.31～

2014.6.15

櫻庭　美咲 イギリス イギリスの博物館における日本関連資料の調査 2014.6.7～2014.6.15

日高　薫 ドイツ
オーストリア

「日本関連在外資料の調査研究」プロジェクトに
おける資料調査

2014.7.17～
2014.7.30

櫻庭　美咲 ドイツ
オーストリア

「日本関連在外資料の調査研究」プロジェクトに
おける資料調査

2014.7.17～
2014.7.30

福岡万里子 ドイツ 「日本関連在外資料の調査研究」プロジェクトに
おける資料調査

2014.7.17～
2014.7.27

勝田　徹 ドイツ 「日本関連在外資料の調査研究」プロジェクトに
おける資料調査

2014.7.17～
2014.7.27

保谷　徹
（客員教授）

ドイツ ブランデンシュタイン城における資料調査

2014.8.28～2014.9.5

日高　薫
勝田　徹 2014.8.28～2014.9.6

福岡万里子 2014.8.28～
2014.9.13

三木　美裕 イギリス 日本関連在外資料調査研究Aに係わるシーボルト
コレクション調査

2014.12.14～
2014.12.21

内田　順子 イギリス マンロー関係資料の活用に関する研究打ち合わせ
及び映画・写真の活用方法に関する調査 2015.2.4～2015.2.7

日高　薫 ドイツ
オーストリア

ドイツ・オーストリアの博物館における日本関連
資料の調査 2015.2.7～2015.2.21

山田　慎也 オランダ
ドイツ

日本関連在外資料の調査研究に係る資料調査・撮
影（オランダ国立民族学博物館・ミュンヘン国立
民族学博物館）

2015.2.8～2015.2.16

勝田　徹 オランダ
ドイツ

日本関連在外資料の調査研究に係る資料調査・撮
影（オランダ国立民族学博物館・ミュンヘン国立
民族学博物館）

2015.2.8～2015.2.21

櫻庭　美咲 オーストリア
ドイツ

ドイツ・オーストリアの博物館における日本関連
資料の調査 2015.2.8～2015.2.21

青山　宏夫 オランダ
ライデン大学図書館，国立民族学博物館，シーボ
ルトハウス所蔵のシーボルト関係資料の調査及び
展示視察

2015.2.10～
2015.2.16
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澤田　和人 ドイツ 日本関連在外資料の調査研究に係る資料調査・撮
影（ミュンヘン国立民族学博物館）

2015.2.13～
2015.2.21

三木　美裕 アメリカ 日本関連在外資料調査研究に係わる調査 2015.2.11～
2015.2.14

三木　美裕 アメリカ 日本関連在外資料調査研究に係わる調査 2015.2.27～2015.3.4

小池　淳一
川村　清志
葉山　茂

台湾 台湾における震災展示表象の特質と日台の博物館
展示の比較に向けての現地調査 2015.3.2～2015.3.5

原山　浩介 アメリカ 日本人移民に関わる音声資料及び資料状況の調査 2015.3.8～2015.3.15

原山　浩介 アメリカ 在ハワイの日本関係資料に関する資料情報の確認
および打合せ

2015.3.20～
2015.3.23

その他の調査・研究・学会・シンポジウム等

三上　喜孝 韓国 資料調査及び韓国慶北大学校での学会発表 2014.6.10～
2014.6.15

大久保純一
日高　薫 イギリス イギリス国内の日本関係資料調査・日本関係資料

所蔵機関における資料調査及び研究打合せ
2014.6.5～2014.6.12
2014.6.5～2014.6.15

上野　祥史 モンゴル Sixth Worldwide Conference of the SEAA（Society 
for East Asian Archaeology）への参加・発表 2014.6.6～2014.6.10

原山　浩介 アメリカ 資料調査のため（ハワイ大学・ビショップミュー
ジアム・JCCH） 2014.7.3～2014.7.12

高田　貫太 韓国
韓国（財）全南藝術財団文化財研究所の国際シン
ポジウムにおける講演・遺跡調査及び大韓文化財
研究院との共同研究打ち合わせ

2014.7.16～
2014.7.20

山田　慎也 台湾 総合研究大学院大学若手教員海外派遣事業 2014.7.31～
2014.9.30

高田　貫太 韓国 総合展示新構築に係わる資料調査（国立金海博物
館，釜山福泉博物館）

2014.8.10～
2014.8.14

川村　清志 イタリア
スロベニア

イタリアにおける歴史・文化的景観の保全状況と
博物館，美術館の表象技法についての調査及び

「EAJS Conference（欧州日本研究協会国際大会）」
への参加

2014.8.20～2014.9.3

松田　睦彦 韓国 ソウル大学における研究会への参加 2014.8.22～
2014.8.23

松尾　恒一
小池　淳一
松田　睦彦

中国 国際シンポジウム「記憶の場としての東アジア」
参加・発表 2014.8.28～2014.9.1
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櫻庭　美咲 フランス
「17～18世紀フランス所在輸出磁器コレクション
の研究」に係る資料調査（鹿島美術財団「美術に
関する調査研究助成」）

2014.8.26～2014.9.8

キム・ホンソク 韓国 企画展示「文字がつなぐ」に係る資料借用の通訳
及び補助

2014.9.17～
2014.9.20

高田　貫太 韓国 企画展示「文字がつなぐ」に係る資料借用の立会
及び随行

2014.9.17～
2014.9.30

荒川　章二
中野　良 台湾 5・６室リニューアルに係る予備的研究の資料調

査
2014.9.19～
2014.9.22

鈴木　卓治 メキシコ 国際色彩学会大会（AIC2014）参加・発表 2014.10.20～
2014.10.27

原山　浩介

台湾 台湾歴史博物館との震災パネル展打ち合わせ及び
博物館視察

2014.12.17～
2014.12.19

西谷　大
濱田　浄人

2014.12.17～
2014.12.21

キム・ホンソク 韓国 企画展示「文字がつなぐ」に係る借用資料の返却 2014.12.19～
2014.12.26

高田　貫太 韓国 企画展示「文字がつなぐ」に係る借用資料の返却 2014.12.21～
2014.12.26

小島　道裕 韓国 研究打ち合わせ及び博物館調査 2015.2.4～2015.2.7

小島　道裕 ポルトガル 基幹研究プロジェクト（日本展示）に関する準備
調査

2015.2.18～
2015.2.24

三木　美裕 ポルトガル
イギリス

基幹研究プロジェクト（日本展示）に関する準備
調査

2015.2.18～
2015.2.25

三木　美裕 イギリス 基幹研究プロジェクト（日本展示）に関する準備
調査

2015.3.13～
2015.3.21

日高　薫 イギリス 基幹研究プロジェクト形成に係る準備調査 2015.3.16～
2015.3.19

原山　浩介 アメリカ 日系ハワイ移民に関する文書資料・音声資料の調
査及び研究交流

2015.3.20～
2015.3.27

他の研究機関の依頼による海外調査・研究等

松尾　恒一 アメリカ 南カリフォルニア大学での講演 2014.4.10～
2014.4.11

松尾　恒一 中国
共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」
と華南師範大学・民俗学研究所との研究交流につ
いての協議・同大学での集中講義

2014.5.28～
2014.5.30
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三上　喜孝 韓国 韓国慶北大学校主催国際シンポジウム参加・発表 2014.6.12～
2014.6.14

キム・ホンソク 韓国 釜山大学・大成洞古墳博物館所蔵の馬遺存体調査 2014.7.18～
2014.7.26

渋谷　綾子 トルコ
ハッサンケイフ・ホユック遺跡から出土した石皿
の分析ならびに残存デンプン粒分析のための試料
採取

2014.9.5～2014.9.14

キム・ホンソク アルゼンチン 東新大学校博物館主催の海南萬義塚古墳に関する
学術シンポジウムへの参加

2014.9.20～
2014.9.28

山田　慎也 ミャンマー アジア冠婚葬祭業国際交流研究会ミャンマー視察 2014.10.13～
2014.10.17

上野　祥史 中国 国際シンポジウム「祈念馬王堆発掘四十周年国際
学術検討会」出席・報告

2014.12.11～
2014.12.15

日高　薫 ドイツ 客員教授として招聘（ハイデルベルグ大学） 2015.1.6～2015.2.6




