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［概　要］

　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，2016年度に既存の国際交流室を国
際企画室に再編し，国際戦略を以下のとおり制定した。
　（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。
　上記の国際戦略に対応し，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，国際研究集会の開催等に取り組んだ。2017年度の成果は以下のとおりである。
１．学術交流協定等の締結
　ソウル大学校博物館（韓国），ソウル大学校考古美術史学科（韓国），ミシガン大学日本研究センター・ミシガン
大学評議会（アメリカ），スタンフォード大学 フーバー研究所 図書館・文書館（アメリカ），ピーボディ・エセッ
クス博物館（アメリカ）の５機関と新規に学術交流協定等を締結した。また，中国社会科学院考古研究所（中国），
国立台北芸術大学（台湾），大韓文化財研究院（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。
２．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11件の国際交流事業を推進した。
　ウェールズ国立博物館とは，2018年度に同館で共催予定の「今、昔　日本のアート＆デザイン」展にかかる出品
資料の選定・調査，図録解説の執筆，教育用デジタルコンテンツの制作を進めた。
　国立台湾歴史博物館とは，共同展示「地震帯上の共同体：歴史の中の日台震災」を同館で開催した。2016年度に
本館で開催した国際展示「台湾と日本―震災史とともにたどる近現代」と連動した企画である。
　韓国の国立中央博物館・慶北大学校博物館・釜山大学校博物館からは，本館総合展示第１室「先史・古代」のリ
ニューアルに向けて多くの協力を得た。
　カナダ歴史博物館及び韓国の国立文化財研究所・国立民俗博物館・嶺南文化財研究院とは，研究者交流を深め，
調査研究等を共同で実施した。
３．外国人研究員及び外国人招へい研究者の受入
　2016年度に「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及び常勤研究者以外にも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。新制度運用の初年度にあた
る2017年度は，外国人研究員１名（若手），外国人招へい研究者２名（うち若手１名）を受け入れた。
４．学術交流協定等に基づく国際シンポジウム・国際研究集会の開催
　国際シンポジウム「異文化を伝えた人々―19世紀在外日本コレクション研究の現在」では，ウィーン世界博物館
及びミュンヘン五大陸博物館の研究者を発表者として招待した。「スパイ、捕虜、農場経営者―ミシガンの日本研
究の起源」をミシガン大学日本研究センターとの共催で実施した。
　国際研究集会「東アジアにおける文字文化とジェンダー」を韓国・国立ハングル博物館との共催で実施し，「文
化財のデジタル化とその保存・活用―イギリスと日本」にはウェールズ国立博物館長を講演者として招待した。

国際交流担当　　荒木　和憲

４ 国際交流
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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

　西谷　　大
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
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～中世における日韓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

新
　
規

韓国
国立釜山大学校博物館

国立歴史民俗博物館と釜山大学校博物館における研究者交
流と展示協力

研究部
　藤尾慎一郎

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

　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　西谷　大）

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
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が2018年２月４日～10日の日程で国立羅州文化財研究所を訪問した。「三国時代・古墳時代
の栄山江流域と倭の交渉史」を研修課題とし，栄山江流域社会に関する研究動向の把握に努めた。
　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2018年１月25日～２月７日の日程で本館を訪
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問し，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」（研究代表者：荒木和憲）に参加した。共
同研究会における研究発表のほか，福岡市埋蔵文化財センター及び益田市教育委員会で出土貿易陶磁の調査を行っ
た。

４．今年度の研究成果

　高田は，順天・求礼地域の踏査，霊岩・羅州・光州地域の古墳踏査，求礼ヨンドウ里古墳出土品・羅州伏岩里丁
村古墳出土品・高興野幕古墳出土品等の調査を行った。研修成果にもとづき，「５・６世紀韓半島西南部「倭系古墳」
の造営背景」と題する研究発表を行い，羅州文化財研究所の研究者と活発な議論を交わすことができた。
　李明玉学芸研究士は，共同研究会で「中世東アジアにおける中国・高麗陶磁の流通陶磁器」と題する研究発表を
行った。また，博多遺跡群及び益田市内の遺跡から共伴して出土した中国・高麗（朝鮮）陶磁を調査し，成果報告
会では本館研究者との意見交換を行った。引き続き基幹研究「中世日本の国際交流における海上交通に関する研究」
に参画していただく必要があると判断されたため，2018年３月１日付で共同研究員を委嘱した。本事業で進めてき
た人的交流を共同研究のレベルに発展させることができた。

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
　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　　　　　◎西谷　　大　本館研究部・教授

（２）「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

　2017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．今年度の研究経過

　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．今年度の研究成果

　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。歴博側では，2018年度
末に開幕を控えて，総合展示１室リニューアルの準備が進展しており，その準備過程での協力を今後求めてゆく予
定である。こうした個別の事業・項目に対応した交流の推進・継続に努めたい。
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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・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

（３） 「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─」

　　 2013～2017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

　今年度は，国際交流事業経費を申請せず，研究者間の人的交流を行うこととした。特に，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2017年度外国人研究員として招へいすることとした。
また，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こととした。

３．今年度の研究経過

　2017年度の外国人研究員として金俊植氏を招へいすることができ，総合展示第１室リニューアル作業，特にテー
マⅤ（倭の前方後円墳と東アジア）に関連して，朝鮮半島における倭系古墳の分布図の作成の協力を得た。
　しかしながら，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を実現することはできな
かったが，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．今年度の研究成果

　金俊植氏とともに，朝鮮半島における倭系古墳の分布図を作成し，その成果を展示パネル作成作業に反映するこ
とができた。また，金俊植氏に朝鮮半島の倭系横穴石室墳の造営背景について発表をお願いし，また討論を行うこ
とで，知見を深めることができた。その内容もまた，展示作業に反映することができた。

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
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○上野　祥史　本館研究部・准教授　　　　　　　　　◎高田　貫太　本館研究部・准教授

（４）「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，当該年度末に閉館するアイヌ民族博物館（白老），2016年度にオープンした国立
民族学博物館のアイヌ展示を中心に調査・研究交流をはかるとともに，2019年度に開催予定のシンポジウムのテー
マを具体化する。

３．今年度の研究経過

　2017年10月28日から11月３日までカナダから２名（アラン・エルダー，ジョナタン・レネ）を招聘し，札幌芸術
の森美術館，北海道博物館，アイヌ民族博物館，北海道立北方民族博物館，京都国立博物館，国立民族学博物館を
巡検し，展示における民族の歴史表象についての調査を実施した。また，2017年６月にオープンしたカナダ歴史博
物館の「カナダの歴史ホール　The Canadian History Hall」について，ジョナタン・レネによるレクチャーをア
イヌ民族博物館にて実施した。２名の日本滞在中に，2018年度以降の計画について打ち合わせをおこなった。

４．今年度の研究成果

　アイヌ文化に関する展示として，札幌芸術の森美術館で開催された「現れよ。森羅の生命─木彫家　藤戸竹喜の
世界」のほか，北海道博物館・アイヌ民族博物館・北海道立北方民族博物館の常設展示を巡検したほか，カナダ先
住民についての展示として，北海道立北方民族博物館の常設展示，国立民族学博物館で開催された「カナダ先住民
の文化の力─過去，現在，未来」を巡検し，展示の概要，コンセプト，工夫，協業のありかた等について，展示担
当者との交流等を通して情報を収集することができた。また，アイヌ民族博物館では，2017年７月１日にオープン
したカナダ歴史博物館の新しい展示「The Canadian History Hall」について，展示を担当したジョナタン・レネ
によるレクチャーをおこない，アイヌ民族博物館のスタッフに，カナダ先住民の展示に関するもっとも新しい状況
を伝えることができた。これらの成果を踏まえ，2018年度はカナダでの研究交流を目指して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
　ジョナタン　レネ　　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
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（５）「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」
　　 2014～2018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

　2017年度は前年度に引き続き，年間をつうじてウェールズ国立博物館および文化庁美術学芸課との日本展の展示
資料の選定・調整をおこなった。2017年９月に文化庁において三木客員教授も交えて，ウェールズ国立博物館での
展示実施までの具体的な業務分担等についても相談した。
　また，年度後半には2017年度で満期を迎えるウェールズ国立博物館との交流協定の延長締結をおこない，年度終
盤には図録の原稿執筆，イギリス国内での展示資料の最終的な調査と教育用デジタルコンテンツの設計，事業周知
の一環としての関係者への広報活動をおこなった。

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，展覧会名は，ウェールズ側からの提案にも
とづき，共催の文化庁とも協議し，邦題「今，昔　日本のアート＆デザイン」，英文題「KIZUNA: Japan/Wales/
Design」に決定した。コンセプトにもとづき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終え，同
展図録に掲載するための解説を執筆した。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の中
から，同展の趣旨にふさわしい資料を選定し，それに関する書誌情報の提供などもおこなった。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
　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
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　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

（６）「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

　嶺南文化財研究院からの資料提供はなかったことから，その紹介などを受けて，韓国内の他の機関（大韓文化財
研究院，ウリ文化財研究院など）が所蔵する木材資料の自然科学的な解析を行った。

４．今年度の研究成果

　昨年度行った，高霊松林里土器窯跡の土器付着炭化物の年代測定作業についてのレポートを作成した。2017年９
月刊行の発掘調査報告書に掲載された。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った。
　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，残念ながら嶺南文化財研究院においては，分析に
適当な資料を確保できなかった。しかしながら，情報収集への協力を求め，大韓文化財研究院，ウリ文化財研究院
などが所蔵する木材についての資料分析を行い，レポートを提出することができた。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
　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　本館研究部・特任助教　　　　　　　　　　　　　山田　康弘　本館研究部・教授
　坂本　　稔　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　　　　　齋藤　　努　本館研究部・教授
　高田　貫太　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　　　　◎藤尾慎一郎　本館研究部・教授

（７）「先史～中世における日韓葬送儀礼の比較研究」
　　 2015～2018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，2009～2012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〕
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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

〔共同研究会と展示協力の打ち合わせ〕
①第２回共同研究会を本館にて開催した（2017年４月20日）。報告題は以下のとおり。
　　　・藤尾　慎一郎　‘弥生時代の墳墓’
　　　・金　珍京　　　‘1920～1930年代における公州宋山里百済古墳の調査’
　　　・松木　武彦　　‘古墳時代の日本列島における朝鮮半島系古墳’
　　　・朴　辰一　　　‘瑞鳳塚金冠の修理，復元’
　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，本館の総合展示
第１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協議した。
② 総合展示第１室リニューアルにおける資料借用についての協議を国立中央博物館にて行った（2017年11月８日）。

展示担当の藤尾，工藤，高田が訪韓した。資料借用に伴う協約書の素案を提示し，中央博の館内協議を依頼した。
また，実際の借用候補資料の調査を行った。その中で，無文土器については，一部国立晋州博物館から借用をお
願いすることとなった。

③ 総合展示第１室リニューアルにおける資料借用についての協議を国立晋州博物館にて行った（2018年２月20日）。
藤尾，高田が訪韓し，国立晋州博物館と国立中央博物館の関係者とともに協議した。その結果，全面的な協力を
受けることができることとなった。実際の借用候補資料の調査も行っている。

〔展示協力〕
　本館から下記１件の資料貸与（延長）を行った。
　・『可句霊験仏頂尊陀羅尼記』複製（原本大本山石山寺）：中央博における複製作業のため。

４．今年度の研究成果

　本年度は第２回目の共同研究会を開催することができた。国立中央博物館が修復作業を行っている慶州金冠塚出
土金冠の最新の知見を得ることができた。また，中央博が精力的に進める植民地期朝鮮における百済古墳の調査に
対する検証，再整理の事業についても韓国側の認識や評価について知ることができた。ただし，第３回の共同研究
会については，双方の事情によって延期をせざるを得なかった。今のところ，2018年11月17，18日に開催予定の国
際シンポジウム「日本の古墳はなぜ巨大なのか？（仮）」にあわせて，行う予定を考えて調整中である。なお，こ
のシンポジウムには中央博考古歴史部部長の咸舜燮氏に発表をお願いしている。
　総合展示第１室リニューアルに関する資料借用については，中央博の全面的な協力によって，具体的な協議を進
めることができた。すでに資料を確定しており，具体的な手続きに入っている。2018年度は実際に資料を借用する
年度であり，つつがなく手続きを進めていきたい。
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５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
　張　恩　晶　国立中央博物館・学芸研究官　　　　　　朴　辰　一　国立中央博物館・学芸研究官
○金　珍　京　国立中央博物館・学芸研究士　　　　　◎咸　舜　燮　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・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

（８）「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

　2017年10月23日から10月25日にかけて，鹿児島県枕崎市において鰹節製造に関する調査を，続く10月26日から10
月29日にかけて，沖縄県（本島）における昆布利用に関する調査を行なった。

４．今年度の研究成果

　鰹節製造に関する調査では，枕崎水産加工協同組合において鰹節の種類，製造方法，業界の動向等についての説
明を受けたあと，実際に鰹節製造工場を見学し，写真と映像の撮影，聞き取り調査を行なった。
　昆布利用に関する調査では，沖縄を代表する乾物問屋である新垣具郎商店の営業担当者より，沖縄で消費される
昆布の種類や販売状況等に関する説明を受けた。さらに，現地の食堂において沖縄の食卓に並ぶ昆布料理を実際に
調理してもらい，その料理に関する聞き取り調査および写真の撮影を行なった。
　鰹節と昆布については，企画展示においても展示される可能性が高い題材である。今年度の調査では，これらの
製造や消費について，直接それに携わる方々からお話をうかがいながら，その実態を整理することができた。
　国際交流事業予算を使っての韓国での調査は行なわなかったが，並行して実施している共同研究の事業として韓
国での現地調査を実施し，展示に関する打ち合わせも行なった。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
◎李　官　浩　国立民俗博物館・民俗研究課長　　　　○崔　銀　水　国立民俗博物館・学芸研究官
　鄭　然　鶴　国立民俗博物館・学芸研究官　　　　　　呉　昌　炫　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
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　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

（９）「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

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

２．今年度の研究計画

　2017年６月から国立台湾歴史博物館で共同展示を開催する。昨年度，歴博で開催した特集展示（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）と連動した企画であり，歴博から資料を
出品するだけでなく，資料研究，および展示方法に関する協力を行う。

３．今年度の研究経過

　国立台湾歴史博物館との共同展示「地震帯上の共同体：歴史の中の日台震災」（2017年６月27日～12月３日，於
国立台湾歴史博物館）を開催した。打合せなどを以下のとおり行った。
（2017年６月26日～29日　於台湾）
　国立台湾歴史博物館との共同展示「地震帯上の共同体：歴史の中の日台震災」開幕式に参加した。また，今後の
共同研究について打合せを行った。
　訪問者：久留島，西谷，橋本
（2018年３月27日～31日　於台湾）
　国立台湾歴史博物館と，今後の事業について打合せを行った。
　訪問者：久留島，西谷

４．今年度の研究成果

　前年度の特集展示に引き続き，国立台湾歴史博物館で共同展示を開催し，両機関の学術交流を深めることができ
た。また，今後も共同研究を行い，その成果を共同展示に繋げることで合意に達した。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
◎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

（10） 「国立歴史民俗博物館と釜山大学校博物館における研究者交流と展示協
力」

　　 2017～2019年度
　　（事業主体者　藤尾慎一郎）

１．目　的

　第２期の事業として実施した国際交流事業「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代」（2010
～2015年度）が終了した。釜山大学校博物館のメンバーが一新したこともあり，まずは研究者交流を通じて改めて
互いの研究内容への理解を深めることで，新しい共同研究テーマを探すことを目的とする。展示に係る資料の貸借
についても協力する。
　本館では，2018年度の総合展示第１室リニューアルにおいて，日本列島の先史・古代文化を朝鮮半島との比較の
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中で展示することをひとつの目的としている。その際，釜山大学校博物館に対し，所蔵資料の長期借用を依頼する
予定である。釜山大学校博物館もそれに対して前向きに検討している。
　さらに釜山大学校博物館から資料借用の要請があった際には，本館側も積極的に検討していく。

２．今年度の研究計画

①研究者交流　両機関は互いに研究者１～２名を１～２週間派遣し，研究交流を促進する。
② 展示協力　両機関の常設展示や企画展示の開催にあたって，相互に協力・連携を推進する。本館総合展示第１室

リニューアル事業において釜山大学校博物館に所蔵資料の長期借用等の協力を依頼し，具体的な手続きを進めて
いく。

３．今年度の研究経過

・ 代表の藤尾慎一郎が2017年10月10日から10月22日に釜山大学校を訪れ，本館の総合展示第１室リニューアルに借
用予定の蔚山市玉峴遺跡出土青銅器時代前期資料の調査や，釜山大学校考古学科において講演「紀元前一千年紀
の日韓交流」などを行った。また，金海国立博物館所蔵の金海式甕棺，馬山市網谷里遺跡出土屈曲型突帯文土器
の実測調査も行った。

・ 2017年12月２日に，考古学科教授の李昌熙氏が歴博国際シンポジウム「再考！縄文と弥生」において基調講演「紀
元前１千年紀の韓日交流」を行った。

・ 2018年１月24～30日に，釜山大学校博物館から安星姫氏・金敃均氏の２名が本館を１週間訪問し，研究交流を行っ
た。また発掘中の高崎市高崎競馬場遺跡の見学，群馬県立歴史博物館，東京大学文学部陳列室，東京国立博物館，
明治大学博物館，國學院大學博物館の視察を行った。

・ 2018年３月15日に藤尾と高田が釜山大学校博物館を訪問し，第１室リニューアル事業の際に長期借用する資料を
確定した。また今後の手続きについて協議を行い，全面的な協力を得ることとなった。

４．今年度の研究成果

　金海国立博物館に所蔵されている，1934年に発掘された慶南金海貝塚出土の甕棺の実測調査を行った。弥生前期
末（紀元前４世紀前葉）に比定された甕棺であり，これまで正式な図面が公表されてはいたが，実見したところ，
口縁部の外面など，目に見える部分は九州出土の甕棺によく似ているが，粘土帯の積み上げなどの製作技法のよう
に目に見えない部分は，韓半島に特有な外傾接合で積み上げられていることを確認した。またプロポーションも公
表されているものよりもかなり縦長の感じで，この点も九州出土の甕棺とは似て非なるものであった。したがって
この甕棺は九州北部の工人が作ったものではなく，青銅器文化の工人の手によるものであるという結論に達した。
同じく網谷里遺跡出土屈曲型突帯文土器も，韓半島青銅器文化の工人の手によるものと考えられる。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
○安　星　姫　　釜山大学校博物館・学芸研究室長
◎金　斗　喆　　釜山大学校博物館・館長
　箱﨑　真隆　　本館研究部・特任助教　　　　山田　康弘　　本館研究部・教授
　坂本　　稔　　本館研究部・教授　　　　　　齋藤　　努　　本館研究部・教授
○高田　貫太　　本館研究部・准教授　　　　◎藤尾慎一郎　　本館研究部・教授

（11）「博物館とモノを通じた文化への解釈と発信」
　　 2017～2019年度
　　（事業主体者　西谷　大）

１．目　的

　台湾の博物館業界で歴史・民族系博物館が重要視されているという背景のもと，台北芸術大学から要請を受け，
2013年度から本館，国立台北芸術大学及び国立民族学博物館が共同で開催してきた研修会を引き続き開催する。

２．今年度の研究計画

　本館館長並びに教員２名を派遣し，研修会（３日間）を実施する。
　協定の更新について協議する。
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３．今年度の研究経過

　（2017年６月26日～29日　於台湾）
　国立台北芸術大学を訪問し，協定の更新，および今後の交流計画に係る打合せを行った。
　訪問者：久留島，西谷，橋本

　2017年10月１日付けで協定を更新した。
　＜協定の締結実績＞
　　Ⅰ　2013年10月２日～2017年10月１日
　　Ⅱ　2017年10月１日～2021年９月30日

４．今年度の研究成果

　国立台北芸術大学側の担当者との調整の結果，今年度は研修会を開催することが叶わなかったが，学術交流協定
を更新することができた。また，来年度10月に国立台北芸術大学でシンポジウム「地域と博物館（仮）」を開催す
ることで合意に至り，その準備研究に着手した。

５．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・教授
　張　婉　真　国立台北芸術大学博物館研究所・教授
◎黄　貞　燕　国立台北芸術大学博物館研究所・助理教授
○関沢まゆみ　本館研究部・教授　　　　　　　松尾　恒一　本館研究部・教授
　上野　祥史　本館研究部・准教授　　　　　　高田　貫太　本館研究部・准教授
◎西谷　　大　本館研究部・教授

［国際シンポジウム］

「年号と東アジアの思想と文化」

会　　場：国立歴史民俗博物館　ガイダンスルーム
会　　期：2017年10月21日～22日
参 加 者：114人（うち外国人８人）

１．開催趣旨

　1300年にわたって年号を使い続けている国である日本には，本館の収蔵品を含め膨大な関連資料が伝存している
が，学術研究の資料としての活用に乏しいのが現状である。そこで，歴博共同研究（基盤研究「廣橋家旧蔵文書を
中心とする年号勘文資料の整理と研究」）を立ち上げて，研究活動を進めてきた。館蔵品と主たる対象として進め
てきた研究活動を通して得られた成果を関連諸分野の研究者と共有・議論することで，年号と関連資料群が日本の
歴史，思想，政治，学術，言語などの諸分野の研究に重要な意義があることを確認し，併せて本館の「廣橋家旧蔵
記録文書典籍類」が持つ資料的価値をアピールする。
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２．開催内容

2017年10月21日（土）　９：30～17：20
９：30 開会式
９：50
基調報告

甘　懐真（台湾大学歴史系教授）
「東亞第四至六世紀治天下大王與年號」（35分，通訳含む）
大形　徹（大阪府立大学人間社会システム科学研究科教授）
「年号と貨幣─中国貨幣，漢興・大夏真興あたりを起点として─」（25分）
司会：石 立善（上海師範大学哲学与法政学院教授）

11：00
研究報告１
（文字，言葉，記録）

小川剛生（慶應義塾大学文学部教授）
「迎陽記の改元記事について」（20分）
遠藤慶太（皇學館大学文学部准教授）
「年号と漢語の権威」（20分）
石井行雄（北海道教育大学釧路校准教授）
「国語学（書記論）から見た今回の展示」（20分）
司会：小幡敏行（横浜市立大学国際総合科学部准教授）

13：30
研究報告２
（朝鮮と年号）

月脚達彦（東京大学大学院総合文化研究科教授）
「近現代朝鮮のナショナリズムと年号」（20分）
文　純實（中央大学商学部教授）
「朝鮮後期における『崇禎紀元』使用について」（20分）
司会：水上雅晴（中央大学文学部教授）

14：20
研究報告３
（年号と正統性）

清水浩子（大正大学文学部非常勤講師）
「革命と儀礼とその原理」（20分）
多田伊織（大阪府立大学人間社会システム科学研究科客員研究員）
「受命と改元―漢末の改元をめぐって」（20分）
田中大喜（本館歴史研究系准教授）
「中世日本の私年号と地域社会（20分）」
司会：髙田宗平（大阪府立大学人間社会システム科学研究科客員研究員）

15：50
研究報告４
（「時」の支配）

童　嶺（南京大学文学院副教授）
「石勒稱“趙王元年”與慕容儁稱“燕王元年”──從“春秋列國故事”看十六國
前期政權的正統化」（35分，通訳含む）
久禮旦雄（モラロジー研究所研究員）
「平安時代初期の王権と改元」（20分）
大川　真（中央大学文学部准教授）
「近世日本における一世一元論」（20分）
司会：鶴成久章（福岡教育大学国際共生教育講座教授）

2017年10月22日（日）　９：30～16：30
９：30
研究報告５
（年号と暦法）

鄭　吉雄（香港教育大学文化歴史講座教授）
「年號，暦法與天命」（35分，通訳含む）
清水正之（聖学院大学文学部教授）
「年号と暦法～作為（人作）と自然（神作）」（20分）
司会：近藤浩之（北海道大学大学院文学研究科教授）

10：35
研究報告６
（改元の思想的要素）

赤澤春彦（摂南大学外国語学部准教授）
「日本中世における改元と陰陽家」（20分）
水口幹記（藤女子大学文学部准教授）
「祥瑞災異と改元─醍醐朝の延長改元を中心に─」（20分）
尾形弘紀（中央大学文学部兼任講師）
「祥瑞記事と回帰的時間」（20分）
司会：福島金治（愛知学院大学文学部教授）

13：30
研究報告７
（年号と時間）

武田時昌（京都大学人文科学研究所教授）
「中国古代の暦運思想」（20分）
細井浩志（活水女子大学文学部教授）
「年号と時間意識について―古代を中心に」（20分）
末永高康（広島大学大学院文学研究科教授）
「いわゆる『兼良公三革説』について」（20分）
司会：名和敏光（山梨県立大学国際政策学部准教授）

15：00 全体コメント
所　功（モラロジー研究所教授）

15：15 総合討論
司会：武田時昌（京都大学），水上雅晴（中央大学）

16：15 閉会式
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３．総　括

　２日間で22名の研究報告による研究報告とそれを踏まえた討論がなされた。台風が接近する悪天候の中，２日間
の延べ参加人数が百名を越える盛会となった。７月25日開催の国際企画室会議において受けたアドバイスを参考に，
基調報告を除く研究報告を「文字，言葉，記録」「朝鮮と年号」「年号と正統性」「「時」の支配」「年号と暦法」「改
元の思想的要素」「年号と時間」の七つの部会に分けた。そうすることで，一つ一つの報告が持つ意味が明確となり，
討論も効率的に行われた。共同研究メンバーにより，研究計画の関連行事である特集展示「年号と朝廷」を踏まえ
た報告もなされたことは，研究成果の可視化という点でも意義があった。
　会場で報告した研究者から，来年，同様の会議を開くことを提案され，それに賛同する意見がすぐに会場の中か
ら出てきたことは，今回のシンポジウムが諸領域の研究者にとって学術的に高い意義があると感じられたことを物
語っており，１年後に第２回を開催することが事実上決まった。会場に来ていた出版社の編集者から，シンポジウ
ムで発表された論考にもとづく論文集を出版したいという予期せぬ提案を受け，相談の結果，出版することが決まっ
た。
　このようにシンポジウムを通して，館蔵の廣橋家旧蔵文書を含む年号資料は，多くの分野の研究者が豊かな成果
を挙げることのできる研究対象である，という認識が参加者の間で共有され，膨大な関連資料の利用に道筋を付け
ることができた。

「異文化を伝えた人々─19世紀在外日本コレクション研究の現在」

会　　場：国立西洋美術館
会　　期：2017年10月28日～29日
参 加 者：164人（うち外国人23人）

１．開催趣旨

　ヨーロッパをはじめ海外には，近世から近代にかけての時期に，外国人によって収集された膨大な日本関係資料
が存在するが，いまだ十分な調査研究がなされているとはいい難い。とくに19世紀のコレクションは，数量的に大
規模なものが多く，国内には伝わらないような資料を含むこと，収集された時期がある程度明確な基準資料である
ことから，極めて有用な歴史資源と位置づけられ，今後の調査研究の進展が期待される。
　本館では，これまで，ドイツ人医師フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトや，商館長ヤン・コック・ブロ
ムホフなど19世紀前半から半ばにかけて日本に滞在した外国人によるコレクションの調査をおこない，その成果と
してミュンヘン五大陸博物館所蔵のシーボルト・コレクションの悉皆調査に基づく全点画像付データベースの公開
や，国内巡回展示（ドイツにおける展示も計画中）などの活動を進めてきた。2016年からは，さらに，シーボルト
の息子たちの世代のコレクションの調査研究に着手している。
　この新規プロジェクトにおいては，ウィーン世界博物館所蔵のハインリッヒ・フォン・シーボルト収集日本資料
の悉皆調査に重点を置き，その他各地に散在するシーボルトの息子アレクサンダーおよびハインリッヒの収集品，
また比較研究としてエルヴィン・フォン・ベルツ，エドワード・S・モースなどのコレクション，その他プロジェ
クトの対象国となっているイギリス，スイス所在の19世紀日本コレクションに関しても現地の研究機関等との連携
により調査研究や展示教育支援を進行中である。
　そこで，本シンポジウムは，王侯貴族による啓蒙主義的な性格のコレクションから近代的なコレクションへの変
化が認められる19世紀の状況にとくに注目し，この時代に形成された海外所在の日本コレクションに関する事例報
告をもとに，日本コレクション形成の動向をたどり，海外における異文化にまつわるコレクションの総体的理解の
一助とすることを目的とする。あわせて日本関係資料の活用の現状と問題点について，認識を深める機会としたい。
　19世紀といっても，開国以前と開国直後，さらにはジャポニスムの時代とでは時代背景も異なる。そこで，本シ
ンポジウムでは各時代を生きた収集家とその周辺の人々に注目しつつ，彼らの個人的な視線はもとより，博覧会や
博物館設立とコレクション形成との関連，貿易や産業振興などの側面にも留意しつつ，日本文化受容の具体層を浮
き上がらせたい。
　（A）お雇外国人のように一定期間日本を訪れて日本文化を体感した収集家，（B）世界旅行の一環で短期間日本
に滞在した収集家，（C）日本には来なかったが中国などアジアに滞在した経験のある収集家，（D）日本に来たこ
とはなく万国博覧会出品資料や美術商からの購入等による収集家と，（E）彼らを助けた日本人や，収集に貢献し
た美術商など，日本コレクションの形成に携わったさまざまな人々を対象とする。
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２．開催内容

2017年10月28日（土）
司　会：大久保純一（国立歴史民俗博物館）
午前の部
　10：30～10：40　開会の挨拶　久留島浩（国立歴史民俗博物館長）
　10：40～11：10　趣旨説明　日高　薫（国立歴史民俗博物館）
　11：10～11：40　報告①　保谷　徹（東京大学史料編纂所）
　　　　　　　　　「東京大学史料編纂所における在外日本関係史料の研究資源化への取り組み」
　11：40～12：00　質疑応答
午後の部
　13：00～13：30　報告②　櫻庭美咲（国立歴史民俗博物館）
　　　　　　　　　「磁器陳列室をめぐる神聖ローマ帝国諸侯の競合と日本磁器」
　13：30～14：00　報告③　ルドルフ・エッフェルト（ライデン大学）
　　　　　　　　　「日本コレクションの委任─“ 新” 王立キャビネットの収集に携わった３人の文官」
　14：00～14：30　報告④　ブルーノ・J・リヒツフェルト（ミュンヘン五大陸博物館）
　　　　　　　　　「 変わりゆく視覚：国立ミュンヘン民族学博物館・五大陸博物館におけるシーボルト・コレク

ションと150年間の日本文化展示活動」
　14：30～14：50　休憩
　14：50～15：20　報告⑤　ヨハネス・ヴィーニンガー（オーストリア応用芸術博物館）
　　　　　　　　　「オーストリア応用芸術博物館（ウィーン）所蔵ハインリッヒ・シーボルト・コレクション」
　15：20～15：50　報告⑥　小林淳一（東京都江戸東京博物館）
　　　　　　　　　「モースコレクションにおける陶器その他について」
　15：50～16：20　報告⑦　鈴木廣之（東京学芸大学）
　　　　　　　　　「磁器から陶器へ：19世紀後期における西洋の日本美術への関心の変遷」
　16：20～17：00　質疑応答

2017年10月29日（日）
司　会：宮坂正英（長崎純心大学）
午前の部
　10：00～10：30　報告①　ジュヌヴィエーヴ・ラカンブル（オルセー美術館名誉上席学芸員）
　　　　　　　　　「在仏19世紀コレクションにみるオランダおよび中国由来の日本製漆器─1855年以前の状況─」
　10：30～11：00　報告②　今井　朋（アーツ前橋）
　　　　　　　　　「美術商の視線，蒐集家の視線，美術館の視線　在仏極東美術品を巡る嗜好の歴史」
　11：00～11：30　報告③　ジラルデッリ青木美由紀（イスタンブール工科大学）
　　　　　　　　　「スルタンが愛した日本：トルコ国立宮殿局所蔵日本美術工芸品コレクション」
　11：30～12：00　質疑応答
午後の部
　13：00～13：30　報告④　堅田智子（上智大学）
　　　　　　　　　「アレクサンダー・フォン・シーボルトと「視覚による広報」の場としてのウィーン万博」
　13：30～14：00　報告⑤　ベッティーナ・ツォルン（ウィーン世界博物館）
　　　　　　　　　「ハインリッヒ・フォン・シーボルトがアイヌに関する自著に使用した図版について」
　14：00～14：20　休憩
　14：20～14：50　報告⑥　フィリップ・スホメル（プラハ芸術大学・プラハ国立博物館）
　　　　　　　　　「日本装飾芸術を軸とした19 世紀チェコにおける日本美術収集」
　14：50～15：20　報告⑦　澤田和人（国立歴史民俗博物館）
　　　　　　　　　「アメリカにおける日本の染織品に対する嗜好の変化
　　　　　　　　　─野村正治郎の販売活動を手掛かりとして─」
　15：20～15：40　質疑応答
　15：40～15：50　休憩
　15：50～16：50　全体討議
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　16：50～17：00　閉会の挨拶　馬渕明子（国立西洋美術館長）

３．総　括

　本シンポジウムは，人間文化研究機構が2016年度から推進しているネットワーク型基幹研究プロジェクト「日本
関連在外資料調査研究・活用」「ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査・活用―日本文化発信にむけた
国際連携のモデル構築―」の成果にもとづくものとして開催した。
　王侯貴族による啓蒙主義的な性格のコレクションから近代的なコレクションへの変化が認められる19世紀に焦点
をあて，この時代における日本コレクション形成に様々な立場で関わった収集家やその周辺の人々に注目しながら，
各国にのこる日本コレクションの事例報告がおこなわれた。
　報告者は，海外からの招待報告者７名，国内報告者７名（うち本館３名）であり，研究組織内の研究者からの報
告を中心にしつつも，プロジェクトの調査対象地域外のフランス，チェコ，トルコにおける日本コレクションに関
わる報告も含めて構成した。プロジェクトが重点をおいて推進しているシーボルト父子によるコレクションについ
ての認識が深められたほか，日本資料（美術）に対する評価や嗜好の変化に関わる問題提起，コレクション研究と
いう近年注目されるようになった領域の重要性を再認識させる方法論に関わる報告，また日本やヨーロッパからの
視点に偏りがちな在外資料研究に異なる視角を提供するトルコのコレクションの紹介など，充実した内容となり，
活発な質疑がおこなわれた。
　研究者のみならず，市民に対しても，在外日本関連資料の重要性やそれらを利用した日本研究・日本理解の活性
化の必要性を訴えるため，同時通訳付きの公開シンポジウムの形態をとり，２日間で164名の参加者を得た。大学・
研究機関への広報を中心におこなったため，参加者の大半は研究者であったが，国立西洋美術館と共催し，同館講
堂を会場としたためか，博物館関係者やジャポニスム研究者など，これまでに開催した在外プロジェクト関連のシ
ンポジウムとは傾向の異なる参加者が認められたのも特筆される。
　このように，今回のシンポジウムの開催は，歴博が推進する研究プロジェクトへの理解を深め，海外の研究者と
の連携強化，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。

「スパイ，捕虜，農場経営者─ミシガンの日本研究の起源」

会　場：ミシガン大学
会　期：2017年11月29日
参加者：74人（うち外国人62人）
主　催：ミシガン大学日本研究センター，国立国語研究所，国立歴史民俗博物館

１．開催要旨

　ミシガン大学日本研究センターは1947年に設立された。初代所長のロバート・ホールは，この設立に先立ち，中
国において捕虜となった日本人兵士をスパイとして育成するなど，アメリカ軍の対日情報作戦に関わっていた。ミ
シガン大学はそうした時代性を背景に，日本語教育の拠点としての機能を持っていた。さらに戦後になると，岡山
県にブランチを設置するなど，日本研究の拠点へと転化していった。
　このようにアメリカの日本研究は，太平洋戦争時の軍事的な要請を背景にしつつも，そこでの蓄積を資源としな
がら戦後に展開を遂げて，日本の人文学との一定の交流を持ちつつ，独自の日本研究を展開させた。
　このシンポジウムでは，こうしたミシガン大学と日本のつながりを多角的にたどることで，人文学研究・日本研
究の新たな可能性を探ることとする。

２．開催内容

10：30～10：40　Welcome Remarks

Panel １ ¦ U-M's Army Intensive Japanese Language School（10：40～11：50）
Yoshiyuki Asahi, Associate Professor, National Institute for Japanese Language and Linguistics
Tomokazu Takada, Associate Professor, National Institute for Japanese Language and Linguistics
Moderator: Erin Brightwell, Assistant Professor of Pre-modern Japanese Literature, University of Michigan

Panel ２ ¦ Japanese-Americans and the Origins of Japanese Studies at Michigan（13：30～14：40）
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Katsumi Nakao, Professor, J.F. Oberlin University Tokyo
Kosuke Harayama, Associate Professor, National Museum of Japanese History
Moderator: Leslie Pincus, Associate Professor of History, University of Michigan

Panel ３ ¦ The CJS Okayama Field Station（14：50～16：00）
Hitomi Tonomura, Professor, University of Michigan
Yoko Taniguchi, Lecturer, Senshu University
Moderator: Christopher Hill, Assistant Professor of Modern Japanese Literature, University of Michigan

Panel ４ ¦ Reflecting on the Origins of Japanese Studies at Michigan（16：10～17：20）
Ezra Vogel, Henry Ford II Professor of the Social Sciences Emeritus, Harvard University
John Campbell, Professor Emeritus, University of Michigan
Moderator: Kiyoteru Tsutsui, Associate Professor of Sociology, University of Michigan

３．総　括

　本シンポジウムでは，歴史学，日本語教育，アメリカにおける日本研究，日本における対米移民研究という，そ
れぞれ異なる立脚点から，主として1940年代～50年代のアメリカの日本研究，ならびにその背後にあった諜報と日
本語教育をめぐり，多角的な視点から報告が行われた。
　本館，ないしは人間文化研究機構で担うべき事業との関わりからいうと，そもそも戦後日本の人文学研究がどの
ように形成されたのかを問い直すための契機を作ることができたと考えている。ミシガン大学の岡山ブランチが
あった時代に，ここと関わりを持ちながら研究活動を行った人文学研究者が日本に存在した。そこでの，アメリカ
における日本研究と日本の人文学研究の間の，実態としての接点／断絶を検証することと，思想史的な連続性を検
討することが，課題として浮上したと言える。また，アメリカ側の対日諜報活動における，中国を媒介とした共産
主義との一時的な接近と，その後の冷戦による分断の中で，それぞれの当事者（そこには日系二世のアメリカ兵も
含まれる）がどのような位置を占めたのかということをめぐるさらなる検討の必要性も浮上したと言える。
　こうした課題のうち，前者の，とりわけ日米の人文学研究の連続／不連続については，2018年２月17日・18日に
本館において公開研究会「ミシガン大学岡山分室と日本・アメリカの人文科学──インテリジェンス・日本語教育・
地域研究──」を実施した。人文学の意義に対する評価／自己認識が揺らいでいる現状への対応として，ひとまず
戦後という時間軸で，その果たしてきた役割と意義を検討する作業へとつなげたいと考えている。なお，後者の，
戦時から冷戦への世界史的な流れのなかに置かれた個人・グループをどうみるのかという課題は，事実関係として
はこれまでたびたび指摘されてきたことではあるが，そもそものところで20世紀の歴史をグローバルな視野から捉
え直す際の枠組みを問うものであり，これは共同研究の枠を越えた大きな問題提起につながるものと言える。

「再考！縄文と弥生─歴博がめざす日本先史文化の再構築─」

会　　場：東京国際交流館
会　　期：2017年12月２日
参 加 者：273人（うち外国人４人）

１．開催趣旨

　日本考古学では，1990年代以降，ＡＭＳ-炭素14年代測定値にもとづく数値年代が出され始め，21世紀以降は縄文，
弥生時代を中心に土器を基準とする相対年代から数値年代に基づく歴史叙述に転換しつつある。その結果，先史時
代の見直しが進んでいるが，なかでも，列島規模を単位とする縄文文化や弥生文化について時間的にも空間的にも
再考する動きが活発化している。
　本シンポジウムでは，縄文や弥生を中心に，前後の時代（旧石器時代，古墳時代），隣接地域（奄美・沖縄，朝
鮮半島）との関係をにらみながら，この問題について議論することを目的としている。また最新のＡＭＳ-炭素14
年代測定の現状と先史文化への応用についてもイギリスのradiocarbonの第一人者である研究者に基調講演をお願
いしている。
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２．開催内容

　９：15 - ９：20　開会挨拶　久留島浩（国立歴史民俗博物館長）
　９：20 - ９：30　開催趣旨説明　藤尾慎一郎（国立歴史民俗博物館教授）
　９：30 - 10：15　基調講演　木下尚子（熊本大学法文学部教授）
　　　　　　　　　「南島先史文化と縄文・弥生文化─沖縄の貝塚文化を中心に─」
　10：15 - 11：00　基調講演　李　昌煕（韓国・釜山大学校人文大学教授）
　　　　　　　　　「紀元前１千年紀における日韓関係」
　11：00 - 11：45　基調講演　Alex Bayliss（英国・English Heritage）
　　　　　　　　　「炭素14年代測定とベイズ統計モデルを用いたイギリス先史時代の叙述」
　13：00 - 13：30　工藤雄一郎（国立歴史民俗博物館准教授）
　　　　　　　　　「後期旧石器時代から縄文時代への移行期の再検討」
　13：30 - 14：00　山田康弘（国立歴史民俗博物館教授）
　　　　　　　　　「『縄文』とは何か？─その枠組・文化を再考する─」
　14：00 - 14：30　藤尾慎一郎（国立歴史民俗博物館教授）
　　　　　　　　　「弥生長期編年にもとづく時代と文化」
　14：30 - 15：00　松木武彦（国立歴史民俗博物館教授）
　　　　　　　　　「古墳時代とは何か─『東アジア古墳文化』の提唱─」
　15：30 - 16：45　ディスカッション　※基調講演者，発表者
　16：45 - 16：50　閉会挨拶　林部均（国立歴史民俗博物副館長）

３．総　括

　本国際シンポジウムは，人間文化研究機構における博物館・展示を活用した最先端研究の可視化・高度化事業と
して，縄文・弥生時代をめぐる最先端の研究を可視化・高度化を目的として，新しい研究成果などを発信するため
に，可視化高度化第１回国際シンポジウムとして実施した。
　土器型式にもとづく相対年代からＡＭＳ-炭素14年代測定をもとにした数値年代へ転換しつつある縄文・弥生研
究によって導き出される時代・文化像が，今後，どのようなものになっていくかという点について，現時点におけ
る見通しに関する議論を行った。イギリスのradiocarbonの第一人者であるAlex Bayliss氏をはじめ国内外から招へ
いした研究者の基調講演および当館研究者による研究発表，ならびに基調講演者と発表者による総合討論で構成し
た。なお，このシンポジウムにおける成果は，2019年第１四半期に開設予定の総合展示第１室に反映し，博物館機
能を有する本館の使命を果たすことになる。

［国際研究集会］

「歴史展示におけるジェンダーを問う」

会　　場：国立歴史民俗博物館　ガイダンスルーム
会　　期：2017年７月２日
参 加 者：48名（うち外国人３人）

１．開催趣旨

　2016年度に開始した歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」では，これまでの研究を通して，博
物館における資料収集・展示とそれを支える研究，および来館者が展示を通して理解する歴史像の両面で，歴史展
示に表象されるジェンダーの重要性を確認してきた。本研究集会では，資料収集，研究，展示等，博物館業務の全
般にわたるジェンダー視点導入の意義，方法，その成果を国際的視点から検証し，「歴史叙述としての展示」へのジェ
ンダー視点導入の実践的方向性を探る。

２．開催内容

10：00 - 10：10　開催趣旨　横山百合子（国立歴史民俗博物館）
10：10 - 10：50　トノムラヒトミ（ミシガン大学歴史学部）
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　　　　　　　　「アメリカにおけるジェンダー史研究状況と博物館展示」
11：00 - 11：40　黃貞燕（國立臺北藝術大學博物館研究所）
　　　　　　　　「博物館の資料収集・展示におけるジェンダー：台湾での経験から」
12：50 - 13：50　リー・コー・リン（シンガポール国立博物館前館長）
　　　　　　　　「包摂の歴史　─シンガポール国立博物館におけるケース・スタディ2006-2015─」
14：00 - 14：40　松本直子（岡山大学大学院社会文化科学研究科，日本学術会議連携会員）
　　　　　　　　「日本の博物館におけるジェンダー表現の課題と展望─歴博の考古学展示に触れつつ─」
15：00 - 15：10　コメント１　長志珠絵（神戸大学大学院国際文化学研究科，日本学術会議連携会員）
15：10 - 15：20　コメント２　三上喜孝（国立歴史民俗博物館）
15：20 - 16：50　総合討論　報告者，コメンテータ，藤尾慎一郎（国立歴史民俗博物館，日本学術会議連携会員）
16：50 - 17：00　総括　久留島典子（東京大学史料編纂所，日本学術会議連携会員）

３．総　括

　本研究集会では，歴史展示におけるジェンダー視点導入の実践的可能性を探るために，海外３本，国内１本の報
告を準備した。海外報告からは，①アメリカ，台湾，シンガポールでは，すでに博物館展示におけるジェンダー視
点の重要性は共通認識として定着しており，現在では，ジェンダーが，歴史研究・展示におけるdiversityの視点の
重視や，intersectionalityをめざす学問的潮流のなかで，新たに位置づけ直されてきていること，②ジェンダー視
点は，研究・展示だけでなく，博物館における資料収集，組織の構成などにおいても不可欠とされていること，③
ジェンダー視点に立った展示は，博物館が負う社会的責務を果たすうえでも有用であり，種々の成果を上げている
こと，などが明らかになった。一方，ジェンダー視点から見た国内の博物館展示の到達点と課題については，④注
目される研究・展示の蓄積はあるものの，ジェンダーの重要性については十分に認識されておらず，本館を含む国
内の博物館において，男女共同参画基本法の精神にそぐわない展示も少なくないという現状が指摘され，今後の課
題が提示された。
　以上の報告と総合討論を通して，歴博においても，ジェンダー視点にたった研究の深化とそれに基づく展示の実
践，組織構成の改善等が求められていることが明らかになったと考える。

「文化財のデジタル化とその保存・活用─イギリスと日本」

会　　場：尚友会館
会　　期：2017年11月22日
参 加 者：63名（うち外国人２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，国内の文化財行政や海外における保護・活用の動向を中長期的に分析・検討すること
が不可欠である。
　文化財保護法の見直しや大規模なデジタル化事業が行われるなど，日本における文化財をとりまく状況はこの数
年で大きく変貌しつつある。文化財保護法の見直しは文化財行政がより「活用」へと重心を変えるものであり，そ
れはともすれば保護とのバランスが崩れかねない状況にあるともいえる。一方で，世界全体をおおうデジタル化の
波は，これらの保護と活用の関係性そのものも変えてしまうようなものになっている。
　そこで，本研究集会では，デジタル化等を通じて文化財のさまざまな課題を乗り越えてきた先行事例であるイギ
リス（ウェールズ）の状況について，デイビッド・アンダーソン氏をお迎えして講演をいただく。アンダーソン氏
の講演を踏まえ，日本ではどのように考えるべきなのか，議論を行いたい。

２．開催内容

17：45～17：50　開会挨拶・趣旨説明 久留島 浩（国立歴史民俗博物館長）
17：50～19：00　講演
　　　　　　　　デイビッド・アンダーソン（David Anderson 英国ウェールズ国立博物館長）
　　　　　　　　「イギリスにおける文化財の保存と活用について─ウェールズ国立博物館の実践をふまえて─」
19：00～19：20　報告
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　　　　　　　　後藤 真（国立歴史民俗博物館・准教授）
　　　　　　　　「日本における文化資源と歴史資料の大規模デジタル化の現状と課題」
19：20～19：25 （休憩）
19：25～20：05　討論 （司会：久留島 浩）
　　　　　　　　デイビッド・アンダーソン，三木美裕，後藤 真
20：05～20：10　閉会挨拶 三木美裕（国立歴史民俗博物館・客員教授）

３．総　括

　文化財保護法の見直しや大規模なデジタル化事業が行われるなど，文化財を取り巻く近年の国内状況を踏まえ，
本研究集会では，デジタル化等を通じて文化財のさまざまな課題を乗り越えてきた先行事例であるイギリス（ウェー
ルズ）の状況について，ウェールズ国立博物館館長デイビッド・アンダーソン氏より「イギリスにおける文化財の
保存と活用について」と題する講演を通して，文化財の保存と活用に関する話題提供を得た。また，国内事例とし
て後藤真から「日本における文化資源と歴史資料の大規模デジタル化の現状と課題」として，本館を中心とした活
動を報告し，イギリスと日本との国際比較をおこなった。
　アンダーソン氏の講演では，ウェールズ国立博物館における展示活動を事例として，歴史観や民族，技術など，
変わりゆく価値観を考える必要性とともに，現在の価値観を伝える意味でも，将来的に必要と思われるモノの保存
が提起された。
　討論では，デジタルデータの保存と活用に関しても議論がおよび，日本における文化財のデジタル情報保存・活
用に関する報告も踏まえ，今後の文化財保護のあり方を想定した保存と活用の方向性を議論できたことは特筆され
る。
　今回の研究集会を通して，総合資料学が推進する歴史文化資料のデジタル化に向けた事業に対する理解を深める
とともに，今後のさらなる国際発信に向けた見通しを展望することができた。

「東アジアにおける文字文化とジェンダー」

会　　場：国立歴史民俗博物館　大会議室
会　　期：2018年２月21日
参 加 者：41名（うち外国人５人）

１．開催趣旨

　ジェンダー研究は世界の学界の重要な潮流となっており，本館でも基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェン
ダー」を主宰している。また近年は科学研究費研究課題においても，歴史とジェンダーを問うものが多く採択され
ている。こうした流れを前提に本研究会では，ジェンダーの観点から，日本，韓国の文字文化の問題を比較史的に
検討し，東アジアの文字文化の特質をジェンダーの視点から浮かび上がらせることを目的とする。

２．開催内容

10：30 - 10：45　開会・開催趣旨説明
　　　　　　　　三上喜孝（国立歴史民俗博物館）
10：45 - 11：45　館長挨拶・博物館活動紹介
　　　　　　　　国立歴史民俗博物館/韓国国立ハングル博物館
11：45 - 13：00　休憩
13：00 - 14：00　ユ ホソン（韓国国立ハングル博物館）
　　　　　　　　「朝鮮時代女性読者のためのハングル資料」
14：00 - 15：00　イ ヒョンジュ（韓国成均館大学校）
　　　　　　　　「韓国古代金石文と女性　─『蔚州川前里書石』から見た新羅の王室女性─」
15：10 - 15：15　休憩
15：15 - 16：00　三上喜孝（国立歴史民俗博物館）
　　　　　　　　「古代日本の文字文化とジェンダー」
16：00 - 16：40　コメント　伴瀬明美（東京大学史料編纂所）
　　　　　　　　総合討論　司会　仁藤敦史（国立歴史民俗博物館）
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16：40 - 16：45　閉会挨拶
　　　　　　　　横山百合子（国立歴史民俗博物館）

３．総　括

　日本においては，漢字と仮名の関係をジェンダーの問題としてとらえることができるが，同様に韓国においても，
漢字とハングルの関係をジェンダーの視点からとらえることが可能である。交流協定を締結している韓国国立ハン
グル博物館とともに本研究集会を主催し，文字文化とジェンダーの関係を，東アジアの中でとらえることをめざし
た。ジェンダー史を文字文化との関わり，そして東アジア的視点に立って進めた点，さらには，古代～近世まで，
多様な切り口で論じた点が本研究集会での大きな特色であり成果である。

[外国人研究員］

氏　名 所　属 研究課題 期　間

キム　ジュンシク 韓国
世宗文化財研究院

朝鮮半島南部地域における倭系古墳の出現背
景と性格　-東日本地域石室を中心に-

2017.9.4～
2017.12.3

［外国人招へい研究者］

氏　名 所　属 研究課題 期　間

コウ　ミンシャン 台湾
国立台湾歴史博物館

日本における震災後の博物館の行動から見
る，現代博物館の社会的責任とその参加

2017.5.10～
2017.6.8

ソン　キテ 韓国
国立木浦大学校

養殖漁業の拡散による漁村信仰の変化の日韓
比較研究

2017.11.1～
2018.1.29

［協定締結機関との交流]

氏　名 所　属 用　務 期　間

チェ　ウンス
オ　チャンヒョン
ジョン　ヨンハク
崔　美　玉

韓国
国立民俗博物館

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」2017年度第１回研究会

2017.4.3～
2017.4.9

ハム　スンソプ
パク　ジンイル
キム　ジンギョン

韓国
国立中央博物館 歴博─中央博　第２回共同研究 2017.4.19～

2017.4.21

松田　睦彦 韓国
国立民俗博物館

海の漁撈用具と信仰に関わる韓国国立民俗博物館
所蔵資料の調査研究
比較民俗学学会参加

2017.6.1～
2017.8.26

トノムラ　ヒトミ
アメリカ
ミシガン大学日本研究セ
ンター

国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問
う」に係る展示調査，打合せ，エクスカーション
及び講演

2017.6.28～
2017.7.10

黄　貞　燕 台湾
国立台北芸術大学

国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問
う」に係る打合せ，エクスカーション及び講演

2017.6.30～
2017.7.2

イム　ジナ
韓国
財団法人大韓文化財研究
院

全羅道地域の三国時代冠の資料調査 2017.7.14

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」研究会

2017.8.29～
2017.8.31

SHIM YOUNGSEOP
延　雄
宋　珉　宣
黄　慶　順

韓国
国立文化財研究所 歴博30周年記念事業の調査 2017.10.24
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ベッティーナ・
ツォルン

オーストリア
ウィーン世界博物館 歴博国際シンポジウム「異文化を伝えた人々―19

世紀在外日本コレクション研究の現在」での発表
及び在外プロジェクトに係る調査

2017.10.28～
2017.11.8

ブルーノ・
リヒツフェルト

ドイツ
ミュンヘン五大陸博物館

2017.10.26～
2017.11.13

アン　ソンヒ
キム　ミンギュン

韓国
国立釜山大学校博物館

国際交流事業「国立歴史民俗博物館と釜山大学校
博物館における研究者交流と展示協力」における
研究者交流

2018.1.24～
2018.1.30

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 2018.1.25～

2018.2.7
オ　チャンヒョン
ジョン　ヨンハク

韓国
国立民俗博物館 冨山・石川における海産物利用に関する調査 2018.2.18～

2018.2.23
パク　ヨングク
ユ　ホソン

韓国
国立ハングル博物館

国際研究集会「東アジアにおける文字文化とジェ
ンダー」

2018.2.20～
2018.2.22

チェ　ウンス
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「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体
系の日韓比較研究」

2018.3.8～
2018.3.10

派遣　※協定機関における用務を抜粋

氏　名 行　先 用　務 期　間

藤尾　慎一郎
高田　貫太
箱﨑　真隆

韓国
財団法人大韓文化財研究
院

大韓文化財研究院にて木材の調査・サンプリング 2017.4.10～
2017.4.13

藤尾　慎一郎
坂本　稔

韓国
ソウル大学校人文大学考
古美術史科

ソウル大学校人文大学考古美術史科と行う国際共
同研究を始めるための事前研究における招待講演
と打合せ

2017.5.22～
2017.5.24

三木　美裕 イギリス
ダラム大学

ダラム大学東洋博物館常設日本展示のリニューア
ル作業他

2017.5.22～
2017.5.31

樋浦　郷子 台湾
国立台湾歴史博物館

科研研究（日本植民地の学校教育に見る民族意識
の形成16K04491）に係る国立台湾歴史博物館典
蔵庫での日本植民地期の卒業記念帖調査

2017.5.30～
2017.6.3

高田　貫太
韓国
財団法人大韓文化財研究
院

和順地域出土倭系資料の資料調査
全南文化財研究所・大韓文化財研究所主催国際シ
ンポジウム「栄山江流域の馬韓帝国と楽浪，帯方，
倭」における発表

2017.6.14～
2017.6.17

久留島　浩
西谷　大
橋本　雄太

台湾
国立台北芸術大学
国立台湾歴史博物館

国立台湾歴史博物館との共同展示「地震帯上の共
同体：歴史の中の日台震災」開幕式参加，今後の
共同研究の検討・打合せ及び国立台北芸術大学と
の協定に関する打合せ

2017.6.26～
2017.6.29

樋浦　郷子 台湾
国立台湾歴史博物館

代表科研16Ｋ04491にかかわる調査（基盤Ｃ「日
本植民地の学校教育に見る民族意識の形成」）

2017.6.28～
2017.7.2

三木　美裕 イギリス
ウェールズ国立博物館

日本関連在外資料調査研究・活用事業に係る日本
特別展覧会の打合せ及び国際会議「日本の外にお
ける日本文化研究─その現状と展望」での報告・
出席

2017.7.8～
2017.7.26

荒川　章二
原山　浩介

台湾
国立台湾歴史博物館

フォーラム「負の歴史遺産，歴史認識と博物館」
での報告，出席及び先住民集落フィールドワーク

2017.7.13～
2017.7.17

小島　道裕
仁藤　敦史
田中　大喜
荒木　和憲

韓国
国立中央博物館
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」研究会への参加

2017.8.28～
2017.8.31

松田　睦彦 韓国
国立民俗博物館

韓国におけるカタクチイワシ漁に関する調査，研
究打合せ，韓国国立民俗博物館研究会参加・発表・
情報収集

2017.9.20～
2017.9.26

久留島　浩
樋浦　郷子

韓国
国立ハングル博物館

韓国国立ハングル博物館企画展開開幕式（９
/28）への出席

2017.9.27～
2017.9.29

三木　美裕 イギリス
ウェールズ国立博物館

日本関連在外資料調査研究・活用事業に係る資料
調査，特別展覧会準備に係る会議出席，講義

2017.10.3～
2017.10.18
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藤尾　慎一郎 韓国
国立釜山大学校博物館

国立歴史民俗博物館と釜山大学校博物館における
研究者交流と展示協力

2017.10.10～
2017.10.22

藤尾　慎一郎
高田　貫太
工藤　雄一郎

韓国
国立中央博物館

総合展示第１室新構築にかかわる複製製作の資料
調査

2017.11.7～
2017.11.9

高田　貫太
韓国
財団法人大韓文化財研究
院

和順地域出土倭系資料の調査
韓国国立羅州博物館主催国際シンポジウム「羅州
新村里金銅冠の再照明」における発表

2017.11.15～
2017.11.18

科研　基盤（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」の第３回共同研究会
への参加

2017.11.26～
2017.11.29

原山　浩介
アメリカ
ミシガン大学日本研究セ
ンター

ミシガン大学日本研究センター主催シンポジウム
における講演，資料調査
日本関連在外資料調査研究・活用事業に係る資料
調査

2017.11.27～
2017.12.1

三木　美裕
イギリス
ウェールズ国立博物館
ダラム大学

日本関連在外資料調査，講義，特別展覧会の打合
せ

2017.12.8～
2017.12.21

久留島　浩
イギリス
ウェールズ国立博物館，
ダラム大学

ウェールズ国立博物館との協定に係る打合せ及び
調査など

2017.12.9～
2017.12.15

小島　道裕 韓国
国立中央博物館 複製品製作のための資料調査 2017.12.20～

2017.12.21

小倉　慈司 韓国
国立ハングル博物館

韓国国立ハングル博物館企画展示終了に伴う貸与
資料の撤収作業

2018.1.1～
2018.1.3

日高　薫
オーストリア
ウィーン世界博物館

ウィーン世界博物館における日本関連資料の調査
2018.1.28～

2018.2.11工藤　雄一郎
勝田　徹

「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，撮影

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 2018.2.4～

2018.2.10

鈴木　卓治
櫻庭　美咲

オーストリア
ウィーン世界博物館

「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

2018.2.4～
2018.2.11

三木　美裕 イギリス
ウェールズ国立博物館 在外日本資料調査，特別展示会の打合せ 2018.2.4～

2018.3.4

日高　薫

ドイツ
ミュンヘン五大陸博物館

科研における資料調査 2018.2.27～
2018.3.11

松田　睦彦
「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　ミュンヘン五大陸博物館に
おける日本関連資料の調査

2018.2.28～
2018.3.5

勝田　徹
「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　ミュンヘン五大陸博物館に
おける日本関連資料の調査，撮影

2018.2.27～
2018.3.11

小林　淳一
アメリカ
ピーボディー・エセック
ス博物館

ピーボディー・エセックス博物館における研究調
査及び研究打合せ

2018.3.3～
2018.3.10

藤尾　慎一郎
高田　貫太

韓国
国立釜山大学校博物館

釜山加徳島獐項遺跡出土骨の考古学的調査，蔚山
達川遺跡の考古学的調査，釜山大学校博物館との
打合せ

2018.3.14～
2018.3.16

三木　美裕 イギリス
ウェールズ国立博物館 在外日本資料調査，特別展示会の打合せ 2018.3.20～

2018.3.25

横山　百合子
義江　明子

台湾
国立台北芸術大学
国立台湾歴史博物館

共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」
フィールドワーク

2018.3.27～
2018.3.30

久留島　浩 台湾
国立台湾歴史博物館

災害文化形成にかかる地域歴史資料の調査および
儒教的民本主義にかかる資料調査および視察 2018.3.27～

2018.3.31
西谷　大 調査研究の連携推進にかかる打合せ
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［海外派遣]

氏　名 行　先 用　務 期　間

共同研究

福岡　万里子
荒木　和憲
松田　睦彦

タイ
マレーシア

日中泰比較研究会（「近世近代転換期東アジア国
際関係史の再検討」）第２年度バンコク・ペナン
巡検

2017.12.23～
2017.12.29

松田　睦彦 韓国 韓国江原道におけるノリ採取にかかわる調査 2018.1.9～
2018.1.12

荒木　和憲
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」にかかる調査のため

2018.3.13～
2018.3.16

田中　大喜 2018.3.13～
2018.3.15

科学研究費補助金

福岡　万里子 イギリス

国 際 会 議「Documenting Westerners in 
Nineteenth-Century China & Japan:
New Sources and Perspectives」での研究報告及
びイギリス国立公文書館における19世紀英国東ア
ジア政策に関する史料調査収集

2017.6.21～
2017.7.1

高田　貫太 韓国 全羅道地域の三国時代冠の資料調査 2017.7.12～
2017.7.15

樋浦　郷子 韓国
台湾

代表科研「日本植民地の学校教育に見る民族意識
の形成」並びに分担科研「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
フィールドワーク及び文献調査，学校保存文書撮
影

2017.8.2～
2017.8.11

後藤　真 カナダ Digital Humanities 2017への出席と総合資料学に
係るポスター発表の実施

2017.8.7～
2017.8.14

福岡　万里子 ドイツ

ベルリンの各文書館・図書館における日本・東ア
ジア関係史料調査（科研費分担金）シュルヒテル
ン・ブランデンシュタイン城でのシーボルト関係
史料調査（在外プロジェクト）

2017.8.12～
2017.9.3

坂本　稔 カナダ AMS14 IntCal and dendrochronology workshop
における研究成果の報告

2017.8.18～
2017.8.22

箱崎　真隆 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結果の報告　忠北大学所蔵の
年輪年代法試料の調査

2017.8.19～
2017.8.22

澤田　和人 アメリカ

メトロポリタン美術館，ロードアイランド・スクー
ル・オブ・デザイン美術館，ハーバード大学美術
館，ボストン美術館が所蔵する野村正治郎旧蔵の
染織品の調査研究

2017.8.20～
2017.8.27

日高　薫 ドイツ
科研　基盤（B）「17～19世紀の在外日本コレク
ション形成に関する基礎的研究」における資料調
査と情報収集

2017.8.21～
2017.8.30

後藤　真 ノルウェー
The 28th EAJRS Conference への出席と総合資
料学にかかる機関ワークショップ・口頭発表の実
施

2017.9.12～
2017.9.18

横山　百合子 アメリカ

“The Meiji restoration and its Afterlives :Social 
change, Special Transformations and the Politics 
of commemoration”Conferenceでの報告併せて
米国議会図書館での資料調査を行う

2017.9.14～
2017.9.22

後藤　真 台湾 PCN2017へ の 出 席 とResearch Resources and 
Knowledge Discoveryでの口頭発表の実施

2017.11.6～
2017.11.10

渋谷　綾子 中国 中国浙江省良渚遺跡群における現地調査および研
究打合せ

2018.2.26～
2018.3.2

原山　浩介 アメリカ
シアトル仏教会所蔵資料の調査・整理，シアトル
仏教会の活動状況に関する調査及びハワイにおけ
るエスニックグループの多様性に関わる資料調査

2018.3.5～
2018.3.17
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松尾　恒一 台湾 台湾，台南地域，宗教・信仰の史跡と民俗調査 2018.3.7～
2018.3.12

山田　慎也 マレーシア マレーシアと日本における葬送文化に関する国際
比較研究集会発表および葬送施設調査

2018.3.9～
2018.3.16

樋浦　郷子 台湾 代表科研16K04491「日本植民地の学校教育に見
る民俗意識の形成」に関する調査

2018.3.11～
2018.3.18

日高　薫 チェコ
オーストリア

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

2018.3.24～
2018.3.30

機構基幹研究プロジェクト

原山　浩介 アメリカ
国立国語研究所・歴博・ハワイ大学との合同ワー
クショップへの参加，ならびに在ハワイの日本関
連資料に関する調査研究

2017.5.14～
2017.5.21

原山　浩介 アメリカ 日系人に関わる資料調査，並びに展示及びデータ
ベース製作に関わる打合せ

2017.7.27～
2017.8.2

原山　浩介 アメリカ
Bishop Museumとの展示打合せ，ハワイ大学に
おける資料調査と借用，ハワイ島における資料調
査と聞き取り調査

2017.9.5～
2017.9.13

櫻庭　美咲 スイス 第三期基幹プロジェクトに係るスイスの日本陶磁
器調査とチューリッヒ大学学生の教育プログラム

2017.12.3～
2017.12.10

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，
ロイトリンゲン大学所蔵のベルツ・コレクション
の調査

2018.2.11～
2018.2.17

機構若手研究者派遣プログラム

荒木　和憲 韓国 17世紀前半の日本と朝鮮との交流史に関する歴史
文化資料の調査研究

2017.9.11～
2017.11.23

その他の調査・研究・学会・シンポジウム等

櫻庭　美咲 ドイツ
オランダ

出光文化福祉財団助成金「ドレスデン国立美術館
所蔵　ザクセン選帝候アウグスト二世旧蔵肥前磁
器コレクションの調査・研究」に関するドレスデ
ンとアムステルダムの陶磁器調査

2017.8.5～
2017.8.23

渋谷　綾子 カナダ Digital Humanities 2017への出席と総合資料学に
係るポスター発表の実施

2017.8.7～
2017.8.14

松木　武彦
ドイツ
スイス
オーストリア

学 会 出 席（２nd Conference of the European 
Association for Asian Art and Archaeology）及
び資料調査

2017.8.21～
2017.8.30

渋谷　綾子 ポルトガル
EAJS2017（The conference of the European 
Association for Japanese Studies in 2017）への
出席と総合資料学にかかる口頭発表の実施

2017.8.28～
2017.9.4

島津　美子 デンマーク ICOM-CC（国際博物館協会　保存国際委員会）
第18回大会への参加

2017.9.2～
2017.9.9

橋本　雄太
渋谷　綾子 ノルウェー

The 28th EAJRS Conference への出席と総合資
料学にかかる機関ワークショップ・口頭発表の実
施

2017.9.12～
2017.9.18

松木　武彦 アメリカ
古墳及び先史モニュメントの比較研究及び企画展
示「世界の眼でみる古墳文化」に関わる資料の収
集

2017.10.12～
2017.10.17

渋谷　綾子 アメリカ American Historical Associationへの出席と発表 2018.1.4～
2018.1.9

原山　浩介 アメリカ 日系人に関わる資料調査，研究打合せ 2018.2.5～
2018.2.10

藤尾　慎一郎
高田　貫太 韓国

韓国国立晋州博物館における資料調査ならびに総
合展示第１室リニューアルに伴う資料借用の打ち
合わせ

2018.2.19～
2018.2.21

松尾　恒一 台湾 東アジアにおける民俗宗教の伝承調査 2018.3.1～
2018.3.3
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福岡　万里子 アメリカ 幕末の初代米国駐日総領事タウンゼント・ハリス
関係史料調査及び研究打合せ

2018.3.10～
2018.3.24

他の研究機関の依頼による海外調査・研究等

橋本　雄太 ドイツ ワ ー ク シ ョ ッ プ「 日 本 学 に お け るDigital 
Humanitiesの現状」への出席

2017.5.24～
2017.5.27

藤尾　慎一郎 韓国
年輪や考古学に携わる日韓の研究者を招いたワー
クショップ参加と高麗大学校考古環境研究所にお
ける資料調査

2017.8.19～
2017.8.23

松尾　恒一 フランス
「宝法義林第二回国際シンポジウム：宗教文化遺
産として論議とそのテクスト」に出席，発表のた
め

2017.10.8～
2017.10.11

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，
ロイトリンゲン大学所蔵のベルツ・コレクション
の調査

2017.10.8～
2017.10.14

青山　宏夫 台湾 逢甲大学主催の国際シンポジウムへの出席 2017.10.13～
2017.10.15

松尾　恒一 中国 華中師範大学主催「日本・中国・ロシア比較民俗
学会国際検討会」に出席，発表のため

2017.11.4～
2017.11.7

松尾　恒一 中国 中国社会科学院考歴史研究所国際媽祖検討会への
出席，発表

2017.11.29～
2017.12.3

松尾　恒一 中国

中国民俗学会主催「伝統新年的伝承発展与当代価
値（伝統の新年の継承・発展と現代における価値）」
論壇への出席・発表
清華大学劉暁峰教授との日中民俗共同調査・研究
についての会合

2018.2.1～
2018.2.5


