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［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。2015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
　国立民俗博物館（大韓民国）と交流協定を延長・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13件の国際交
流事業を推進した。
　国際企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」は，協定締結機関であるドイツ歴史博物館（ド
イツ）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。
　また，ウェールズ国立博物館（イギリス）との「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」では，日本関連在外資料の所在調査をすすめるとともに，ウェールズ国立博物館における日
本展示のための打合せをウェールズ国立博物館などで行った。
　さらに，国立釜山大学校博物館（大韓民国）との国際交流事業「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」は，今年度が最終年度にあたり，これまでの研究交流で得られた成果をまとめ，報告書として刊行
した。
　歴博において，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「古代日韓交渉の実態」が開催された。このシンポジウムについては研究者の関心が
高く，また一般の参加者からも好評を得た。協定機関の大韓文化財研究院（大韓民国）共同研究メンバーを中心に，
発表・討論を行うことで，韓国における最新の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。
　他にも，協定機関である国立中央博物館（大韓民国）の企画展「新石器人，新たな環境に適応する」へ資料貸与
を行い，開会式へ藤尾副館長はじめ３名が出席した。
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２名，短期招へい外国人研究者を４名受け入れた。また，第３期中期目
標の達成のために，外国人研究者受入制度の見直しを開始した。
４．国際シンポジウム等の開催
　国際研究集会１件，国際シンポジウム２件を開催した。大韓文化財研究院を共催機関として開催した国際シンポ
ジウム「古代日韓交渉の実態」の他，国際研究集会「企画展示『ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─』
をめぐる研究交流」を歴博で開催し，ドイツ歴史博物館からコッホ館長をスピーカーとして招へいした。講演の内
容は日独の歴史への向き合い方の相違や歴史博物館の課題など，多岐にわたり，提起された問題に対し活発な議論
が行われた。さらに，ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会からの依頼を受け，同会が主催する「日独学術交流
シンポジウム“Symposium on Japanese German Scientific Relations”」を歴博において共催した。

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
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

４ 国際交流
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継
　
　
続

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

　青山　宏夫

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

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

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

新
　
　
規

韓国
国立中央博物館 先史～中世における葬送儀礼の比較研究 研究部

　松木　武彦

韓国
嶺南文化財研究院

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

財団法人東亜細亜文化財研究院

韓国
国立民俗博物館 日韓地域研究の実践的展開 研究部

　松田　睦彦

台湾
国立台湾歴史博物館

国立台湾歴史博物館との災害史をめぐる研究・展示構築プ
ロジェクト

研究部
　原山　浩介

（１）「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いけるのかを
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

　６年間にわたる研究・調査活動の成果報告書の刊行を目指した。
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３．今年度の研究経過

　釜山大学校博物館，および（財）東亜細亜文化財研究院・（財）嶺南文化財研究院との国際交流経費を合わせた
200万円を原資に，日本学術振興会科学研究費基盤（Ｂ）「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」（2011～2013）の成果報告を兼ねた国際学術交流研究成果報告書『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』を作成し，2016（平成28）年３月31日に刊行した。

４．６年間の研究成果（概要）

　６年間の研究で総計108点の人骨，ウルシ，炭化物のＡＭＳ-炭素14年代測定を実施し，三国時代の横穴式石室導
入以前の古墳の年代を推定した。
　測定を実施した遺跡は，金海大成洞古墳群，金海礼安里古墳群，釜山蓮山洞古墳群，慶山林堂洞古墳群，慶山造
永洞古墳群，大邱佳川洞古墳群と，青銅器時代の東萊温泉洞遺跡，原三国時代の金海新文里遺跡，鎭海石洞遺跡，
海南郡谷里貝塚である。
　横穴式石室導入以前の三国時代の古墳を考古学的にⅠ～Ⅵの６つの時期にわけ，期ごとの較正暦年代の中心年代
を求めた。その結果，Ⅰ期（大成洞88・91号）は300年，Ⅱ期（礼安里94号）は４世紀，Ⅲ期（礼安里66・122号）
は400年，Ⅳ期（蓮山洞Ｍ３・Ｍ７号）は５世紀から６世紀に食い込む時期，Ⅴ期（礼安里57-2，林堂洞６Ａ号）
は６世紀中頃，Ⅵ期（礼安里78Ａ号）は601年，になった。
　測定数が少なかったため，各期の上限・下限年代を求めることができなかったので，日本と韓国との間に存在す
る年代観のズレを解消するという当初の目的を果たすことができなかった。
　しかし，今後，測定を増やすことによって統計処理が行えるようになれば，各期の上限・下限年代を算出できる
ようになり，最終的には各期の存続幅を求めていけば，ズレを解消できると考えている。また，第Ⅳ期の存続幅が
他の時期に比べると長期にわたる可能性が出てきているので，三国時代においても不均等存続幅を指摘できる可能
性がある。
　なお，これまでの東亜細亜文化財研究院，嶺南文化財研究院との研究成果も，本報告書に所収しているので，参
照いただきたい。

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
　李　昌　煕　東国大学校人文大学・助教授
　高田　貫太　本館研究部・准教授　　　　　　　箱﨑　真隆　本館研究部・特任助教
◎藤尾慎一郎　本館研究部・教授　　　　　　　○坂本　　稔　本館研究部・教授

（２）「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。科研費「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

　中国より日本に伝来した仏教の地域的な展開，神仏習合の儀礼の様相等，伝承の調査を行うとともに，歴史文献
の収集を行い，国際研究集会の開催を実施し，日米両国だけでなく，仏教・陰陽思想が民俗の形成に大きな影響を
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与えた中国をも視野に収めた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，上島
享京都大学准教授・荒見泰史広島大学教授とともに，中国・台湾の研究者を招聘して行った国際研究集会「法会と
空間」（2015年10月３日（土），京都大学）で，延暦寺法華大会の調査を含む，以下のプログラムの発表と討議を行
い，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。
・楊明璋（台湾政治大学助理教授）「由凡入聖的儀式：唐宋寺院中的觀僧像與稱僧名」
・荒見泰史（広島大学教授）「從密教儀軌の変容と中唐期的宗教儀礼の特質─以敦煌本《大部禁方》を中心として─」
・長谷川裕峰（比叡山延暦寺）「法華大会の解説」
・松尾恒一「11～12世紀の日本の国家仏教，儀礼と空間」
・上島享（京都大学准教授）「密教修法の構成と空海の後七日御修法の創始」
　また，本国際交流事業では，松尾代表「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」（平成24年度～平成26年度）と連
携した，研究会を実施してきたが，その成果のとりまとめに着手した。
　なお，次年度は，イリノイ大学側代表ブライアン・ルパート准教授を中心に，中国より伝来した日本仏教の伝承
調査として薬師寺慈恩会，及び崇福寺普度勝会の調査と研究会を計画している。

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 中山大学・教授
　王　暁　葵 華東師範大学・教授
　田　兆　元 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・准教授
　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
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　黄　麗　雲 台湾新生医護管理専門学校・助理教授

（３）「国立文化財研究所との相互交流事業」2015～2017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2015年４月１日から2021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27年度から平成32年度までの６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，歴博側から林部均，高田貫太，三上喜孝の３名が文化財研究所の研究事業に参加した。高田は，2015
年10月18日（日）～24日（土）に国立羅州文化財研究所へおもむき，朝鮮半島西南部の三国時代遺跡の踏査を行っ
た。特に，羅州丁村古墳の発掘調査に参加し，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
ついて調査した。林部は2015年11月２日（月）～７日（土）に国立慶州文化財研究所へおもむいた。韓国の慶州地
域に存在する新羅王京関連の遺跡踏査を行った。新羅王京について日本の飛鳥宮や藤原京との比較する観点から調
査した。三上は，2016年１月９日（土）～１月16日（土）に国立扶余文化財研究所へおもむき，古代仏教関連資料
の調査を行った。特に，扶余地域において発掘されたスタンプ文瓦をはじめ，百済関連の出土文字資料を観察し，
意見交換を行った。
　韓国国立文化財研究所からは，チョサンスン（国立羅州文化財研究所学芸研究官），ジョンヨンホ（国立扶餘文
化財研究所学芸研究士），ミンギョンソン（国立伽耶文化財研究所学芸研究士）の３名が来館した。チョサンスン
氏は2016年１月11日（月）～23日（土）にかけて来館し，資料調査，歴博共同研究「日本近世における彩色の技法
と材料の受容と変遷に関する研究」（島津美子代表）への参加などを行った。ジョンヨンホ氏は2016年１月18日（月）
～30日（土）にかけて来館し，資料調査，歴博共同研究「戦いと国家形成の環境的基盤─炭素14年代と酸素同位体
による古気候復原と社会統合過程との比較照合─」（松木武彦代表）に参加した。ミンギョンソン氏は2016年１月
18日（月）～30日（土）にかけ，資料調査，歴博共同研究「年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研
究（坂本稔代表）などへ参加した。また，日本における木簡資料を中心として踏査と視察を行った。

４．今年度の研究成果

　林部は国立慶州文化財研究所が発掘調査を行っている月城（新羅の王宮推定地）や，これと隣接する東宮月池を
巡検し，発掘現場において具体的に遺構や土層などについて調査担当者らと議論を行った。新羅における王宮・王
都についての最新の調査状況を現地で把握するとともに，これまでの調査データを収集することで，日韓の王宮・
王都を比較研究していくための基礎資料を得ることができた。
　三上は国立扶餘文化財研究所にて百済にかかわる仏教資料や出土文字資料について調査を行った。扶餘文化財研
究所は王宮里遺跡・弥勒寺跡などから出土したスタンプ文瓦を数多く保管しており，このスタンプ文瓦を中心に文
字の釈読や印章の形態的特徴などについて検討した。資料調査を行っていく中で古代の出土文字資料について意見
交換を行い，これらの文字資料が百済を介した日本と韓国との交流を知る基礎資料であることを確認した。
　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，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。羅州文化財研究
所との交流のもと，すでに数年にわたって栄山江流域の発掘調査に参加しており，そこで得た知見は，歴博国際シ
ンポジウム『日韓交渉の実態』（３月５，６日）の開催にもつながった。
　韓国国立文化財研究所から来館した３名は，それぞれ関連する歴博共同研究会に参加するとともに，館外におけ
る資料調査を行うことで，日本国内の研究者と意見交換を行った。チョサンスン氏は日韓における彩色材料の変遷
について，島津ら日本の研究者と意見交換を行った。また，日光東照宮を巡検し，日本における伝統技法による彩
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色技術を，日韓の比較の観点から調査した。さらに，群馬県南下古墳群の石室に残る朱線（計画泉）や，金井東浦
遺跡出土の赤玉を調査するなど，古墳時代における多様な顔料利用のあり方についての知見を得た。
　ミンギョンソン氏は，木簡をはじめとする木製品の整理や活用の状況について，奈良県や滋賀県の研究機関を調
査した。また，秋田地域も調査を行い，主な木簡出土遺跡を巡検した。ジョンヨンホ氏は群馬地域の古墳や遺跡を
チョサンスン氏とともに調査することで，益山双陵の横穴式石室（７世紀代）と古墳終末期の横穴式石室の比較（特
に石材加工のあり方）を行った。また，火山噴火にともなう環境変動と遺跡変遷の関連についての知見を得た。さ
らに，秋田城の踏査を行い，古代日本における区画を有する地方官衙のあり方と，同じく平面長方形の区画を有す
る益山王宮里遺跡（泗沘期百済の王宮の一つ）との関連について知見を得た。環境変動と遺跡変遷について，館内
の研究者とも意見交換を行っている。
　そしてミン氏とジョン氏については，近年の調査成果について歴博での研究発表をお願いした。
　このような交流は次年度以降も基本的に継続し，将来的には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）
◎シム　ヨンソプ　国立文化財研究所研究企画課・課長
○キム　ヘジョン　ミョンソン国立文化財研究所研究企画課・学芸研究士
　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

（４）「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

　今年度は，秦漢時代から南北朝時代にかけての研究交流を図ることができた。12月には，朱岩石研究員を招聘し，
５・６世紀の古墳時代と南北朝時代を対象とした比較検討視点について意見を交換した。３月には，本館の上野祥
史がその議論の根幹をなす鄴城及び周辺の関連諸遺跡を訪れ，考古研究所のメンバーとともに検討を重ねた。また，
大きく進展している本館の総合展示第１室リニューアルについても，その実現に向けて協力を求め意見を交換した。
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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（５）「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，国立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
本館に交流協定，及び本事業の実施を打診した経緯として，本館が資料の収集・保存や，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，本館の教員を講師と
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．今年度の研究計画

　本館教職員４名を国立台北芸術大学に派遣し，研修会を実施する。この研修会は台湾の博物館専門職員を対象と
したものであり，平成25年度及び26年度と同じく，本館の教員が博物館資料をもとにした本館の展示や研究などの
取り組みについて講義をおこない，本館についての理解を深めてもらうとともに，相手機関及び，台湾の博物館関
係者との交流の場としたい。

３．今年度の研究成果

　本事業３年目となる平成27年度は９月10日～９月14日にかけて，本館と国立台北芸術大学による共同研修会
「2015　博物館，生活のものと生き方」を国立台湾博物館他にて開催し，本館からは教員３名（西谷教授，村木准
教授，松田准教授），事務職員１名を派遣した。
　９月10日，11日，13日には国立台湾歴史博物館にて日本側５名（本館３名，民博２名），台湾側５名の講義がお
こなわれた。また，９月12日，13日には桃園市立大渓木芸エコミュージアム，新店文史館を巡見し，各博物館の取
り組みについてプレゼンテーションを受けることで，台湾における博物館の現況について理解を深めることができ
た。研修会には100名近くの博物館関係者，大学生等が参加した。
　本館教員の講義題目は以下の通り。
　　西谷　　大　偽造と模倣の文化史
　　村木　二郎　中世日本の技術と生活
　　松田　睦彦　現代日本の生業技術

４．事業組織

　陳　佳　利　国立台北芸術大学博物館研究所・准教授
　張　婉　真　国立台北芸術大学博物館研究所・准教授
◎黄　貞　燕　国立台北芸術大学博物館研究所・助教授
　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
○西谷　　大　本館研究部・教授　　　　　　◎大久保純一　本館研究部・教授

（６）「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
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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。また，韓国側から研究メン
バー１名を招へいし，日本国内における交流関連資料の調査を行う。

３．今年度の研究経過

・ ８月１日～31日まで，慶北大側の研究メンバー代表である朴天秀氏を招へいし，研究交流の進展をはかった。特
に，三国新羅から統一新羅時代にかけて，新羅から日本へもたらされたさまざまな文物についての系譜関係，交
渉の様態について共同調査，研究を行った。特にガラス資料について，朴天秀氏が研究を進めている内容につい
て，８月25日に「シルクロードと新羅」というテーマで発表をお願いし，その内容についての討論を行っている。

・ 朴天秀氏と高田貫太が，これまで進めてきた交流事業の研究内容に基づいて，別の学術交流協定機関である国立
慶州博物館の特別展示「日本の古墳文化」の展示図録の論考部分を執筆した。展示内容についてでも共に助言を
行っている。

・ ３月21～25日に慶北大学校博物館を訪問し，朴天秀氏，李煕濬氏，朱甫暾氏らと今後の研究についての協議を行
うとともに，新羅の重要な一地方である大邱地域における三国新羅と倭の交流を示す考古資料についての調査を
行った。

４．今年度の研究成果

・ 昨年度は，研究の協議にとどまったが，今年度は朴天秀氏を招へいし，三国新羅から統一新羅時代にかけての特
にガラス資料にかかわるユーラシア，新羅，倭（日本）にいたる交流史について研究会を行うことができた。そ
れによって，今後の共同研究にむけての展開が開けた。

・ 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しても活用していくことの必要性が認識されて
いる。可能であれば，本館の外国人研究者受入制度を活用して，慶北大学校出身の若手研究者を招へいし，その
中でより幅広く研究のネットワークを広げていきたい。

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

（７）「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
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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

　カナダを訪問し，関連する博物館・研究機関等を巡検し，研究交流を実施する。
カナダ国立歴史博物館，カナダナショナル・ギャラリー（オタワ），ロイヤル・ブリテッシュ・コロンビア博物館，
ブリテッシュ・コロンビア大学人類学博物館等を訪問し，カナダ先住民・アイヌ関連の展示表象を調査するととも
に，各訪問先の研究者と交流し，平成30年度に開催予定のシンポジウムのテーマを検討する。
　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

　９月26日～10月４日にかけて，カナダにて，ビル・リード・ギャラリー，ブリティッシュ・コロンビア大学人類学
博物館，Sto:lo Resource Centre，Quw'utsun' Cultural and Conference Center，U'Mista Cultural Centre Nuyumbalees 
Cultural Centre，Skwxwu７mesh Lilwat７ul Cultural Centr，Quest University等を訪問し，各施設の展示を巡見
したほか，それぞれの施設で研究・展示を担当する人々にインタビューをおこなった。
　なお，カナダ調査の実施に伴い，調査先機関の概要や活動内容等に関する文書や，レスリー・テッパー氏の研究
の翻訳をおこなった。

４．今年度の研究成果

　今年度，カナダの先住民関連の展示のあるさまざまなタイプの施設を巡見し，展示や研究，文化伝承活動に従事
している人びとへのインタビューが可能になったのは，カナダ北西海岸地域での調査・研究に長年従事し，研究者
だけでなく，先住民のさまざまなコミュニティーとの間で信頼関係を築いてきたレスリー・テッパー氏の助力によ
るものである。設立の経緯やコンセプトの異なる多くの施設を訪問し，さまざまな立場にある人びとにインタビュー
することができたことで，カナダの先住民のコミュニティーが，「博物館」ではなく「文化センター」をつくるこ
とを選択した背景，遺骨の返還に関わる事項，オリンピックの開催を契機とする先住民の文化復興活動の経験など
について，多様な視点を得ることができた。アイヌ民族やアイヌ文化に関する研究や展示によって誰が恩恵を受け
るのか，博物館という場所が他者の過去を管理することにどのような妥当性・正当性があるのか，歴史叙述の主体
とは誰であるのか，など，今後の本事業において検討すべきテーマを深めることができた。

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
　レスリー・テッパー　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

（８）「『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
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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。第三に，
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

１）本館の企画展示をめぐって国際研究集会を本館で開催する。
　本館では，平成27年に，日独関係史をめぐる企画展示を実施する。展示準備においては，もとよりドイツ歴史博
物館の協力を得て進めてきたところであるが，実際の展示叙述については歴博（日本）側の展示プロジェクト委員
会において構築している。この研究集会では，日本における日独関係史の研究蓄積を踏まえて構築した歴史・展示
叙述をめぐり，ドイツの博物館関係者，研究者などと検証を行い，両国間の歴史認識や問題関心にどのような差異
があるのかを析出し，世界史の中で歴史を捉え直す際に議論すべき論点を見いだすとともに，これをめぐって検討
を行う。
２）企画展「シーボルトの見せたかった日本」に併せた歴博フォーラムの実施，ならびにプレシンポジウムを実施
する。

３．今年度の研究経過と成果

　国際研究集会「企画展示『ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─』をめぐる研究交流」を基盤研究「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」および展示プロジェクト「ドイツと日本を結ぶもの─日
独修好150年の歴史─」と共同開催し，ドイツ歴史博物館館長アレクサンダー・コッホ氏，京都大学人文研究所藤
原辰史氏をパネリストに迎え，同展の展示批評をおこなった上で，近現代の戦争展示の問題点や戦後70年という時
期における国の戦争への向きあい方について共同研究メンバー以外の外部研究者も交えて議論を深めた。詳しくは，
本年報「国際研究集会」の記述を参照されたい。
　シーボルト展関係の交流事業に関しては平成27年12月に本館研究員１名により，シーボルト記念館の調査など，
研究交流に係る調査および企画展関連打合せを行った。
　なお，目的第三点に関わって日本の近現代史に関わる国際研究交流を実施するとした当初計画については，平成
26年度末のドイツ歴史博物館研究員を招いた国際研究集会と上記の戦後70年も踏まえた27年度夏の国際研究集会で
おおむね目的を果たしたため，28年度はシーボルト関係に重点をおくものとする。

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

（９）「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
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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・ウェールズ内）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．今年度の研究計画

　客員教員三木美裕氏を含め歴博から２名の研究者を派遣し，ウェールズおよびその周辺における日本美術関連資
料の所在調査をすすめるとともに，ウェールズ国立博物館における日本展示（平成29年度）のための展示資料確定
のための打合せをおこなう。あわせて展示評価方法についても検討する。
　また，27年度から引きつづき，ウェールズ国立博物館から提供された浮世絵版画の写真の調査をすすめ，先方に
提供できる書誌情報を充実させる。
　さらに，歴博など日本国内から借用する資料の調査のため，先方の担当者が来日することが予定されており，同
担当者と歴博所蔵資料の調査をおこなう。
　必要によっては，文化庁や東京国立博物館など日本国内の関係機関のウェールズ展担当者との資料選定に関する
調整をおこなうことも考えられる。

３．今年度の研究経過

　２月19日から３月１日にかけ，イギリス国内の美術館・博物館をまわり，将来のウェールズ国立美術館における
日本展示のための資料調査をおこない，同館における展示責任者と展示計画に関する打合せをおこなうとともに，
同展開催に支援を要請する在英の日本関係機関との話し合いの場を持った。
　また，同館が中心に作成した展示プランについて，歴博を中心に日本国内の所蔵機関から充当できる候補資料の
検討をおこなうとともに，ウェールズ国立美術館から提供された同館所蔵の浮世絵版画に関して前年度に引き続き
書誌データの充実をはかった。

４．今年度の研究成果

　ヴィクトリア＆アルバート美術館，マンチェスター美術館，マンチェスター大学附属ウィットワース美術館，大
英博物館，ウェールズ国立美術館において，将来ウェールズ国立美術館で開催される日本展のための資料調査を通
じ，おもに染織品や漆工芸などの工芸品を中心に展示候補となりうる資料の調査・発掘をおこない，展示候補資料
リストの充実をはかることができた。とくにウィットワース美術館では，江戸から明治の年紀と用途を注記した裂
の見本帖などを見いだし，綿産業の拠点であったマンチェスターと近代日本との結びつきを物語るモノ資料として
注目すべき展示候補となることを確認した。
　また，日本国内においては，海外で日本関連の美術展をおこなう文化庁の担当部署の担当者との間で，ウェール
ズ国立美術館における日本展の支援のありかたについて話し合いの場を設け，たがいに協力しながら展示実現に当
たることを確認した。
　日本展の国内における展示候補資料の選定にあたっては，ウェールズ国立美術館が強く希望している錦絵版木（館
蔵）に対応する錦絵の所蔵情報を整理するなど，展示資料の絞り込みをおこなった。

５．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
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（10）「先史～中世における葬送儀礼の比較研究」
　　 2015～2017年度
　　（事業主体者　松木　武彦）

１．目　的

　学術交流協定機関である大韓民国国立中央博物館とは，平成21年度～平成24年度に古代の出土文字資料の比較研
究を中心に第二期共同研究を行った。その成果は，平成26年度国際企画展示『文字がつなぐ─古代の日本列島と朝
鮮半島─』に結実した。第三期の交流事業については，国立中央博物館と協議を行い，考古学を中心として以下の
事業を推進していくこととした。
展示協力
①　平成27年秋～冬にかけて，国立中央博物館が新石器時代に関する企画展示を行う際に，展示構成の中に日本の
縄文時代のコーナーが設けられる。それに対し，歴博側が資料貸与，図録・パネルの内容作成などに関して協力を
行う。また，その他の中央博側の企画展示についても，中央博側の要請があれば，積極的に展示協力を行う。
②　歴博側の総合展示第１展示室リニューアルに際して，中央博側は，資料の長期貸与や図録・パネル・映像の内
容作成に関して協力を行う。
共同研究
　「モニュメントとしての墓─日韓葬送儀礼の比較研究─」を行う。日本の弥生～古墳時代，韓国の青銅器時代～
三国時代を主たる対象とし，墳墓や墓域に表れるモニュメントとしての特色について日韓の比較研究を行う。特に
権力の表象としての機能について研究し，その成果を土台に，最終的には第二期と同様に，両国で巡回展示の実施
を試みる。

２．今年度の研究計画

展示協力
　両機関ともに，双方の展示に関して資料貸与や図録・パネル・映像の内容作成に関して協力を行う。このことに
ついての打ち合わせを必要に応じて実施する。
共同研究
　共同研究「モニュメントとしての墓─日韓葬送儀礼の比較研究─」として，現地調査を１，２回程度行う。

３．今年度の研究経過

展示協力
①　平成27年秋に国立中央博物館考古歴史部が新石器時代に関する企画展示を行った際，展示構成の中に日本の縄
文時代のコーナーが設けられた。中央博側から正式な要請に基づいての協議の結果，歴博側が資料貸与，図録・パ
ネルの内容作成などに関して協力を行った。開幕式の際には歴博側から藤尾氏と山田氏が参席した。その後，この
企画展が国立済州博物館において平成28年春に巡回することが決定し，これについても資料貸与などの協力を行う
こととした。
　また，国立中央博物館アジア部が，平成28年夏に新安沈没船に関する企画展示を行う際に，歴博所蔵資料を借用
したいとの連絡を受けた。また，国立中央博物館美術部が，平成28年秋に都市の景観に関する企画展示を行う際に，歴
博所蔵資料を借用したいとの連絡を受けた。上記の２件について，歴博側が資料貸与などの協力を行うこととした。
②　歴博側の総合展示第１展示室リニューアルに際して，中央博側は，資料貸与や図録・パネル・映像の内容作成
に関して協力を行うこととなり，このことについての打ち合わせを平成27年５月に韓国慶州市にて行った。
共同研究
　共同研究「モニュメントとしての墓─日韓葬送儀礼の比較研究─」の一環として，平成27年５月に韓国慶州市金
冠塚古墳発掘現場の現地調査を行い，古墳時代（三国時代）における墳墓モニュメントの構築および儀礼にみられ
る相互の関係について議論を進めた。
　平成28年３月には，国立中央博物館から共同研究メンバーの一人である申大坤氏が来館し，研究に関する資料調
査と打ち合わせを行った。

４．今年度の研究成果

　まず，展示協力については国立中央博物館のさまざまな企画展示に関し，積極的に協力を行うことができている。
その信頼関係に基づいて，総合展示第１展示室リニューアルに関連する実物資料の長期借用を実現していきたい。
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　共同研究については，平成27年５月にそれぞれの研究分担を決定することができた。また，平成28年３月に申大
坤氏が来館した際には，研究パートナーの高田と栄山江流域に造営された前方後円墳のモニュメント性について議
論をし，ある程度の共通の理解を得ることができている。また，平成28年秋には，国立中央博物館において，共同
研究のテーマに関連する国際シンポジウムが開催される予定であり，それを介して連携を深めていきたいと考えて
いる。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
○金　大　煥　国立中央博物館・学芸研究士　　　　　◎宋　義　政　国立中央博物館・考古歴史部長
　藤尾慎一郎　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　山田　康弘　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
◎松木　武彦　本館研究部・教授

（11）「日韓における弥生～古墳時代の考古・分析科学的総合研究」
　 　2015～2017年度
　　（事業主体者　藤尾慎一郎）

１．目　的

　嶺南文化財研究院は慶尚北道・慶尚南道を中心として，多様な遺跡の発掘調査を行っている機関である。すでに，
2012年度に共同研究に関する覚書を締結し，いくつかの遺跡の炭素14年代の測定と鉛同位体比分析を行い，その成
果を共有してきた。今後も，協力関係を維持していくため，これまで行ってきた韓国南部における先史時代の編年
研究，および韓国の青銅器の産地推定などの研究に加えて，韓国木材を対象とした酸素同位体分析の実現を目指し
ていく。また，研究者間の相互交流を実施し，共同研究についての協議，相互理解に努める。さらに，同研究院の
側から調査研究に関する協力依頼があった際には，積極的に協力していく。

２．協定の締結と事業の実施および成果

　平成27年１月24日に第２期の研究を進めるための交流協定締結式を行った（昨年度の年報で報告済み）。
　本年度は，覚書時代に行った嶺南文化財研究院所蔵人骨・ウルシ（林堂洞古墳群，佳川洞古墳群）の炭素14年代
測定結果の成果報告書を作成し，平成28年３月に刊行した。詳細は，釜山大学校博物館との交流事業の頁（107ペー
ジ）を参照のこと。
　12月23日～25日，慶尚文化財研究所が調査した釜山楽民洞遺跡から出土した三国時代のものとみられる木柱（ま
たは木杭）のサンプリングを，高田貫太，箱﨑真隆，金憲奭が実施した。また嶺南文化財研究院が調査した慶南高
霊松林里遺跡で見つかった三国時代の陶質土器を焼いた窯出土の木炭と，陶質土器付着炭化物など約20点のサンプ
リングを行った。松林里遺跡は瓦当の鋳型が初めて出土した窯なので，炭素14年代を得ることができれば，瓦の出
現年代を知ることができる。
　来年度は嶺南文化財研究院が過去に調査した大邱東川洞遺跡で見つかった水利遺構から出土した倒木が，全北大
学校に預けられているので，これをサンプリング調査する予定である。
　また来年度以降の研究費をまかなうために，平成28年度科学研究費補助金基盤研究（Ａ）を申請中であり，採択
されれば，嶺南文化財研究院が保有する韓国産木材を対象とした酸素同位体比分析と炭素14年代測定を行い，朝鮮
半島三韓時代から三国時代における温湿度変化を高精度に復元する作業に取り組む。また鉛同位体比分析も引き続
き実施する。
　採択されない場合は，本研究費で韓国産木材の所在情報と，酸素同位体比分析の実験的な試みを行う予定である。
これまで韓国産木材を対象とした酸素同位体比分析は行われていないので，朝鮮半島に特有な木材を対象とした酸
素同位体比分析が可能なのかどうか，実験的な試みを行う予定である。

３．事業組織

　箱﨑　真隆　研究部・特任助教
　山田　康弘　研究部・教授
　坂本　　稔　研究部・教授
　齋藤　　努　研究部・教授
　高田　貫太　研究部・准教授
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　藤尾慎一郎　研究部・教授
　禹　炳　喆　（財）嶺南文化財研究院・慶州調査究研究所・所長
　河　眞　鎬　同研究院・調査研究室長
◎朴　升　圭　同研究院・院長

（12）「日韓地域研究の実践的展開」2015～2019年度
　　（事業主体者　松田　睦彦）

１．目　的

　本事業は，大韓民国国立民俗博物館と２期10年にわたって積み上げてきた研究交流実績を基礎としながら，本館
が理念とする「博物館型研究統合」の実践例として，海をめぐる生活文化をテーマとした国際企画展示の共同開催
をめざすものである。これまでの韓国国立民俗博物館との交流の過程において，本館と韓国国立民俗博物館がとも
に博物館であるということをふまえ，今後，両機関の交流の成果が展示という形で公開されることが望ましいとい
うことで意見が一致した。そこで，第３期の交流となる本事業では，列島を形成する日本と半島を形成する韓国の
双方の生活文化に大きな影響を与えてきたことが予想される「海」を具体的な対象として取り上げ，日韓の海をめ
ぐる文化体系を比較する国際企画展示を両館で開催することを目指す。
　展示のための予備的研究については，平成27年度より始まる共同研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系
の日韓比較研究」（平成27～29年度）において取り組む予定であるが，本事業においては展示プロジェクト委員会
発足に向け，展示プランを検討するための調査および事務的調整を行なう。さらに，展示プロジェクト委員会発足
後は展示作業の進捗状況の連絡調整を行なうとともに，第４期以降の交流事業についても検討する。

２．今年度の研究計画

　本事業は共同研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」と並行して進めることを予定して
いる。共同研究は日韓における具体的な現地調査を中心とする。今年度の本事業は，主に展示実現に向けた展示プ
ランの策定のための調査および事務的調整を行なう。

３．今年度の研究経過

５月16日～19日　韓国江華郡漁村部，洪城郡漁村部においてあんこう網漁およびエビ塩辛の製造，流通に関する調
査等を行なった。
６月15日～18日　三重県鳥羽市神島，和歌山県那智勝浦町，太地町等において，神島の漁業，補陀落渡海，漁民に
よる那智の青岸渡寺などについての調査を行なった。
７月２日～３日　国立民族学博物館に収蔵される対馬および越前海岸の筏の調査を行なった。
12月１日～３日　韓国国立中央博物館の表敬訪問および韓国国立民俗博物館との協定調印式を行った。

４．今年度の研究成果

　５月の韓国での調査では，植民地期におけるあんこう網の日本からの技術移入とその後の現地における改良の歴
史について重要な知見を得ることができた。また，キムチの材料として欠かすことのできないエビの塩辛に関連し
て，エビの漁，加工，運搬，そしてキムチへの利用についての総合的な調査を行なうことができた。
　一方，紀伊半島における調査では，海女による潜水漁，熊野那智大社に対する漁民の信仰，補陀落渡海，クジラ
にかかわる漁と食文化等，展示で取り上げる可能性のある多様なテーマについての調査を行なった。
　また，国立民族学博物館に収蔵される対馬および越前海岸の筏の調査は，韓国で漁に使われてきた筏との比較を
行なうための調査である。
　本国際交流事業の最終的な目標は，韓国国立民俗博物館と共催で，「海」の生産と信仰・儀礼等の文化に関する
日韓比較をテーマとした国際企画展示を開催することにある。以上のような平成27年度の調査をとおして，展示で
取り上げる題材についての活発な議論を行なうことができた。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
　松尾　恒一　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　◎鄭　明　燮　韓国国立民俗博物館・民俗研究課長
　川村　清志　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　○崔　銀　水　韓国国立民俗博物館・学芸研究官
　常光　　徹　本館研究部・名誉教授　　　　　　　　　　鄭　然　鶴　韓国国立民俗博物館・学芸研究官



121

Ⅰ－４　国際交流

　島立　理子　千葉県立中央博物館・主任上席研究員　　　呉　昌　炫　韓国国立民俗博物館・学芸研究士
○小池　淳一　本館研究部・教授
◎松田　睦彦　本館研究部・准教授

（13）「国立台湾歴史博物館との災害史をめぐる研究・展示構築プロジェクト」
　　 2015～2017年度
　　（事業主体者　原山　浩介）

１．目　的

　国立台湾歴史博物館との間で，日本列島および台湾における災害，とりわけ震災の歴史をめぐる共同研究を実施
する。また，その成果を反映した展示を，2016年度をめどに，日本・台湾の双方で実施する。

２．学術交流協定の締結と事業の実施及び成果

　2016年度の展示実施をめざし，展示準備と協定締結のための作業を進めた。
　2015年11月22日・23日の両日，ワークショップ「東亞地震歴史與物質文化展示」を国立台湾歴史博物館で実施し
た。また11月22日付で，「台湾・国立台湾歴史博物館と日本・国立歴史民俗博物館の展示協力協定書」に調印した。
さらに，2016年３月にも，展示内容および展示資料の検討のため現地調査・会議を行った。
　展示については，日本側では2017年１月10日～２月20日，台湾側では2017年６月27日～12月３日の実施を目指す
こととした。

３．事業組織

◎謝　仕　淵　　国立台湾歴史博物館・副研究員　兼研究組長
　林　　能成　　関西大学・准教授　　　　　　荒川　章二　　本館研究部・教授
　中野　　良　　本館研究部・機関研究員　　　松田　睦彦　　本館研究部・准教授
○西谷　　大　　本館研究部・教授　　　　　◎原山　浩介　　本館研究部・准教授

［国際シンポジウム］

「日独学術交流シンポジウム
“History of Japanese-German Joint Scientific Endeavors”」

会　　場：国立歴史民俗博物館　講堂
会　　期：2015年９月30日
参 加 者：48人　（うちドイツ人28人）
共　　催：ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会

１．開催趣旨

　ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会は，日本とドイツ語圏間の学術的交流の促進を目的として，日本及びド
イツ語圏のJSPS奨学生経験者らの会員で構成された組織であり，日本・ドイツの研究機関で毎年１回の日独研究
集会を実施している。平成27年度は，日独学術交流史をテーマとした研究集会を計画し，当館へ共催の依頼があっ
た。日独交流の一端を担っているドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会が主催する本シンポジウムを共催し，当
館の国際交流活動の充実を図る。

２．開催内容

10：00　開会挨拶
久留島浩（当館館長）
Prof. Dr. Heinrich Menkhaus（明治大学/ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会会長）
10：30　基調講演１
Beyond Siebold and Kaempfer ‒ Science Exchange between Japan and Germany from a Historical Perspective
Dr. Chantal Weber（ケルン大学／ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会役員）
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11：00　第１部
議長　Dr. Wolfgang Staguhn（ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会役員）
１．Hajime Hoshi and German Science Community in the 1920th
　　Dr. Matthias Hofmann（フランクフルト大学／ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会役員）
２．Kunio Maruyama and Shin Imamiya: The First Researchers of Early German-Japanese Diplomatic Relations 
and the Time They Lived in
　　福岡　万里子（当館研究部歴史研究系）
３．Pathological Interactions － Ludwig Aschoff（1866-1942）and Tawara Tsunao（1873-1952）
　　Prof. Dr. Wolfgang Michel-Zaitsu（九州大学）
４．Three Bismarcks of Japan
　　瀧井　一博（国際日本文化研究センター／ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会会員）
14：00　第２部
議長　Dr. Matthias Hofmann（ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会役員）
１． Siebold Collection Studies by the National Museum of Japanese History
　　日高　薫（当館研究部情報資料研究系）
２．The Life's Work of a German Botanist in Japan ‒ How is the Work of Philipp Franz von Siebold（1796-1866）
still Influencing our Everyday Life?
　　Prof. Dr. Jutta Papenbrock（ハノーヴァー大学 / ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会会員）
３．A Female Pioneer: Anna Berliner（1888-1977）and her Psychological Approach to Japanese Culture
　　Dr. Chantal Weber（ケルン大学 / ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会役員）
16：00　第３部
議長　　Prof. Dr. Wilfried Wunderlich（ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会会員）
１．History of Legal Exchange between Japan and Germany
　　Prof. Dr. Heinrich Menkhaus（明治大学／ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会長）
２．Fundamental Physics Particles and their SPIN ‒ Japanese-German Cooperation since 1970
　　Prof. Dr. Werner Meyer（ボーフム大学 / ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会員）
17：30　基調講演２
　　Prospects of German Japanese Science Relations
　　Sabine Ganter-Richter（ボン大学 / ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会役員）
18：00　閉会挨拶
　　Prof. Dr. Heinrich Menkhaus（明治大学／ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会長）

３．総　括

　久留島歴博館長およびハインリッヒ・メンクハウス同窓会長から開会挨拶がなされ，続いて同窓会からはメンク
ハウス会長をはじめとする同窓会役員・会員，歴博からは日高，福岡による報告が行われた。諸報告は日独間の学
術交流に関するもので，文系理系にまたがる会員を擁する同窓会の特質を反映し，中には植物学，医学，物理学な
どの現役研究者が自らの専門に引きつけながら行った報告もあった。いずれも興味深い内容であり，多くの報告に
ついて活発な質疑応答が行われた。ただし充実した内容に比して，参加者が多くは集まらなかったのが残念であっ
た。会の進行及び報告が英語で行われたのも一因かもしれないが，今後は周知の方法について，改善の余地があろ
う。

「古代日韓交渉の実態」

会　　場：国立歴史民俗博物館　講堂，ガイダンスルーム
会　　期：2016年３月５～６日
参 加 者：第１日　260人（うち韓国人11人）　第２日　298人（うち韓国人11人）
共　　催：大韓文化財研究院

１．開催趣旨

　日本列島の古墳時代及び朝鮮半島の三国時代において，王権の相互交渉や，地域社会の相互交渉が活発におこな
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われた。情報・物資の移動・伝達は双方向的であったが，中国大陸に起源するような先進文物や情報は，朝鮮半島
から日本列島へという方向での動き，その方向性に基づいた日韓交渉の評価が主流を占めている。一方，日本列島・
倭に起源する情報や文物が朝鮮半島に存在する。その数は逆方向の動きに比べると亜流ではあるが，同時代の「相
互交渉」を考える上では重要な意味をもつ。このシンポジウムでは，朝鮮半島に遺存する倭系要素を通じて，日韓
古代世界の相互交渉の実態を描き出すことを目指す。なかでも一定の「まとまり」をもち，一過的であれ朝鮮半島
での定着性が評価できる，倭系武装具（帯金式甲冑）と倭系古墳（前方後円墳と倭系横穴式石室）に注目して，相
互交渉の実態に迫ることにしたい。

２．開催内容

第１日　３月５日（土）
09:30～10:00　　　開催挨拶
　　　　　　　　　久留島浩（当館館長）
＜セッション１＞ 「朝鮮半島の倭系甲冑からみた日韓相互交渉」　　座長：上野祥史（当館研究部考古研究系）
10:00～10:50 「古墳時代中期の武装具体系とその意義」
　　　　　　　　　橋本達也（鹿児島大学総合研究博物館）
10:50～11:40 「朝鮮半島出土倭系武装具の全容」
　　　　　　　　　鈴木一有（浜松市文化財課）
11:40～12:00　　　コメント１
　　　　　　　　　阪口英毅（京都大学大学院文学研究科）
13:00～13:50 「韓半島三国時代社会の視点で評価した倭系武装具」
　　　　　　　　　金赫中（国立慶州博物館）
13:50～14:40 「韓半島における倭系装具の意義」
　　　　　　　　　洪潽植（福泉博物館）
14:40～15:00　　　コメント２
　　　　　　　　　高田貫太（当館研究部考古研究系）
15:15～16:45　　　討論
　　　　　　　　　松木武彦・上野祥史（歴博考古研究系）
第２日　３月６日（日）
＜セッション２＞ 「栄山江流域・百済と倭の交渉」　　座長：高田貫太（当館研究部考古研究系）
10:00～10:50 「集落からみた栄山江流域・百済・倭」
　　　　　　　　　李暎澈（大韓文化財研究院）
10:50～11:40 「古墳からみた栄山江流域・百済と倭」
 　　　　　金洛中（全北大学校）
11:40～12:00  コメント１
　　　　　　　　　上野祥史（当館研究部考古研究系）
13:00～13:50 「土器・集落からみた５・６世紀の栄山江流域と倭の相互交渉」
　　　　　　　　　中久保辰夫（大阪大学）
13:50～14:40 「韓・倭の馬具─栄山江流域出土馬具を中心に─」
　　　　　　　　　諫早直人（奈良文化財研究所）
14:40～15:00　　　コメント２
　　　　　　　　　権五栄（ソウル大学校）・李正鎬（東新大学校）
15:15～16:45 討論
　　　　　 　松木武彦・高田貫太（当館研究部考古研究系）
1645～1700 閉会挨拶
　　　　　　 　松木武彦（当館研究部考古研究系）

３．総　括

　倭系武装具と栄山江流域という２つの視点から，古代日韓両世界の交渉について日韓双方の視点で討議を深めた。
各セッションでは，報告とコメントにより日韓の双方の研究視点を交差させた。第１セッションでは，「武装具の
検討視点」「朝鮮半島南部の倭系武装具の評価」「朝鮮半島南部の外来系器物を相対する視点」という３つの論点で
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討議を進め，第２セッションでは，「５世紀」と「６世紀前半」に分けての栄山江流域・百済と倭の関係を討議し，
古代社会における栄山江流域と倭との関係の意義を検討した。日本考古学と韓国考古学の個別コンテキストでの理
解を相克することを目指し，双方の視点で改めて，古代における地域社会の動態，王権と社会の統合原理等につい
て理解を深めた。

［国際研究集会］

「企画展示『ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─』をめぐる
研究交流」

会　場：国立歴史民俗博物館　大会議室
会　期：2015年８月12日
参加者：31名

１．開催趣旨

　2015年２月，ドイツ歴史博物館から２名の研究者を招待しておこなった日独戦争展示をめぐる研究交流に引き続
く日独間の国際的研究交流である。今回は，企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」にあ
わせて，日本側の日独関係史展示への日独双方の研究者の展示批評として実施する。
　日本とドイツはほぼ時期を同じくして近代統一国家をスタートさせているが，ここでは，展示がねらいとした関
係性・相互の影響などとともに，近代国家としての比較に踏み込み，合わせて，戦後70年という歴史の節目を考慮
し，日独の歴史への向き合い方に関しての議論へ展開したい。

２．開催内容

13:00～13:15　開会挨拶,趣旨説明
13:15～14:45　「ドイツと日本における現代史の展示─共通の歴史・共通の記憶」
　　　　　　 Alexander Koch（ドイツ歴史博物館長）
14:45～15:00　休憩
15:00～16:00　「『ドイツと日本を結ぶもの』とは何か」
　　　　　　 藤原辰史（京都大学人文科学研究所准教授）
16:00～16:30　休憩
16:30～18:00　討論・総括

３．総　括

　挨拶，趣旨説明の後，ドイツ歴史博物館館長Alexander Koch氏より「ドイツと日本における現代史の展示─共
通の展示・共通の記憶」，京都大学人文科学研究所藤原辰史氏より「『ドイツと日本を結ぶもの』とは何か」という
演題で各60分～90分の報告（個別質疑含む）をしていただき，その後２時間ほどの全体討論を行った。使用言語は
ドイツ語と日本語，同時通訳をお願いした。講演内容はドイツの歴史的経験（日独の歴史への向き合い方の相違），
歴史博物館の課題，生き証人としての個人的な記録と記憶の重要性，日本の戦時期展示との比較，国家と博物館の
関係等多岐にわたる豊富なものであり，これらの問題に関し，展示方法を中心に活発な議論が行われた。
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［外国人研究員］

氏　　名 所　　属 研究課題 受け入れ期間

ブルーノ・リヒツフェルト
（Bruno J. Richtsfeld）

ドイツ連邦共和国
五大陸博物館

五大陸博物館所蔵シーボルト・コレクション
関連資料の調査研究

2015.12.17～
2016.3.15

ベッティーナ・ツォルン
（Bettina Zorn）

オーストリア
ウィーン世界博物館

幕末期における大名建築居住領域における空
間構成の研究

2016.1.6～
2016.3.30

［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

林　承　緯
（Lin Cheng-Wei）

台湾
国立台北芸術大学

日本の民俗的な造形物と台湾への影響：花輪，
盛籠，供物を中心に

2015.7.30～
2015.8.26

蔡　承　豪
（Tsai Cheng-Hao）

台湾
国立故宮博物院

アジアの稲作技術と文化─日台の比較民俗研
究の試み

2015.9.78～
2015.9.23

カミラ・カリニーナ
（Kamilla B.Kalinina）

ロシア
エルミタージュ美術館

文化財に使用された材料の科学的分析手法の
開発

2015.10.8～
2015.11.6

洪　潽　植
（Hong-bosik）

韓国
釜山市立福泉博物館

日韓の高塚古墳における封墳造成技術の比較
検討

2015.10.2～
2015.10.31

［協定締結機関との交流］

招　聘

氏　名 所　属 用　　務 期　間

朴　天　秀 韓国
慶北大学校博物館

慶北大学校博物館との国際交流事業「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─」に係る資料調査と研究打ち合わせ

2015.7.29～
2015.8.31

林　承　緯 台湾
国立台北芸術大学 短期招へい外国人研究者として招へい 2015.7.30～

2015.8.26

李　暎　澈
鄭　　　一
林　智　娜

韓国
財団法人大韓文化財研究院

第３回共同研究会「近畿地方と栄山江流域の横穴式
石室墳と集落の比較検討」

2015.7.30～
2015.8.2

アレクサンダー・
コッホ

ドイツ
ドイツ歴史博物館

国際研究集会「企画展示『ドイツと日本を結ぶもの
─日独修好150年の歴史─』をめぐる研究交流」参加，
及びエクスカーション

2015.8.6～
2015.8.14

朱　岩　石 中国
中国社会科学院考古研究所 南北朝期（５・６世紀）の比較考古学的研究 2015.12.23～

2015.12.27

チョ　サンスン
韓国
国立羅州文化財研究所
（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 2016.1.11～
2016.1.23

ミン　ギョンソン
韓国
国立伽倻文化財研究所
（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 2016.1.18～
2016.1.31

ジョン　ヨンホ
韓国
国立扶余文化財研究所
（国立文化財研究所）

崔　銀　水
鄭　然　鶴 韓国

国立民俗博物館 研究会および調査

2016.1.22～
2016.1.28

呉　昌　炫 2016.1.23～
2016.1.24
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李　英　澈
韓国
財団法人大韓文化財研究院

国際シンポジウム「古代日韓交渉の実態」参加・発
表，古墳群の踏査 2016.3.4～

2016.3.8鄭　　　一
林　智　娜

国際シンポジウム「古代日韓交渉の実態」参加，古
墳群の踏査

派　遣　※協定機関における用務を抜粋

氏　名 行　先 用　　務 期　間

藤尾慎一郎
山田　康弘
高田　貫太
松木　武彦

韓国
財団法人大韓文化財研究院

韓国国立中央博物館との国際交流事業「先史～中世
における葬送儀礼の比較研究」に伴う研究打合せお
よび関連遺跡調査の視察

2015.5.13～
2015.5.15

三上　喜孝 韓国慶州市・金冠塚古墳の調査

川村　清志
松田　睦彦

韓国
国立民俗博物館

国際交流事業・日韓地域研究の実践的展開における
海の生産に関する日韓比較研究

2015.5.16～
2015.5.19

高田　貫太 韓国
財団法人大韓文化財研究院 韓国大韓文化財研究院との共同研究打合せ 2015.5.19～

2015.5.21

高田　貫太
韓国
国立慶州文化財研究所
（国立文化財研究所）

蔚山文化財研究院における講演・遺跡踏査および国
立慶州文化財研究所との交流事業についての事前打
合せ及び遺跡の視察等

2015.6.8～
2015.6.13

林部　　均
韓国
国立慶州文化財研究所
（国立文化財研究所）

国立慶州文化財研究所との交流事業についての事前
打合せ及び遺跡の視察等

2015.6.10～
2015.6.13

三上　喜孝 韓国
国立中央博物館 百済関連資料の調査 2015.8.6～

2015.8.9

藤尾慎一郎 韓国
国立文化財研究所 総合展示第１室新構築にかかわる複製製作の立会お

よび打合せ

2015.8.17～
2015.8.20

キム・ホンソク 韓国
国立文化財研究所

2015.8.17～
2015.8.22

松田　睦彦
韓国
国立民俗博物館 済州島における漁撈および海産物利用に関する調査

2015.8.23～
2015.8.27

川村　清志 2015.8.24～
2015.8.27

三上　喜孝
小倉　慈司
仁藤　敦史
清武　雄二

韓国
国立中央博物館 総合書物学にかかわる資料調査 2015.8.25～

2015.8.28

西谷　　大
村木　二郎
松田　睦彦

台湾
国立台北芸術大学

台北芸術大学主催 2015年研修会「博物館，生活の
ものと生き方」出席

2015.9.9～
2015.9.14

内田　順子 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」に係るカナダ北西海岸の先
住民の展示表象に関する調査

2015.9.26～
2015.10.5

高田　貫太 韓国
国立中央博物館

韓国国立中央博物館への異物貸与に伴う護送と開梱
の点検

2015.10.6～
2015.10.8

三上　喜孝
韓国
国立伽倻文化財研究所
（国立文化財研究所）

新羅の木簡ならびに石碑の調査 2015.10.6～
2015.10.10

キム・ホンソク
韓国
国立文化財研究所
国立中央博物館

韓国国立文化財研究所との相互交流事業事前打合せ
及び韓国国立中央博物館の視察・企画展「新石器人，
新たな環境に適応する」の開会式参加 2015.10.15～

2015.10.20
山田　康弘

総合展示第１室新構築にかかわる複製製作の立会・
国立中央博物館視察及び企画展「新石器人，新たな
環境に適応する」開会式の参加
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藤尾慎一郎 韓国
国立中央博物館

第１室リニューアルに伴う資料借用ならびに共同研
究の打ち合せと中央博企画展「新石器人，新たな環
境に適応する」開会式参加

2015.10.18～
2015.10.20

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学術交流協定に基づく国
立羅州文化財研究所における発掘調査・共同研究

2015.10.18～
2015.10.24

林部　　均
韓国
国立慶州文化財研究所
（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よる研究
者交流

2015.11.2～
2015.11.7

荒川　章二
川村　清志
村木　二郎
松田　睦彦

台湾
国立台湾歴史博物館

国立台湾歴史博物館ワークショップ出席 2015.11.21～
2015.11.24

久留島　浩 国立台湾歴史博物館ワークショップ出席ならびに台
北市新店灌漑施設調査

2015.11.21～
2015.11.25

西谷　　大 国立台湾歴史博物館ワークショップ出席および科研
に関わる資料調査，台北市新店灌漑施設調査

2015.11.21～
2015.11.27

キム・ホンソク

韓国
国立文化財研究所
国立伽倻文化財研究所
国立慶州文化財研究所

国立文化財研究所との相互交流事業にかかる業務 2015.11.22～
2015.11.27

久留島　浩
キム・ホンソク

韓国
国立民俗博物館
国立中央博物館

ハングル・国立古宮・ソウル歴史博物館施設視察，
国立中央博物館等の施設視察および表敬訪問，国立
民俗博物館との交流協定書（更新）調印式出席

2015.11.30～
2015.12.4

高田　貫太
ハングル・国立古宮・ソウル歴史博物館施設視察，
国立中央博物館等の施設視察，国立民俗博物館との
交流協定書（更新）調印式出席

2015.12.1～
2015.12.4

松田　睦彦
国立中央博物館等の施設視察，国立民俗博物館との
交流協定書（更新）調印式に係る業務および施設視
察，韓国東海岸における磯漁にかかわる調査

2015.12.1～
2015.12.7

川村　清志 韓国
国立民俗博物館 韓国東海岸における磯漁にかかわる調査 2015.12.4～

2015.12.7

キム・ホンソク 韓国
国立中央博物館

韓国国立中央博物館の企画展示『新石器人，新しい
環境に適応する』に関連するシンポジウムの発表

2015.12.10～
2015.12.12

小池　淳一
松尾　恒一
川村　清志
村木　二郎
松田　睦彦

韓国
国立民俗博物館

韓国慶尚南道および全羅南道における海の生産と信
仰・儀礼をめぐる調査

2015.12.10～
2015.12.13

高田　貫太
箱崎　真隆

韓国
財団法人嶺南文化財研究院

嶺南文化財研究院との打合せ・韓国出土木材資料の
調査

2015.12.22～
2015.12.25

キム・ホンソク 2015.12.22～
2015.1.4

藤尾慎一郎 2015.12.23～
2015.12.25

三上　喜孝
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相互交流事業ならびに古
代仏教関連資料の調査

2016.1.11～
2016.1.16

高田　貫太 韓国
国立文化財研究所

総合展示第１室新構築にかかわる複製製作の立会・
打合せ

2016.1.24～
2016.1.30

松田　睦彦
川村　清志
西谷　　大

韓国
国立民俗博物館 韓国の魚食に関する歴史文化資源の調査 2016.2.17～

2016.2.21
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三木　美裕
（客員教員） イギリス

ウェールズ国立博物館
ウェールズ国立博物館の日本特別展（歴博共催予定）
にかかる準備調査と打合せ

2016.2.19～
2016.3.1

澤田　和人 2016.2.21～
2016.2.26

高田　貫太
キム・ホンソク
キム・ドヨン 韓国

財団法人大韓文化財研究院

第４回共同研究会「朝鮮半島全北東部の集落と墳墓」
の開催と益山・群山地域，全州地域，南原地域，順
天地域の踏査

2016.2.24～
2016.2.27

三上　喜孝 2016.2.24～
2016.2.26

山田　康弘
韓国
国立文化財研究所

総合展示第１室新構築にかかわる複製製作の立会・
打合せ

2016.3.13～
2016.3.19

キム・ホンソク 2016.3.13～
2016.3.22

高田　貫太 韓国
国立慶北大学校博物館

韓国国立慶北大学校博物館との国際交流事業に係る
慶尚北道地域における調査・研究

2016.3.20～
2016.3.26

上野　祥史 中国
中国社会科学院考古研究所

社会科学院考古研究所との研究交流（秦漢期から南
北朝期の調査現場及び関連遺跡の検討）

2016.3.22～
2016.3.26

荒川　章二
西谷　　大
原山　浩介
川村　清志

台湾
国立台湾歴史博物館

「日本歴史のバックアップとメタ資料学の構築」に
かかわる博物館調査・打合せ，台南市内地震災害状
況視察，台中市個人蔵地震関係資料調査

2016.3.23～
2016.3.27

［海外派遣］

氏　名 行　先 用　　務 期　間

科学研究費補助金

渋谷　綾子 オランダ AWRANA2015（Association of Archaeological 
Wear and Residue Analysts）への参加と研究発表

H27.5.26～
H27.5.31

日高　　薫
櫻庭　美咲 ロシア

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
関する調査研究による資料調査

2015.8.25～
2015.9.2

島津　美子 インド アジャンター石窟壁画の調査 2015.9.5～
2015.9.11

三上　喜孝 中国 中国・四川地域の仏教関連資料調査 2015.9.18～
2015.9.22

坂本　　稔 台湾 第６回東アジア加速器質量分析シンポジウム（EA-
AMS６）における研究成果の報告

2015.10.4～
2015.10.9

渋谷　綾子 中国 中国浙江省田螺山遺跡と良渚遺跡群における現地調
査および研究打合せ

2015.9.17～
2015.9.25

原山　浩介 アメリカ 日系移民関係史料に関する調査・打合せ 2015.10.15～
2015.10.27

松尾　恒一 中国 中国民俗学会年会への出席および研究交流について
の会合

2015.10.23～
2015.10.26

坂本　　稔 セネガル 第22回 国 際 放 射 性 炭 素 会 議（22nd International 
Radiocarbon Conference）における研究成果の報告

2015.11.15～
2015.11.22

澤田　和人 アメリカ ロサンゼルスカウンティ美術館，デ・ヤング美術館
所蔵 野村正治郎旧蔵の染織品調査研究

2015.11.30～
2015.12.6

松尾　恒一 中国 「文化遺産伝承とデジタル化国際研究集会」出席・
発表

2015.12.4～
2015.12.7
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Ⅰ－４　国際交流

原山　浩介 アメリカ 日系移民関係史料に関する調査 2016.1.10～
2016.1.16

西谷　　大
齋藤　　努
松田　睦彦

台湾 「歴史にみる自然資源利用の「身の丈に合った技術
と知恵」」に関わる現地調査

2016.1.14～
2016.1.18

原山　浩介 アメリカ ハワイ所在日本関係史料および史跡の調査・撮影 2016.1.18～
2016.1.22

日高　　薫 スペイン 在スペインの日本美術調査およびスペイン美術に対
する東方美術の影響に関する調査

2016.2.6～
2016.2.13

内田　順子 オーストラリア 科研「伝統的知識の利用と研究倫理に関する博物館
資料論的研究」に係る調査

2016.2.14～
2016.2.21

櫻庭　美咲 ドイツ ドレスデン国立美術館磁器コレクション館コレク
ション調査

2016.3.15～
2016.3.19

機構連携研究

原山　浩介 アメリカ 日本人移民に関わる音声資料の調査，ならびに資料
状況の調査

2015.5.26～
2015.5.31

原山　浩介 アメリカ 日本人移民に関わる音声資料の調査，ならびに資料
状況の調査

2015.8.23～
2015.8.31

日高　　薫
大久保純一
澤田　和人
櫻庭　美咲

オーストリア
スイス

第３期基幹プロジェクトに係る事前調査および打合
せ

2015.11.8～
2015.11.16

原山　浩介 アメリカ
ハワイ大学ウエストオアフ校，JCCH所蔵資料に関
する調査と打合せ，および第三期中期計画に関する
打合せ

2015.12.3～
2015.12.5

三木　美裕
（客員教員） アメリカ 日本関連在外資料調査研究Bに係る調査 2015.12.28～

2015.12.31

三木　美裕
（客員教員） イギリス 第３期基幹研究プロジェクトに係る準備調査及び打

合せ
2016.1.8～
2016.1.19

原山　浩介 アメリカ 日系ハワイ移民に係る資料調査 2016.1.22～
2016.2.20

荒川　章二
中野　　良 韓国 総合展示第５・第６室リニューアルに伴う釜山調査 2016.2.10～

2016.2.13

三木　美裕
（客員教員）

ポルトガル
イギリス

第３期基幹研究プロジェクト形成に係る準備調査
研究協力に係る打合せ

2016.3.5～
2016.3.17

小池　淳一
葉山　　茂 台湾 台湾における地域歴史文化研究拠点の状況調査 2016.3.15～

2016.3.17

櫻庭　美咲 ドイツ 五大陸博シーボルトコレクションの撮影および調査 2016.3.20～
2016.3.27

三木　美裕
（客員教員） アメリカ 日本関連在外資料調査研究Bに係る研究打合せ及び

調査
2016.3.25～
2016.3.26

その他の調査・研究・学会・シンポジウム等

松木　武彦 ドイツ

日独共同シンポジウムBurial Mounds in Europe 
and  Japan :Compara t i ve  and  Con tex tua l 
Perspectivesへの参加のため　及び　ドイツにおけ
る歴史博物館の展示視察

2015.10.28～
2015.11.8

久留島　浩 台湾 国立台湾歴史博物館ワークショップ出席ならびに台
北市新店 灌漑施設調査

2015.11.21～
2015.11.25

日高　　薫 ドイツ
平成28年度企画展示「シーボルトの見せたかった日
本」（仮称）のための資料調査および打合せ（含契
約関係）

2015.12.7～
2015.12.13
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三上　喜孝 韓国 韓国国立文化財研究所との相互交流事業ならびに古
代仏教関連資料の調査

2016.1.9～
2016.1.10

澤田　和人
日高　　薫 ドイツ 企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」

に係る資料調査及び撮影
2016.3.20～
2016.3.27

他の研究機関の依頼による海外調査・研究等

松尾　恒一 中国 華東師範大学大学院での夏季集中講義および中国大
陸の民俗調査

H27.7.22～
H27.7.31

高田　貫太 韓国 韓国百済学会での研究発表と清州松節洞遺跡の発掘
調査現場見学

2015.8.26～
2015.8.29

川村　清志 韓国 大韓民国全南大学における国際シンポジウムに参
加，発表のため

2015.9.11～
2015.9.14

原山　浩介 アメリカ 総合研究大学院大学若手教員海外派遣事業 2015.9.25～
2016.2.15

後藤　　真 中国 Pacific Neighborhood Consortium 2015にて研究発
表

2015.9.26～
2015.9.30

日高　　薫 ドイツ ハイデルベルク大学における国際会議への参加 2015.10.21～
2015.10.26

山田　慎也 韓国 第２回韓国伝統葬送儀礼の普及とグローバル化に関
する国際会議招待講演

2015.10.29～
2015.10.31

澤田　和人 スイス 国際シンポジウム「Katagami in the West」への参
加

2016.3.17～
2016.3.19




