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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へい，研究者の海

外派遣等を行っている。2013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 

 国立台北芸術大学（台湾），ドイツ歴史博物館（ドイツ連邦共和国），財団法人大韓文化財研究院（大韓民

国）とは新規の交流協定を，国立慶北大学校博物館（大韓民国），カナダ歴史博物館（カナダ）とは第２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，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（アメリカ合衆国）との「東アジアの宗教をめぐる交流と地域的展開」等10件の国際交流事

業を推進した。 

 国立民俗博物館（大韓民国）で開催された「韓日学術交流報告会」は，当館との国際交流事業「博物館型

研究統合による日韓地域比較」の成果発表としておこなわれ，本館研究者が出席し，発表をおこなう等，交

流相手国でこれまでの研究交流の成果を発信することができた。 

 財団法人東亜細亜文化財研究院（大韓民国）で，設立10周年を記念しておこなわれた式典及び国際シンポ

ジウムに藤尾副館長をはじめ本館研究者が出席し，発表をおこない，研究成果を海外に発信することができ

た。 

 国立文化財研究所や釜山大学校博物館，嶺南文化財研究院等の研究機関との研究交流は継続的におこなわ

れており，今後も共同研究等における成果が期待できる。 

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３名受け入れた。 

４．国際シンポジウム等の開催 

 国際シンポジウム「日韓比較民俗研究の新視点─博物館型研究統合の現場から─」では，協定締結機関で

ある国立民俗博物館（大韓民国）から館長をはじめとする研究者を招へいし，これまでおこなってきた国際

交流事業の成果を発信した。 

 上記協定締結機関との交流事業や共同研究，国際シンポジウム以外にも，外国人研究者の来訪は少なくな

い。今年度は，中国文化部民族民間文芸発展センター（中華人民共和国）や香港文化博物館（中華人民共和

国）等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の交流があった。 

 

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 

国立民俗博物館 
博物館型研究統合による日韓地域研究 

研究部 

 小池 淳一 

韓国 

釜山大学校博物館 

日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三

国時代の実年代 

研究部 

 藤尾 慎一郎 

アメリカ 

イリノイ大学 
東アジアの宗教をめぐる交流と地域的展開 

研究部 

 松尾 恒一 

韓国 

国立文化財研究所 
国立文化財研究所との相互交流事業 

研究部 

 高田 貫太 

中国 

中国社会科学院考古研究所 

中国社会科学院考古研究所との相互交流事

業 

研究部 

 上野 祥史 

韓国 

財団法人東亜細亜文化財研究

院 

【科研】日韓における弥生～古墳時代の考

古・分析科学的総合研究 

研究部 

 藤尾 慎一郎 

韓国 

財団法人嶺南文化財研究院 

【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 

新
規 

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 

 

（１）「博物館型研究統合による日韓地域研究」2010～2014年度 

   （事業主体者 小池 淳一） 

 

１．目 的 

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

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

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 2013 年度は日韓双方でシンポジウムを開催する。韓国では，国立民俗博物館

でおこない，日本では都内会場で公開の国際シンポジウムとして開催する予定である。 
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３．今年度の研究経過 

 今年度は，まず 10 月２日に韓国国立民俗博物館において過去３年間の実地踏査および民俗調査の成果をも

ととする研究会を開催した。当館と韓国国立博物館のメンバーの他に，権三文（嶺南大学校），金美栄（国学

振興院），姜正遠（ソウル大学校），任章赫（中央大学校）がコメンテーターとして加わり，活発な議論が行

われた。 

 次いで，12 月８日に新宿明治安田生命ホールにおいて国際シンポジウム「日韓比較民俗研究の新視点─博

物館型研究統合の現場から─」を開催した。詳細は 168 頁の国際シンポジウムの項参照。 

 

４．今年度の研究成果 

 今年度は過去３年間の相互交流の蓄積を改めて振り返り，日韓両国でシンポジウムを開催することができ

た。比較民俗研究と博物館活動の可能性を素材とした基調講演に続き，海・山・都市における比較民俗研究

の視点を模索する報告を日韓双方から行い，さらにコメントが付された。最後に地域研究と博物館活動の裾

野を広げる活動に関するセッションも行われ，博物館を基点とする比較民俗研究を深化させていく取り組み

が紹介された。 

 本事業は日韓双方の国立の民俗系博物館における研究交流がその基軸であるが，この２つの博物館に限定

することなく，ユニークな活動をしている地域博物館のメンバーにも参加してもらうことによって，グロー

カルな研究を構築することも模索している。日本における千葉県立中央博物館や山梨県立博物館，韓国にお

ける聞慶イェッキル博物館等は，地域の民俗文化を資源として意欲的な調査研究および展示活動を展開して

おり，この事業が窓口となって比較民俗研究の活性化の可能性を模索することも期待されている。 

 次年度は今年度のシンポジウムを報告書として編集・刊行し，参加，出席がかなわなかった人びとにも広

く成果を発信し，共有してもらうことで，本事業の一層の展開を図りたい。さらに第３期の交流事業につい

ても話し合いを開始し，特に国際展示（日韓双方で開催）を模索していくことが同意されている。 

 

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 

 川村 清志 本館研究部・准教授       丸尾 依子 山梨県立博物館・学芸員 
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（２）「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代」 

   2010～2015年度 

   （事業主体者 藤尾 慎一郎） 

 

１．目 的 

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

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

整理してゆけるのかをめぐって研究が行われてきた。議論の結果，体系的な視点を有する研究者の報告によ

り，年代論を総括し，回顧と展望をはかるという目的まで達成することができたが，その反面，日韓の研究

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

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

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

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

きた。 

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

がわかれば，相対編年に暦年代を付与することができる。竪穴式石室に埋葬されているので，追葬すること

はできないため，人骨から得られた年代は，まさしく副葬品が納められた年代を示しているからである。 

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

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

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

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

研究を行うことができる。 

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

代観のズレを修正する一助となればと考えている。 

 

２．今年度の研究計画 

 慶北，慶南地域に所在する青銅器時代から三国時代にかけての遺跡から出土し，釜山大学校博物館に所蔵

されている土器や石器について考古学的な調査を実施する。 

 

３．今年度の研究経過 

 ８月１日 釜山大学校博物館において青銅器時代から三国時代にかけての試料調査を行った。 

 

４．今年度の研究成果 

 蔚山市玉峴遺跡の前 11 世紀に比定される土器と石器について，考古学的調査を行った。慶南勒島遺跡から

出土した初期鉄器時代の土器と石器について，考古学的調査を行った。 

 また，青銅器時代の集落遺跡である釜山市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

の年代測定結果が，釜山市立博物館から刊行された。 
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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 本館・外来研究員          高田 貫太 本館研究部・准教授 

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

 

（３）「東アジアの宗教をめぐる交流と地域的展開」2012～2016年度 

   （事業主体者 松尾 恒一） 

 

１．目 的 

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

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

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の体

制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イメージが強く，

研究においても思想，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 

 歴博基盤共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」（代表：松尾，36 頁）とも連携して行う国際研

究集会の開催を中心とする，両国の研究交流を推進する。 

 

３．今年度の研究経過と成果 

 今年度は，10 月９～10 日にイリノイ大学において，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，国際研究集会「古代・中世の宗教儀礼とパフォーマンス，都市と地域」“Religious 

Performance, City and Country in East Asia”を開催した。本研究集会の内容・成果については，別項共

同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」（代表：松尾，36 頁）参照。 

 ３月７～８日には，名古屋大学の主催，基盤共同研究の共催「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」によ

り，本共同研究員のイリノイ大学の共同研究員による，日本の宗教・信仰に関わる歴史・民俗関係資料の，

人類遺産としての価値についての提言と討論を中心とする研究集会を開催した。 

 ３月には，昨年度の歴博国際研究集会「東アジアの仏教をめぐる交流と変容」を核とする，研究論集『東

アジアの宗教文化─越境と交流─』を，歴博の国際シンポジウム刊行助成を受けて一般書として岩田書院よ

り刊行した。 
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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 

 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 

 

（４）「国立文化財研究所との相互交流事業」2012～2014年度 

   （事業主体者 高田 貫太） 

 

１．目 的 

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

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

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

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

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

ンポジウム・国際研究集会の開催等への発展を目指している。 

 

２．今年度の研究計画 

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

 

３．今年度の研究経過 

 今年度は，歴博側から藤尾慎一郎，高田貫太の２名が文化財研究所の研究事業に参加した。藤尾慎一郎は，

2013 年９月１日（日）～５日（木）に，国立文化財研究所が調査した江原道文岩里遺跡，青銅器時代前期の

京畿道欣岩里遺跡，後期の松菊里遺跡などの踏査を行い，新石器時代から青銅器時代にかけての農耕の発展

過程について調査を行った。高田貫太は，2013 年 10 月 15 日（火）～24 日（木）に朝鮮半島西南部の三国時

代遺跡の踏査を行い，羅州丁村古墳の発掘調査へ参加した。その中で，古墳時代（朝鮮三国時代）における

日本列島と栄山江流域の関係について，現地の遺跡を調査した。 

 国立文化財研究所側からは，梁淑子（国立扶余文化財研究所学芸研究士），金ソジン（国立文化財研究所学

芸研究士）の２名が来日した。梁淑子氏は 2014 年１月 20 日（月）～26 日（日）にかけて，歴博における資

料調査，歴博共同研究「古代地域社会の実像」（林部 均代表）への参加などを行った。金ソジン氏は 2014

年２月 15 日（月）～28 日（金）にかけて，歴博における資料調査，青銅製品の鉛同位体比分析，歴博共同

研究「日韓における青銅原料の産地の変遷に関する研究」（齋藤 努代表）への参加多などを行った。 
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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。藤尾が踏査した江原道文岩里遺跡は，新石器時代前

期とされる畑跡であり，伴出した櫛目文土器の表面に遺されていた圧痕の調査によって，キビやアワが栽培

されていた可能性が高まっているなど，朝鮮半島における農耕の起源や日本列島への農耕の伝来を考えるう

えで重要な遺跡である。他の農耕関連の遺跡もあわせて踏査する中で，発掘調査担当者の調査責任者である

曺美順氏や，青銅器時代を専門とされる趙銀河氏らと議論を深めることができた。 

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

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

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

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

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

 韓国側の梁淑子，金ソジンの両氏は，それぞれ関連する歴博共同研究会に参加され，日本国内の研究者と

意見交換を行うことができた。梁氏は益山王宮里遺跡の最新の調査成果を発表され，金氏も齋藤氏とともに

青銅製品の鉛同位体比分析の作業を行われた。このような機会を通して，日韓の研究者間で様々な意見交換

を行うことができ，双方の見識を深めることができたと考えている。 

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

で，共通のテーマに基づいた共同研究を立ち上げることも視野に入れておきたい。 

 

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

◎심영섭（シム ヨンソプ） 国立文化財研究所   ○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・教授       ◎高田 貫太   本館・研究部・准教授 

 

（５）「中国社会科学院考古学研究所との相互交流事業」2012～2017年度 

   （事業主体者 上野 祥史） 

 

１．目 的 

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

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

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

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

進し，両機関の恒常的な交流関係の保持を目的とする。 

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

究の研究会等に参加させる形で人的交流を行い，相互理解を深める。 

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

をなす第１展示室の新構築事業等を中心に協力を求める。 
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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 

 今年度は諸事情により，研究者の相互派遣といった交流は実現できなかったが，次年度以降も引き続き，

協力体制の維持をはかりたい。 

 

４．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者） 

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

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

◎上野 祥史  本館研究部・准教授 

 

（６）「【科研】日韓における弥生～古墳時代の考古・分析科学的総合研究」 

   2012～2017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，中期の開始年代をはじめとした年代観の統

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

とする。このような目的の下，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。 

 

※今年度の研究経過等は外部資金による研究「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代」

を参照。 

 

（７）「【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
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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。 

 

※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。 

 

（８）「博物館とモノを通じた文化への解釈と発信」2013～2016年度 

   （事業主体者 大久保 純一） 

 

１．目 的 

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

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

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

ている。台北芸術大学が当館に交流協定，及び本事業の実施を打診した経緯として，当館が資料の収集・保

存や，調査・研究活動，展示という一連の機能を有し，開館以来 30 年間実績を積み重ねた歴史系博物館であ

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

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

今後の交流の基盤となることが見込まれる。 

 

２．学術交流協定の締結と事業の実施及び成果 

 今年度は研修会の初年度であり，10 月２日から５日にかけて台湾歴史博物館で開催された。研修会の開催

に先駆けて，10 月１日に平川館長はじめ，今回の研修会で講演・講義を担当する教員が訪台し，学術交流協

定を締結した。 

 本館教員の講演・講義は下記のとおり行われ，多数の台湾の博物館関係者及び研究者に，当館の研究成果

や展示及び東日本大震災における取組みといった幅広い活動について，情報発信することができた。 

 

 平 川   南  記念講演「東アジア世界における古代文字文化」 

 久留島   浩  「日本国立歴史民俗博物館における歴史展示：近世の展示を例として」 

 松 尾 恒 一  「日本国国立歴史民俗博物館における日本の民俗展示」 

 葉 山   茂  「東日本大震災と国立歴史民俗博物館の活動：気仙沼の生活文化のレスキューを中心

に」 
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３．事業組織 

 陳  佳利 国立台北芸術大学博物館研究所・準教授 

 張  婉真 国立台北芸術大学博物館研究所・準教授 

◎黄  貞燕 国立台北芸術大学博物館研究所・助教授 

 西谷  大 本館研究部・教授       関沢まゆみ 本館研究部・教授 

 松尾 恒一 本館研究部・教授       上野 祥史 本館研究部・准教授 

 高田 貫太 本館研究部・准教授     ○久留島 浩 本館研究部・教授 

◎大久保純一 本館研究部・教授 

 

 

［国際シンポジウム］ 
 

「日韓比較民俗研究の新視点─博物館型研究統合の現場から─」 
開催場所：新宿明治安田生命ホール 

開催日程：2013 年 12 月８日 

共  催：韓国国立民俗博物館 

 

１．目 的 

 当館は韓国国立民俗博物館との間に交流協定を締結し，2010 年から国際交流事業「博物館型研究統合によ

る日韓地域研究」をおこなってきた。2013 年度はこれまでの研究交流の蓄積を生かして，日韓双方の民俗研

究を新しい段階に押し上げるべく，従来の研究成果を国際シンポジウムのかたちで世に問うものである。 

 ここでは，海岸部，山間部，都市部における地域民俗研究を博物館を発信拠点としてどのように展開させ

ていくかを基調として，比較民俗研究の必要性，地域における民俗研究の課題と方法，地域の民俗と博物館

といった内容のセッションを通して新たな比較民俗研究の可能性を模索するものである。 

 

２．内 容 

開会挨拶 藤尾慎一郎（国立歴史民俗博物館副館長） 

趣旨説明 小池淳一（国立歴史民俗博物館） 

＜Ⅰ．日韓比較民俗研究の意義＞ 

基調講演１ 千鎮基（韓国国立民俗博物館長） 

「韓国国立民俗博物館で歴史と文化を読む」 

基調講演２ 常光徹（国立歴史民俗博物館） 

「日韓の昔話研究の一視点─『たにし長者』と『ひきがえる息子』─」 

＜Ⅱ．海から見た日韓比較漁撈＞ 

報告１ 松田睦彦（国立歴史民俗博物館） 

「磯漁の技術─比較の視点と研究・展示への展望─」 

報告２ 呉昌炫（韓国国立民俗博物館） 
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「東海岸のワカメ漁技術と『生業複合』」 

コメント 安廷允（韓国国立民俗博物館） 

リプライ 

＜Ⅲ．山村民俗の変貌と観光資源化＞ 

報告３ 丸尾依子（山梨県立博物館） 

「山梨県における道祖神祭りの持続と変容」 

報告４ 安泰賢（聞慶イェッキル博物館） 

「聞慶の博物館と文化観光」 

コメント 重信幸彦（国立歴史民俗博物館客員教授） 

リプライ 

＜Ⅳ．比較都市民俗研究の視点と方法＞ 

報告５ 小池淳一（国立歴史民俗博物館） 

「都市民俗研究の可能性─都市と川─」 

報告６ 呉文仙（ソウル市） 

「都市民俗と伝統の創出」 

コメント 高塚さより（江東区芭蕉記念館） 

リプライ 

＜Ⅴ．地域における民俗の比較研究と博物館の可能性＞ 

報告７ 島立理子（千葉県立中央博物館） 

「千葉県立中央博物館の『おばあちゃんの畑』プロジェクト」 

報告８ 崔銀水（韓国国立民俗博物館） 

「服飾文化と地域の博物館」 

コメント 金宗奎（韓国国立民俗博物館） 

リプライ 

 

３．成果の概要 

 本シンポジウムは国際交流事業「博物館型研究統合による日韓地域比較」の成果の一部を公開，発信する

ものであった。 

 シンポジウムでは冒頭に比較民俗研究の可能性と博物館活動について講演を行い，以下，沿岸部，山間部，

都市部における民俗研究の視点を日韓双方から提出し，コメントを通して認識を深めた。最後に地域におけ

る民俗の調査および研究成果と博物館活動とを結ぶ試みについても相互に報告をおこなった。 

 従来の文化要素ごとの比較ではなく，地域を総合的にとらえ，フィールドを共有することで比較民俗研究

の進展が図ることができた。 
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［外国人研究員］ 
 

氏  名 所  属 研究課題 受け入れ期間 

李 載貞 

（Lee Jaejeong） 

大韓民国 

国立中央博物館 

活字印刷文化に関する韓・日比較

研究─歴史民俗博物館所蔵の金属

活字本を中心に─ 

2013.11.1～2014.1.31 

フィアレ・シンシア・ローズ

＝マリー＝キム＝レン 

（Vialle Cynthia Rose Marie 

Kim-Len） 

オランダ 

学識経験者 
19 世紀の日本輸出漆器研究 2014.1.6～2014.3.31 

 

 

［短期招へい外国人研究者］ 
 

氏  名 所  属 研究課題 受け入れ期間 

張 建立 

（Zhang Jianli） 

中華人民共和国 

中国社会科学院日本研究所

近世における日本・中国の生活儀

礼の比較研究─華道を例として 
2013.8.1～2013.8.30 

ハイエク・マティア

ス 

（Hayek Matthias） 

フランス 

パリ第七ディドロ大学 

近世初・中期の博物学の成立と実

態の基礎的研究─百科事典・日用

百科書・専門書の関係から 

2013.7.17～2013.8.15 

呉 昌炫 

（Oh Changhyun） 

大韓民国 

国立民俗博物館 

日韓における漁村と漁民の比較民

俗研究 
2014.2.27～2014.3.28 

 

 

［協定締結機関との交流］ 

 

招 聘    

氏 名 所 属 用  務 期 間 

権 宅章 

韓国 

国立羅州文化財研究所 

（国立文化財研究所） 

共同研究「東アジアにおける倭世界の実態」に係

る研究会及び資料調査 
2013.7.18～7.22 

李 載貞 
韓国 

国立中央博物館 
外国人研究員として滞在 

2013.11.1～ 

2014.1.31 

千 鎮基 

奇 亮 

崔 銀水 

金 宗奎 

安 廷允 

韓国 

国立民俗博物館 

国際シンポジウム「日韓比較民俗学の最前線─博

物館型研究統合の現場から─」参加及び打合せ 
2013.12.7～12.9 
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呉 昌炫 
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」に係る合同調査及び国際シンポジウム「日

韓比較民俗学の最前線─博物館型研究統合の現場

から─」参加 

2013.12.1～12.9 

梁 淑子 

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 2014.1.20～1.28 

キム・ソジン 
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 2014.2.15～2.27 

呉 昌炫 
韓国 

国立民俗博物館 
短期招へい外国人研究者として滞在 2014.2.27～3.28 

林 智娜 

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学術交流締結に係る打

合せ，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─」に係る打合せ及び資料調査 

2014.3.3～3.8 

朴 升圭 

禹 炳喆 

韓国 

嶺南文化財研究院 
共同研究打合せ及び合同資料調査 2014.3.8～3.13 

 

 

派 遣    

氏 名 行 先 用  務 期 間 

藤尾 慎一郎 

高田 貫太 

坂本 稔 

山田 康弘 

韓国 

嶺南文化財研究院 

釜山大学校博物館 

遺跡踏査，サンプリング 

2013.7.28～8.2 

齋藤 努 2013.7.30～8.2 

高田 貫太 

上野 祥史 

韓国 

財団法人大韓文化財研

究院 

共同研究事前打ち合わせと遺跡踏査 2013.8.28～8.31 

藤尾 慎一郎 
韓国 

国立文化財研究所 

資料調査及び遺跡踏査（韓国国立文化財研究所と

の相互交流事業） 
2013.9.1～9.5 

平川 南 

小倉 慈司 

高田 貫太 

武井 紀子 

韓国 

国立中央博物館 
来年度特別展にかかる打合せ及び資料調査 2013.9.3～9.7 

平川 南 

久留島 浩 
台湾 

国立台北芸術大学 

国立台北芸術大学との協定締結及び国際交流事業

「博物館とモノを通じた文化への解釈と発信」の

実施 

2013.10.1～10.4 

松尾 恒一 

葉山 茂 
2013.10.1～10.5 
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小池 淳一 

常光 徹 

川村 清志 

松田 睦彦 

韓国 

国立民俗博物館 

「日本国立歴史民俗博物館専門家交流学術報告

会」への参加 
2013.10.1～10.3 

松尾 恒一 
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」

研究集会の実施 
2013.10.7～10.14 

村木 二郎   2013.10.8～10.12 

高田 貫太 
韓国 

国立文化財研究所 

遺跡踏査（韓国国立文化財研究所との相互交流事

業） 
2013.10.15～10.24

藤尾 慎一郎 
韓国 

財団法人東亜細亜文化

財研究院 

国際シンポジウムへの参加（東亜細亜文化財研究

院） 
2013.11.17～11.18

高田 貫太 
国際シンポジウムへの参加（東亜細亜文化財研究

院）及び遺跡踏査 
2013.11.17～11.21

齋藤 努 

韓国 

財団法人東亜細亜文化

財研究院 

韓国出土青銅資料の調査と分析資料のサンプリン

グ 
2014.1.22～1.24 

松田 睦彦 
韓国 

国立民俗博物館 

韓国国立民俗博物館との国際交流事業「博物館型

研究統合による日韓地域研究」に係る韓国漁業と

日本漁業の比較に関する調査研究 

2014.2.18～2.20 

藤尾 慎一郎 

高田 貫太 

韓国 

釜山大学校博物館 
資料調査 2014.2.21～2.23 

高田 貫太 

田中 宗一郎 
韓国 

財団法人大韓文化財研

究院 

財団法人大韓文化財研究院との学術交流協定締結

及び共同研究事前研究会 

2014.3.18～3.21 

上野 祥史 2014.3.18～3.22 

高田 貫太 

韓国 

財団法人東亜細亜文化

財研究院 

研究打合せ及び合同調査 2014.3.25～3.31 

 

 

［海外派遣］ 
 

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」

研究会参加及び民俗調査 
2013.6.11～6.16 

保谷 徹 ドイツ 
共同研究「対外関係・交流史を歴史展示で表現す

るための実践的研究」に係る資料調査 
2013.9.3～9.12 
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保谷 徹 ドイツ 
共同研究「対外関係・交流史を歴史展示で表現す

るための実践的研究」に係る資料調査 
2014.1.20～1.27 

齋藤 努 韓国 
韓国出土青銅資料の調査と分析資料のサンプリン

グ 
2014.1.22～1.24 

科学研究費補助金 

渋谷 綾子 アメリカ 国際学会出席及び発表 2013.4.4～4.8 

工藤 雄一郎 ドイツ 国際学会参加，資料調査 2013.4.5～4.13 

渋谷 綾子 ギリシャ 国際学会出席及び発表 2013.6.15～6.22 

上野 祥史 ベトナム 
ベトナム北部における建築関連遺構及び遺物の調

査 
2013.8.5～8.16 

日高 薫 
ポーランド 

スペイン 

ポーランドおよびスペインの博物館における日本

関連資料の調査 
2013.8.15～8.24 

澤田 和人   2013.8.18～8.24 

松田 睦彦 ドイツ ドイツ民俗学の現状把握のための調査 2013.12.15～12.31

坂本 稔 オーストラリア 
第９回年輪年代学国際会議における研究成果の報

告 
2014.1.12～1.19 

上野 祥史 中国 宋元明代の中国建築様式及び構造様式の調査 2014.2.21～3.2 

島津 美子 インド 
インド・アジャンター石窟及び近隣石窟壁画の調

査 
2014.3.4～3.12 

機構連携研究 

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 
2013.4.17～4.27 

青山 宏夫 オランダ シーボルト関係資料調査・撮影等 2013.7.2～7.11 

日高 薫 オランダ 日本関連在外資料の調査・研究 2013.7.2～7.9 

山田 慎也 オランダ 
日本関連在外資料の調査・研究，及び国際学会参

加 
2013.7.2～7.11 

原山 浩介 アメリカ 日本関連在外資料の調査・研究 2013.7.3～7.10 

三木 美裕 

（客員教授） 
アメリカ 日本関連在外資料の調査・研究 2013.7.3～7.7 

三木 美裕 

（客員教授） 
アメリカ 

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 
2013.8.4～8.11 

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 2013.8.18〜8.25 
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久留島 浩 

ドイツ 日本関連在外資料の調査・研究 

2013.9.3～9.11 

金出地 崇 2013.9.4～9.13 

勝田 徹 2013.9.4～9.24 

日高 薫 

ドイツ 日本関連在外資料の調査・研究 

2013.9.11～9.23 

平田 由紀 2013.9.15～9.24 

櫻庭 美咲 2013.9.15～9.24 

久留島 浩 バチカン 日本関連在外資料の調査・研究 2013.9.15～9.21 

内田 順子 イギリス マンロー関係資料の活用に関する研究打ち合わせ 2013.10.19～10.24

久留島 浩 

大久保 純一 

青山 宏夫 

澤田 和人 

三木 美裕 

（客員教授） 

田中 宗一郎 

ドイツ 

資料調査，国際シンポジウム「シーボルトが紹介

したかった日本─欧米における日本関連コレクシ

ョンを使った日本研究・日本展示を進めるために

─」事前打合せ及び参加 

2014.2.8～2014.2.14

櫻庭 美咲 2014.2.10～2.14 

勝田 徹 バチカン 日本関連在外資料の調査研究に係る資料撮影 2014.2.16～2.23 

澤田 和人 
ドイツ 

オランダ 

「日本関連在外資料の調査研究」プロジェクトに

おける資料調査及びオランダの博物館における日

本関連資料の調査 

2014.3.2～3.15 

日高 薫 2014.3.5～3.14 

櫻庭 美咲 

ドイツ 
「日本関連在外資料の調査研究」プロジェクトに

係る資料調査 

2014.3.2～3.8 

平田 由紀 

勝田 徹 
2014.3.2～3.11 

その他の調査・研究・学会・シンポジウム等 

坂本 稔 ドイツ 国際学会参加 2013.4.3～4.13 

鈴木 卓治 
イギリス 

オランダ 
国際色彩学会参加及び調査 2013.7.7～7.15 

川村 清志 

オーストラリア 博物館視察，ワークショップ，国際学会参加 

2013.7.6～7.12 

葉山 茂 2013.7.7～7.12 

工藤 雄一郎 韓国 研究会参加 2013.7.12～7.14 
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太田 歩 

ブラジル 国際博物館会議第 23 回大会参加 

2013.8.8～8.19 

小島 道裕 2013.8.10～8.19 

松尾 恒一 中国 
華東師範大学・大学院における講義及び研究打ち

合わせ 
2013.8.27～9.1 

松田 睦彦 中国 旧満州における日本人の動向にかかわる調査 2013.9.22～9.26 

内田 順子 フランス 総合研究大学院大学若手教員海外派遣事業 
2013.12.30 ～

2014.3.30 

日高 薫 中国 厦門大学における学術交流講演及び資料調査 2014.1.12～1.17 

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・大学院における講義及び研究打ち

合わせ 
2013.8.27～9.1 

渋谷 綾子 トルコ 
ハッサンケイフ・ホユック遺跡に関する資料分

析・試料採取 
2013.9.17～9.23 

上野 祥史 韓国 
東新大学校博物館主催の海南萬義塚古墳に関する

学術シンポジウムへの参加 
2013.11.17～11.21

島津 美子 ロシア 
エルミタージュ美術館所蔵の日本近世コレクショ

ン及び中央アジアの壁画の調査 
2014.2.3～2.8 

 


