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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。2012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 

 国立高等教育機関サハリン国立総合大学（ロシア連邦）とは新規の交流協定を，財団法人東亜細亜文化財

研究院（大韓民国）とは第２期の交流協定を締結し，さらに財団法人嶺南文化財研究院，嶺南大学校博物館

（大韓民国）と共同研究に関する覚書を締結し，これまでの成果を基礎に新たな展開を目指して，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の充実 

 イリノイ大学（アメリカ）との「東アジアの宗教をめぐる交流と地域的展開」，中国社会科学院考古研究所

（中華人民共和国）との「中国社会科学院考古研究所との相互交流事業」など11件の国際交流事業を推進し

た。 

 慶北大学校博物館（大韓民国）との国際交流事業の成果公開として共同国際学術大会「古墳時代・三国時

代における新羅と倭の交流」を慶北大学校で開催し，研究成果を海外でアピールすることができた。また，

国立民俗博物館（大韓民国）で開催された「ともに旅立つ人生旅行」アジア婚礼文化特別展に対して，協定

に基づき展示資料の貸出や，大久保副館長のオープニングセレモニーへの出席など，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．国際研究集会等の開催 

 国際研究集会を１回，国際シンポジウムを４回開催した。国際シンポジウム「古代日本と古代朝鮮の文字

文化交流」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（大韓民国）から所長をはじめと

する研究者を招聘し，韓国の最新の研究成果を紹介いただいた。また，国際シンポジウム「現代における死

の文化の変容─東アジア地域の葬送墓制を中心に─」では，中国，台湾，韓国，日本の葬儀の内容とその現

状について報告が行われ，各国における行政の葬儀への関わり方の相違や葬儀従事者の高等教育について活

発な議論が展開された。 

 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，ウェールズ国立博物館（イギリス）や国立古宮博物館（大韓民国）などの機関から研究者の

来訪があり，施設見学などを通じて本館研究者と交流があった。 

 

国際交流担当  高田 貫太   
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［国際交流事業一覧］ 
 

 相手機関名 事 業 名 事業主体者 

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 

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 

新 

  

規 

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 

【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 

嶺南大学校博物館 

【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 

ロシア 国立高等教育機関 

サハリン国立総合大学 
【共同研究】柳田國男収集考古資料の研究 

研究部 

 設楽 博己 

 

 

 

（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
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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，歴博は日本の歴史と文化に関わりの深い東アジアの研究機関

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

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

寄与するものである。 

 

２．今年度の研究計画 

 平成24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）の最終年度にあたる。本年度は，年２回程度の研究会を予定

している。そのほか適宜，両館所蔵品および両国内の資料調査を実施する。特に，今年度は現在までに調査

が済んでいない石碑を重点的に調査する。また木簡（二聖山城・宮南池木簡など）の調査も実施するほか，

中世まで展望するために高麗木簡も視野に入れる。また，最終年度の成果報告に向け，これまでの調査成果

をまとめる。 

 なお，共同研究の経費は，国立歴史民俗博物館と韓国国立中央博物館が相互に負担するほか，科学研究費

補助金（基盤研究（Ａ）「古代における文字文化形成過程の総合的研究」〈研究代表：平川南〉）の経費を充当

する。 

 

３．今年度の研究経過 

 今年度は韓国国立中央博物館考古歴史部長の宋義政氏を歴博国際シンポジウム「古代日本と古代朝鮮の文

字文化交流」（平成24年12月15～16日）に招聘し，昌寧火旺山城蓮池出土木簡に関する最新の研究成果を紹介

していただいた。 

 また，３月には宋義政氏と本事業の成果公開の場である平成26年度企画展示「古代東アジアの文字文化（仮

称）」について打合せを行った。 

 

４．今年度の研究成果 

 最終年度報告の一環として開催された歴博国際シンポジウム「古代日本と古代朝鮮の文字文化交流」の事

前調査として，８月に昌原・城山山城木簡および木浦・高麗沈没船出土荷札木簡の資料調査および現地調査

を行った。12月のシンポジウムでは，これらの調査成果と本共同研究全体の成果を広く市民に公開すること

を目的とした。各報告では，古代日本の文字文化についての報告だけではなく，韓国国立中央博物館および

韓国国立文化財研究所の協力のもと，最古の韓国木簡である６世紀半ばの城山山城木簡と最も新しい12，13

世紀の高麗時代の沈没船の積荷およびその荷札木簡についての報告を加え，古代から中世にかけての文字文

化交流全体を見通すことができる報告を得ることができた。両日とも多くの参加者（計783名）を得て，活発

な質疑・討論が行われた。 

 また，平成26年度国際展示に向けて具体的な展示資料の選定などが進められた。 
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５．４年間を通じての研究成果 

 本研究課題では，韓国国立中央博物館と国立歴史民俗博物館の共同研究により，両館が所蔵する資料なら

びに韓国国内・日本国内の主だった古代資料調査を行ってきた。韓国資料では石碑や木簡を中心に，日本の

資料では歴博における正倉院文書や木簡複製を中心として調査し，相互に調査の結果を検討する研究会を実

施してきた。 

 前半の二年は現物調査を中心に行った。一年目には，中原楼岩里古墳群，丹陽赤城碑，中原高句麗碑など

の実見調査，韓国国立中央博物館所蔵の金石文調査ならびに火旺山城出土木簡の調査を実施した。二年目に

は国立慶州博物館において慶州雁鴨池関連資料の調査を行った。また，共同研究の韓国側のメンバーによる

日本における資料調査（宮城県多賀城跡関連出土文字資料と多賀城碑の調査，歴博における正倉院文書・木

簡の複製資料による調査）が行われ，実見調査の場では活発な意見交換が行われ，古代日本と古代朝鮮の類

似点・相違点を明確にする成果を得た。また，韓国国立中央博物館と国立歴史民俗博物館との間での研究者

派遣事業として，両館による研究者相互交流事業が実施された（高木理〔早稲田大学大学院博士課程〕・畑中

彩子〔学習院大学東洋文化研究所客員研究員〕の韓国国立中央博物館への派遣，李鎔賢〔韓国国立中央博物

館〕の歴博への外国人研究者としての受入）。 

 これらの成果は，三年目・四年目に韓国国立中央博物館における企画展示および展示にともなうシンポジ

ウムの開催，歴博における国際シンポジウム開催により公表された。 

 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（平成23年10月５日～平成23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（平成23年12月20日～平成24年２月12日）。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，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

することができた。四年目の歴博における国際シンポジウム開催成果については，上記の通りである。 

 四年間の共同研究を通じて，日本・韓国の主要な古代文字資料を実見調査することができた。また，調査

成果とそれに基づく研究報告を通じ，古代日本と古代朝鮮の文字文化形成の過程を鮮明にすることができた。 

 

６．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 韓国国立春川博物館 

◎宋  義政 韓国国立中央博物館考古歴史部長   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 武蔵大学人文学部 

 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 
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（２）「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。 

 

２．今年度の研究計画 

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

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

うだが，近年の考古学調査や研究によって必ずしもそうではない事実が明白になってきた。そうした状況に

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

を中心とした日韓─倭と新羅─交流史を明らかにし，さらには彼我の王墓の比較研究を通して，新しい東ア

ジアの古代史像を構築し（前年度からの継続），それらの成果に基づいた国際シンポジウムを開催し，研究報

告を出版する。 

（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。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。 

（３）これまでの研究成果に基づいた国際シンポジウムを開催し，研究報告を出版する。 

 

３．今年度の研究経過 

 今年度は12月15～16日に韓国慶北大学校博物館において共同国際学術大会「古墳時代・三国時代における

新羅と倭の交流」を開催し，本館からは広瀬和雄，上野祥史，高田貫太，仁藤敦史が研究発表を行った。ま

た，国内では11月に渋谷丸山古墳，大里古墳，石清尾山古墳群等を，３月には二見谷古墳，大藪古墳等を実

地踏査した。 

 

４．今年度の研究成果 

 共同国際学術大会「古墳時代・三国時代における新羅と倭の交流」を実施した。その内容は資料集に詳し

いが，倭と新羅についての多岐にわたる研究報告と討議がなされ，王墓の比較研究，倭と新羅の交渉史など

が深められた。 

 

５．４年間を通じての研究成果 

 韓国慶北大学校博物館との学術交流を通して，古代の日韓交流についての研究交流を深めることができた。

当該テーマに関しての既往の研究は，加耶や百済からの渡来文化に収斂される傾向が強かったが，今回の共
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同研究では倭と新羅について王権の比較研究，「もの」と人の相互交流，外交など，新しい研究分野を開発す

ることができた。 

 

６．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

 李  熙濬 慶北大学校          朱  甫暾 慶北大学校 

 尹  在碩 慶北大学校          李  泳鎬 慶北大学校 

◎朴  天秀 慶北大学校          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 

 

（３）「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

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2012年度は東京都内の地域研究を都内特別区内の博物館，資料館等に協力を

仰ぎながら展開し，研究会，巡検等を開催する。予定としては江東区江戸深川資料館をはじめとする民俗展

示と地域文化の融合を目指している博物館，資料館および周辺地域を対象とし，民俗表象のなかの「都市」

を考えていきたい。併せて，2012年度までの相互の交流をふまえた国際シンポジウムの内容についても議論

を進める予定である。 

 

３．今年度の研究経過 

 今年度は，まず９月10～13日にソウル周辺におけるマウル再生運動と民間信仰に関する合同調査を実施し

た。次いで，１月５～７日に韓国側研究チームを日本に招聘し，東京都江東区を中心とする地域の民俗に関

する合同調査を実施した。 
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４．今年度の研究成果 

 今年度は江東区江戸深川資料館，中川船番所資料館を基点とし，浅草寺，神田明神，下町風俗資料館，佃

島，富岡八幡宮などの踏査を行った。隅田川（大川）沿岸流域，河口部とその周辺における中世から現代に

至る史的な変遷を押さえつつ，そのなかに展開する都市的な民俗表象に関する検討を行ったことが具体的な

成果である。都市は人口の集中をその特徴とするが，生活環境の維持や資材，食料の運搬などのために河川

利用を欠かすことができない。この点で河川と生活を視座として日韓で比較検討を進めていくことが都市の

研究としては重要となる。また寺社が地域の記憶装置であり，祭祀対象のみならず，境内や付属施設，周囲

の自然環境とともに都市の歴史を物語るものであることも重要な視点となろう。また博物館施設の機能とし

て，土地の条件や歴史的経緯をふまえた立地や施設にとらわれず，都市空間そのものを民俗表象の空間とし

て積極的にとらえていく博物館活動の可能性についても議論が行われた。 

 次年度の国際シンポジウムではこれまでに蓄積してきた漁村，山村，都市における民俗の比較とそれぞれ

の地域博物館の活動の可能性について議論することが提案され大筋で了承された。今後は双方の民俗学会等

に働きかけ，民俗博物館の国際交流として発信していくこと，双方の地域博物館がこうした蓄積を活用でき

るような体制作りにも取り組むことも課題となる。 

 

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 

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

 

（４）「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。 
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 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 

 嶺南地方の原三国時代から三国時代の遺跡である，蓮山洞古墳群出土資料の測定を行った。 

 

３．今年度の研究経過 

 ６月５～８日   釜山市立博物館（蓮山洞古墳人骨など，温泉洞出土青銅器時代前期木炭資料調査） 

 ８月９日〜12日  釜山市立博物館（蓮山洞古墳人骨，土器付着炭化物サンプリング） 

 11月28〜12月１日 釜山市立博物館 

 

４．今年度の研究成果 

 釜山市立博物館が発掘調査を行っている蓮山洞古墳群の資料についての測定を重点的に行った。特に，有

力首長墳であるM3号墳の埋葬施設の密封土に含まれていた炭化物を測定したところ，考古学的に５世紀中頃

から後半と推定されている築造年代に該当する炭素14年代値を得ることができた。この点は大きな成果であ

る。今後，早い時期にレポートしてまとめ，釜山市立博物館に送付する予定でいる。まだまだ測定数が不足

しており，各時期における測定試料の数を増やし，良好な測定値の蓄積が不可欠である。 

 また，青銅器時代の集落遺跡である温泉洞遺跡の住居址から孔列文土器と共伴して出土した炭化物も測定

し，これまでの歴博年代観に該当する炭素14年代値を得ることができている。この成果については，発掘調

査報告書に掲載可能なように，レポートにまとめ釜山市立博物館に送付している。 

 

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 
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（５）「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・定着を

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，イギリスの研究者との共同研究により，欧米における日本研究の進展

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 

 アメリカ側共同研究員と日本側研究者の発表及び日本仏教の史跡・文献，及び伝承の調査。 

 また，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）との共同研究会の開催。 

 

３．今年度の研究経過 

 今年度は，７月13～15日にBrian Ruppert氏をはじめとするイリノイ大学等の研究者を招聘し，京都で，基

盤共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」の共同研究会の一環として，歴博国際研究集会「東アジ

アの仏教をめぐる交流と変容」を，京都府立大学において開催した。あわせて，修験や農耕祈願の芸能等，

日本の民俗宗教としての特質が濃厚に見られる，熊野那智火祭り，及び熊野本宮・巡礼地として熊野古道の

共同調査を行った。 

 研究集会の内容・成果については，別項国際研究集会「東アジアの仏教をめぐる交流と変容」（201頁）参

照。 

 

４．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

◎Brian Ruppert   イリノイ大学        Ronald Toby    イリノイ大学 

 Alexander Mayer イリノイ大学        Elizabeth Oyler   イリノイ大学 

 Lucia Dolce    イリノイ大学        阿部 泰郎     名古屋大学 

 近本 謙介    筑波大学          荒見 泰史     広島大学 

 上島  享    京都府立大学        大東 敬明     國學院大學 

 久野 俊彦    東洋大学          Michael E.Jamentz 京都大学 

 高橋 一樹    武蔵大学          久留島 浩     本館研究部・教授 
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 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 

 

（６）「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 高田 貫太） 

 

１．目 的 

 国立文化財研究所とは平成16年３月30日から平成22年３月29日にかけて国際交流協定を締結し，国際研究

集会「百済・武寧王の国際交流─最新の研究成果をめぐって─」（平成17年12月）の開催，研究者の相互交流

等により学術交流を深めてきた。その成果を基盤としつつ，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，歴博側から高田貫太，林部均，仁藤敦史の３名が文化財研究所の研究事業に参加した。高田貫

太は，2012年10月６日（土）～12日（金）に朝鮮半島西南部の三国時代遺跡の踏査を行い，高興野幕古墳発

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。林部均，仁藤敦史は2012年11月22日（木）～28日（水）まで，韓国の公州，扶余，

益山などに分布する百済の都城関係遺跡を踏査し，益山王宮里遺跡の発掘調査に参加した。 

 国立文化財研究所側からは，林承慶（国立文化財研究所学芸研究官），李圭勲（国立羅州文化財研究所学芸

研究室室長），崔文禎（国立扶余文化財研究所学芸研究士）の３名が来日した。林承慶，李圭勲の両氏は2012

年12月10日（月）～18日（火）にかけて，歴博における資料調査，群馬県への遺跡調査，歴博国際シンポジ

ウム『古代日本と古代朝鮮の文字文化交流』への参加などを行った。崔文禎氏は2013年１月７日（月）～12

日（金）にかけて，歴博における資料調査，多賀城址への遺跡調査などを行った。 

 

４．今年度の研究成果 

 この相互交流事業は，歴博と国立文化財研究所双方の研究者が共に資料調査や遺跡調査を行う中で，双方

の研究テーマに基づく議論を重ねることに意義がある。歴博側が発掘調査に参加した益山王宮里遺跡は，百

済の武王代，600年に扶余から遷都した王宮跡，もしくは離宮跡といわれており，同じ時代の日本の飛鳥の王

宮との規模や構造，そして建築遺構などについて直接比較研究ができる，きわめて重要な遺跡である。そこ

で，発掘調査に参加する中で，日本の王宮との構造などについて，具体的な比較研究をおこなった。また，
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調査担当者である崔文禎氏と多賀城址を踏査する中で，日本と韓国の都城，官衙遺跡の共通点と相違点につ

いて見識を深めることができた。 

 また，高田は埋葬施設や副葬品に日本列島的な色彩が濃厚な高興野幕古墳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を踏査する中で，当時の倭と当地域の交流が非常に密接なものであったことを再

確認することができた。特に，野幕古墳については，臨海性が高く単独で立地しており，海上交通を経済基盤

とした被葬者像が想定可能であろう。彼らを媒介として，倭との交流が行われたものと推定できる。この点に

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

 林承慶氏は，先史，古代の玉からみた東アジアにおける交流の実態を調査するために歴博へ来訪された。

資料調査を行う中で，高田と意見交換を行い，双方の見識を深めることができた。 

 このような交流は本年度のみならず，次年度以降も基本的に継続していく予定である。 

 

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

◎池  炳穆   国立文化財研究所    ○卓  京柏   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・准教授  ◎高田 貫太   本館・研究部・准教授 

 

（７）「中国社会科学院考古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年よりスタートする共同研究「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．今年度の研究経過 

 日中相互の研究者の派遣を目的とした計画を推進した。11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「秦漢土墩墓国際学術検討会」が浙江省安吉市で開催されたが，本館の上野

祥史が招聘を受け，基幹共同研究員である松木武彦（岡山大学）と連名で「弥生代葬制的演変与国家形成程」
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と題して研究報告を行った。中国からの研究院招聘は，30周年記念式典にあわせて計画を進めていたが，諸

事情により今年度は実現できなかった。 

 

４．今年度の研究成果 

 国際シンポジウムでの研究報告を通じて，日本考古学研究の成果を中国考古学界に紹介し，また中国考古

学界での最新の情報に接したことは，東アジア視点で考古学研究を推進する上で重要であり，日中双方に意

義のある学術交流の第一歩を踏み出すことができた。 

 

５．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 

 

（８）「【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」 

   2012～2017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，中期の開始年代を初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，今年度から，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．今年度の研究計画 

 今年度は，林堂古墳群出土人骨の年代測定を行った。全部で19点のサンプリングを実施。年内に５点の測

定結果を出し，１月５〜６日（土・日）に歴博で開催した齋藤努を研究代表とする基盤研究「日韓における

青銅原料の産地の変遷に関する研究」で報告した。研究会には資料の調査機関である（財）嶺南文化財研究

院の朴升圭院長と禹炳喆調査課長を招聘した。 

 発表タイトルは以下の通りである。 

 朴  升圭 林堂遺跡の発掘調査について 

 藤尾慎一郎 実年代の求め方 
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 李  昌煕 人骨を用いた炭素14年代測定の調査 

 坂本  稔 林堂洞古墳群出土三国時代人骨の年代測定 

 高田 貫太 林堂遺跡の年代測定結果と考古学的年代との関係 

 禹  炳喆 慶山林堂洞古墳群の鉄製武器類を通して見る新羅古墳の年代観 

 山田 康弘 人骨情報による考古学的解釈の可能性 

 齋藤  努 鉛同位体比の最近の調査から 

 

※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。 

 

（９）「【共同研究】柳田國男収集考古資料の研究」2012～2013年度 

    （事業主体者 設楽 博己） 

 

１．目 的 

 国立歴史民俗博物館には，柳田國男が明治後期に収集した考古資料が収蔵されている。収集された遺物に

は，「ソロイヨフカ」という注記があることからサハリンで採集されたと推測される磨製石斧や，北海道の縄

文時代や続縄文時代の土器，「長野県下伊那下川路」で採集された打製石斧などがあり，合計66点の資料から

なっている。本研究は，これらの資料の整理作業と分析を通じて，柳田考古資料の全体像を明らかにすると

ともに，それを基礎に柳田の考古学に対する考え方の遍歴をたどり，明治～昭和初期という，日本のあらゆ

る学問が科学的な様相を帯びてくる時期に，考古学と民俗学がお互いをどのように意識しながらそれぞれど

のように個々の学問の体系を構築していったのか，人類学や民族学，文献史学など周辺の学問とのかかわり

あいのなかで明らかにしていくことを目的とする。 

 

２．学術交流協定の締結 

 本共同研究では，柳田國男が収集したサハリン関係の資料の調査を，ユジノサハリンシクにあるサハリン

国立総合大学考古学博物館において実施し，また柳田國男が訪問した可能性がある遺跡の現地調査をおこな

うため，サハリン国立総合大学のAlexander A. Vasilevski教授に現地調査の協力を依頼した。その結果，サ

ハリン国立総合大学と国立歴史民俗博物館との間で学術交流協定を締結し，両機関の協力関係を構築するこ

とで合意した。 

 2012年９月25日（火）に，サハリン国立総合大学考古学博物館において，学術交流協定の調印式を行った。

国立歴史民俗博物館側の出席者は研究代表者の設楽博己および副代表の工藤雄一郎を始め，共同研究員を合

わせて10人である。サハリン国立総合大学の出席者は，Victor I. Korsunov（Vice-Rector, Professor）， 

Larisa Rubleva（Vice-Rector, Professor），Alexander A. Vasilevski（Vice-Rector, Professor）の３名

である。調印式では，研究代表の設楽が本共同研究の経緯と目的をサハリン国立総合大学側に説明し，相互

に理解を深め，両機関で学術研究交流を促進していくことを確認した。 

 

※今年度の研究計画等は共同研究「柳田國男収集考古資料の研究」を参照。 
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［国際シンポジウム］ 
 

「現代における死の文化の変容─東アジア地域の葬送墓制を中心に─」 
開催場所：大正大学 巣鴨キャンパス８号館礼拝堂 

開催日程：2012年７月７日 

共  催：東北大学文学研究科宗教学研究室，大正大学 

後  援：日本民俗学会 

 

１．目 的 

 近代化による社会構造の変化や消費文化の浸透によって，死に対する観念が変容し，葬送や墓制のあり方

も大きな岐路に立ち，社会問題ともなっている。これは，日本だけに特有な問題ではなく，古代より文化交

流の盛んな東アジア地域においても同様である。これらの地域では，現在でも，火葬技術や散骨，樹木葬，

また葬儀用品の流通など相互の文化的影響も大きい。 

 本シンポジウムでは，韓国，台湾，中国の大学の葬儀学科の研究者を迎え，それぞれの地域での葬送墓制

の特徴と現状の課題を提示し，それに対して専門の立場からコメントを交え，グローバル化の進展に伴う東

アジアにおける死の文化の動態を検討する。 

 とくに，日本ではあまり顕著ではないが，アメリカ及び近隣の東アジアでは，葬儀を専門とする高等教育

機関が発達し，死の文化の研究も進んでいる。本シンポジウムでは東アジアのこのような研究機関との交流

を促進することも目的としており，研究者が一同に会する貴重な機会と考える。 

 

２．内 容 

 開会の言葉                    山田慎也（国立歴史民俗博物館） 

 館長挨拶                     平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

 冒頭報告「現代社会の死の文化」          鈴木岩弓（東北大学） 

 報告１「中国における葬儀の現状と教育」      王夫子（長沙民政職業技術学院） 

 コメント１                    田村和彦（福岡大学） 

 コメント２                    槇村久子（京都女子大学） 

 報告３「韓国の現代葬儀の状況と変化」       張萬石（大田保健大学） 

 報告４「日本の葬送に対する意識の変容とその影響」 小谷みどり（第一生命経済研究所） 

 コメント３                    山田慎也 

 コメント４                    森 謙二（茨城キリスト教大学） 

 閉会の言葉                    村上興匡（大正大学） 

 

３．成果の概要 

 本シンポジウムでは，中国，台湾，韓国，日本の葬儀の変容とその現状について報告がなされた。各地域

とも死を迎える環境や葬送儀礼が急速に変化していることが指摘された。ただし，日本では葬儀の簡略化や，

散骨，樹木葬など新たな葬法の導入は民間主導であり，行政は追認する形であったが，中国や台湾，韓国で
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は，行政が新たな葬法やあるべき葬儀の姿を主導しており，近代化過程の相違が明確になった。また葬儀従

事者の高等教育の内容について，衛生教育など科学的側面だけでなく儀礼などの文化的側面が強調されてお

り，それは東アジアに共通していることが明らかになった。そして葬送文化の動態について，引き続き分析

を行う必要があることが確認された。 

 

「東アジアをむすぶ漢籍文化─敦煌から正倉院，そして金沢文庫へ─」 
開催場所：国立歴史民俗博物館講堂，神奈川県立金沢文庫 

開催日程：2012年11月２～４日 

共  催：神奈川県立金沢文庫 

後  援：財団法人東方学会，中唐文学会，日本中国学会，和漢比較文学会 

 

１．目 的 

 日本・中国・韓国に共通する中世の学術文化，それが「漢籍」である。その多様性を，日本のみならず世

界各地から捉え直すことが，今回のシンポジウムの目的である。従来は各国の「固有の文化」として個別に

考察されてきた「漢籍文化」であるが，国境を超えた考究が期待される。 

 なお，本シンポジウムは最初の二日間を国立歴史民俗博物館で開催し，最後の一日は，会場を神奈川県の

県立金沢文庫に移してエクスカーションを行う。中世日本の漢籍文化の収集と発信の根拠地だった現地を視

察し，その遺構や風景が中国南宋の都杭州をイメージしていることなどを確認する。これらの遺構群は現在

ユネスコの世界遺産登録を目指している「武家の古都・鎌倉」の重要な構成要素となっているが，中国や韓

国の漢籍文化研究者にもいまだ十分には知られていない。 

 

２．内容 

○第１日 11月２日（金） 

 館長挨拶               平川  南（国立歴史民俗博物館長） 

 〈開幕詞〉 

「東アジアをむすぶ漢籍文化」      静永  健（九州大学・国立歴史民俗博物館） 

〈基調報告 東アジアをむすぶ漢籍文化〉 

「敦煌と繋がる日本の漢籍─旧鈔本と唐鈔本」 

                    神鷹 德治（明治大学） 

「朝鮮文献に見える『白氏文集』─〈何処難忘酒〉詩をめぐって」 

                    金  卿東（成均館大学校） 

「東アジア文脈における〈漢籍〉の誕生」 王   勇（北京大学） 

                 司会：静永  健（九州大学・国立歴史民俗博物館） 

 〈第一部 敦煌学一百年〉 

 「敦煌写本『詩経』研究の総括と展望」 許  建平（浙江大学） 

 「『論語義疏』の声点について」     影山 輝國（実践女子大学） 

            コメンテーター：神鷹 德治（明治大学） 
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                 司会：大渕 貴之（九州大学） 

〈第二部 歴博所蔵の漢籍をめぐって〉 

 「二つの『梅花無尽蔵』抄本」     中尾健一郎（梅光学院大学） 

 「劉向，劉歆と『漢書』の関係について」汪  春泓（香港嶺南大学） 

 「上杉本『史記』について」      陳   翀（広島大学） 

 「近代日本の『文選』研究─斯波六郎先生『文選索引』編集とその周辺」 

                    李   慶（金沢大学） 

            コメンテーター：土屋  聡（岡山大学） 

                 司会：井原今朝男（国立歴史民俗博物館） 

○第２日 11月３日（土） 

 〈第三部 日本の《ふみくら》と旧鈔本の世界〉 

 「王羲之書「楽毅論」の「千載一遇」句について」 

                    大渕 貴之（九州大学） 

 「『先秦漢魏晋南北朝詩』の増補修訂の主要成果」 

                    陳  尚君（復旦大学） 

「日本所在の旧鈔本より論じた『白氏文集』前集の編集形式と文体分類」 

                    杜  暁勤（北京大学） 

「『白氏文集』巻十六の本文について」   住吉 朋彦（慶應義塾大学附属研究所斯道文庫） 

            コメンテーター：静永  健（九州大学・国立歴史民俗博物館） 

                 司会：神鷹 德治（明治大学） 

〈第四部 東アジアの文選学〉 

「九条家本『文選』について」      佐竹 保子（東北大学） 

「日本旧鈔本『集注文選』研究」     游  志誠（台湾彰化師範大学） 

「日本の旧鈔本から見た版本以前の『文選』及び鈔本と版本の関係について」 

                    傅   剛（北京大学） 

            コメンテーター：陳   翀（広島大学） 

                 司会：土屋  聡（岡山大学） 

〈第五部 聖教と漢籍─中世の知の実像に迫る〉 

「空海『文鏡秘府論』の対属論について」 盧  盛江（南開大学） 

「五山僧の別集に見る偈頌と詩」     堀川 貴司（慶應義塾大学附属研究所斯道文庫） 

「称名寺聖教類について」        西岡 芳文（神奈川県立金沢文庫） 

「北条実時本『斉民要術』をめぐる京・鎌倉のひとびと」 

                    福島 金治（愛知学院大学） 

コメンテーター：井原今朝男（国立歴史民俗博物館） 

                 司会：高橋 一樹（武蔵大学） 
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３．成果の概要 

 平成23年度より開始した共同研究「高松宮家伝来書籍等を中心とする漢籍読書とその本文に関する研究」

の中間報告として，当館所蔵漢籍を中心に中国・韓国・日本にまたがる東アジア伝統文化の中の漢籍の役割

について多角的に討論した。これら日本伝来の漢籍の研究は，その個々の書籍を精読する中国学の立場と，

それらを筆写し保管した過程を精査する日本史学（特に平安末から鎌倉室町に至る中世）の立場の双方から

のアプローチが必要だが，従来このようなシンポジウムは日本のどの研究機関でも行われなかった斬新な企

画であった。また中国・韓国・台湾・香港の各研究者を招聘し，これら日本の漢籍研究の成果が日本国内の

研究のみならず，東アジア全体の伝統文化研究に大いに寄与することも確認された。またこれらの漢籍につ

いては，朱点や角筆などの当時の貴重な読書の痕跡があり，是非ともカラー写真による全幅の図版公開が必

要であることもさまざまな例を挙げて指摘された。来場者のアンケートにも，日本の漢籍文化の奥深さ，ま

た日本と中国，韓国との伝統文化の違い等について，さまざまな感想が寄せられた。その幾つかの質問につ

いては，後日パネラーを務められた各先生方の意見を集約し，当館のHPに「Ｑ＆Ａ」集としても公開した。 

 

「ICOM-CECAアジア太平洋地区研究集会 博物館教育の可能性」 
開催場所：国立歴史民俗博物館講堂，ガイダンスルーム 

開催日程：2012年11月30日～12月２日 

共  催：国立民族学博物館，ICOM-CECA 

後  援：ICOM日本委員会，財団法人日本博物館協会 

※詳細は人間文化研究機構連携研究 活動提案（110頁）を参照 

 

「古代日本と古代朝鮮の文字文化交流」 
開催場所：イイノホール 

開催日程：2012年12月15～16日 

後  援：朝日新聞社 

 

１．目 的 

 古代日本の文字文化は，従来中国との関係を主として研究されてきたが，古代朝鮮の近年の出土文字資料

の調査研究から，古代日本の文字文化形成過程に極めて大きな影響を与えたことが明確になってきた。これ

らの研究成果を，韓国研究者とのシンポジウムを通じて学会および市民に広く公開する。 

 なお，本シンポジウムは歴博での共同研究「古代における文字文化形成過程の総合的研究」（平成22～24

年度），科学研究費補助金基盤研究（Ａ）「古代における文字文化形成過程の総合的研究」（平成22～26年度）

の研究成果報告として開催する。また，国際交流事業として行っている韓国国立中央博物館および韓国国立

文化財研究所との共同研究の成果でもある。 

 

２．内容 

○第１日 12月15日（土） 

 開催挨拶・趣旨説明          平川 南（国立歴史民俗博物館長） 
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 基調講演「新安海底沈没船の陶磁器」  金 英媛（韓国国立文化財研究所長） 

 研究報告「高麗沈没船貨物票木簡」   林 敬熙（韓国国立海洋文化財研究所） 

 研究報告「都の中の文字文化」     市 大樹（大阪大学大学院） 

 研究報告「古代地方社会と文字文化」  三上喜孝（山形大学） 

 司会：田中史生（関東学院大学） 

○第２日 12月16日（日） 

 研究報告「咸安城山山城の発掘調査と出土木簡」 

                    梁 淑子（韓国国立扶余文化財研究所） 

 研究報告「近年発見された韓国古代文字資料の概要」 

                    李 鎔賢（韓国国立春川博物館） 

 研究報告「古代日朝における言語表記」 犬飼 隆（愛知県立大学） 

 研究報告「正倉院文書に見える文字の世界」 

                    山口英男（東京大学史料編纂所） 

 研究報告「古代日朝文化交流」     李 成市（早稲田大学文学学術院） 

 シンポジウム「古代日本と古代朝鮮の文字文化交流」（司会：平川 南） 

                    宋 義政（韓国国立中央博物館考古歴史部長） 

                    林 敬熙，梁 淑子，李 鎔賢，市 大樹， 

                    三上喜孝，李 成市，犬飼 隆，山口英男， 

                    神野志隆光（明治大学大学院） 

 閉会の辞               李 成市 

 司会：小倉 慈司（国立歴史民俗博物館） 

 

３．成果の概要 

 本シンポジウムでは，東アジアの文字文化伝播過程について新たにその総合化を試みた。古代日本の文字

文化に重要な影響を与えた古代朝鮮の文字文化研究は，近年大きく進展している。シンポジウムでは，古代

日本・古代朝鮮の文字文化に関する報告，国語学・国文学の知見からの文字文化交流に対する報告に加えて，

韓国内における６世紀半ばの城山山城木簡と，12，13世紀の高麗沈没船の積荷・荷札木簡の調査研究報告を

行い，その成果を紹介した。また，全体シンポジウムでは，個別報告を受け，記録の始まり・文字と用字・

文字の機能など各テーマに沿って，文字文化形成を考える上での論点を整理・議論した。当日は，聴衆から

多くの意見・質問が寄せられ，東アジアの文字文化に対する関心の高さがうかがわれたとともに，今後の文

字文化交流研究の方向性を示すことができた。 
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［国際研究集会］ 
 

「東アジアの仏教をめぐる交流と変容」 
開催場所：京都府立大学，熊野那智大社，熊野本宮 

開催日程：2012年７月13～15日 

 

１．目 的 

 共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」（代表：松尾恒一）は，イリノイ大学との研究交流の一環

として，当大学の東アジア言語・文化学部の教員との，東アジアの宗教をめぐる歴史と民俗の共同研究を含

むことを特色とする。その共同研究としての研究発表（共同研究会）と，実地・民俗の巡見を行う研究集会

として「東アジアの仏教をめぐる交流と変容」を開催した。 

 日本仏教の実践としての儀礼や，儀礼と深くかかわりをもって展開，形成された音楽・舞踊，絵画，口承

等の諸文化や，あるいは修験道・陰陽道・神道等，仏教と深くかかわった日本宗教についての研究は，この

10年，欧米との国際的な枠組みにおける研究が進展している。本国際研究集会は日本における仏教文化研究

の海外へ向けた発信の上でも，大きな寄与をするものである。 

 

２．内 容 

 ７月13～15日にイリノイ大学側の代表Brian Ruppert教授をはじめとするイリノイ大学等の研究者を招聘

し，基盤共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」の共同研究会の一環として，下記メンバーを主と

する，歴博国際研究集会「東アジアの仏教をめぐる交流と変容」を，京都府立大学において開催した。 

松尾 恒一 （国立歴史民俗博物館）「国立歴史民俗博物館 共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」

研究の構想と目的」 

阿部 泰郎 （名古屋大学）「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─」 

上島  享 （京都府立大学）「科研：人類の思想的営みとしての宗教遺産の形成に関する総合的研究─宗教

遺産学の構築─」 

荒見 泰史 （広島大学）「敦煌学研究センタープロジェクト『唱導，講經と文學』の構想と計画」 

近本 謙介 （筑波大学）「科研：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─」 

Lucia Dolce, University of London “School of Oriental and African Studies （SOAS）” 

      （ルチア ドルチェ（ロンドン大学 日本宗教文化研究所）「ロンドン大学 東洋・アフリカ研究

学院の組織と研究活動」） 

松尾 恒一 「熊野をめぐる巡礼と信仰の世界」 

Brian Ruppert, University of Illinois “New Directions in the Study of Japanese Buddhist History in 

the United States” 

      （ブライアン・ルパート（イリノイ大学）「アメリカにおける日本前近代仏教史の研究動向」） 

Elizabeth Ann Oyler, University of Illinois “Specters and Otherworlds in the Noh Play Tsunemasa” 

      （エリザベス オイラー（イリノイ大学）「謡曲『経政』にみる幽霊と他界」） 
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Hank Glassman, Haverford College “The Five Element Pagoda and the Sai Riverbed: Jizô's Boundless 

Compassion for the Unconnected” 

      （ハンク・グラスマン（ハヴァフォード大学）「五輪塔と賽の河原：無縁の菩薩，地蔵」） 

 あわせて，修験や農耕祈願の芸能等，日本の民俗宗教としての特質が濃厚に見られる，熊野那智火祭り，

及び熊野本宮・巡礼地として熊野古道の共同調査を行った。 

 

３．成果の概要 

 今年度の研究成果は，上に記したように，歴博との研究協定を結ぶイリノイ大学，及び，上記科研・大学

等の機関とともに行った国際研究集会である。 

 日本仏教を中心に，そのアメリカ・イギリス等欧米における研究史と現代の論点等について討議し（Brian 

Ruppert,・Lucia Dolce），また，アメリカ研究者を中心に，日本において民俗的展開をしつつ 

・現代に伝承される仏教の東アジア的な視点からの宗教としての特質（Hank Glassman） 

・寺院儀礼が音楽・声・音・所作によって構成される文化（芸能）の生成に与えた影響（Elizabeth Oyler，

Dunja Jelesijevic） 

・敦煌壁画資料等を活用した舞楽等，寺院芸能にも展開した仏教イメージの東漸（Hank Glassman） 

について大きな成果が挙げられた。 

 今後の課題として，儀礼や，芸能の生成・上演空間として寺院の祭儀やその空間の研究，その伝承研究を

推進してゆくことの必要性が確認された。 

 

 

［外国人研究員］ 
 

氏  名 所  属 研究課題 受け入れ期間 

李 秀鴻 

（Lee Soo Hong） 

韓国 

蔚山文化財研究院 

縄文時代，弥生時代と韓半島の青

銅器時代との集落構造の比較 
2012.4.1～9.30 

崔 世廣 

（Cui Shi Guang） 

中国 

中国社会科学院日本研究所 

江戸期日本の中国認識 

─パラダイムの転換を中心に─ 
2012.12.1～2013.2.28 

 

［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 

胡 澎 

（Hu Peng） 

中国 

中国社会科学院日本研究所 
経済の高度成長と日本社会の変化 2012.11.5～12.3 

アンドリュー・レントン 

（Andrew Renton） 

イギリス 

ウェールズ国立博物館 

ウェールズ国立博所在の日本コレク
ションの基礎的研究─日本関連在外
資料の調査研究の一環として─ 

2012.10.18～11.1 
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権 五栄 

（Kwon Oh Young） 

韓国 

韓神大学校 
海洋シルクロードとガラス玉 2012.12.1～2013.1.20 

趙 晟元 

（Cho Seong Won） 

韓国 

ウリ文化財研究院 
古墳時代出土韓半島系土器の研究 2013.1.7～2.5 

 

 

［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「人の異動とその動態に関する民俗学

的研究」研究会 
2012.5.18～5.20 

ブライアン・ルパ

ート 

アメリカ 

イリノイ大学 

国際研究集会「東アジアの仏教をめぐる交流と

変容」参加 
2012.7.11～7.17 

ブライアン・ルパ

ート 

アメリカ 

イリノイ大学 

共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」

研究会及び資料調査 
2012.12.7～12.27 

林 承慶 

李 圭勲 

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 2012.12.10～12.18 

宋 義政 
韓国 

国立中央博物館 

歴博国際シンポジウム「古代日本と古代朝鮮の

文字文化交流」参加 
2012.12.14～12.17 

金 英媛 

シン ジェクン 

韓国 

国立文化財研究所 

歴博国際シンポジウム「古代日本と古代朝鮮の

文字文化交流」参加 
2012.12.14～12.17 

梁 淑子 
韓国 

国立加耶文化財研究所 

歴博国際シンポジウム「古代日本と古代朝鮮の

文字文化交流」参加 
2012.12.14～12.17 

朴 升圭 

禹 炳喆 

韓国 

嶺南文化財研究院 
覚書に基づく共同研究会への参加 2013.1.4～1.7 

奇 亮 

金 宗奎 

安 廷允 

呉 昌炫 

呉 文仙 

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」に係る韓国国立民俗博物館との合同調

査 

2013.1.5～1.8 

崔 銀水 2013.1.5～1.9 

崔 文禎 
韓国 

国立扶余文化財研究所 
協定に基づく相互交流事業により滞在 2013.1.7～1.12 

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 
2013.1.25～1.27 
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金 東宇 
韓国 

国立中央博物館 
開館 30周年記念式典への出席 

2013.3.14～3.20 

宋 義政 2013.3.18～3.20 

金 英媛 

呉 春泳 

韓国 

国立文化財研究所 
開館 30周年記念式典への出席 2013.3.18～3.20 

奇 亮 

崔 美玉 

韓国 

国立民俗博物館 
開館 30周年記念式典への出席 2013.3.18～3.20 

申 敬澈 

安 星姫 

韓国 

釜山大学校博物館 
開館 30周年記念式典への出席 2013.3.18～3.20 

辛 勇旻 

崔 景圭 

韓国 

東亜細亜文化財研究院 
開館 30周年記念式典への出席 2013.3.18～3.20 

李 在煥 
韓国 

慶北大学校博物館 
開館 30周年記念式典への出席 2013.3.18～3.20 

李 炯佑 

金 大郁 

韓国 

嶺南大学校博物館 
開館 30周年記念式典への出席 2013.3.18～3.20 

朴 升圭 

権 柱成 

韓国 

嶺南文化財研究院 
開館 30周年記念式典への出席 2013.3.18～3.20 

呉 昌炫 
韓国 

国立民俗博物館 
共同研究会への参加 2013.3.21～3.23 

    

派遣    

氏 名 行 先 用  務 期 間 

高田 貫太 

韓国 

嶺南大学校博物館 

慶北大学校博物館 

朝鮮半島嶺南地域における三国時代墳墓関連資

料の調査 
2012.4.29～5.5 

内田 順子 

太田 歩 

カナダ 

カナダ文明博物館 

カナダ文明博物館との交流協定締結に係る打合

せ及び関連する研究・展示施設等の視察 
2012.5.19～5.28 

藤尾 慎一郎 

高田 貫太 

坂本 稔 

韓国 

嶺南文化財研究院 

嶺南文化財研究院所蔵三国時代ウルシ等のサン

プリング調査 
2012.6.5～6.8 

平川 南 

仁藤 敦史 

小倉 慈司 

韓国 

国立加耶文化財研究所 
城山山城木簡及び高麗沈没船木簡の調査 2012.8.5～8.9 

高田 貫太 

韓国 

国立加耶文化財研究所 

東亜細亜文化財研究院 

釜山大学校博物館 

城山山城木簡及び高麗沈没船木簡の調査，並び

に試料採取及び打合せ 
2012.8.5～8.12 
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藤尾 慎一郎 

坂本 稔 

山田 康弘 

韓国 

東亜細亜文化財研究院 

釜山大学校博物館 

試料採取及び打合せ 2012.8.9～8.12 

常光 徹 

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 2012.9.10～9.13 

設楽 博己 

（客員教員） 

小池 淳一 

山田 康弘 

工藤 雄一郎 

松田 睦彦 

大澤 正吾 

（RA） 

ロシア 

サハリン国立総合大学 

サハリン国立総合大学考古学研究室・サハリン

州郷土博物館における資料調査及び柳田國男関

連遺跡の調査 

2012.9.21～9.26 

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協定に基づく朝

鮮半島羅州・高興地域の三国時代古墳の調査 
2012.10.6～10.12 

玉井 哲雄 
韓国 

国立文化財研究所 
研究打合せ及び発掘現場・建築遺構の調査 2012.10.24～10.27 

仁藤 敦史 
韓国 

国立扶余文化財研究所 

韓国国立文化財研究所との交流協定に基づく古

代朝鮮都城遺跡の踏査 

2012.11.22～11.26 

林部 均 2012.11.22～11.28 

高田 貫太 

韓国 

国立扶余文化財研究所 

東亜細亜文化財研究院 

韓国国立文化財研究所との交流協定に基づく古

代朝鮮都城遺跡の踏査，ならびに東アジア文化

財研究院，釜山市立博物館におけるサンプリン

グ調査 

2012.11.22～12.1 

藤尾 慎一郎 

坂本 稔 

韓国 

東亜細亜文化財研究院 

東アジア文化財研究院，釜山市立博物館におけ

るサンプリング調査 
2012.11.28～12.1 

大久保 純一 

澤田 和人 

韓国 

国立民俗博物館 
韓国国立民俗博物館企画展「婚礼」開幕式参加 2012.12.10～12.12 

広瀬 和雄 

仁藤 敦史 

上野 祥史 

韓国 

慶北大学校博物館 

韓国慶北大学校博物館との共同シンポジウムへ

の出席及び調査 
2012.12.14～12.17 

高田 貫太 

韓国 

慶北大学校博物館 

嶺南大学校博物館 

韓国慶北大学校博物館との共同シンポジウムへ

の出席及び調査 
2012.12.14～12.23 

藤尾 慎一郎 

齋藤 努 

坂本 稔 

山田 康弘 

高田 貫太 

韓国 

嶺南大学校博物館 

交流協定覚書に基づく青銅器，人骨サンプリン

グ及び鉄鉱石採掘現場の調査と出土した弥生土

器の調査 

2013.2.5～2.8 
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太田 歩 

韓国 

国立中央博物館 

国立民俗博物館 

「たいけんれきはく」の運営ならびに新規学習

キット開発のための情報収集及び視察 
2013.2.7～2.9 

 

［海外派遣］ 
 

招聘 

氏 名 行 先 用  務 期 間 

共同研究 

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」に係る研

究打ち合わせ，民俗調査 
2012.6.22～6.25 

岩淵 令治 

松田 睦彦 

佐山 淳史 

（RA） 

韓国 
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 
2012.8.18～8.20 

川村 清志 
タイ 

ラオス 

日本の津波被害との比較研究のためのスマトラ津波被害後

の地域社会の復興過程等の調査 
2013.1.29～2.12 

玉井 哲雄 タイ アユタヤおよびスコタイの都市関連遺跡調査 2013.2.8〜2.13 

藤尾 慎一郎 韓国 世宗特別市所在大平洞遺跡の埋没過程に関する資料調査 2013.3.13〜3.15 

機構連携研究 

日高 薫 

ドイツ 

日本関連在外資料調査研究事業・ミュンヘンチームのミュ

ンヘン国立民族学博物館所蔵シーボルトコレクションに関

わる調査および撮影 

2013.5.27～6.3 

澤田 和人 2013.5.27～6.4 

勝田 徹 2013.5.27～6.9 

櫻庭 美咲 

（機関研究員） 
2013.5.27～6.11 

久留島 浩 

ドイツ 
日本関連在外資料調査研究事業 ブランデンシュライン城

所蔵シーボルト・コレクションに関わる提携の交渉等 

2013.6.1～6.9 

岩淵 令治 2012.6.3～6.9 

三木 美裕 

（客員教員） 
アメリカ 

日本関連在外資料調査研究 A に係るモースコレクション調

査，協定締結のための交渉 
2012.7.21～7.29 

三木 美裕 

（客員教員） 
イギリス 

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 
2012.8.18～8.28 

原山 浩介 アメリカ 日系ハワイ移民に関する資料・展示調査 2012.9.4～9.9 
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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ド

イツ調査・撮影 

2012.9.10～9.21 

米田 雄一 2012.9.10～9.21 

日高 薫 オランダ シーボルト会議への出席および日本関係資料の情報収集 2012.10.14～10.22 

三木 美裕 

（客員教員） 
イギリス 

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 
2012.12.8～12.18 

澤田 和人 

ドイツ シーボルトコレクションの調査 

2013.2.3〜2.10 

勝田 徹 

櫻庭 美咲 

（機関研究員） 

2013.2.3〜2.16 

三河 雅弘 

（研究支援推進員） 
2013.2.9〜2.16 

日高 薫 2013.2.10〜2.16 

三木 美裕 

（客員教員） 
アメリカ 打合せ及び資料選定作業，資料調査 2013.2.28～3.2 

大久保 純一 

澤田 和人 
スイス 

日本関連在外資料調査研究事業としてチューリヒ大学にお

ける国際学会への出席および口頭発表 
2013.3.6～3.11 

三木 美裕 

（客員教員） 
アメリカ 打合せ，資料見学 2013.3.7～3.8 

三木 美裕 

（客員教員） 
アメリカ 打合せ及び資料選定作業 2013.3.14～3.16 

科学研究費補助金 

坂本 稔 フランス 第 21回放射性炭素国際会議における研究成果の報告 2012.7.8～7.15 

井原 今朝男 フランス 南フランス中世カオール商人活動の歴史的背景調査 2012.10.1～10.15 

上野 祥史 中国 
国際シンポジウム「漢代西域考古与漢文化」への参加及び

関連遺跡見学 
2012.10.14～10.19 

齋藤 努 韓国 
金海大成洞古墳出土青銅器，釜山蓮山洞古墳出土原三国時

代青銅器サンプリング 
2012.11.29～12.1 

柴崎 茂光 アメリカ 
世界自然遺産の再資源化に向けたアクションリサーチに関

する海外調査 
2013.2.9～2.17 

櫻庭 美咲 

（機関研究員） スイス 

フランス 
国際学会出席及び口頭発表，資料調査 

2013.3.5～3.21 

日高 薫 2013.3.7～3.16 
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西谷 大 台湾 
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」に関わる研究調査 
2013.3.17～3.21 

齋藤 努 韓国 韓国出土青銅器の調査と分析用試料採取 2013.3.20～3.22 

その他の調査・研究・学会・シンポジウム等 

上野 祥史 韓国 朝鮮半島嶺南地域における三国時代墳墓関連資料の調査 2012.4.29～5.1 

松田 睦彦 韓国 ４室新構築のための韓国東海岸におけるワカメ漁調査 2012.5.23～5.26 

西本 豊弘 韓国 ソウル大学考古・美術史学科にて発表 2012.5.30～6.1 

西本 豊弘 中国 動物遺体の調査 2012.7.17～7.21 

藤田 裕嗣 

（客員教員） 
チェコ プラハ国際学会発表 2012.8.5～8.12 

静永 健 

（客員教員） 
中国 中国文選学会への参加及び資料調査 2012.8.23～8.29 

鈴木 卓治 台湾 
国際色彩学会中韓大会（AIC2012）における研究発表・意見

交換 
2012.9.22～9.26 

上野 祥史 中国 
国際シンポジウム「秦漢土墩墓国際学術検討会」への参加

及び浙江省博物館の見学 
2012.11.4～11.10 

宮田 公佳 アメリカ 国際学会「Color and Imaging Conference」参加のため 2012.11.11～11.18 

松尾 恒一 アメリカ 
WesternMichigan 大学比較宗教学部及びアメリカ宗教学会

大会での民俗研究映像の上映と研究発表 
2012.11.14～11.20 

玉井 哲雄 アメリカ 海外において復元された日本建築及び日本庭園の調査 2013.1.16～1.20 

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 
2013.2.3～2.8 

久留島 浩 アメリカ 
平成 24年企画展示「行列にみる近世─武士と異国と祭礼と

─」に係る資料返却 
2013.2.6～2.15 

他の研究機関の依頼による海外調査・研究等 

山田 慎也 韓国 東アジア冠婚葬祭業に関する調査 2012.4.24～4.27 

山田 慎也 台湾 
台日葬儀文化シンポジウムへの参加及び現代台湾の葬送墓

制に関する実態調査 
2013.2.23～2.25 

 


