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［概　要］

　本館では，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員等の受入，本館研究者の海外
派遣等を行っている。2016年度は，本館の国際交流の機能をより一層強化するため，既存の国際交流室を再編し，
新たに国際企画室を設置した。具体的な取り組みは以下のとおりである。
１．国際戦略の制定
　本館が博物館機能を有する大学共同利用機関としてのミッションを達成し，現代的視点と世界史的視野のもとに，
日本の歴史と文化に関する研究を推進する国際拠点としての役割を果たすため，以下の国際戦略を制定した。そし
て，国際戦略に対応するかたちで，海外研究機関との学術交流協定等の締結，国際交流事業等の充実，外国人研究
員等の受入，国際シンポジウムの開催等に取り組んだ。
　（組織的な連携）
　・海外の機関と組織的な連携を強化する。当面は，東アジア，ヨーロッパ及び北米を重点地域とする。
　・日本歴史研究の国際的なネットワークを構築する。
　（共同研究，成果発信）
　・国際的な共同研究を推進し，成果の国際発信を強化する。
　・展示，フォーラム，博物館資料の活用等を通じて国際共同研究の可視化，高度化を図る。
　（若手研究者育成）
　・協定機関との派遣・招へい等を通じて若手研究者の育成を図る。
２．学術交流協定等の締結
　国立ハングル博物館（韓国），ルツェルン大学（スイス），ウィーン世界博物館（オーストリア），ダラム大学（イ
ギリス），ナショナルトラスト・スコットランド（イギリス），スコットランド国立博物館（イギリス），グラスゴー
博物館機構（イギリス），ミュンヘン五大陸博物館（ドイツ）の８機関と新規に学術交流協定等を締結した。また，
国立中央博物館（韓国），釜山大学校博物館（韓国）との学術交流協定を更新し，これまでの成果を基礎として，
さらなる学術交流の推進に取り組んだ。
３．学術交流協定等に基づく国際交流事業等の充実
　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」等12件の国際交流事業を推進した。
　国際展示「台湾と日本―震災史とともにたどる近現代―」は，協定締結機関である国立台湾歴史博物館（台湾）
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，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」では，ケベッ
ク地域の先住民に関する展示の調査を行ったほか，カナダ歴史博物館において「アイヌ文化の伝承2010 白老」（2011
年，内田順子・本館准教授），「舟を綴る」（2011年，床田和隆・ヤポネシアビデオ，野本正博・アイヌ民族博物館）
を上映し，視聴者とディスカションを行った。さらに，ドイツ歴史博物館（ドイツ）との国際交流事業等により実
施してきた国際研究集会等の成果を「戦争をめぐるパブリックヒストリー　─ドイツ・日本　歴史博物館の対話─」
として刊行した。その他，国立中央博物館の企画展「新安沖海底沈没船から発見された遺物」及び「美術の中の都
市，都市の中の美術」に収蔵資料を出品した。
４．外国人研究員及び短期招へい外国人研究者等の受入
　外国人研究員を３名，短期招へい外国人研究者を３名受け入れたほか，大韓文化財研究院（韓国）やミュンヘン
五大陸博物館から研究者を受け入れた。また，従来の短期招へい外国人研究者制度を見直し，新たに外国人招へい
研究者制度を設けた。これは受入期間の柔軟化を図ること，および常勤研究者以外に受入の対象を拡大することで，
海外の研究機関に所属して日本の歴史と文化の研究に従事する若手研究者の育成を図ることを目的とした措置であ
る。
５．国際シンポジウム等の開催
　国際交流事業に基づくものとして，国立民俗博物館（韓国）の協力を得て開催した国際研究集会「近代における
日本人の朝鮮出漁とその文化的影響」のほか，国際シンポジウム「シーボルト・コレクションから考える」等を開
催した。また，機関拠点型基幹研究プロジェクト「総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源の共同利用
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基盤構築」の一環として，人文情報学に特化した国際シンポジウム「Digital Scholarship in History and the 
Humanities」（共催：日本デジタル・ヒューマニティーズ学会）を開催するなど，本館の国際化と研究の多角化を
研究者コミュニティの内外に示すことができた。以上に加え，ダラム大学との協定締結を記念したシンポジウム
「Introducing the National Museum of Japanese History: opportunities for research and collaboration」をダラム
大学において開催できたことは，かねてより本館が進めている在外日本関連資料の調査研究の意義が，とりわけ海
外において強く認識されつつあることの表れである。

国際交流担当　　荒木　和憲

［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

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

　青山　宏夫

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

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
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

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
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
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
　西谷　　大

（１）「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

　国立文化財研究所とは2004年３月30日から2010年３月29日にかけて国際交流協定を締結し（2011年11月23日及び
2015年４月１日に更新），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─」の開催（2005
年12月），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，研究者の相互交流を中心
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。
　第１次の交流事業（2012～2014年度）の後，可能であれば，共通のテーマを設定して，学術的交流を深めていき
たいと考えていた。共通テーマについては，いくつかそろいつつある。しかし，先方との協議の中で，いまだ，共
同研究を立ち上げる人的な余力が双方に不足している点で一致し，第１次の交流事業を継続していくことで，基本
的に同意した。
　具体的には，2015年度から2017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
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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

　年度当初に共同研究等の研究事業の一覧を交換し，双方が派遣する研究者を決定する。派遣される研究者は，参
加する研究事業を選択し，当該事業に関わる調査・研究会等に参加する。

３．今年度の研究経過

　本館からは高田貫太，キム ホンソク，林部均，三上喜孝の４名が国立文化財研究所の研究事業に参加した。高
田は９月18日～10月１日の日程で国立羅州文化財研究所を訪問し，三国時代の栄山江流域社会と倭の交流実態を探
るべく，発掘調査及び現地踏査に参加した。キムは９月28日～10月11日の日程で国立慶州文化財研究所及び国立伽
耶文化財研究所を訪問し，慶州・金海地域の発掘調査に参加し，出土動物骨の日韓比較検討を行った。林部は11月
23日～26日の日程で慶州文化財研究所を訪問し，慶州月城の発掘調査に参加することで，日本と新羅の王宮・王都
の特徴を抽出し，それぞれの国家の支配体制の実像を具体的に比較検討した。三上は10月31日～11月３日の日程で
国立加耶文化財研究所を訪問し，慶尚南道咸安郡の城山山城出土木簡の観察を通じて，古代木簡の日韓比較検討を
行った。
　国立文化財研究所からは，美術文化財研究室の李明玉学芸研究士が１月16日～２月12日の日程で本館を訪問し，
基盤研究「中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究」（研究代表者：村木二郎）に参加した。本
館所蔵の中国・高麗陶磁の調査に加え，沖縄県立埋蔵文化財センター等を訪問し，沖縄・先島出土の陶磁器の調査
を行った。

４．今年度の研究成果

　高田は，基本的には羅州丁村古墳の最終段階の発掘調査に参加し，主に墳丘と石室の構築構造，ならびに墳丘内
に設置された甕棺・木棺の調査に従事した。その間に，１号石室出土の副葬品の資料調査を行った。また，適宜，
羅州・務安周辺の古墳を踏査し，その墳丘規模や立地について知見を得ることができ，甕棺復元作業についても見
学を行った。
　キムは，慶州月城の発掘調査によって，垓字から出土した動物骨について同定を行い，その結果をもとに議論を
行った。動物骨を観察した結果，出土資料の多くはシカとイノシシ類が多く，イヌ・ウシ・ウマなどの哺乳類を中
心に出土していることが判明した。今後，垓字出土の動物骨の年代を決定し，低湿地遺跡の年代決定に繋げること
が期待される。
　林部は，新羅の王宮である月城とその周辺遺跡を，日本の飛鳥宮，藤原宮・京，平城宮・京と具体的に比較検討
することができた。また，皇龍寺跡の調査を見学できたことから，新羅王京についても検討することができた。同
時代資料であり，かつ発掘調査で検出される遺構，出土する遺物を具体的に比較できたことが最大の成果である。
　三上は，城山山城第17次調査出土木簡の実見調査を通じて，判読文を完成させたことが最大の成果である。特に
150番の４面木簡は，日本の７世紀にみえる「前白木簡」の直接的なルーツとなる事例であり，一方で，吏読にも
通ずる表記法である。今後，さまざまな立場からこの木簡が検討されることが期待される。
　李明玉学芸研究士は，当館所蔵の中国・高麗陶磁，および沖縄県内の各機関が所蔵する沖縄本島・先島出土の中
国・高麗陶磁の実見調査を行った。本館で開催された研究報告会では，調査成果にもとづき，「中世東アジアにお
ける中国陶磁器の流通─高麗中期～後期遺跡出土中国陶磁器を中心に─」と題する研究報告を行い，本館研究者と
の活発な議論を交わした。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
◎ヨン　ウン　　　国立文化財研究所研究企画課・課長
○キム　ヘジョン　国立文化財研究所研究企画課・事務官
　キム　ホンソク　本館研究部・特任助教
　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
○荒木　和憲　本館研究部・准教授　　　　　◎青山　宏夫　本館研究部・教授
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（２）「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　青山宏夫）

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，2013年度から2016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（３日間）。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，2013～2015年度と同じく，本館の教員が博物館資料をもとにした歴博の展示や研究な
どの取り組みについて講義を行ない，歴博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．今年度の経過

　台北芸術大学との調整の結果，2016年度には研修会が開催されなかったため，講師は派遣していない。
　また，本事業は2016年度に終了する計画だったが，この研修会は台湾の歴史・民族系博物館を運営する人材の育
成を目的としており，これまでに多くの参加者を得ている。このような研修会で本館の教員が講義を行うことは，
博物館資料を扱う研究者の育成や台湾の博物館業界の発展だけでなく，日本の歴史や文化に関心を持つ若手研究者
や総合資料学に携わる研究者の育成にも大きく寄与することが見込まれるため，2017年度以降も事業を継続する。
事業の継続に伴い，学術交流協定も更新する予定である。

４．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
　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・助理教授
　林部　　均　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　　　　　　◎青山　宏夫　本館研究部・教授

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

１．目　的

　古代以来の長期にわたっての漢字の使用，仏教に基づく精神文化といった点で大きな共通性を有する東アジアの
宗教を文献のみならず，埋蔵資料・伝承資料に基づいて，その歴史と，民衆文化として変容・定着して現在に続く
様相を考究する。科研費「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，本館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。
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２．今年度の事業

① 2016年11月13日に，国際研究集会「仏教・道教儀礼の伝播と変遷」を京都大学・広島大学敦煌学プロジェクトセ
ンターとの共催により実施した。

　於 京都大学 文学部陳列館２階　第２共同ゼミ室　10：00～17：00
〔プログラム〕
　講演
・ブライアン ルパート（イリノイ大学准教授）「日本仏教史から考える日本文化」
　研究発表
・楊明璋（台湾国立政治大学副教授）「敦煌文献に見る唐・宋代の仏菩薩と民俗神」
・荒見泰史（広島大学教授）「唐・宋期の施餓鬼儀礼の考察─香港盂蘭勝会調査報告をあわせて─」
・ 松尾恒一（本館教授）「香港 蛋民（漁民）・海盗と媽祖信仰─香港坪州島 清代後期「奉禁封船碑」と先祖祭祀“中

元建醮”─」
・上島享（京都大学教授）「神勧請儀礼の形成と変遷─インド・中国から日本まで─」
〔成果〕
　ブライアン ルパート氏の講演では，中国の隋・唐代以降，各時代の日本への仏教の伝来と，仏教が日本文化の
形成に果たした役割について論じた。
　楊・荒見・松尾・上島各氏の発表では，インドを起源として，中国において漢訳され，日本に伝来した仏教につ
いて，それぞれの伝来先（中国・日本）において，それぞれの地域の神祇，民俗神と，いかなる関係をもって，変
容し，民俗化したのか，また，日本文化の特質を仏教の観点から，歴史・民俗資料に基づいて発表し，検討した。

②11月13日～14日に奈良薬師寺慈恩会，及び竪義の儀礼調査を実施した。
　古代に鎮護国家を目的として行われた奈良における仏教儀礼の伝承の調査として，本事業メンバーのブライア
ン ルパート・松尾恒一・マイケル ジャメンツ（京都大学）のほか，楊明璋（台湾国立政治大学副教授）・上島享（京
都大学准教授）とともに実施した。特に，日本語の訓読により行われることより日本で形成された可能性の高い論
義形式の儀礼，春日信仰に基づく神仏習合の作法（講堂の影向扉からの春日神の奉迎等）の伝承に注目した。
〔成果〕
　古代における，学問，仏教学による鎮護国家の実践としての奈良の仏教の現代における伝承，古態と，現代にお
ける儀礼実践の実態を調査し，神仏習合による変容等について，アメリカ・台湾の研究者とともに考究した。

③２月11日に松尾，ブライアン ルパートにより，神戸華僑社会の年中行事のうち，春節（旧正月）の民俗調査及
び研究の今後の共同研究の展開に向けての打ち合わせを行った。

３．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）

〔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
　マイケル ジャメンツ 京都大学・非常勤講師
　金　賢　貞 東北大学・助教
〔館外国外〕
　王　霄　冰 中国・中山大学・教授
　王　暁　葵 中国・華東師範大学・教授
　田　兆　元 中国・華東師範大学・教授
　ロナルド トビー イリノイ大学・教授
　アレクサンダー メイヤー イリノイ大学・准教授
◎ブライアン ルパート イリノイ大学・准教授
　エリザベス オイラー イリノイ大学・教授
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　ルチア ドルチェ 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
　ローリー ミークス 南カリフォルニア大学・准教授
　ダンカン ウィリアムズ 南カリフォルニア大学・准教授
　スティーヴ コヴェル ウエスタンミシガン大学・准教授
　ハンク グラスマン ハアヴァフォード大学・准教授
　ハルオ シラネ コロンビア大学・教授
　黄　貞　燕 国立台北芸術大学・助理教授
　陳　佳　利 国立台北芸術大学　博物館研究所所長・副教授
　黄　麗　雲 台湾新生医護管理専門学校・助理教授
　久留島　浩 本館館長
　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）「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2003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，2012年度から2017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2012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

　2016年度も，双方の目的に即した形で，研究会やシンポジウム等の事業に適宜対応して，人的交流を図る予定で
ある。当交流事業を館内外の研究プロジェクトと積極的に連携させ，大学共同利用機関の国際交流として，他機関
とのハブ的な機能も発揮できるよう努めたい。

３．今年度の経過

　今年度は，日中双方からの具体的な提案がなく，交流を実践する活動は行われなかった。恒常的に情報交換を果
たせる研究環境の維持が重要であり，今後も長期的な視点での交流の推進・継続に努めたい。

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・所長　　　叢　徳　新　中国社会科学院考古研究所・研究員
　白　雪　松　中国社会科学院考古研究所・助理研究員
◎上野　祥史　本館研究部・准教授　　　　　　　　○高田　貫太　本館研究部・准教授
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（５） 「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

　本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。

・ また人的交流にとどまらず，関連遺跡の出土資料の中で，放射性炭素年代測定や青銅器鉛同位体分析が可能なも
のがあれば，それについての資料採取の交渉を行い，測定の実現を目指す。なお，測定のための予算は本館研究
メンバーが属する共同研究経費などをあてる予定である。

３．今年度の経過

　2015年度までとは異なり，2016年度は，先方の事情もあり，具体的な学術交流ができていない。ただ，さまざま
な機会を利用して，朴天秀氏や李煕濬氏と協議を続けている。
　2017年度は共同研究に関連させる形で交流を続け，2016年度同様，東アジア世界における日朝関係史像の再構築
をめざすとともに，人的交流にとどまらず，関連遺跡の出土資料の中で，放射性炭素年代測定や青銅器鉛同位体分
析が可能なものがあれば，それについての資料採取の交渉を行い，測定の実現を目指す。

４．今年度の成果

　日本側代表の高田が韓国訪問時に李煕濬氏や朴天秀氏と協議を重ねたが，先方が多忙なこともあり，研究会開催
までには至らなかった。ただし，嶺南文化財研究院と共同で，高霊松林里窯跡から出土した土器付着炭化物の放射
性炭素年代測定を行った。また，慶北大学校考古人類学科の卒業生で，世宗文化財研究院に勤務している金俊植氏
を平成29年度外国人研究員として招へいし，展示協力，人的な研究交流を深めることとなった。

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

１．目　的

　「博物館スタッフと先住民のメンバーによる共同の博物館展示構築」という概念は，1980年代のアメリカであら
われた。この概念は現在，先住民を国民の構成メンバーとする様々な国の博物館に広く浸透している。カナダ歴史
博物館（元カナダ文明博物館）もそのひとつである。カナダ歴史博物館は，先住民の歴史や文化を解釈する際に，
より多くの先住民の参加を求め，民族学・考古学の博物館スタッフと先住民による委員会を発足し，2003年に先住
民ホールをオープンした。本館もまた，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，本館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，本館におけるアイヌ民族および北米先住民に関連する研究成果を日本内外に発信していく基盤を形成する。

２．今年度の研究計画

　カナダから研究者等を招聘し，2014年度の招聘時に調査することができなかった札幌・阿寒・東京において，関
連する博物館・研究機関・文化施設・文化伝承者を訪問して研究交流をはかる予定であったが，アイヌ民族博物館
の閉館が2017年度末に決まったため，アイヌ民族博物館の閉館に向けた状況と，2020年開館予定の国立アイヌ民族
博物館の準備状況に関する調査を行うため，カナダを訪問する。

３．今年度の研究経過

　３月５日から８日にかけて，ケベック美術館（Musée des beaux arts de Quebec），ヒューロン-ウェンダット博
物館（Musée Huron-Wendat），文明博物館（Musée de la civilisation， Quebec），アベナキ博物館（Musée des 
Abénakis）を訪問し，先住民に関する展示の調査をおこない，研究交流を実施した。また３月９日には，カナダ
歴史博物館（Canadian Museum of History）において，本館制作の研究映像「アイヌ文化の伝承2010 白老」およ
びアイヌ民族博物館で撮影された記録映像「舟を綴る」を上映し，研究交流を実施した。さらに３月10日には，国
立美術館（National Gallery of Canada）の展示を調査した。

４．今年度の研究成果

　ケベック地域の先住民に関する展示の調査および研究交流では，展示の現状，経緯，コンセプトについて情報を
収集することができた。また，映像をとおしての研究交流では，白老のアイヌ民族博物館におけるアイヌの文化伝
承活動について情報を提供することができたほか，2017・2018年度の研究交流について意見を交換し，予定を検討
することができた。とりわけ2018年度には，日本とカナダの先住民の文化交流も視野に入れた研究交流を目指して，
2017年度の研究を進めていくこととなった。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
◎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
　野本　正博　　　　　アイヌ民族博物館・館長
◎内田　順子　　　　　本館研究部・准教授　　　　　　　　○川村　清志　本館研究部・准教授

（７） 「『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
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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「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴
史─」を開催することが確定しており，歴史系博物館ならではの史料収集・研究・展示・教育活動など全面的にそ
の関係を深める必要があると考える。現在，ドイツにおけるパートナー館として，この展示に全面的に協力すると
いう申し出をいただいている。そこで，本事業では，第１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２に，2016年度には，「シー
ボルトの見せたかった日本」（仮称）展を計画しており，これに関わるような研究交流の場を持ちたい。第３に，
以上の成果はすべて第５展示室のリニューアルや第３・第６展示室の展示改善に活かすが，とくに幕末維新期の外
交関係や第１次世界大戦から第２次世界大戦にかけての時期についての研究交流を実施する。

２．今年度の研究計画

① 長崎市において，長崎市，シーボルトハウス，本館などの共催で開催予定の国際シーボルト会議に本館はじめ国
内の研究者を派遣するとともに，海外の研究者も招聘する（国内５名，海外１名）。

②2014年度，2015年度に開催した国際研究集会の成果をまとめて公刊する。

３．今年度の研究経過

・企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」を開催し，巡回展示（年度内は江戸東京博物館，長崎歴史文
化博物館）を行った。開催期間は以下のとおり。
　　2016年７月12日～９月４日（歴博）
　　2016年９月13日～11月６日（江戸東京博物館）
　　2017年２月18日～４月２日（長崎歴史文化博物館）
・ 第10回国際シーボルトコレクション会議をシーボルトハウスとともに主催（会期：2016年10月20～22日,会場：

長崎歴史文化博物館，長崎ブリックホール）した。
・ 2014年度歴博国際研究集会「戦争をめぐるパブリックメモリーの創出─冷戦期を作った対戦をめぐって」及び

2015年度歴博国際研究集会「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」
の記録「戦争をめぐるパブリックヒストリー　─ドイツ・日本歴史博物館の対話─」を刊行した。

４．今年度の研究成果

・第10回国際シーボルトコレクション会議については，国際シンポジウムの項を参照。
・国際研究集会記録「戦争をめぐるパブリックヒストリー　─ドイツ・日本歴史博物館の対話─」を刊行した。目
次は以下のとおり。

序
第１章　企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」
　はじめに
　第１節　企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」展示概要
　　付録１　　総合誌『歴博』191号　歴史への招待状
　　　　　　　企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」
　　付録２　　NHKラジオ第一「NHKジャーナル」“ドイツと日本を結ぶもの”
　　付録３　　毎日新聞記事　ドイツと日本を結ぶもの
　　付録４　　展示解説シート（１枚目）より，展示場配置図
　　付録５　　ドイツ展に関わる広報（取材・掲載など）一覧
　第２節　「日独交流150年の歴史」の展示で考えたこと
　　　　　　──負の歴史を展示すると言うこと──
第２章　国立歴史民俗博物館国際研究集会　戦争をめぐるパブリックメモリーの創出
　はじめに
　第１節　今日のドイツにおいて第一次世界大戦を展示すること
　　　　　──軍事史展示から精神性・日常性・占領の展示へ──
　第２節　論争的なテーマの展示，論争的な反応の喚起
　　　　　──「ヒトラーとドイツ人─国家と犯罪」展（2010）を事例に──
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第３章　国立歴史民俗博物館国際研究集会
　　　　「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」─過去への向き合い方を考える─
　　　　はじめに（１）　研究集会開催にあたって
　　　　はじめに（２）
　第１節　「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」
　第２節　「ドイツと日本を結ぶもの」とは何か
おわりに

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

（８）「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，ウェールズでは初めてとなる日本についての歴史展示を将来実施する計
画を立てており，本館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

　三木客員教授を含め本館から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（2018年度）のための展示資料確定のための
打ち合わせをおこなう。あわせて展示評価方法についても検討する。
　また，2015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，本館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
担当者と本館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

　９月にウェールズ国立博物館のアンドリュー レントン氏，ジャニス レイン氏が来館し，三木客員教授も交えて，
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ウェールズ国立博物館での日本展示の日程確認と，実施までの工程表を相談した。その後，歴博側はウェールズ国
立博物館から提示された日本展のコンセプトをもとに，同展に貸与可能な館蔵資料の調査を継続実施するとともに，
ウェールズ国立博物館所蔵の日本関係資料の中で展示候補作品の選定をおこなった。また，3月には北イングランド，
スコットランドの諸機関において，同展に展示可能な資料の調査をおこなった。

４．今年度の研究成果

　ウェールズ国立博物館での日本展示の展示コンセプトの提示を受け，相互にやりとりする中でそれに対応した館
蔵資料の選定をおおむね固めることができた。また，ウェールズ国立博物館から提供を受けた同館所蔵の錦絵画像
をもとに，日本展示に展示すべき資料の選定を終えた。北イングランドのダラム大学東洋博物館，グラスゴー博物
館他スコットランド内の博物館において，ウェールズ展に展示可能な日本関係資料の概要を把握するとともに，ダ
ラム大学東洋博物館では３月に総合資料学を軸とした歴博の在外日本関係資料調査事業や浮世絵等に関する講演を
おこない，ウェールズでの日本展示への理解を促進した。

５．事業組織

　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・学芸部長
　澤田　和人　　　　　　 本館研究部・准教授　　　　　　　　福岡万里子　本館研究部・准教授
○日高　　薫　　　　　　 本館研究部・教授　　　　　　　　　三木　美裕　本館研究部・客員教授
◎大久保純一　　　　　　 本館研究部・教授

（９）「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比分析の実現を目指
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．今年度の研究計画

　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。それに対して嶺南文化財研究院の協力をあおぐ。

３．今年度の研究経過

　嶺南文化財研究院が忠北大学校へ委託している木材資料について諸般の事情により，試料採取が難しい状況であ
る。そのため，今後発掘調査が予定されている遺跡で木材が出土した場合に，情報提供いただくこととした。
　また，2016年３月に試料採取した高霊松林里土器窯跡の土器付着炭化物の放射性炭素年代測定を行った。

４．今年度の研究成果

　今年度は，高霊松林里土器窯跡の土器付着炭化物の年代測定作業が中心となった。今後，測定結果と考古学的な
分析を総合したレポートを作成し，嶺南文化財研究院に送付，2017年10月刊行予定の発掘調査報告書に掲載する予
定である。大加耶圏における初めての本格的な土器窯の調査成果であり，5，６世紀の暦年代に関する重要な成果
となる。
　木材資料については，関連する情報交換を随時行ってきたが，残念ながら試料採取には至っていない。引き続き
情報収集に努め，可能であれば試料採取，分析を行いたい。
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５．事業組織

　禹　炳　喆　嶺南文化財研究院　慶州調査究研究所・所長
　河　眞　鎬　嶺南文化財研究院・調査研究室長
◎朴　升　圭　嶺南文化財研究院・院長
　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
◎藤尾慎一郎　研究部・教授

（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国立中央博物館とは，2009年度～2012年度に古代の出土文字資料の比較研究を中心に第
２期共同研究を行った。その成果は，2014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３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 国立中央博物館が行う企画展示において，中央博の要請があれば，本館が資料貸与，図録・パネルの内容作成な

どに関して，積極的に協力を行う。
② 本館の総合展示第１展示室リニューアルに際して，中央博は，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２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
　本館の第１展示室リニューアルに際し，中央博は，資料貸与や図録・パネル・映像の内容作成に関して引き続き
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，日本側で１回，韓国側で１回，計２
回の研究会を実施する。

３．今年度の研究経過

　2016年度は連携強化のため協定を更新（第３期：2016年４月13日～2022年４月12日）し，以下の交流を行った。
共同研究会と展示協力の打ち合わせ
　第１回共同研究会を国立慶州博物館にて開催した（2016年10月21日）。報告題は以下のとおり。
　　・尹温植「慶州瑞鳳塚の発掘調査成果について」
　　・高田貫太「栄山江流域の前方後円墳と倭」
　また，研究会終了後に今後の共同研究会の打合せと展示協力の進め方について協議した。特に，本館の第１展示
室リニューアルに関して，具体的な借用資料目録を提示し，借用までの進め方について大方の合意を得た。
展示協力
　本館から，中央博の以下の２件の企画展示について，資料貸与を行った。
　　・新安沖海底沈没船から発見された遺物
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　　・美術の中の都市，都市の中の美術

４．今年度の研究成果

　本年度は予定通り共同研究会を開催することができた。国立中央博物館が発掘調査を行った慶州瑞鳳塚古墳につ
いての知見を得ることができ，また実際に調査現場を巡検することで，新羅の中心たる慶州地域の有力古墳の様相
について理解を深めることができた。また，高田報告によって，栄山江流域の前方後円墳を取り巻く歴史的背景に
ついても，議論を交わすことができた。2017年度は，2017年４月と2018年３月頃に共同研究会を開催する予定であ
る。
　歴博第１展示室リニューアルに関しては，中央博側からの積極的な協力を行う旨の回答があった。2017年度には，
借用資料の資料調査を行いながら，より具体的な借用手続きについての協議を行っていきたい。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
○キム ジンギョン　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　　　　　　　　　　三上　喜孝　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，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。これまでの交流の過程において，本館と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。

２．今年度の研究計画

　展示のための予備的研究については，2015年度より始まった共同研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系
の日韓比較研究」（2015～2017年度）において取り組んでいるが，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。ただし，両館のメンバーが展示打合せのた
めに行き来する機会は時間的にも予算的にも貴重であるため，展示のための打合せは資料調査を兼ねて行なう。
　2016年度は，日本国内では北海道の利尻島を訪れ，日本で利用される海藻の代表例であるコンブについて，その
漁法および加工法，そして食についての調査を行ない，展示に向けた議論を重ねたい。一方，韓国では全羅南道を
調査地に据え，韓国で最も高級とされ，贈答にも多く用いられるイシモチを中心に調査を行ない，展示構想につい
て話し合いたい。

３．今年度の研究経過

コンブ漁調査（７月21～26日）
　北海道函館市南茅部町において天然コンブの採取と加工および養殖昆布の採取と加工についての調査を行なっ
た。また，コンブ採取と加工の用具についても調査を行なった。国立民俗博物館によるコンブ採取と加工に使われ
る用具の収集作業への協力も行なった。
　参加メンバー：崔銀水，鄭然鶴，呉昌炫，李智喜，川村清志，松田睦彦
ガンギエイ漁調査（８月17～20日）
　全羅南道栄山市と新安郡黒山島においてガンギエイの延縄漁およびその加工，食文化についての調査を行なった。
　参加メンバー：崔銀水，鄭然鶴，呉昌炫，李智喜，川村清志，松田睦彦
国際研究集会（10月３日）
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　歴博ガイダンスルームにて，国際研究集会「近代における日本人の朝鮮出漁とその文化的影響」を開催した。

４．今年度の研究成果

　コンブ漁の調査地については，現地との人的つながり等の理由により，利尻島から函館市に変更された。また，
韓国での調査地についても，国立民俗博物館の判断により，イシモチに関する調査から，ガンギエイに関する調査
に変更された。
　北海道で行ったコンブ漁については，韓国蔚山市で調査を行なったワカメ漁と比較して，技術的な類似と相違を
明確化することができた。また，ガンギエイの延縄漁については，現在使われている鈎の形状が日本人漁民の影響
を受けたものであることが明らかとなり，展示において日韓の技術の混淆に焦点を当てることの重要性が確認され
た。また，ガンギエイの加工と食べ方に関する調査は，韓国独特の文化として印象的であったと同時に，展示へ反
映させる題材としての重要性が確認された。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
◎李　官　浩　韓国国立民俗博物館・民俗研究課長　　○崔　銀　水　韓国国立民俗博物館・学芸研究官
　鄭　然　鶴　韓国国立民俗博物館・学芸研究官　　　　呉　昌　炫　韓国国立民俗博物館・学芸研究士
　島立　理子　千葉県立中央博物館・主任上席研究員
　松尾　恒一　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　川村　清志　本館研究部・准教授
　常光　　徹　本館研究部・名誉教授　　　　　　　　○小池　淳一　本館研究部・教授
◎松田　睦彦　本館研究部・准教授

（12） 「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　西谷　大）

１．目　的

　本館との間で，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．今年度の研究計画

　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研究を共同で実
施する。また，その成果を反映した展示を，日本・台湾の双方で実施する。なお，台湾での展示は2017年６月から
の開催を予定している。

３．今年度の研究経過

　展示打合せ，関連資料調査及び研究会などを以下のとおり行った。
また，国際展示「台湾と日本―震災史とともにたどる近現代―」（2017年１月11日～２月19日，於本館）を開催した。
（7月24～27日　於台湾）
　台湾歴史博物館において，震災展についての打合せを行った。また，921地震教育園区展示館（台中市）などで
展示にかかる資料調査を行った。
参加者：西谷，荒川，原山，樋浦（本館）
　　　　謝仕淵，陳怡宏（台湾史博）

（9月9日　於本館）
震災展の展示内容についての打合せを行った。
参加者：荒川，原山（本館）
　　　　林（関西大）

（11月9日　於本館）
震災展についての打合せを行った。
参加者：西谷，荒川，原山，樋浦（本館）
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　　　　陳怡宏，江明珊，趙小菁，張淑卿（台湾史博）

（1月12日　於本館）
国際展示「台湾と日本―震災史とともにたどる近現代―」オープニングに台湾史博から以下の者を招へいした。オー
プニング終了後，研究会を開催し，館蔵資料の調査を行った。
参加者：西谷，荒川，樋浦，原山（本館）
　　　　王長華，謝仕淵，陳怡宏（台湾史博）

（3月8～12日　於台湾）
展示資料の返却，台湾における震災展示に係る打合せを行うとともに，継続して行う予定の災害に関する共同研究
のほか，新たな共同研究テーマの発掘をめざし，「原住民」に関する共同調査を行った。
参加者：西谷，荒川，樋浦（本館）　※桝藤企画・渉外係員も同行した。
　　　　王長華，謝仕淵，陳怡宏，江明珊，趙小菁，王美雯ほか（台湾史博）

　このほか，平成28年度短期招へい外国人研究員として陳怡宏氏を招へいした（受入教員：荒川章二）。

４．今年度の研究成果

　研究成果は以下の３点にまとめることができる。
ａ　国立台湾歴史博物館との共同研究の具現化
　成果を展示で公開する過程で，双方の資料やこれまでの研究に基づいて共同研究を行えたことが大きな成果とい
える。今後，双方の共同研究を進めるうえで，「資料に依拠する」という基本的な研究方法の方向性について互い
に共通認識を得たことも成果として指摘できる。
ｂ　成果を展示として公開
　共同研究の成果を，国際展示「台湾と日本─震災史とともにたどる近現代─」として公開した。
　研究内容としては，人文系と理系のさまざまな分野の台湾や日本の研究者が協力することで，これまでにない資
料の見方や歴史に関する新たな視点を提供したことが成果として指摘できる。
ｃ　今後の共同研究の方向性の検討
　本館と国立台湾歴史博物館が，今後，推進する共同研究について検討することができた。例えば，本館が所蔵す
る台湾の「原住民」資料に依拠した研究や，植民地時代の教育問題など，双方が共同で研究することで，独創的な
研究を推進する可能性が芽生えた。
　今後も引き続き共同研究を展開する課題を発見できただけでなく，組織と研究者同士のネットワークが確立でき
たことも大きな成果といえる。

５．事業組織

◎謝　仕　淵　　国立台湾歴史博物館　副研究員・研究組長
○陳　怡　宏　　国立台湾歴史博物館・助理研究員
　林　　能成　　関西大学・教授　　　　　　　荒川　章二　　本館研究部・教授
　中野　　良　　立教大学・兼任講師　　　　　松田　睦彦　　本館研究部・准教授
　樋浦　郷子　　本館研究部・准教授　　　　　川村　清志　　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
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［国際シンポジウム］

「シーボルト・コレクションから考える」

会　　場：国立歴史民俗博物館　講堂
会　　期：2016年７月30日
参 加 者：166人　（うち外国人１人）

１．開催趣旨

　これまで注目される機会の少なかったフィリップ フランツ フォン シーボルトの二度目の来日時の収集資料に
焦点をあて，その特色を明らかにするとともに，19世紀という時代におけるシーボルトの日本紹介の意図と意義に
ついて認識を深める機会とした。また，人間文化研究機構が2010年度から推進してきた「日本関連在外資料の調査
研究」事業により，ミュンヘン五大陸博物館におけるシーボルト・コレクションの調査に関わったメンバーによる
各分野からの報告をもとに構成し，7月12日（火）～９月４日（日）開催の企画展示「よみがえれ！ シーボルトの
日本博物館」の関連行事とした。

２．開催内容

13：00 開会の挨拶　久留島浩（本館館長）
13：05 趣旨説明　　日高　薫（本館研究部・教授）
13：15 基調講演　ブルーノ リヒツフェルト（ミュンヘン五大陸博物館・副館長）
 「ミュンヘンのシーボルト・コレクションと日本展示」
14：05 報告１　原田博二（長崎純心大学・講師）
 「シーボルト・コレクション中の長崎関係資料について」
14：30 休憩
14：45 報告２　青山宏夫（本館研究部・教授）
 「シーボルト・コレクションの地図」
15：10 報告３　佐々木守俊（岡山大学・准教授）
 「海外に持ち出された仏教彫刻」
15：35 報告４　櫻庭美咲（本館研究部・機関研究員）
 「シーボルト・コレクションの陶磁器」
16：00 質疑応答
16：25 閉会の挨拶

３．総　括

　開催中の企画展示「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」の関連行事として，展示のもととなった人間文化
研究機構「日本関連在外資料の調査研究」によるシーボルト・コレクションの調査に関わったメンバーによる各分
野からの報告をもとに構成した。
　展示の中では尽くせなかった内容を多く含み，シーボルト・コレクション研究の現状と，本館が中心に推進して
きた共同研究の方法と成果について研究者や市民に理解してもらうことができた。

「Digital Scholarship in History and the Humanities」

会　　場：東京大学本郷キャンパス福武ホール
会　　期：2016年９月12日
参 加 者：89人　（うち外国人10人）

１．開催趣旨

　基幹研究プロジェクト「総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源の共同利用基盤構築」の核となる情
報基盤の構築にあたっては，国内外の大学教員等の人文情報学研究者の協力が不可欠である。総合資料学の一環と
して，国際シンポジウム“Digital Scholarship in History and the Humanities” を，人文情報学の国際学術団体で
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ある日本デジタル・ヒューマニティーズ学会と共催することで，国内外の研究者へ向けて総合資料学の研究成果を
専門的なレベルで発信し，また国内外の研究者とのディスカッションを行うことで，総合資料学をより発展させる
ための足がかりとする。

２．開催内容

15：00～18：00
　　　講演１　“The Humanities， the Liberal Arts and the University in a Digital World”
　　　　　　　　ピーター Ｋ ボル（ハーバード大学・教授・プロボスト）
16：10～16：20　休憩
　　　講演２　“Academic properties and Digital Archives”
　　　　　　　　久留島典子（東京大学・教授）
　　　講演３　“ Making Database of City Life from Genre Paintings - Persons' Database of 16th Century 

Rakuchu-rakugai-zu Byobu（Scenes In and Around Kyoto Screens）”
　　　　　　　　小島道裕（本館研究部・教授）
17：20～17：40　休憩
　　　パネルディスカッション及び公開討論
18：00　閉会

３．総　括

　本シンポジウムは，基幹研究プロジェクト「総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源の共同利用基盤
構築」の核となる情報基盤の構築にあたり，国内外の大学教員を中心とした人文情報学研究者へ向けて，総合資料
学の研究成果を専門的なレベルで発信すること，また国内外の研究者との討議を行うことで，総合資料学をより発
展させるための契機にすることを目的として開催した。
　当日は，国内大学の教員を中心に，海外７カ国・地域の大学教員を含む89名の参加者を得た。日本最大規模の人
文情報学コミュニティである日本デジタル・ヒューマニティーズ学会の年次大会参加者が例年50名前後であること
を踏まえると，本シンポジウムはメタ資料学研究センターと研究者との連携強化，各大学等の研究能力の底上げ，
研究者の人的ネットワークの形成に大きく貢献したといえる。

「第10回 国際シーボルトコレクション会議2016 in Nagasaki」

会　場：長崎歴史文化博物館，長崎ブリックホール国際会議場
会　期：2016年10月20日～22日
参加者：３日間でのべ450人（うち外国人20人）
主　催：日本博物館シーボルトハウス（オランダ），国立歴史民俗博物館
共　催：長崎市，長崎歴史文化博物館
協　賛：日本万国博覧会記念基金，東芝国際交流財団，ライデン大学エイリオン財団（オランダ）
後　援：長崎自動車株式会社，長崎日蘭協会，シーボルト宅跡保存基金管理委員会，オランダ大使館

１．開催内容

第１日目
開会挨拶
第１セッション『シーボルトコレクション』
座長：大場秀章（東京大学総合研究博物館）
　　　＆マルティエン ファン オーイエン（ナチュラリス国立自然史学博物館）
10：00-10：25 レギーネ マティアス（ボーフム大学）
  「ボーフム大学所蔵シーボルディアナ・コレクションの授業活用」
10：45-11：10 ハルメン ボイケルス（ライデン大学）
  「ライデン大学図書館のシーボルトコレクション」
11：30-11：55 ダン コック（ライデン国立民族学博物館）
  「絵画・版画コレクションに見るシーボルトの個人的，そして研究的興味領域」
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第２セッション『シーボルトの遺産』
座長：佐々木猛智（東京大学総合研究博物館）
　　　＆ヴォルフガング クライン ラングナー（シーボルト博物館）
13：30-13：55 ウド バイライス（シーボルト博物館）
  「シーボルトの最期」
14：15-14：40 アンドレアス メッテンライター（シーボルト博物館）
  「ビュルツブルクのシーボルト胸像」
15：25-15：50 姫野順一（長崎大学）
  「鳴滝塾で撮影されたシーボルト父子の写真再考：長崎の写真史の中で」
16：10-16：35 原田泰・三野宮定里（はこだて未来大学）
  ＆ヴォルフガング クライン ラングナー（シーボルト博物館）
  「シーボルト関連データベース」

第２日目
第１セッション『シーボルト：出版に向けて』
座長：ハルメン ボイケルス（ライデン大学）＆三河内彰子（東京大学総合研究博物館）
10：00-10：25 野口憲治＆波多野純（日本工業大学）
  「シーボルトの町家模型は長崎の町家をモデルにつくられた」
10：45-11：10 田賀井篤平（東京大学総合研究博物館）
  「ビュルガーとベイマによる山の高さの決定について」
11：30-11：55 ウラン レメリンク（ライデン大学）
  「シーボルトコレクションの植物図を通して見るシーボルトと江戸時代の日蘭関係」

第２セッション『シーボルトの書簡を中心に』
座長：レギーネ マティアス（ボーフム大学）＆松井洋子（東京大学史料編纂所）
13：30-13：55 ルドルフ エッフェルト（ライデン大学）
  「シーボルトとアレキサンダー・フォン=フンボルト」
14：15-14：40 マルティエン ファン=オーイエン（ナチュラリス国立自然史学博物館）
  「シーボルトとテッミンク，シュレーゲル」
15：25-15：50 ジム ベルナルド（日本博物館シーボルトハウス）
   「貿易と外交関係における日本開国の新見識：ブランデンシュタイン家所蔵文書の書簡に基づい

て」
16：10-16：35 イサベル 田中 ファン=ダーレン（東京大学史料編纂所）
  「オランダ通詞北村元助とそのシーボルト動植物研究への貢献」

第３日目
午前のセッション
座長：コンスタンティン フォン ブランデンシュタイン ツェッペリン（ブランデンシュタイン家）
　　　＆宮坂正英（長崎純心大学）
10：00-10：05 長崎市長挨拶
10：05-10：35 久留島浩（本館館長）
  「国際シーボルトコレクション会議の意義とシーボルトコレクションの魅力」
  クリス スヒールメイヤー（日本博物館シーボルトハウス，会議主催者）
  「シーボルトハウス：過去・現在・将来」
10：35-11：05 大場秀章（東京大学総合研究博物館），秋山忍（国立科学博物館），
  ヘラルト タイセ（ナチュラリス国立自然史学博物館），
  ハーヨー エッサー（バイエルン州植物標本館）
  「シーボルトとツッカリーニにより日本から発表された新属」
11：10-11：40 ヘラルト タイセ（ナチュラリス国立自然史学博物館）
  「シーボルト植物栽培会社の繁栄と衰退」
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11：45-12：15 スヱン オースタカンプ（ボーフム大学）
  「吉雄権之助の蘭日比較文法を求めて」
午後のセッション
座長：午前のセッションに同じ
13：30-13：50 小林淳一（東京都江戸東京博物館）
  「シーボルトの日本博物館構想とコレクションの活用―『人物画帳』を中心として―」
13：55-14：25 原田博二（長崎純心大学）
  「慶賀の絵から確認された，日本で唯一の道観・崇玄観」
14：30-15：00 大久保純一（本館）
  「シーボルトの花鳥画と風景画収集の観点」
14：30-15：00 マティ フォラー（ライデン国立民族学博物館）
  「シーボルトと北斎：ブランデンシュタイン城文書から特定する新出北斎６点」
15：40-16：10 日高薫（本館）
  「シーボルトの日本博物館を復元する―国立歴史民俗博物館による巡回展示の意図するもの」

２．総　括

　「第10回国際シーボルトコレクション会議2016 in Nagasaki」を長崎でオランダ，ライデンのシーボルトハウス
とともに共同主催し，５名が報告をおこなった。会議は一般にも公開され，人文科学と自然科学の分野におけるシー
ボルトに関する最新の研究報告と議論が活発におこなわれた。ドイツ・オランダ・日本の研究者によって組織され
ているこの学会を通じて，研究者間の連携が強化され，とくに歴博が公開中のデータベースについては関心が集ま
り，より自由なデータ公開の必要性を訴える意見が寄せられた結果，所蔵者側の理解が得られ，画像の一般公開に
向けて大きな前進があった。同会議に関する報告が，OAG会報（2016年12月号・ネット配信）に掲載された（http://
www.oag.jp/images/reports/Notizen1612_Franz.pdf）ほか，新聞にも連日報道された。

［国際研究集会］

「近代における日本人の朝鮮出漁とその文化的影響」

会　　場：国立歴史民俗博物館　ガイダンスルーム
会　　期：2016年10月３日
参 加 者：39名（うち外国人８人）

１．開催趣旨

　現在本館では国立民俗博物館の協力のもと共同研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」
（研究代表者：松田睦彦）を進めている。この共同研究は日本と韓国の海にかかわる文化（漁撈技術・食文化・信
仰等）の比較を目的としているが，その前提として近代における日本の影響を考えておくことは必須である。
　19世紀後半以降，外交上の日本の優位な立場のもと，また，日韓併合による植民地支配のもと，日本漁民の朝鮮
半島近海への出漁や朝鮮半島における漁村の形成が盛んに行なわれた。その結果，韓国の漁撈技術や食文化には少
なからぬ改変が加えられ，現在でもその影響が確認される。したがって，日本漁民の出漁の実態と，そのことが韓
国文化に与えた影響について明らかにすることは，日韓比較を行なう上での基礎的作業となる。
　そこで，本国際研究集会では，日本漁民の朝鮮出漁とその影響をテーマに据え，日韓の３名の研究者の発表にも
とづいて議論を行なった。

２．開催内容

13：00　開会あいさつ〔青山宏夫・本館・副館長〕
13：05　趣旨説明〔松田睦彦・本館研究部・准教授〕
13：30　 瀬戸内漁民の朝鮮海出漁と技術移─潜水器漁民の事例を中心にして─〔磯本宏紀・徳島県立博物館・主任〕
14：30　韓日海域の海洋資源と海女の移動〔安美貞・国立韓国海洋大学校・研究教授〕
15：30　休憩



127

Ⅰ−４　国際交流

15：40　 韓国の植民地期のイワシ漁業技術と漁民の生活の変化―日韓市場統合の社会文化的影響を中心に―〔呉昌
炫・国立民俗博物館・学芸研究士〕

16：40　討論
17：00　閉会

３．総　括

　本国際研究集会では近代における日本人の朝鮮海出漁を文化的な接触と浸透の機会ととらえ，その歴史的経緯と
現代にまでつながる影響を，既存の文献資料のみならず，フィールドで採集された記録や語りから明らかにするこ
とを目的とした。３名による発表はそれぞれ，瀬戸内海からの器械潜水漁，済州島海女の日本帝国内の移動，植民
地期朝鮮のイワシ漁と食文化の変化を扱ったものであった。そこで提出された重要な論点は，植民地期における日
本漁民の影響を，今後，韓国国内でどのようにとらえることができるかであったが，従来の植民地近代化論と植民
地収奪論の対立を乗り越えるためには，フィールドワークを中心とした調査を充実させ，生活の現場から歴史を描
く必要があるという認識で一致した。また，こうした課題は，日本の旧植民地の各国・地域とも共有可能であるこ
とも確認された。

「総合資料学と展示・教育活動モデルの構築」

会　　場：国立歴史民俗博物館　第３会議室，東京国立博物館
会　　期：2017年１月28日～１月29日
参 加 者：39名（うち外国人８人）

１．開催趣旨

　基幹研究プロジェクト「総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源の共同利用基盤構築」では，海外の
日本研究者や東アジア研究者が日本国内の資料にアクセスしやすくなる環境を整えることを目指し，資料情報の英
訳化とともに多分野型の研究情報を蓄積した情報基盤の構築を進めている。
　今回，資料情報のデジタル化が進んでいるといわれる台湾と韓国から博物館研究者を招聘し，それぞれの館の資
料情報の管理・運営の方法，課題，研究成果や展示について報告してもらい，相互に議論を行うことは，大学教員
を含む総合資料学の共同研究員へ東アジアの研究機関に関する情報を提供する機会となるとともに，本館と東アジ
アの研究機関との連携強化につながり，今後総合資料学で進める国際発信・研究連携に寄与するものである。

２．開催内容

2017年１月28日（土）13：00～17：00
13：00～13：15　報告１：「研究会の趣旨と総合資料学の問題点」
　　　　　　　　報告者　西谷大（本館研究部・教授）
13：15～13：45　報告２：「総合資料学とシステム構築」
　　　　　　　　報告者　後藤真（本館研究部・准教授）
13：45～14：45　報告３：「博物館資源与数位人文学―以「台史博」為例」
　　　　　　　　報告者　謝仕淵　（國立臺灣歷史博物館・研究組長）
（休憩10分）
14：55～15：55　報告４：「韓国博物館所蔵品総合DB構築事業と文化遺産標準管理SYSTEM」
　　　　　　　　報告者　権赫山　（韓国国立中央博物館・学芸研究士）
（休憩10分）
16：05～17：00　討論

2017年１月29日（日）10：00～15：00
展示調査及び東博におけるデジタルアーカイブについての解説・質疑応答
解説者　村田良二（東京国立博物館・室長）
　　　　10：00～10：30　集合，全体説明
　　　　10：30～11：30　 村田室長による解説「国立博物館所蔵品総合検索システムと東京国立博物館でのデジ

タル化」
　　　　11：30～12：15　討論
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　　　　12：15～15：00　昼食，のち展示調査

３．総　括

　本国際研究集会では，アジアにおける資料情報デジタル化・デジタル資料活用の先進地域である韓国・台湾から
研究者を招聘した。デジタルをめぐる海外の先進的な取組を把握し，また日本国内の取組について海外の研究者と
議論することで，総合資料学という場を通した国際学術交流を推進することを目的とした。
　１日目は，各国で博物館の資料のデジタル化をどのように行い，利用しているのか，また現在の問題点と今後の
方向性について，それぞれに紹介しつつ討論を行った。本館からは総合資料学の概要と経緯を説明するとともに，
ワークショップ１に関わって，現在進行している歴史資料の情報化モデルの説明とシステムの実演を行った。國立
臺灣歷史博物館の謝仕淵先生は，博物館における資料のデジタル化とその運用について重点をおいて紹介した。デ
ジタル技術を展示に利用しながら，観客調査を行いさらに改善していくという，いわば資料に関わる多様な研究を
循環させていく方法を確立させようとしていることが特徴である。韓国国立中央博物館の権赫山先生は，韓国が国
家事業として取り組んでいる，博物館の所蔵資料の統合データベースと，その管理システムについて紹介した。特
に，韓国内の博物館のデータベースがすでに１つのシステムで統合されて，検索機能や資料画像の利用が個々の博
物館単位ではなく，国内の博物館全体の資料群を横断的に利用可能な点に特徴がある。
　２日目は，東京国立博物館へ赴き，所蔵資料検索システムとデジタルアーカイブについての解説を受けた。討論
では，文化財の修復方法，動画や音声を含めた所蔵資料の管理システムやデータベース化の状況などに関する質問
が出され，台湾・韓国の状況との違いについても話し合いを行った。

［外国人研究員］

氏　　名 所　　属 研究課題 期　間

シナン レヴェント トルコ
アンカラ大学 日本の戦後政治史－政治思想を中心に－ 2016.6.1～

2016.8.31

チェ ヨンミン 韓国
ハンシン大学校博物館

金属学的分析結果にみる日本の弥生～古墳時
代の製鉄技術研究

2016.9.1～
2016.11.30

ジョン ヨンハク 韓国
国立民俗博物館

日本国立歴史民俗博物館所蔵の漁具および海
洋信仰遺物に関する研究

2016.12.5～
2017.3.5

［短期招へい外国人研究者］

氏　　名 所　　属 研究課題 期　間

陳　怡　宏 台湾
国立台湾歴史博物館

震災と日本総力戦体制との関連―1935年新
竹・台中州大地震を例として

2016.5.20～
2016.6.18

陳　有　貝 台湾
国立台湾大学 考古学資料から見た民族の形成 2016.7.7～

2016.7.20

キム ミドリ 韓国
国立金海博物館 韓半島と倭における甲胄製作技術の比較研究 2016.8.1～

2016.8.26

［協定締結機関との交流］

招　聘

氏　名 所　属 用　　務 期　間

コ ギョンジュン 韓国
財団法人大韓文化財研究院 協定に基づく研究者交流 2016.4.11～

2016.5.11

ジョ スンヨン
グ ミンギョン
イム ハンスル

韓国
国立民俗博物館

多文化クロミ作成に係る資料調査
歴博博物館活動の視察（子供向け対応） 2016.4.27



129

Ⅰ−４　国際交流

陳　怡　宏
台湾
国立歴史博物館

短期招へい外国人研究者として研究のため滞在 2016.5.20～
2016.6.18

王　美　雯 震災展示に係る打合せ及び資料調査 2016.5.30～
2016.6.5

ブルーノ リヒツ
フェルト ドイツ

五大陸博物館

クーリエ，民俗研究および国際シンポでの発表の
ため

2016.7.5～
2016.8.1

クリスティン クロン 企画展示オープンなどのため 2016.7.7～
2016.7.18

チェ ウンス
イ ジヒ
ジョン ヨンハク
オ チャンヒョン

韓国
国立民俗博物館 共同研究 2016.7.21～

2016.7.26

イ ヨンチョル

韓国
財団法人大韓文化財研究院

科学研究費（基盤Ｃ　16k03173）『朝鮮半島西南
部の前方後円墳をめぐる倭と馬韓の交渉史」の第
１回共同研究会

2016.8.5～
2016.8.8

ジョン イル
イム ジナ

基盤研究４『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―』
第５回共同研究会「栄山江流域における前方後円
墳の歴史的意義」

ウォン クムオク
イム ソクビン
ペク

韓国
国立中央博物館

歴博の教育プログラムの調査及び展示（寺子屋れ
きはく，たいけんれきはく）視察 2016.9.29

チェ ウンス
イ ジヒ

韓国
国立民俗博物館

歴博国際研究集会「近代における日本人の朝鮮出
漁とその文化的影響」への参加及び共同研究

2016.9.29～
2016.10.6

オ チャンヒョン 2016.10.3～
2016.10.5

ジョン ヨンハク 2016.10.3～
2016.10.6

キム チョルミン
ユ ホソン

韓国
国立ハングル博物館 学術交流協定に係る打合せ 2016.10.6

陳　怡　宏
江　明　珊
趙　小　菁
張　淑　卿

台湾
国立歴史博物館 震災展打合せ，資料調査など 2016.11.8～

2016.11.10

イ スミ
チェ ヘジョン

韓国
国立中央博物館 資料返却，表敬訪問 2016.11.30

朴　竣　鎬 韓国
国立ハングル博物館

共同研究「中世文書の様式と機能および国際比較
と活用に関する研究」

2016.12.1～
2016.12.3

ジョン ヨンハク 韓国
国立民俗博物館 外国人研究員として研究のため滞在 2016.12.5～

2017.3.5

王　長　華
謝　仕　淵
陳　怡　宏

台湾
国立台湾歴史博物館 展示特別開会式などへの出席及び研究会 2017.1.10～

2017.1.12

イ ミョンオク 韓国
国立文化財研究所

韓国国立文化財研究所との研究者交流
（基盤研究：中世東アジア海域における琉球の動
態に関する総合的研究）

2017.1.16～
2017.2.12

イ ヨンチョル
ジョン　イル

韓国
財団法人大韓文化財研究院

基盤研究４『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―』

2017.2.2～
2017.2.5

ジョン イル
イム ジナ

韓国
財団法人大韓文化財研究院

基盤研究４『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―』
第６回共同研究会「栄山江流域における前方後円
墳の歴史的意義」

2017.2.19～
2017.2.22
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派遣　※協定機関における用務を抜粋

氏　名 行　先 用　　務 期　間

西谷　大
韓国
国立民俗博物館 海の生産と信仰・儀礼に関する調査

2016.4.27～
2016.5.3

川村　清志
松田　睦彦

2016.4.28～
2016.5.3

林部　均
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資料調
査

2016.5.18～
2016.5.21

三上　喜孝
後藤　真
渋谷　綾子

台湾
国立台湾歴史博物館

総合資料学の紹介，震災展など今後の事業協議と
博物館資料等の状況調査

2016.5.25～
2016.5.29

西谷　大

総合資料学の紹介，震災展等今後の事業協議と博
物館資料等の状況調査
生業研究にかかる現地調査および博物館資料等の
状況調査

2016.5.25～
2016.6.1

久留島　浩 ドイツ
ドイツ歴史博物館

ドイツ歴史博物館 視察およびワークショップ講
演

2016.5.30～
2016.6.3

高田　貫太
キム ホンソク
齋藤　努
箱崎　真隆

韓国
国立釜山大学校博物館
東亜細亜文化財研究院

東亜細亜文化財研究院での国際交流事業に関する
打合せならびに国立釜山大学校博物館との学術交
流協定の更新および国際交流事業に関する打合せ

2016.6.6～
2016.6.9

藤尾慎一郎
坂本　稔

韓国
国立釜山大学校博物館

国立釜山大学校博物館との学術交流協定の更新お
よび国際交流事業に関する打合せ

2016.6.7～
2016.6.9

西谷　大
荒川　章二
原山　浩介
樋浦　郷子

台湾
国立台湾歴史博物館

2016年度特集展示「台湾と日本」に係る国立台湾
歴史博物館との打合せ及び関連資料の調査

2016.7.24～
2016.7.27

松田　睦彦
韓国
国立民俗博物館

韓国国立民俗博物館とのカタクチイワシおよびガ
ンギエイ漁に係る共同調査及び調査についての打
合せ

2016.8.15～
2016.8.20

川村　清志 2016.8.16～
2016.8.20

高田　貫太 韓国
国立文化財研究所

韓国国立文化財研究所との研究者交流（国立羅州
文化財研究所の発掘調査・資料調査への参加）

2016.9.18～
2016.10.1

川村　清志 韓国
国立民俗博物館

韓国国立民俗博物館のフェローシップ制度による
韓国と日本における海の生産と信仰・儀礼に関す
る調査・研究

2016.9.21～
2016.11.4

キム ホンソク 韓国
国立文化財研究所 韓国国立文化財研究所との研究者交流 2016.9.28～

2016.10.11

高田　貫太 韓国
財団法人大韓文化財研究院

大韓文化財研究院との学術交流協定に基づく国際
シンポジウムへの参加（発表に対する討論者とし
ての招へい）

2016.10.12～
2016.10.16

藤尾慎一郎

韓国
国立中央博物館

韓国国立中央博物館との学術交流協定に基づく研
究会への参加

2016.10.19～
2016.10.21

キム ホンソク
高田　貫太

韓国国立中央博物館との学術交流協定に基づく研
究会での発表と慶州瑞鳳塚シンポジウムへの参加

2016.10.19～
2016.10.22

松木　武彦 韓国国立中央博物館との学術交流協定に基づく慶
州瑞鳳塚シンポジウムへの参加

2016.10.20～
2016.10.22

三上　喜孝 韓国
国立文化財研究所

韓国国立文化財研究所との交流事業にもとづく資
料調査

2016.10.30～
2016.11.4

日高　薫 オーストリア
ウィーン世界博物館

ウィーンにおける在外プロジェクトに関する調査
及び打合せ

2016.11.19～
2016.11.22



131

Ⅰ−４　国際交流

久留島　浩 オーストリア
ウィーン世界博物館

ウィーンにおける在外プロジェクトに関する調査
及び打合わせ

2016.11.19～
2016.11.23

野村　彩 オーストリア
ウィーン世界博物館 ウィーン世界博物館との協定締結に係る打合せ 2016.11.19～

2016.11.23

高田　貫太 韓国
国立慶州文化財研究所

韓国国立慶州文化財研究所による慶州月城，新羅
王宮遺跡，チョクセン古墳群の発掘調査現場の巡
検と資料調査

2016.11.23～
2016.11.26

林部　均 韓国
国立文化財研究所

韓国国立文化財研究所との研究者交流（慶州月城，
新羅王宮遺跡，チョクセン古墳群の発掘調査現場
の巡検と資料調査）

2016.11.23～
2016.11.26

久留島　浩

韓国
国立ハングル博物館

韓国国立ハングル博物館との協定調印式及び国際
シンポジウム「韓中日の文字の現代的創造」への
参加

2016.11.24～
2016.11.26

三上　喜孝
キム ホンソク

韓国国立ハングル博物館との協定調印式及び国際
シンポジウム「韓中日の文字の現代的創造」への
参加並びにソウル歴史博物館における研究交流の
展望調査

2016.11.24～
2016.11.27

西谷　大
荒川　章二
原山　浩介

台湾
国立台湾歴史博物館

特集展示「台湾と日本　震災史とともにたどる近
現代」に関わる資料借料

2016.12.8～
2016.12.10

西谷　大
荒川　章二

台湾
国立台湾歴史博物館

特集展示「台湾と日本―震災史とともにたどる近
現代―」に係る資料返却および歴博原住民所蔵資
料・地震に関する共同研究の可能性についての検
討等

2017.3.8～
2017.3.12

久留島　浩
大久保純一

イギリス
ウェールズ国立博物館

ウェールズ国立博物館開催の「日本展」（平成31
年度予定）のためのイギリス国内での資料調査お
よび同展に関係する諸機関との打合せ

2017.3.14～
2017.3.18

［海外派遣］

氏　名 行　先 用　　務 期　間

共同研究

西谷　大 韓国 共同研究「歴史にみる人と自然の関係史」に関わ
る市場と定期市の現地調査

2016.10.10～
2016.10.14

小池　淳一 韓国
共同研究基盤５「海の生産と信仰・儀礼をめぐる
文化体系の日韓比較研究」における韓国の旧正月
にみられる海の文化の調査

2017.1.26～
2017.1.31

仁藤　敦史
高田　貫太
上野　祥史
金　跳　咏

韓国

基盤研究４『古墳時代・三国時代における日朝関
係史の再構築―倭と栄山流域の関係を中心に―』
に係る第６回共同研究会「研究総括ならびに錦江
流域の集落と古墳の踏査」の開催

2017.2.19～
2017.2.22

科学研究費補助金

高田　貫太 韓国

科研費基盤研究C「朝鮮半島西南部の前方後円墳を
めぐる倭と馬韓の交渉史」ならびに「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－」にともなう栄山江流域
出土埴輪の調査

2016.5.24～
2016.5.27

渋谷　綾子 アメリカ Seventh Worldwide Conference of the SEAAへの
参加と研究発表

2016.6.7～
2016.6.14

坂本　稔 イギリス
第８回「放射性炭素と考古学」国際シンポジウム（８
th Internat iona l  Sympos ium of  14C ＆ 
Archaeology）における研究成果の報告

2016.6.26～
2016.7.2
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渋谷　綾子 フランス 17th Conference of the International Work Group 
for Palaeoethnobotanyへの参加と研究発表

2016.7.6～
2016.7.10

箱﨑　真隆 韓国 ウリ文化財研究院との打合せ・韓国出土木材資料
の調査

2016.7.18～
2016.7.19

久留島　浩 ドイツ 科研の研究の為の調査・情報収集・意見交換 2016.8.2～
2016.8.8

櫻庭　美咲
スイス
ドイツ
オランダ

基盤Ｂ「東方貿易と東洋趣味コレクション…」に
関する調査研究によるアリアナ美術館の陶磁器調
査および基盤Ｃ「ザクセン選帝侯アウグスト二世
旧蔵…」に関する調査研究によるドレスデン国立
美術館磁器コレクション館の陶磁器調査

2016.8.2～
2016.8.22

樋浦　郷子 台湾 台南・高尾地域における日本植民地時代の学校文
書史料調査

2016.8.7～
2016.8.13

三上　喜孝 韓国 朝鮮半島前近代における仏教信仰関連遺物と葬送
関連遺物の調査

2016.8.15～
2016.8.21

櫻庭　美咲 オランダ
スロヴァキア

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」
（研究代表者：日高薫）に関する調査研究による
資料調査

2016.11.17～
2016.11.27

日高  薫 スロヴァキア 科学研究費補助金「東西貿易と東洋趣味コレクショ
ン」に関する資料調査

2016.11.23
～

2016.11.28

島津　美子 オーストリア 在ウィーン日本関連染織資料，近代産業関連資料
の調査

2017.2.6～
2017.2.14

三上　喜孝 韓国 韓国の古文書に関する資料調査ならびに研究打合
せ

2017.2.7～
2017.2.9

原山　浩介 アメリカ 日系移民資料の調査及び交流事業に関する打合せ 2017.2.13～
2017.2.19

樋浦　郷子 韓国 科研（日本植民地の学校教育に見る民族意識の形
成）にかかる調査

2017.2.22～
2017.2.27

澤田　和人 アメリカ メトロポリタン美術館が所蔵する野村正冶郎旧蔵
の染織品の調査研究

2017.2.22～
2017.3.3

渋谷　綾子 中国 中国浙江省良渚遺跡群における研究打合せおよび
現地調査

2017.2.27～
2017.3.5

内田　順子 カナダ 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

2017.3.4～
2017.3.12

樋浦　郷子 台湾
科研（植民地期台湾・朝鮮の国民教化装置に関す
る横断的調査研究）にかかる調査及び共同研究（研
究代表者：西谷大）にかかる生業比較調査

2017.3.5～
2017.3.12

福岡万里子 アメリカ 幕末の初代駐日アメリカ代表タウンゼント・ハリ
スの事蹟に関する調査

2017.3.11～
2017.3.25

原山　浩介 アメリカ 日本人移民の資料に関する調査研究 2017.3.20～
2017.3.27

松尾　恒一 中国
広島大学荒見教授代表科研に関わる，日中交流史，
特に宮廷・仏教儀礼の歴史と民俗についての共同
調査，研究のための清華大学劉暁峰教授との会合

2017.3.25～
2017.3.28

機構基幹研究プロジェクト

原山　浩介 アメリカ アメリカにおける日本語教育史に関わる資料調査
および研究打合せ

2016.6.5～
2016.6.9

荒木　和憲
田中　大貴
村木　二郎

韓国
基幹研究「中世日本の国際交流における海上交通
に関する研究」に関わる海外調査及び国際会議参
加

2016.10.25～
2016.10.29
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三木　美裕
（客員教授） イギリス

日本関連在外資料調査研究・活用事業にかかる資
料調査，講義及びウェールズ国立博物館における
日本特別展覧会のための打合せ

2016.11.12～
2016.11.22

三木　美裕
（客員教授） イギリス

日本関連在外資料調査研究・活用事業にかかる資
料調査及び活用事業の一環として開催する日本特
別のための打合せ

2016.12.10～
2016.12.20

日高　薫
櫻庭　美咲
勝田　徹

オーストリア
「日本関連在外資料調査研究・活用」プロジェク
トにおける資料調査ウィーン世界博物館における
日本関連資料の調査

2017.2.5～
2017.2.12

2017.2.5～
2017.2.19

原山　浩介 アメリカ 日移民資料の調査および交流事業に関する打合せ 2017.2.5～
2017.2.10

工藤雄一郎
長岡　枝里 オーストリア

「日本関連在外資料調査研究・活用」プロジェク
トにおける資料調査ウィーン世界博物館における
日本関連資料の調査

2017.2.12～
2017.2.19

澤田　和人 ドイツ

機構基幹研究プロジェクト「ヨーロッパにおける
19世紀日本関連資料の調査と活用」の一環として，
ロートリンゲン大学所蔵のベルツ・コレクション
の調査

2017.2.12～
2017.2.18

工藤雄一郎
櫻庭　美咲
勝田　徹

ドイツ

基幹研究ヨーロッパにおける19世紀日本関連資料
調査・活用―日本文化発信にむけた国際連携のモ
デル構築―による五大陸博物館所蔵シーボルト子
（アレキサンダー，ハインリッヒ）コレクション
調査

2017.2.28～
2017.3.6

三木　美裕
（客員教授） イギリス 日本関連在外資料調査研究・活用事業にかかる資

料調査・覚書締結ならびに打合せ等
2017.3.4～

2017.3.21

その他の調査・研究・学会・シンポジウム等

松田　睦彦 韓国 海の生産と信仰・儀礼に関する調査 2016.4.28～
2016.5.3

松木　武彦 アメリカ 東アジア考古学会への参加
カホキア遺跡の踏査

2016.6.5～
2016.6.15

高田　貫太 韓国 総合展示第１室新構築にかかわる複製製作立会い 2016.7.24～
2016.7.30

関沢まゆみ 韓国 韓国民俗学の研究状況および研究者情報について
の打合せ

2016.8.24～
2016.8.25

三上　喜孝 韓国 総合展示第１室新構築にかかわる複製製作立会い 2016.10.16～
2016.10.22

荒木　和憲
福岡万里子 中国

広州博物館・鴉片戦争博物館見学及び旧省城カン
トン貿易・両次アヘン戦争関係史跡巡検，旧ポル
トガル植民地・カントン貿易・両次アヘン戦争関
係史跡を巡検及びマカオ博物館・海事博物館見学

2016.12.22～
2016.12.27

小島　道裕 韓国 共同研究にかかる古文書の比較研究についての協
議，および資料・展示等についての調査

2017.2.6～
2017.2.8

他の研究機関の依頼による海外調査・研究等

青山　宏夫 アメリカ 国際シンポジウム出席および資料調査 2016.4.21～
2016.4.27

内田　順子 フランス フランス国立社会科学高等研究院（EHESS）日本
研究所の客員研究員業務

2016.4.25～
2016.5.25

久留島　浩 ドイツ ドイツ歴史博物館 視察およびワークショップ講演 2016.5.30～
2016.6.3

仁藤　敦史 韓国 招待学術発表 2016.6.3～
2016.6.5



134

川村　清志 アメリカ 国際シンポジウム「海からみた日本宗教」への参加・
研究発表

2016.6.11～
2016.6.16

松尾　恒一 中国 2016年貴州省無形文化財保護・伝承学術検討会 出
席，発表

2016.7.5～
2016.7.8

高田　貫太 韓国 「日韓交渉の考古学－古墳時代－」第４回共同研
究会で発表する為

2016.11.4～
2016.11.7

横山百合子 アメリカ

明治維新150年コンファレンス（仮称）の準備のた
めThe Workshop on the Meiji Restorationに出席
し，あわせてワシントン議会図書館にて基盤共同
研究の資料調査

2016.11.8～
2016.11.14

後藤　真 韓国 東アジア日本研究者協議会第１回国際学術大会へ
の出席

2016.11.29～
2016.12.2

藤尾慎一郎
箱﨑　真隆
高田　貫太

韓国 ㈶ウリ文化財研究院所蔵退來里遺跡出土三国時代
建物の建築材の調査

2016.12.21～
2016.12.23

荒木　和憲 韓国 韓国国際学術会議及び関連遺跡の調査 2017.2.1～
2017.2.5

久留島　浩 バチカン市国 マレガ資料調査およびマレガ・プロジェクトワー
クショップ出席

2017.2.6～
2017.2.12

三上　喜孝 韓国 韓国・成均館大学東アジア学術院国際学術会議へ
の出席ならびに研究発表

2017.2.13～
2017.2.15




