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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。2011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

　国立中央博物館（大韓民国），イリノイ大学（アメリカ），国立文化財研究所（大韓民国）とは新たに第２

期の交流協定を，中国社会科学院考古研究所（中華人民共和国）とは新たに第３期の交流協定を締結し，こ

れまで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

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

国立民俗博物館（大韓民国）との「博物館型研究統合による日韓地域研究」など７件の国際交流事業を推進

した。

　カナダ文明博物館との国際交流事業の成果として特別展「伝統と革新の国，日本」がカナダ文明博物館で

開催され，宮城県気仙沼市で実施している被災文化財等救出支援活動の状況をパネルで紹介するなど，本館

の事業を広く海外でアピールすることができた。また，国立中央博物館で開催された特別展「文字，その後：

韓国古代文字展」に対して，協定に基づき展示資料の貸出や，シンポジウム・講演会への参加など，全面的

な支援を行った。

３．外国人研究員及び短期招へい外国人研究者の受入

　ヨーロッパ・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。

４．国際研究集会の開催

　国際シンポジウムを２回，人間文化研究機構シンポジウムを１回開催した。国際シンポジウム「アジアの

都市─インド・中国・日本─」では，建築史のみならず，文献史，考古学の分野からの参加者による活発な

議論が交わされた。また，国際シンポジウム「外国で「日本」を展示するということ─カナダ文明博物館の

特別展示「伝統と革新の国，日本」をめぐって─」では，本館の全面的な協力のもとカナダ文明博物館で開

催された特別展示「伝統と革新の国，日本」をめぐって，来館者調査に基づく展示効果などについて検討が

行われた。

　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，Australian Nuclear Science & Technology Organisation（ オ ー ス ト ラ リ ア ） やThe 

University of York（イギリス）などの機関から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　　高田　貫太　　



154

［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

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
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23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３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，韓国国立中央博物館での日韓古代文字資

料に関する企画展示「文字，その後：韓国古代文字展」にあわせて，韓国国内の主だった文字資料を調査研

究する。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の形成過程の研究」

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

　平成23年度は，上記の韓国国立中央博物館の企画展示への展示協力を行った。また同展示には韓国国内の

主要な古代文字資料が集められるため，展示期間中に訪韓し調査を実施した。

　１）日本国立歴史民俗博物館研究者の訪韓調査

　　─ 調査期間　10月12日（水）〜10月15日（土）（３泊４日）

　　─ 調査内容：国立中央博物館所蔵品の調査および研究会

　２）企画展にともなう韓国国立中央博物館研究者との共同シンポジウム

　　─ 日時　　　10月14日（金）

　　─ 報告内容　平川南「古代韓国と日本の文字文化交流」

　　　　　　　　 朴方龍（中央博考古歴史部長）「韓国古代築城金石文の特性」

　　　　　　　　 李成市「新羅浦項中城里碑にみる６世紀新羅碑の特質」

　　　　　　　　 三上喜孝「「龍王」銘木簡と古代東アジア世界─韓日出土木簡研究の新展開」

　　　　　　　 　 朴仲煥（韓国金海博物館学芸研究室長）「出土文字資料に表示される人名表記方法─百済

資料を中心として」

　　　　　　　 　李鎔賢（中央博学芸研究士）「佐波理加盤付属文書の検討」

４．今年度の研究成果

　韓国国立中央博物館企画展では，石碑をはじめとして韓国国内の主要な古代文字資料が集められた。歴博

からは日本側の文字資料として正倉院文書複製，多賀城碑複製などのほか館蔵の高句麗好太王碑文拓本を貸

し出し展示した。本展示は，韓国国立中央博物館での展示（2011年10月５日〜2011年11月27日）のあと，慶

州国立博物館においても巡回展示された（2011年12月20日〜2012年２月12日）。

　また，展示中に実施した調査では，前年度までに調査した遺物（雁鴨池出土墨書土器）の一部を再調査す

る機会に恵まれたほか，扶余東南里遺跡出土木簡など展示のために集められた木簡を詳しく実見することが

できた。また，実物展示された石碑（大邱戊戌塢作碑・明活山城碑・南山新城碑）について詳しく検討した。

特に塢作碑の釈文について，従来「寶蔵阿尺干」とされてきた部分が「寶蔵阿尼」（阿尼は尼のこと）と確

認できたこと，明活山城碑釈読により雁鴨池出土明活山城碑の構成が明確になったこと，などの成果があげ

られた。
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５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）

　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　　方龍　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　　　　　　　　村木　二郎　本館・研究部・准教授

　高田　貫太　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

（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２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の研究者と，家畜のイヌやブタの系統について議論を行う。

３．今年度の研究経過

　2012年１月に中国社会科学院考古研究所の王魏所長を招聘し，２月には同研究所の袁靖教授と張雪蓮教授

を招聘した。そして，日本側のメンバーを交えて，中国古代における家畜の起源について議論を行った。

４．今年度の研究成果

　今年度はブタの骨に含まれるコラーゲンによって，炭素と窒素の安定同位体分析を行った。中国の資料に

ついてはこれまでに公表された文献を用い，日本の資料についてはこの研究チームによる安定同位体分析の

結果を用いて，双方の地域のブタの相違を検討した。黄河流域では，ブタは人間と同様に，アワ・ヒエ等の
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C４植物が餌に使われていることが分かった。中国南部では，ブタも米などのC３植物を与えられており，

野生イノシシとブタとの餌の違いは安定同位体分析では捉えることが出来なかった。南のブタについては，

日本の弥生時代のブタと同様に，野生イノシシとブタとの違いは明瞭には認められなかった。

５．３年間を通じての成果

　中国の新石器時代前半のイヌは，日本の縄文犬と共通の形質が見られるが，後半になると，様々な形質の

イヌが飼われていたことが明らかとなった。また，ブタについては，中原地域北方の新石器時代文化では，

比較的大型のものが飼育されていたことが明らかとなった。

６．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

　岡　奈穂美　本館・科研費支援研究員　　　　　　◎西本　豊弘　本館・研究部・教授

（３）「日韓低湿地遺跡の比較研究」2009〜2011年度
　　  （事業主体者　西本　豊弘）

１．目的

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

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

器・骨角器・植物種子・木材・動物遺体である。

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

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

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

　古村里遺跡の歴史的な評価について，日本側と韓国側で議論を行う。そして，2010年度以降の研究協力に

ついて議論を行う。

３．今年度の研究経過

　2011年８月に，日本側メンバーが東亜細亜文化財研究院を訪問し，古村里遺跡の考古学的検討と資料保存

について議論を行った。現在，古村里遺跡では資料館が建設されており，今後，その資料館に発掘資料など

が展示・保存されることが分かった。また，2012年１月に日本側メンバーが東亜細亜文化財研究院を訪問し，

具体的な研究計画の内容を相談した。
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４．今年度の研究成果

　これまでの古村里遺跡の性格について議論した結果，現在の釜山地域を支配した小国家に属する工人集団

の村であったことが結論づけられた。

５．３年間を通じての成果

　歴博で行っていた年代測定研究の中で，日本版の較正曲線で紀元前前後から紀元後３世紀までが世界基準

と異なることが分かっていた。そこで，古村里遺跡出土の木材で年代測定を行ったところ，世界基準と一致

することが分かった。また，2012年度以降については，歴博と東亜細亜文化財研究院で韓国側の青銅器時代

から三国時代にかけての土器編年研究と年代測定を目的として共同研究を行うこととした。

６．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）

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

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

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

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

　坂本　　稔　本館・研究部・准教授　　　　　　　　岡　奈穂美　本館・科研費支援研究員

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

◎西本　豊弘　本館・研究部・教授

（４）「カナダ文明博物館特別展示『日本』実現のための基礎的・実践的研究」
　　 2009〜2011年度
　　  （事業主体者　久留島　浩）

１．目　的

　カナダ文明博物館では，2011年５月から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
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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

　2011年度は，５月19日から10月10日まで，カナダ文明博で特別展示「伝統と革新の国，日本」を開催する

と同時に，期間中に展示の内容に関わる講演会もしくはシンポジウムなどを実施することで，カナダの人々

にこの日本歴史展示についての興味関心を深めてもらうこと，展示を観たカナダの人々がどのように日本を

感じたか（日本の歴史についてのイメージがどのように変化したか）についての観客調査をもとに，歴博で

この展示をめぐるシンポジウムを開くこと，をめざす。

３．今年度の研究経過及び成果

　2011年度は，３月11日の東日本大震災，とくに福島原発の被災の影響で，カナダ文明博から展示資料の集

荷のために来日することができなくなったため，一時は展示そのものの開催も危ぶまれた。歴博では，日本

国内での集荷を代行すること，カナダ文明博では予定通り展示を実施することを決め，４月末以降カナダに

展示品を搬送した。その結果，５月19日には無事にオープニングを迎えることができた。

　このカナダ文明博物館で開催された特別展「伝統と革新の国，日本」は，現代の日本の文化的な特徴が江

戸時代に起因しているのではないかという仮説のもと，いくつかのコーナーで現代と江戸時代を比較すると

いう展示方法で，観客に現代の日本の歴史的背景についても知ってもらおうとする意欲的なものであった。

展示だけでは十分に伝わらないものや事柄についてカナダの人々に伝えようと，10月５日には，トロント日

本文化センターで，岩淵令治准教授が「Mutant Morning Glories: Horticulture of the Edo Era（変化朝顔：

江戸時代の園芸）」，澤田和人准教授が「Women’s Kimonos of the Edo Era: Social Class Reflected in the 

Pattern（江戸時代の女性の着物：そのパターンに反映される社会階層）」と題した報告を行った。着物の着

方やモチーフの意味，そして園芸文化などきわめて活発な質疑応答が行われ，あわせてカナダ文明博物館の

展覧会紹介にも貢献した。翌６日は，カナダ文明博物館で，岩淵「Shogun and Edo: Exploring the 

National Museum of Japanese History's Edo Screen（将軍と江戸：国立歴史民俗博物館の江戸図屏風をさ

ぐる）」，澤田「A Question of Class: Learning about Three Kimonos from the Edo Period（階層を考える：

江 戸 時 代 の３つ の き も の か ら ま な ぶ ）， 久 留 島「The reality of Samurai in the Edo Period and the 

Contemporary Image of Samurai（日本近世の武士の実態と近年の「サムライジャパン」をめぐって）」と

いう３本の報告を行った。そののち，それぞれ展示上でのポイントとなっていた「江戸図屏風」「小袖」「武

士」について質疑応答を行った。公家・武家・町人のそれぞれの小袖の特徴に特徴があるのはその社会的身

分の違いのどこに起因するか，官僚化した武士が最後まで刀を捨てなかったのはなぜか，などかなり深まっ

た質問も出て，展示したことで日本の近世社会への興味が広がったことをうかがわせた。しかし，多くの来

館者がどこまで詳しい説明パネルを読み，理解していたか，ということも含め，来館者へどのように展示意

図が伝わり，日本の歴史や文化をどのように受け止めたか，という点での議論をさらに深める必要を痛感し

た。同時に，「海外で日本の歴史（ここでは現代との対比で近世を示す）を展示というかたちで表現する」

というはじめての経験を，実際に展示を行ったカナダ文明博のスタッフと，協力した歴博のスタッフとの間

で共有する必要も感じた。そこで，12月17日，この一連の共同作業の締めくくりとして，一緒に展示を構想
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したカナダ文明博の学芸員と教育担当者を歴博に招き，その展示意図についてあらためて議論するとともに，

来館者調査の結果を踏まえた展示効果についても検討するために，国際シンポジウム「外国で「日本」を展

示するということ　─カナダ文明博物館（オタワ）の特別展示「伝統と革新の国，日本」をめぐって─」を

歴博で開催した。

　その構成は以下のとおりである。

　　Ⅰ　どのように展示しようとしたのか（何を伝えようとしたのか）？

　　　　　海外で江戸時代の技術・生活文化を展示する試み─趣旨説明をかねて─

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

　　　　　 「伝統と革新の国　日本」の展示意図と構成について─実際に展示を担当した立場から─

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アラン・エルダー（カナダ文明博物館）

　　Ⅱ　来館者は展示をどのように見たのか（何が伝わったのか？何を見つけたのか？）

　　　　　カナダの人々は何を見たのか？─カナダの側から来館者調査の結果を読む─

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレア・チャンプ（カナダ文明博物館）

　　　　　カナダの人々に何が伝わったのか？─来館者評価から展示の効果を読む─

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田　歩（国立歴史民俗博物館）

　まず，第Ⅰ部は「何を伝え，どのように展示しようとしたのか？」というテーマで，二つの報告を行った。

まず，久留島が，この間の経緯について話したあと，カナダ文明博と共同しながら，江戸時代の特色をどの

ように伝えたかったかについて，実際に構築された展示構成とも関わらせながら報告した。現代の技術や生

活文化を江戸時代と比較することの意味や効果についても感想を述べた。続いて，実際に展示を構築した学

芸員であるエルダー氏が，担当者としての自己評価をも含め，展示の意図を振り返った報告を行った。具体

的な展示場の写真も使って，何を伝えたかったかについて話した。続いて第Ⅱ部では，「来館者調査に基づ

く展示開発と展示効果」がテーマで，二つの報告を行った。まず，クレア氏が，実際の来館者調査の結果を

具体的に示したうえで，展示意図とのかかわりでそれを評価した。結果として，カナダの来館者は何を見た

のか？あるいは見つけたのか？というがポイントであった。最後に，歴博の教育担当の太田氏が，カナダで

の来館者評価をどのように受け止めるかについて報告した。歴博で来館者の行動や反応を見てきた立場から，

このカナダでの来館者評価をどのように受け止めるかについて述べた。全体としては，海外で「日本展示」

を歴史的な展示として行うことの意義と課題，現代と近世を比較するということの持つ意義と課題，来館者

調査から読み取れることを中心に，カナダの来館者は何を見つけたのか？（何を見つけられなかったのか？）

と言う点について，議論した。討論のなかで，海外で日本の文化を「歴史展示」として表象し，かつ近世と

現代とを直接に比較するということの持つ意義が評価され，こうした経験を積み重ねることの重要性が明ら

かになった。また，こうした『異文化」理解についての来館者調査方法や評価方法についても，さらに分析

を深めるなかで，こうした異文化の歴史的展示の持つ可能性がより明確になるのではないかという指摘が

あった。カナダの来館者たちにどのように展示意図が伝わり，日本の歴史や文化をどのように受け止めたか，

という点での議論は今後さらに深める必要があろう。
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４．３年間の成果

　カナダ文明博から，日本展示の協力をしてほしいという申し出があったのは，2002年２月６日にまでさか

のぼる。この日，ビクター・ラビノヴィッチ館長（当時）は，歴博の展示を観たあと歴史展示に感銘を受け，

日本の歴史や文化に関する企画展示を５年計画で実現したいという意向を示した。当館の歴史展示のありか

たに共鳴されての発言だったが，日本の美術品とくに銘品を海外で展示するということが一般的ななかで，

日本の歴史を海外の博物館で展示したいというアイデアは新鮮だった。同年10月には，歴博・民博のスタッ

フが，博物館における教育と歴史展示に関する研究の一環で同館を訪問，同館の展示と施設を視察し，ラビ

ノヴィッチ館長他多くの職員と面談した。翌年11月には，ラビノヴィッチ館長・展示企画官ニコラス・ゴー

ヴァン氏が来館し，通史的な日本文化の展示を行なうに際し，歴博に資料を選定するアドバイザーのグルー

プに入ってほしいという依頼があった。その後やや間があったが，2007年に同館学芸員アラン・エルダー氏

が，この日本展示の担当者となり，日本の文化や生産技術を近世と現代との間で比較するということを展示

テーマに選んで，展示に関する共同研究を再開した。歴博の側でも，2009年度からこの「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」を開始した。同年９月には，カナダ文明博と歴博との

間で展示に向けた協力協定を結び，歴博の側でも展示構成や解説の修正など，展示に関わる具体的な協力を

進めることになった。こうして2010年２月には，解説も含めた最後の調整が行われ，あとは歴博も含めた日

本のいくつかの収蔵機関からの資料借用をするだけだという矢先の３月11日，大地震と津波による東日本大

震災が起こった。誰もが２ヶ月後に迫った展示の実施を危ぶむなか，歴博ではカナダ文明博学芸員の代わり

に資料の集荷とカナダへの輸送を行うことに決めた。カナダ文明博でも開催することに決めた。このような

ときだからこそ，遠く離れたカナダで，言わば海外に向けて，江戸時代の庶民や現代の人々が享受した日本

の文化や蓄積した技術の力を展示というかたちで示すことが，逆に日本の人々を励ますことになると思った。

自分たちが復興しようと決意したときには，こうした歴史的に蓄積し，継承し，発展させてきた技術力やデ

ザイン力，そしてそれこそ庶民の文化力（それは生きる力とも言える）が必要になるはずだと考えたからで

ある。カナダ文明博でも，この展示室の入り口に，このような４枚のパネルを出して，被害状況および歴博

の被災地での歴史資料レスキュー活動を紹介するだけでなく，わたしたちを勇気づけるメッセージを寄せて

くれた。原発事故のため，日本への美術品貸し出しを中止，あるいは躊躇する博物館もあるなかで，この展

示を開催する決断をしたカナダ文明博には感謝している。

　すでに2011年度の研究経緯のところで紹介したが，歴博では，この「海外におけるはじめての歴史展示」

というせっかくの機会を利用し，両館でそれぞれ研究的集会やシンポジウムを開催し，展示の意図や内容，

さらには来館者の評価などをめぐる議論をしようとした。トロントでは，ジャパンファンデーションとこの

展示に関わる講演会を共催した（10月５日）。文明博では，アラン氏の展示ガイドツアーのあと，展示内容

についての理解を深める集会を持ち，この展示に関わる３報告（江戸図屏風からわかる近世の特徴，公家・

武家・町人のそれぞれの身分の女性が着た小袖の違いを読み取ることでわかる近世の身分，近世の武士の実

態）を行った（10月６日）。のべ200人をこえる方が参加し，本格的な日本の歴史展示への関心の高さがわかっ

た。日本でも，この展示の効果（来館者は何を見たのか）をめぐって，12月17日に歴博で国際シンポ「外国

で『日本』を展示するということ」を開催した。そのなかで，「日本人」でも感覚的にはほとんど理解でき

なくなり「異文化」になった，近世の人々の技術や生活文化を展示の場で伝えるためには，現代アートとの

対比や対話といった方法も効果的だと実感した。また，入館者が12万人余をこえるなどこの展示に多くのカ
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ナダの人が興味を示しただけでなく，この展示で江戸時代に興味を持ち，同時に日本に行ってみたいという

感想を述べていた方も少なくなかった。カナダの方たちがどのような江戸時代の特徴を見つけることができ

たのかについてはより精緻な検討が不可欠で，展示評価方法や分析方法をめぐる議論もさらに実践的に深め

る必要があることもわかったが，この国際的展示と研究集会は，今後の歴博にとって大きな財産となるもの

と思われる。

　最後に，歴博では，「海外で日本の歴史（ここでは現代との対比で近世を示す）を展示というかたちで表

現する」というはじめての経験を，実際に展示を行ったカナダ文明博のスタッフと，協力した歴博のスタッ

フとの間で共有するために，カナダ文明博の学芸員アラン氏の展示意図についてあらためて議論するととも

に，来館者調査の結果を踏まえた展示効果についても検討する場を設けることにし，12月17日に歴博で国際

シンポジウム「外国で『日本』を展示するということ」を開催した。カナダの人々にとって，江戸時代の技

術や生活文化という「異文化」を歴史的な展示として表象したことの意義と課題，現代と近世を比較すると

いうこと揚言の持つ意義と課題，来館者調査から読み取れることを中心に，カナダの来館者は何を見つけた

のか？（何を見つけられなかったのか？）と言う点について，議論を行い，論点を深めることができた。来

館者評価のあり方（長期的な評価も含めて），評価の精緻な分析方法の研究などについての課題も明確になっ

た。さらに，海外で日本の歴史展示を行うという試みをさらに積み重ねる必要があることもわかった。日本

文化を，典型的な美術品で紹介することはこれまでにもしばしば行われてきたが，美術的な評価は高くなく

とも生活文化を表現する点では有効な画像史料や生活などを用いた歴史展示を意識的に行うことで，日本に

ついての理解を深めてもらうことが今後はますます必要になるものと考える。その際，今回の展示でも実施

したように，海外にある（その国にある）日本関係資料を展示に利用する機会をつくること，そのために詳

細な調査を日本人研究者と協力して行うこと（今回は歴博）によって，こうした在外の日本関連資料の調査

および再評価（保存）を進めることも今後の大きな課題であろう。

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。
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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）では，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，倭と新羅の交流を解明する。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） 　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

　平成23年10月４日に国立歴史民俗博物館で共同研究会を実施した。研究発表はウ・ビョンチョル「武器か

ら見た新羅と倭」，キム・デファン「新羅と倭の国家形成論」，仁藤敦史「倭と新羅の交流様相」の３本であ

る。また，平成24年３月23〜26日，韓国のチャラボン古墳や蓮山洞古墳群の発掘調査現場などを見学し，韓

国研究者との意見交流も含めて，倭と新羅などの交流の実態や王権の特質を考えた。さらに，また，これま

でに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．今年度の研究成果

　大きな墳丘と定型化した積石木槨をもち，多量の威信財をそなえた新羅王墓は，５世紀前半から中頃に確

立したとされる。それにたいして，日本列島の前方後円墳はそれよりも１世紀半以上もはやく，３世紀中頃

には成立しているし，墳長200ｍ以上の王墓の墳丘築成に投下された労働力の大きさは，圧倒的に倭のほう

が大きい。こうした墳墓のありかたは，国家形成とどう関わるのか。いっぽう，６世紀以前の鉄素材は新羅

や加耶など南部朝鮮から「輸入」したとされるが，どのようなシステムで交易されたのか。それは糸魚川産

の翡翠製勾玉が多数，５〜６世紀の新羅王墓の金冠を飾っている事実─彼我の王の親縁性を読みとることが

できそうだが─をふくめ，彼我の王墓，ひいては王権構造とどのような相関性をもっているのかなどが論じ

られたが，いずれもこれからの課題である。

５．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
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◎朴　　天秀　慶北大学校・副教授　　　　　　　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

　２年目の本年度は山梨県甲府盆地および富士五湖地域における地域研究を山梨県立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

　昨年度は日韓双方の漁村を互いに尋ね，実地踏査，意見交換を行い，地域民俗文化を博物館活動にどのよ

うに昇華していくかについての検討を行った。本年度は山村を具体的なフィールドとして設定し，研究交流

を実施した。

　本年度は12月10日〜14日に日本側のメンバーが訪韓し，韓国国立民俗博物館および慶尚北道聞慶・道の博

物館が調査し，独自の展示活動を推進している聞慶市についての説明を受け，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。

　韓国側の来日および日本での共同研究は２月７日〜11日の日程で，山梨県立博物館の全面的な協力のもと

に実施した。前年と異なり，海を持たない内陸・山間地である山梨県域を対象として，山間地域の特色と民

俗的な傾向，さらにそれらを踏まえた博物館活動，文化財の継承運動について実地踏査，見学，調査などを

行った。まず，山梨県立博物館の見学を行い，同館で山梨県域の民俗に関する概要を把握するとともに，甲

府盆地の伝統産業や富士五湖周辺の風土や食文化，富士山信仰に関する実地見学を行い，加えて富士吉田市

立歴史民俗博物館の展示見学，御師住宅の保存・活用の実態の見学等も行った。また今年度も，今後の研究

交流の枠組みや成果報告の方向性に関する討議も実施した。
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４．今年度の研究成果

　聞慶は地方から韓国の首都ソウルへ向かう街道の要衝であり，峠とそこに到る街道において宿場や炭鉱な

ど独特の山村文化が育まれてきた。現在では道の博物館を中心にそうした民俗文化の展示と資料の保存が図

られている。また周辺は観光や映画産業などにも利用され，現代社会のなかでの民俗文化の利用という観点

から，博物館活動の実践的な展開としても大きな示唆を得ることができた。

　山梨県域は大きく郡内と国中とに生活文化を区分する考え方が支配的であり，寒冷地における気候風土に

立ち向かう民俗文化が育まれてきた。国中の中心，甲府盆地商業活動も盛んであり，伝統産業を現代的に再

生させ，積極的に地域の観光資源としていく動きがみられる。郡内，特に富士山とその周辺は世界遺産登録

を目指す伝統文化の保存と読み替えが現在進行形で発現しており，古代からの山岳信仰（富士山信仰）の展

開もそうした動きのなかで再評価することが可能である。

　以上のような日韓双方の山間地の民俗文化とその調査・研究さらに博物館機能による発信について建設的

な議論を行うことができた。とりわけ，世界遺産制度のような地球規模の文化の価値付けに対して地域の生

活と直接向きあう民俗研究の果たすべき役割は今後も引き続き意識していくべき課題であることが確認でき

た。

　なお，本年６月には韓国国立民俗博物館の招聘により，本事業にも参加している常光徹と小池淳一とが博

物館型研究統合に関する講演を同館でおこなったことも本事業の副産物として付記しておく。

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・展示運営課長

　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・学芸究士

　金　　宗奎　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

　安　　泰賢　聞慶・昔の道博物館・学芸員

　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・教授

　丸尾　依子　山梨県立博物館

（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。
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　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

　平成23年度は，正式な国際学術交流協定の締結をふまえて，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年代測定を実施した。幸い，申請中であった学術振興会補助金

科学研究費基盤研究（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（研

究代表者藤尾慎一郎）が採択されたので，こちらから測定費をまかなうことができたことで，本格的な研究

を開始できた。

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，１回目はサンプリング，２回目は，第99回釜山考古学

研究会において測定結果の報告を行った。また嶺南地方の当該期の資料を幅広く調査するため，㈶嶺南文化

財研究院に，新たな共同研究を立ち上げるための予備交渉におとずれた。

　１）国立歴史民俗博物館研究者の訪韓調査

　　─ 調査期間（１次）：８月23日〜８月25日（２泊３日）藤尾，坂本，イチャンヒ，斎藤，山田，高田

　　─ 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人骨のサンプリング

　２）成果報告（１次）：３月23日〜３月25日（２泊３日）藤尾，坂本，山田，イチャンヒ

　　─ 報告内容：礼安里古墳群出土人骨資料の年代測定結果

　３）締結のための予備交渉　㈶嶺南文化財研究院

　　─ 日程：１月３日〜６日（３泊４日）藤尾，坂本，イチャンヒ，高田，山田，斎藤

４．今年度の研究成果

　22点の測定結果を得た。考古学的な相対編年と概ね整合的なデータが得られたが，時代が下るにつれて乱

れがみられた。原因としては後世の混じり込みが考えられ，海洋リザーバー効果の影響は認めることができ
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なかった。ただ，回収したコラーゲンの量がもともと少なかったこともあるので，そうとも言い切れない部

分もある。

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・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・准教授

　なお，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った。

［国際シンポジウム］

「アジアの都市─インド・中国・日本─」
開催場所；国立歴史民俗博物館　大会議室

開催日程：2011年12月３〜４日

１．目的

　日本建築の歴史は，日本列島内だけではなく，少なくとも東アジアまで地域対象を広げて考えるべきであ

るという考え方に基づいて2006年に立ち上げた歴博共同研究「東アジア比較建築文化史」において，韓国，

中国の建築を取り上げ，日本との比較研究を行った。この研究会における韓国，中国の現地調査および，研

究会，シンポジウムなどの議論の過程で，東アジアだけではなくさらにその外側のアジア全域にまで研究対

象を広げる必要があること，そして，建築だけではなく建築を支える空間，実際には都市にまで関心を広げ

るべきであるという結論に達した。

　そこから次のステップとして2009年に「建築と都市のアジア比較文化史」という共同研究を立ち上げ，実

際にネパール，インド，タイ，その他のアジア都市の調査を行い，研究議論を重ねた。その最終的な総括を

行うことがこのシンポジウムの目的である。

２．内容

第１日　12月３日（土）

館長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館　館長　平川　南

基調講演　　日本都市史の構築─アジアを視野に─

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館　玉井哲雄

セッションⅠ　中国都城の都市世界─宮殿・儀礼空間と都市─

基調報告　　 アジア都城時代の誕生─７・８世紀の東アジア─

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央大学文学部　妹尾達彦

　報告１　　元の大都と上都　　　　　　　大学生産技術研究所　包　慕萍
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　報告２　　朝鮮半島の都城　　　　　　　蔚山大学　　　　　　韓　三建

　コメント　　　　　　　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館　仁藤敦史

セッションⅡ　インド文明の都市世界─寺院・宗教空間と都市─

基調報告　　「転輪聖王」の王都─曼荼羅都市の系譜─

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀県立大学　　　　布野修司

　報告１　　Kathmandu Valley Towns　　 Khwopa Engineering College　Mohan Pant

　報告２　　マンダラ都市と住宅　　　　　国立民族学博物館　　佐藤浩司

　コメント　　　　　　　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館　高橋一樹

第２日　12月４日（日）

セッションⅢ　アジア周縁の都市世界─インド・中国の周縁世界と都市─

基調報告　　東南アジアの都市的世界　　　京都工芸繊維大学　　大田省一

　報告１　　台湾の店屋建築と亭仔脚　　　台湾大学　　　　　　黄　蘭翔

　報告２　　日本城郭の「異端児」たち　　佐賀県教育委員会　　宮武正登

　コメント　　　　　　　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館　上野祥史

討論と総括

　総括　金　東旭　　　　　　　　　　　　　　　　　全体司会　上野祥史

３．成果の概要

　共同研究メンバーだけではない日本国内および国外のアジア関係の研究者の参加を求めて報告と議論が行

われた。日本都市史構築を目指した基調講演，中国・インド・東南アジアの都市史研究の成果を基礎にした

各セッションの基調報告，そしてそれぞれの地域からの報告が行われ，真摯な討論が繰り広げられた。中心

となった建築史のみではなく，文献史，考古学の分野からの参加者による時代と地域をこえた議論は今後の

アジア都市史研究の進展に大いに資すると思われる。なおこの成果は何らかの形で刊行公開する計画である。

「外国で「日本」を展示するということ─カナダ文明博物館（オタワ）の特
別展示「伝統と革新の国，日本」をめぐって─」

○第１回

開催場所：トロント日本文化センター，カナダ文明博物館

開催日程：2011年10月５〜６日

１．目的

　平成23年５月19日から10月10日までカナダ文明博では，特別展「日本」を開催することになっている。当

館は，同館と協定を結んで，展示資料貸与だけでなく，展示内容まで共同で検討してきた。ここでは，近世

と現代を比較するという展示方法に特色があり，カナダの人々にとってこの「日本」展示がどのように受け

止められたのか，展示によって日本に対する認識がどのように変化したのか，ということを中心に，カナダ
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にとって異文化である「日本」を展示で表現することの持つ意味や問題性について議論したい。

２．内容

　第１日　10月５日（水）

報告１「Mutant Morning Glories: Horticulture of the Edo Era（変化朝顔：江戸時代の園芸）」

岩淵　令治（国立歴史民俗博物館）

報告２「Women's Kimonos of the Edo Era: Social Class Reflected in the Pattern（江戸時代の女性の着物：

そのパターンに反映される社会階層）」   　　　　　　　　　　　　　　澤田　和人（国立歴史民俗博物館）

　第２日　10月６日（木）

報告１「Shogun and Edo: Exploring the National Museum of Japanese History's Edo Screen（将軍と江戸：

国立歴史民俗博物館の江戸図屏風をさぐる）」　　　　　 　　　　　　岩淵　令治（国立歴史民俗博物館）

報告２「A Question of Class: Learning about Three Kimonos from the Edo Period（階層を考える：江戸

時代の３つのきものからまなぶ）」　　　　　　　　　　　　　　　 　澤田　和人（国立歴史民俗博物館）

報告３「The reality of Samurai in the Edo Period and the Contemporary Image of Samurai（日本近世の

武士の実態と近年の「サムライジャパン」をめぐって）」　　 　　　　久留島　浩（国立歴史民俗博物館）

３．成果の概要

　2011年５月19日から10月10日までオタワのカナダ文明博物館で開催された特別展「伝統と革新の国，日本」

に際し，歴博は締結した協力協定に基づいて協力し，展示を実現した。現代の日本の文化的な特徴が江戸時

代に起因しているのではないかという仮説のもと，いくつかのコーナーで現代と江戸時代を比較するという

展示方法で，観客に現代の日本の歴史的背景についても知ってもらおうとする意欲的なものであった。この

期間に合わせて，展示だけでは十分に伝わらないものや事柄について，学芸員・大学院生・観客と一緒に考

える機会をつくるためにこのシンポジウムを開催した。10月５日は，トロント日本文化センターにて岩淵，

澤田の２名が報告を行った。着物の着方やモチーフの意味，そして園芸文化などきわめて活発な質疑応答が

行われ，あわせてカナダ文明博物館の展覧会紹介にも貢献した。翌６日は，カナダ文明博物館にて岩淵，澤

田，久留島の３名が報告を行った（それぞれ逐次通訳付き）。それぞれ展示上でのポイントとなっていた「江

戸図屏風」「小袖」「武士」について質疑応答を行った。公家・武家・町人のそれぞれの小袖の特徴に特徴が

あるのはその社会的身分の違いのどこに起因するか，官僚化した武士が最後まで刀を捨てなかったのはなぜ

か，などかなり深まった質問も出て，展示したことで日本の近世社会への興味が広がったことをうかがわせ

た。しかし，多くの来館者がどこまで詳しい説明パネルを読み，理解していたか，ということも含め，第２

回目のシンポ（12月17日歴博で開催）において，来館者へどのように展示意図が伝わり，日本の歴史や文化

をどのように受け止めたか，という点での議論をさらに深める必要を痛感した。

○第２回

開催場所：国立歴史民俗博物館　ガイダンスルーム

開催日程：2011年12月17日（土）
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１．目的

　第１回目と同じ。

２．内容

第１部　何を伝え，どのように展示しようとしたのか？

報告１「海外で江戸時代の技術・生活文化を展示する試み─趣旨説明をかねて─」

久留島　浩（国立歴史民俗博物館）

報告２「Japan in Canada─日本展の展示意図と構成について─」

アラン・エルダー（カナダ文明博物館）

第２部　来館者調査に基づく展示開発と展示効果

報告３「Visitor experience in Japan: Tradition. Innovation. ─日本展における来館者体験の創造─」

クレア・チャンプ（カナダ文明博物館）

報告４「カナダの人々は展示をどう利用し，何を見たのか？」　　　　　太田　歩（国立歴史民俗博物館）

３．成果の概要

　2011年５月19日から10月10日までオタワのカナダ文明博物館で開催された特別展「伝統と革新の国，日本」

に際し，歴博は締結した協力協定に基づいて協力し展示を実現した。現代の日本の文化的な特徴が江戸時代

に起因しているのではないかという仮説のもと，いくつかのコーナーで現代と江戸時代を比較するという展

示方法で，観客に現代の日本の歴史的背景についても知ってもらおうとする意欲的なものであった。10月６

日には，同館で，この展示をめぐって，学芸員・大学院生・観客らの参加を得てシンポジウムを開催した。

12月17日は，同館の特別展担当学芸員アラン・エルダー氏と来館者調査を実施したクレア・チャンプ氏を招

聘して報告してもらい，館からは展示批評を久留島が，来館者評価についてのコメントを太田が行った。海

外で日本の文化を「歴史展示」として表象し，かつ近世と現代とを直接に比較するということの持つ意義が

評価され，こうした経験を積み重ねることの重要性が明らかになった。こうした「異文化」展示についての

来館者調査方法や評価方法については，さらに分析を深めるなかで，こうした異文化の歴史的展示の持つ可

能性がより明確になるのではないかという指摘があった。カナダの来館者たちにどのように展示意図が伝わ

り，日本の歴史や文化をどのように受け止めたか，という点での議論はさらに深める必要があろう。

［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2011
「第５回シーボルトコレクション国際会議」

開催場所：滋賀県立琵琶湖博，大津市民会館，草津宿街道交流館

開催日程：2011年10月28〜30日

１．目的

　江戸時代の末期に来日して，日本の多くの分野に多大な影響を残したシーボルトだが，彼の多方面に亘る
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活動は，必ずしも全てが明らかになったわけではない。シーボルト生誕の都市ヴュルツブルクと姉妹都市で

あり，江戸参府の折りに立ち寄った大津の地において，理文の専門を異にする日蘭独のシーボルト研究者が

一堂に会した「第５回 シーボルトコレクション国際会議」を開催する。

　シーボルト研究者による「ビュルガー，ホフマンらのシーボルトコレクション形成への貢献」「シーボル

ト標本の復元的研究と“日本博物館”の再現」などのテーマでシンポジウムを行い，最終日には「博物学者

としてのシーボルト像を探る」と銘打った公開講座を予定している。

２．内容

第１日目　10月28日（金）

「ビュルガー，ホフマンらのシーボルトコレクション形成への貢献」 

報告１「日本からシーボルトとツッカリーニによって記載された植物のタイプカタログ化に向けて」

秋山　忍（国立科学博物館）

 エッサー , H.-J.（ミュンヘン植物標本館）

タイセ, G.（オランダ国立植物標本館）

大場　秀章（東京大学総合研究博物館）

報告２「ビュルガーの魚類標本の積み出しリストの意義」　　　　　ファン オイエン, M.（ライデン大学）

報告３「日本の動植物研究におけるビュルガーの貢献」　　　　　　　　　　　山口　隆男（元熊本大学）

報告４「ホフマンと日本の植物学の普及」　　　　　　　　　　　　　　  ベイカーズ, H.（ライデン大学）

報告５「ビュルガーからの手紙『親愛なる閣下そして尊敬する友へ』」

ケルンカンプ, B.（ワーハニンヘン市公文書館）

報告６「日本の軟体動物学におけるシーボルト・コレクションの重要性」

佐々木　猛智（東京大学総合研究博物館）

ハウト, J.（オランダ国立自然史博物館）

報告７「シーボルト・ビュルガーの地質学と鉱物学の足跡」　　田賀井　篤平（東京大学総合研究博物館）

シュレップファー , L.（フランクフルト大学）

三河内　彰子（東京大学総合研究博物館）

報告８「『日本』の中の図版と原画との比較」　　　　　　　　スヒルマイアー , K. （シーボルト・ハウス）

第２日目　10月29日（土）

「シーボルト標本の復元的研究と“日本博物館”の再現」

報告１「モースコレクションとピーボディー・エセックス博物館の現状と課題，そして展望」

小林　淳一（東京都江戸東京博物館）

報告２「ライデン国立民族学博物館蔵川原慶賀筆『人の一生』（シーボルト・コレクション本）について」

原田　博二（長崎純心大学）

報告３「蒐集の旅としての江戸参府とそのロジスティクス」　　　　　　松井洋子（東京大学史料編纂所）

報告４「ボーフム・ルール大学のシーボルトコレクション：再構築､ 現状､ および将来の可能性／好機」

マティアス, G.（ボーフム大学）

報告５「ライデン（1820年代）とミュンヘン（1860年代）における麦わら細工のシーボルトコレクション」
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フォラー , M.（ライデン国立民族学博物館）

報告６「ジョマールとフォン・シーボルト ― 分類の原理についての議論」　エフェルト, R.（ライデン大学）

報告７「1864年のヴュルツブルク初のシーボルト展：バイエルンにおける民族学の始まり」

バイライス, U.（シーボルト協会）

報告８「選択：ライデンにおけるシーボルトコレクションの展示」

ラートヘーバー , D.（シーボルト・ハウス）

第３日目　10月30日（日）

公開講座「博物学者としてのシーボルト像を探る」

報告１「シーボルトの助手ビュルガー：日本における唯一人の水成論者」

シュレップファー , L.（フランクフルト大学）

報告２「シーボルトの博物コレクションとその学術的意義」　　　大場　秀章（東京大学総合研究博物館）

３．成果の概要

　28日は「ビュルガー・ホフマンらのシーボルトコレクション形成への貢献」というテーマで，収集された

自然史系標本の特徴・収集に貢献した科学者についての８本の報告，29日は「シーボルトコレクションの復

元的研究と『日本博物館』の再現」というテーマで，おもに人文系コレクションの特徴と現状，シーボルト

がヴュルツブルグ・ライデンで行った「日本博物館」の実態についての８本の報告を行い，「日本関連在外

資料調査研究プロジェクト」での調査の成果（総じてコレクション形成過程が具体的に明らかになった）お

よび今後の課題（分散して存在する文献資料を統合するリストを作成する必要性）などが明らかになった。

30日は，草津におけるシーボルトの足跡を確認した。なお，午後から琵琶湖博で記念講演（大場ほか）を行

うなど，共同研究者以外の研究者だけでなく一般市民にも公開するかたちのシンポジウムにすることができ

たことも研究成果公開という観点からは大きな成果である。



173

Ⅰ−４　国際交流

［外国人研究員］

氏　　名 所　　属 研究課題 受け入れ期間

陳　傑
（Chen Jie）

中国
上海博物館

5000〜4000年前の環境変動と東ア
ジアの史前文化への影響─日中の
比較研究─

2011.7.1〜12.31

カレ　ギョーム
（Guillaume Carre）

フランス
パリ社会科学高等研究院

フランスにおける日本関係資料お
よび日本研究の現状と課題 2011.7.6〜10.5

［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

王　鵬飛
（Wang Peng Fei）

中国
南京航空航天大学

清末日本科学書籍の翻訳と中国現
代化への影響 2011.8.11〜9.9

フランチェスコ　モレナ
（Francesco Morena）

イタリア
文化財監督局

1585〜1860年間の日本・フィレン
ツェ間の文化接触─ピッティ宮殿
所蔵メディチ家旧蔵日本美術コレ
クションの歴史概観─

2011.10.15〜11.13

唐　永亮
（Tang Yong Liang）

中国
社会科学院日本研究所 中江兆民と東アジア 2012.2.7〜3.7

崔　銀水
（Choi Eun Soo）

韓国
国立民俗博物館 日本女性の被衣に関する研究 2012.2.13〜3.13

［協定締結機関との交流］

招聘

氏　名 所　属 用　　務 期　間

呉　昌炫 韓国
国立民俗博物館

共同研究「人の移動とその動態に関する民俗学的
研究」研究会参加のため及び歴博における資料調
査

2011.7.15〜7.18

ア ラ ン　 エ ル
ダー

カナダ
カナダ文明博物館 歴博国際シンポジウム事前打合せ及び発表 2011.12.8〜12.21

クレア　チャン
プ

カナダ
カナダ文明博物館 歴博国際シンポジウム事前打合せ及び発表 2011.12.12〜12.18
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王　巍
中国
中国社会科学院考古研
究所

国際交流協定書調印式参加及び研究打合せ 2012.1.15〜1.17

崔　銀水
安　廷允
呉　昌炫
金　宗奎
安　泰賢

韓国
国立民俗博物館 山梨県域における民俗研究調査 2012.2.7〜2.11

奇　亮 韓国
国立民俗博物館 山梨県域における民俗研究調査 2012.2.7〜2.12

崔　銀水 韓国
国立民俗博物館 短期招へい外国人研究者として招へいのため 2012.2.13〜3.13

呉　昌炫 韓国
国立民俗博物館

共同研究「人の移動とその動態に関する民俗学的
研究」研究会及び調査 2012.2.24〜2.27

袁　靖
張　雪蓮

中国
中国社会科学院考古研
究所

国際交流事業研究会における発表及び打合せ 2012.2.27〜3.1

派遣

氏　名 渡　航　先 用　　務 期　間

澤田　和人 カナダ
カナダ文明博物館

カナダ国立文明博物館特別展「伝統と革新の国，
日本」におけるクーリエとして資料運搬の同行，
および，展示作業

2011.4.30〜5.11

平川　南
太田　歩

カナダ
カナダ文明博物館

カナダ国立文明博物館特別展「伝統と革新の国，
日本」オープニング事業への参加 2011.5.17〜5.22

常光　徹
小池　淳一

韓国
国立民俗博物館 国際学術講演会における研究発表 2011.7.18〜7.19

西本　豊弘 韓国
東亜細亜文化財研究院

東亜細亜文化財研究院との共同研究に関する打合
せ，遺跡現地調査及び資料調査 2011.8.21〜8.26

藤尾　慎一郎
坂本　稔
高田　貫太
山田　康弘

韓国
釜山大学校博物館

釜山大学校博物館所蔵礼安里古墳群出土人骨のサ
ンプリング調査 2011.8.23〜8.25

齋藤　努 韓国
釜山大学校博物館 釜山大学校博物館所蔵青銅資料の調査 2011.8.23〜8.25

仁藤　敦史 韓国
国立中央博物館 貸出資料の展示陳列への立ち会い 2011.9.28〜9.30
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高田　貫太 韓国
国立中央博物館 貸出資料の展示陳列への立ち会い 2011.9.28〜9.30

太田　歩 カナダ
カナダ文明博物館

国際シンポジウム「『日本を展示する』ということ」
でのアンケート調査実施等 2011.10.2〜10.11

澤田　和人 カナダ
カナダ文明博物館

日本関連在外資料調査，国際シンポジウム，文明
博物館「日本展」撤収作業 2011.10.2〜10.16

岩淵　令治 カナダ
カナダ文明博物館

国際シンポジウム「『日本を展示する』ということ」
での報告等 2011.10.3〜10.8

久留島　浩 カナダ
カナダ文明博物館

カナダ文明博物館国際シンポジウムへの出席及び
日本関連在外資料の調査研究に係る資料調査 2011.10.4〜10.13

高田　貫太 韓国
国立中央博物館

韓国国立中央博物館特別展示「文字，その後：韓
国古代文字展」にかかる調査 2011.10.12〜10.14

平川　南
小倉　慈司
仁藤　敦史

韓国
国立中央博物館

韓国国立中央博物館特別展示「文字，その後：韓
国古代文字展」にかかる調査 2011.10.12〜10.15

仁藤　敦史
高橋　一樹
小倉　慈司

韓国
国立中央博物館 韓国中央博企画展示講演会に参加及び調査 2011.11.3〜11.5

藤尾　慎一郎 韓国
国立文化財研究所 韓国国立文化財研究所との協定締結のため 2011.11.22〜11.24

平川　南
高田　貫太
金出地　崇

韓国
国立文化財研究所 韓国国立文化財研究所との協定締結のため 2011.11.22〜11.25

仁藤　敦史
高田　貫太

韓国
国立中央博物館 貸出資料の運搬作業立ち会い 2011.11.28〜11.30

小池　淳一
松尾　恒一
松田　睦彦

韓国
国立民俗博物館 民俗現場・博物館調査及び学術会議参加 2011.12.10〜12.14

上野　祥史
中国
中国社会科学院考古研
究所

中国社会科学院考古研究所との国際交流協定に関
する協議 2011.12.27〜12.30

齋藤　努 韓国
東亜細亜文化財研究院 青銅製品の調査及び研究打合せ 2012.1.3〜1.5

坂本　稔 韓国
東亜細亜文化財研究院

測定試料分析の交渉及び次期国際学術交流協定締
結のための予備交渉 2012.1.3〜1.5
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高田　貫太
藤尾　慎一郎
山田　康弘

韓国
東亜細亜文化財研究院

測定試料分析の交渉及び次期国際学術交流協定締
結のための予備交渉 2012.1.3〜1.6

工藤　雄一郎 韓国
国立中央博物館 新石器時代の遺跡調査 2012.2.24〜2.29

日高　薫 韓国
国立中央博物館

ソウルの博物館における日本漆器および関連資料
の調査 2012.3.2〜3.5

西本　豊弘 韓国
国立中央博物館 動物骨の調査 2012.3.18〜3.21

上野　祥史 韓国
国立中央博物館

慶北大学校博物館との国際交流事業に伴う踏査
（韓国全羅南道地域の横穴式石室墳の調査） 2012.3.21〜3.26

仁藤　敦史
高田　貫太

韓国
国立中央博物館

慶北大学校博物館との国際交流事業に伴う踏査
（韓国全羅南道地域の横穴式石室墳の調査） 2012.3.23〜3.26

藤尾　慎一郎
山田　康弘
坂本　稔

韓国
釜山大学校博物館

釜山大学校所蔵礼安里古墳群出土人骨の年代測定
結果報告会 2012.3.23〜3.25

［海外派遣］

招聘

氏　名 渡航先 用　　務 期　間

共同研究

玉井　哲雄 カンボジア
タイ

共同研究基盤４「建築と都市のアジア比較文化史」
にかかるカンボジア・タイ調査 2011.10.20〜10.28

広瀬　和雄
藤尾　慎一郎
上野　祥史
坂本　稔
高田　貫太
林部　均

中国 共同研究基幹４「新しい古代国家像のための基礎
的研究」に係る高句麗遺跡踏査 2011.10.30〜11.3

工藤　雄一郎 ロシア サハリン国立大学考古学研究室およびサハリン州
郷土博物館における資料調査 2012.1.20〜1.25

機構連携研究

櫻庭　美咲
（機関研究員） オランダ

オランダ国立美術館が主催する国際学会出席およ
びアムステルダム国立美術館の日本関連在外資料
の調査研究

2012.5.8〜5.15
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三木　美裕
（客員教授）

アメリカ アメリカ合衆国ワシントン州における日系アメリ
カ移民関係資料の残存状況に関わる調査

2012.5.18〜5.21

原山　浩介 2011.5.19〜5.22

日高　薫
大久保　純一
安達　文夫
勝田　徹
櫻庭　美咲

（機関研究員）

ドイツ 「日本関係在外資料の調査研究」プロジェクトに
おける６月のミュンヘン調査 2011.6.12〜6.20

三木　美裕
（客員教授） アメリカ 移民関係資料調査・打合せ 2011.8.15〜8.18

原山　浩介 アメリカ 日系ハワイ移民に関する資料調査ならびにハワイ
大学マノア校におけるシンポジウム報告 2011.8.24〜9.1

岩淵　令治

ドイツ 「日本関連在外資料の調査研究」プロジェクトに
おけるドイツ調査

2011.9.5〜9.11

勝田　徹 2011.9.5〜9.18

櫻庭　美咲
（機関研究員） 2011.9.10〜9.18

久留島　浩 2011.9.11〜9.18

日高　薫

ドイツ 「日本関連在外資料の調査研究」プロジェクトに
おけるミュンヘン調査・撮影

2011.11.18〜11.25

櫻庭　美咲
（機関研究員） 2011.11.18〜11.26

勝田　徹 2011.11.18〜11.28

三木　美裕
（客員教授） 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，

資料選定作業 2012.1.25〜1.26

原山　浩介 アメリカ 沖縄県出身のハワイ移民及び日系ハワイ移民に関
する資料調査 2012.2.8〜2.18

三木　美裕
（客員教授） 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，

資料選定作業 2012.2.23〜2.25

三木　美裕
（客員教授） 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，

資料選定作業 2012.3.5〜3.7

内田　順子 イギリス
フランス

マンロー関係資料の活用に関する研究打合せおよ
び映画・写真の活用方法に関する調査 2012.3.11〜3.19

三木　美裕
（客員教授） 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，

資料選定作業 2012.3.13〜3.21
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科学研究費補助金

坂本　稔 キプロス 第６回放射性炭素と考古学国際シンポジウムにお
ける研究成果の報告 2011.4.9〜4.16

鈴木　卓治 スイス
国際色彩学会中間大会（AIC2011）における研究
発表・意見交換ならびにスイスの博物館展示にお
ける情報技術の利用状況調査

2011.6.6〜6.14

工藤　雄一郎 スイス 第18回国際第四紀学連合会議での研究発表 2011.7.21〜7.29

西谷　大 中国
科学研究費補助金（基盤研究B）「亜熱帯地域に
おける生業経済と市─海南島と雲南省を事例とし
て」に関わる研究調査

2011.7.24〜7.30

関沢　まゆみ フランス 科研B（海外）「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 2011.8.3〜8.18

林部　均 トルコ トルコ地域の都市遺跡の調査 2011.8.16〜9.1

日高　薫
澤田　和人 スウェーデン

科研・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

2011.8.20〜8.29

西谷　大 中国
科研費（基盤B）「亜熱帯地域における生業経済
と市─海南島と雲南省を事例として」に関わる研
究調査

2011.10.30〜11.1

井原　今朝男 台湾 宋朝楷書の書法展示にかかる調査 2011.11.19〜11.22

坂本　稔 韓国 日本質量分析学会同位体比部会における研究動向
の調査 2011.11.22〜11.25

林部　均
高田　貫太 韓国 慶州四天王寺，チョクセン遺跡，月城亥字などの

踏査および出土遺物の調査 2011.12.7〜12.11

久留島　浩 イギリス 「シーボルトが紹介しようとした日本」の復元的
研究に係るイギリス調査 2011.12.7〜12.11

平川　南 中国 中国長沙走馬楼呉簡調査 2011.12.23〜12.27

上野　祥史 中国 漢代地域圏の学際的研究（科研基盤研究C）によ
る寧夏地域調査 2012.2.22〜3.4

小瀬戸　恵美 アメリカ 所蔵資料調査及び研究打合せ 2011.2.29〜3.11

齊藤　努
坂本　稔 アメリカ 所蔵資料調査及び研究打合せ 2011.3.5〜3.11

関沢　まゆみ フランス 科研B（海外）「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 2012.3.7〜3.16
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その他の調査・研究・学会・シンポジウム等

西本　豊弘 韓国 釜山市福泉博物館への調査 2011.4.26〜5.1

松尾　恒一 イギリス 国際研究集会における研究発表及び仏教関係資料
調査 2011.5.8〜5.16

原山　浩介

アメリカ 特集展示「アメリカに渡った日本人と戦争の時代」
借用資料の返却及び資料調査

2011.5.15〜5.18

永塚　俊司
高野　宏康

（機関研究員）
2011.5.15〜5.20

藤田　裕嗣
（客員教授） 台湾 「東アジアにおける人の移動と文化の多様性」シ

ンポジウム参加 2011.6.9〜6.12

松尾　恒一 中国 ４室Bゾーンの民俗調査と記録（中国・苗族の龍
船競争） 2011.6.24〜6.27

岩淵　令治 フランス
国際学会「Usages de l'ecrit du for prive」にお
ける研究成果発表及びフランス都市調査・日本表
象調査

2011.6.24〜7.4

カレ　ギョーム
（外国人研究員） 韓国 「フランスにおける日本関係資料および日本研究

の現状と課題」に関する資料調査 2011.7.13〜7.21

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（台湾，豊年祭）及び国立政治大学楊明章助
理教授との研究会合

2011.8.18〜8.22

松田　睦彦 韓国 ４室新構築のための漁業に関わる調査 2011.9.21〜9.25

松尾　恒一 中国 中国・四川大学，中国民俗文化国際学術会議への
出席 2011.10.29〜10.31

設楽　博己
（客員教授） ロシア サハリン国立大学考古学研究室およびサハリン州

郷土博物館における資料調査 2012.1.20〜1.25

宮田　公佳 アメリカ 国際学会「Electronic Imaging」における研究成
果発表及び研究動向調査 2012.1.22〜1.28

佐藤　優香 アメリカ
博物館の教育的支援の視察，世界水フォーラムで
の連携展示事業参加およびそれにかかわる準備と
打合せ

2012.3.6〜3.20

他の研究機関の依頼による海外調査・研究等

岩淵　令治 トルコ

研究会報告及び文書報告
（人間文化研究機構連携研究「人間文化資源の総
合的研究」研究班「9-19世紀文書資料の多元的複
眼的比較研究」第２回国際研究会）

2011.12.7〜12.11
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澤田　和人 イタリア トリノ東洋美術館所蔵袈裟コレクションの調査 2012.2.15〜2.19


