
［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。2018年度の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

　本館は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ている。
この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

　韓国文物研究院（韓国），東フィンランド大学（フィンランド），ルーヴェン・カトリック大学文学部（ベルギー）
の３機関と新規に学術交流協定を締結した。また，東亜細亜文化財研究院（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。

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８件の国際交流事業を推進した。
　ウェールズ国立博物館においては，これまでの調査研究の成果をもとに国際連携展示「KIZUNA: Japan | Wales 
| Design」（2018年６月16日～９月９日）を文化庁等と共催し，英語，ウェールズ語の２カ国語による展示図録を
刊行した。ウェールズ全域の人口が約313万人のところ，チャールズ英国皇太子も鑑賞されるなど，会期中に延べ
58,535名の来場者を得た。
　国立中央博物館や釜山大学校附属博物館（いずれも韓国）からは，2019年３月の総合展示第１展示室リニューア
ルに際して，古代史の共同研究を実施するとともに，資料借用にあたり惜しみない協力を得た。
　また国立台北芸術大学（台湾）とは，国立台北芸術大学及び国立民族学博物館（台湾）が主催する歴史・民俗系
博物館等を対象とした研修会に本館館長ならびに教員２名を派遣し，本館の博物館型研究統合の成果にかかる講義
を行った。

４．外国人研究員等の受入，本館研究者の海外派遣

　本館の受入制度に基づき，外国人研究員を１名，外国人招へい研究者を２名受け入れた。
また，国立文化財研究所（韓国）との協定に基づく研究者交流事業として，研究者を１名受け入れるとともに，本
館からも教員１名を派遣した。
　その他，人間文化研究機構若手研究者海外派遣プログラムにより，本館教員１名を米国に派遣し，幕末関係資料
の調査研究等に従事させた。

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シンポジウム「海がつな
ぐ日本と韓国─朝鮮海出漁と韓国の民俗変化─」のほか，国際シンポジウム「東アジアの古文書と日本の古文書─
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形と機能を比較する─」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基盤構
築」の一環として，人文情報学に特化した国際研究集会「アート・歴史分野における国際的な標準語彙（ボキャブ
ラリ）の活用」（共催：日本アート・ドキュメンテーション学会）を開催したほか，株式会社冠婚葬祭総合研究所
の協力を得て，日中比較の国際研究集会「葬送儀礼の近代化と専門家教育」（共催：長沙民政職業技術学院（中国））
を実施するなど，本館の国際化と研究分野・研究手法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。

国際交流担当　　荒木和憲

（１）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。歴博もまた，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

　カナダを訪問し，日本とカナダの先住民の文化交流事業をカナダ歴史博物館・在カナダ日本大使館と協力して実
施することを通して，研究交流をおこなう。また，2019年度に開催する国際シンポジウムの計画を具体化する。

３．今年度の研究経過

　2018年９月に発生した北海道胆振東部地震により，カナダを訪問する日程調整が難航し，当初予定していた文化
交流事業を行うことができなかった。しかし，限られた日程の中ではあったが，2019年２月21日から23日にかけて，
内田順子・川村清志・野本正博・貝澤耕一の４名がカナダを訪問し（野本・貝澤両氏はカナダ歴史博物館の招聘に
よる），オタワにあるカナダ歴史博物館のジョナタン・レネ（Jonathan Lainey）の案内で，2017年７月にオープン

相手機関名 事　業　名 事業主体者

継
　
　
続

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
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
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

新
　
　
規

韓国
ソウル大学校 放射性炭素14年代の偏重分布─考古・物理・統計学的学際研究─ 研究部

　藤尾慎一郎
台湾
国立台湾歴史博物館 日本と台湾からみた地域歴史像の解明 研究部

　西谷　　大

［国際交流事業一覧］
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した同館の「カナダ歴史ホール」の展示を視察したほか，同館のアラン・エルダー（Alan Elder）と面談し，ジョ
ナタン・レネ同席のもと，2019年秋に開催予定の国際シンポジウムについて，開催時期，テーマ，報告者，役割分
担等について打ち合わせをおこない，概要を決めることができた。またトロントでは，先住民アートの展示調査と
して，現代美術館，パワー・プラントにおける展示を巡検したほか，ロイヤル・オンタリオ博物館の先住民に関す
る展示室で，展示の構成，コンセプト，手法について調査をおこなった。

４．今年度の研究成果

　2017年度の本事業では，ジョナタン・レネを招聘し，2017年７月１日にオープンしたカナダ歴史博物館の「カナ
ダ歴史ホール」について，展示を担当した者の視点から，同展示についてアイヌ民族博物館においてレクチャーし
てもらった。今年度は，その展示を実際に見学しながらジョナタン・レネの解説を聞き，質問や意見を交換するこ
とができた。また，最終年度である2019年度に予定しているシンポジウムの開催日程・テーマ・報告者についても
打合せをおこない，概要を決めることができ，その実現に向けて取り組みを進めることができた。

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

（２）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コーディネーターとなって実施し，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。また，日本関連資料の所在調査と
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。ウェールズ国立博物館の歴史展示では，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

　１．ウェールズ国立博物館の日本展示開催のため，文化庁とも協力し日本国内での展示資料集荷，ウェールズ国
立博物館での展示作業等を行う。
　２．ウェールズ国立博物館における日本展開催に合わせて，ワークショップ等，展示を通じた教育普及活動を行う。

３．今年度の研究経過

　2018度は前年度までにウェールズ国立博物館および文化庁美術学芸課との協議を通じて確定した日本展の展示資
料をもとに，展示解説やキャプション，展示図録の原稿等の執筆を行った。また日本国内の資料収集のための調書
作成や集荷・梱包等の国内での展示準備作業，ウェールズへのクーリエ業務と現地での展示指導等を通じて，2018
年６月16日の展示オープンを達成した。また会期終了後は，撤収・国内返却等の一連の作業に従事した。会期前に
は歴博館長による講演，会期中はクーリエとして派遣した歴博教員によるギャラリートークを複数回おこない，展
示内容に関する教育・普及を行った。
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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「今，昔　日本のアート＆デザイン」，英文題「KIZUNA: Japan｜Wales｜
Design」（2018年６月16日～９月９日）を開催し，機構および当館の調査・研究活動をウェールズ国内に周知する
ことができた。展覧会はウェールズ国立博物館としては異例の5万人を超える観客動員数を得，またチャールズ皇
太子の観覧を得るなど大きな反響を呼んだ。また，日本国内では博物館情報誌『ミュゼ』122号に取り上げられる
など，博物館業界での注目を得た。

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
　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

（３）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〕
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

〔共同研究会と展示協力〕
　第3回共同研究会を開催する。
　第1展示室のリニューアルオープンに向け，資料借用などを進める。
　企画展示「世界史の中の古墳文化（仮）」へ向け，図録，パネル作成における協力を依頼する。
〔国際シンポジウムの協力〕
　可視化・高度化事業による国際シンポジウムにて，韓国国立中央博物館の咸舜燮考古部長に発表を依頼する。

３．今年度の研究経過

〔共同研究会と展示協力〕
①第３回共同研究会を本館にて開催した（2018年11月16日）。報告題は以下のとおり。
　　　・山田康弘　‘朝鮮半島加徳島獐項遺跡出土の人骨について’
　　　・李ナギョン　‘国立中央博物館における楽浪古墳（石巌里9号墳）の再整理について’
　　　・尹温植　　‘斯盧国の墳墓と位階’
　　　・上野祥史　‘中国の皇帝陵’
　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
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第１室リニューアルに関して，具体的な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いて，国立中央博物館ならびに国立金海博物館，国立晋州博物館から39件44点
の資料借用を行った（2019年２月）。資料借用に関する協定を締結し，借用期間は10年間とした。
③国立中央博物館が2019年秋に開催する『加耶展（仮）』について，咸舜燮考古歴史部長から国立歴史民俗博物館
における開催についての要請があり，協議の結果，2020年夏に開催することに決定した。
④企画展示「世界史の眼でみる古墳文化」の開催のための，写真，動画資料を国立中央博物館から提供いただいた。
〔国際シンポジウムの協力〕
①国立歴史民俗博物館が主催した国際シンポジウム『日本の古墳はなぜ巨大なのか』（2018年11月17，18日）において，
国立中央博物館の咸舜燮考古歴史部長に「新羅における王陵の誕生と展開」という主題で発表を依頼した。

４．今年度の研究成果

　本年度は第３回目の共同研究会を開催することができた。国立中央博物館が再整理を行っている，楽浪古墳につ
いての最新の知見を得ることができた。また，新羅考古学を専門とする咸舜燮考古歴史部長に国際シンポジウムで
の発表をお願いし，実現することができた。
　そして，長年の協議事項であった総合展示第１室リニューアルに関する資料借用については，国立中央博物館の
全面的な協力によって，39件44点の実物資料を長期借用することができた。さらに，国立中央博物館が開催予定の
『加耶展』の内容を基盤として，国立歴史民俗博物館においても企画展示を開催する運びとなった。
　以上のように，国立中央博物館との国際交流は非常に緊密なものとなっている。「先史～中世における日韓葬送
儀礼の比較研究」の共同研究会も1年に1回ずつ着実に開催することができている。2019年度以降も引き続き国際交
流事業を行うので，数年後に成果物を刊行することができれば，と協議を行っている。

５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
　金　東　宇　国立中央博物館・学芸研究官　　　　　　○金　大　煥　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　　　　　　李ナギョン　国立中央博物館・学芸研究士
　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

（４）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としておこなわれた共同研究「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）が終了し，企画展示の展示プロジェクト委員会が発足した。そこで本事業では，展示内容を確
定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。
　展示は，韓国国立民俗博物館において2019年10月または2019年12月～2020年２月の予定で，歴博において2020年
３月～５月の予定で開催されることが決定した。したがって，2018年度は，展示を予定する資料の調査および展示
に向けた打ち合せが主な事業内容となる。
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３．今年度の研究経過

【韓国から日本】
６月16日～19日：展示プロジェクト委員会（奇，呉）
７月25日～8月26日：客員研究員として韓国派遣（松田）
９月７日～12日：徳島県阿南市椿泊町調査（朴）
10月９日～12日：福岡県，佐賀県調査（呉）
11月８日～14日：国際研究集会（日本民俗学会談話会），展示プロジェクト委員会（鄭，呉）
1月13日～18日：青森県東通村調査（呉）
２月３日～８日：済州道楸子島調査，韓国国立民俗博物館表敬訪問（久留島館長，松田）
３月17日～19日：総合展示第１室リニューアルオープン式典参加（尹館長，李随行員）

４．今年度の研究成果

　展示のための会議のほか，徳島県阿南市椿泊町における祭礼の撮影，福岡県における明太子の歴史にかかわる調
査，佐賀県における干潟漁の調査，青森県東通村における磯漁具の調査，済州道楸子島における祭礼調査等の調査
を行ない，展示のための準備を推進した。また，夏には事業主体者が約1か月間韓国民博の招待で滞在し，展示資
料の選定や現地調査等の準備を行なった。11月には日本民俗学会との共催で国際研究集会「海がつなぐ日本と韓国
─朝鮮海出漁と韓国の民俗変化─」を開催し，これまでの研究成果の一部を公開した。２月には久留島浩館長とと
もに韓国民博を表敬訪問し，展示共催のための連携を確認した。3月の総合展示第１室リニューアルオープン式典
には韓国民博の尹成龍館長を招待した。

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
　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

（５）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
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　特に，本館総合展示第1室リニューアル事業において，釜山大学校博物館との合意に基づいて，長期
資料借用を実現させる。

３．今年度の研究経過

・高田貫太が2018年10月23日～11月３日まで，釜山大学校博物館において研究交流を行った。その中で，藤尾慎一
郎とともに，2018年10月26日に国立金海博物館において金海市亀山洞遺跡出土弥生系土器の実測調査を行った。
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また，2018年10月30日に，釜山大学校考古学科の学生を対象に「考古学からみた3～6世紀の日朝交渉」の研究発
表を行った。
・2019年３月13～19日に，釜山大学校博物館から裵孝元氏・趙ジエ氏の研究院２名が本館に１週間滞在し，研究交
流を行った。群馬県立歴史博物館，東京大学博物館，東京国立博物館などの視察を行った。
・釜山大学校博物館の全面的な協力のもと，第１室リニューアルに際し，泗川勒島遺跡や蔚山玉峴遺跡などの出土
資料を長期借用することができた。

４．今年度の研究成果

　研究面については，国立金海博物館所蔵，金海亀山洞遺跡出土の弥生系土器の実測調査が大きな成果であった。
土器群の実測調査を行ったところ，搬入品を除いては，韓半島の製作技法で作られている部分があることを確認で
きた。この部分は粘土帯の接合という，外面からはみえない内在的な部分なので，伝統的に韓半島の土器製作技術
に長けているものの手によって作成された可能性が高いと考えた。
　また展示協力においては，釜山大学校博物館の全面的な協力のもと，第１室リニューアルに際し，日本列島にお
ける水田稲作のはじまりに関する重要な資料である蔚山玉峴遺跡，弥生時代後半期の日朝関係をしめす泗川勒島遺
跡などの出土資料を借用することができた。
　今後とも研究者交流を深めながら，将来的には共通の研究テーマを見いだしていきたいと考えている。

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

（６）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

　本館教員３名を派遣し，研修会（３日間）を実施する。

３．今年度の研究経過

　（2018年９月20日～24日　於台湾）
　国立台北芸術大学を訪問し，博物館歴史学セミナーにおける講演を行った。また，台北市北投区視察および研究
調査を行った。
　訪問者：久留島，西谷，内田

４．今年度の研究成果

　博物館において資料を研究する上で，文献史学，人類学的民俗学的フィールド調査と歴博の学際的な重要性を議
論することができた。また研究成果をいかにして調査地に還元するかという課題について，映像が有効であり，歴
博映像『二五穴』の中国語バージョンを放映しながら，その具他的な方法についても議論することができた。
　さらに台北市北投区視察および市内での市を調査研究しながら，今後の次年度の研修会について，継続的に実施
し，そのテーマを「市と地域社会」とすることとした。

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
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　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

（７）放射性炭素14年代の偏重分布─考古・物理・統計学的学際研究─
2018～2022年度
（事業主体者　藤尾慎一郎）

１．目　的

　日韓の先史時代における炭素14年代を用いた共同研究を行い，その成果をデータベース（ソウル大学校にて作成
予定），国際シンポジウム，国際展示として可視化・高度化する。　

２．今年度の研究計画

国立ソウル大学校考古美術史学科研究員　オ・ヨンジェ氏外国人研究者招へい事業　
2018年5月1日～8月10日まで
　　
３．今年度の研究経過

　オ・ヨンジェ氏が３ヶ月滞在し，日本国内の炭素１４年代測定値を修正する作業を行った。また，その成果につ
いて2018年８月９日に「炭素14年代を利用した先史時代の人口変動研究：日本と韓国での適用可能性」というテー
マで発表していただいた。
　　ただ，今年度は諸般の事情から共同研究などを開催することができなかった。
　　
４．今年度の研究成果

　ソウル大学校側の代表である金壯錫教授が，博物館長になった関係で，当初予定していた計画を遂行することが
基本的にできなかった。この点については先方と今後の国際交流事業の進め方について協議を行いたい。
　
　
５．事業組織（◎は事業主体者，○は副主体者）
　李　昌　煕　　釜山大学校・教授
◎金　壯　錫　　ソウル大学校・教授
　高田　貫太　　本館研究部・准教授　　　　　箱﨑　真隆　　本館研究部・特任助教
○坂本　　稔　　本館研究部・教授　　　　　◎藤尾慎一郎　　本館研究部・教授

（８）日本と台湾からみた地域歴史像の解明
2018～2022年度
（事業主体者　西谷　大）

１．目　的

　国立歴史民俗博物館と国立台湾歴史博物館は，これまで災害史を中心として，「資料に依拠する」という基本的
な研究方法にそって，共同研究を行ってきた。
　そこで災害史を継続課題とするとともに，資料研究の「歴博所蔵『高山族民俗資料』」，文献資料研究とフィール
ド研究をあわせもつ「近代の教育と植民地時代」，フィールド研究を通じた「日本と台湾の漁撈文化」，「民俗研究
映像の制作・保存・共有」の４つのテーマについて共同研究を推進することを目的とする。
　また，これまで共同研究を展開する上で，組織と研究者同士のネットワークが確立できたのだが，さらに双方の
研究者の交流を組織的に発展させることも目的の１つとする。
　さらにモバイルミュージアムを台湾でも展開することで，可視化高度化事業，大学連携事業とも関連付けること
を目指す。
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２．今年度の研究計画

　４つの課題をどのように推進するか打ち合わせを行う。とくに経費は，科研費等の外部資金の充当を考えており，
その採択状況に応じて４つの課題についての具体的な研究計画を策定する。「近代の教育と植民地時代」については，
すでに樋浦教員が科研費で調査中であるが，その他の課題についても科研費を申請中であり，採択された場合には，
国際交流事業経費の一部を辞退する。「民俗研究映像の制作・保存・共有」については，研究映像の台湾での公開
ついて検討をはじめる。

３．今年度の研究経過

（2018年９月19日～21日　於台湾）
　国立台北芸術大学を訪問し，伊能嘉矩特別展展示調査および次年度特集（国際）展示にかかわる打合せを行った。
　訪問者：樋浦
（2019年１月17日～20日　於台湾）
　国立台北芸術大学を訪問し，日本台湾学会分科会の打合せ，企画展示「上學去（学校へ行こう）」展示調査を行っ
た。また，国際シンポジウムへ参加した。
　訪問者：樋浦

４．今年度の研究成果

　「資料に依拠する」という基本的な研究方法にそって，調査研究と議論を重ねながら，特に研究課題の１つであ
る「近代の教育と植民地時代」についての研究成果を展示という形で可視化するため，2020年に「東アジアを駆け
抜けた身体～スポーツの近代（仮題）」に関わる展示を，国立歴史民俗博物館と国立台湾歴史博物館で開催するこ
とで合意した。

　
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・副館長
○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
　内田　順子　本館研究部・准教授　　　　　　松田　陸彦　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
　原山　浩介　本館研究部・准教授　　　　　　久留島　浩　本館研究部・教授
◎西谷　　大　本館研究部・教授

［国際シンポジウム］

「海がつなぐ日本と韓国─朝鮮海出漁と韓国の民俗変化」

会　　場：成城大学3号館321教室
会　　期：2018年11月11日
参 加 者：39人（うち外国人７人）
主　　催：国立歴史民俗博物館
共　　催：日本民俗学会

１．開催趣旨

　本シンポジウムは，近代における日本人漁民の進出を契機として起こる朝鮮半島の生活文化の変化について，と
くに，進出の初期に重視され，朝鮮半島の生活に大きな影響を与えたカタクチイワシに注目した発表をもとに議論
する。具体的には，これまでの共同研究や科研費による調査・研究の成果を素材として，日本と韓国の生活文化の
混交の様相を描きだし，植民地支配と生活文化との関係性について考える。こうした取りくみは，朝鮮半島に限ら
ず，今後，近代の日本と植民地との生活文化の混交について研究するための基礎を構築する上でも重要な役割を果
たす。
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２．開催内容

2018年11月11日（日）　13：00～17：00
　13:00～13:10 趣旨説明　川島　秀一（東北大学）
　13:10～13:35 松田　睦彦（国立歴史民俗博物館）
 「朝鮮海出漁研究の民俗学的意義とその方法」
　13:35～14:00 磯本　宏紀（徳島県立博物館）
 「朝鮮海への日本人漁民の進出と漁業経営
 ─香川県観音寺市伊吹島と広島県坂町横浜の出漁漁民の事例から」
　14:00～14:25 呉　昌炫（韓国・国立民俗博物館）
 「カタクチイワシから見た20世紀韓国人の日常食生活の変動
 ─韓国におけるカタクチイワシ漁業技術と消費方式の伝播と受容」
　14:35～15:00 昆　政明（神奈川大学）
 「日韓造船技術の混交」
　15:00～15:50　鄭　然鶴（韓国・国立民俗博物館）
 「韓日大漁旗の比較研究」
　16:00～16:15 コメント　中野　泰（筑波大学）
　16:15～16:30 コメント　全　京秀（韓国・ソウル大学校）
　16:30～17:00 質疑・討論

３．総　括

　近代における日本人漁民の進出を契機として起こる，朝鮮半島の漁撈文化および生活文化の変化について，現在
の韓国の様相を素材として考えた。こうした取りくみは，朝鮮半島に限らず，今後，近代の日本と植民地との生活
文化の混交を民俗学で取り上げるための方法を模索するものでもあった。本国際シンポジウムでは，日本人漁民に
よる朝鮮海出漁の歴史とそれによる韓国の民俗変化という繊細なテーマについて，日韓の研究者がフロアの参加者
も交えて忌憚のない意見を交換することができた。民俗学だけでなく歴史学からの参加をえられたことも成果で
あった。

「東アジアの古文書と日本の古文書─形と機能の比較─」

会　　場：国立歴史民俗博物館　講堂
会　　期：2018年11月17日
参 加 者：86人（うち外国人５人）

１．開催趣旨

　東アジア各国の前近代の文書は，多くの共通性を持っている。古代中国で成立した漢字文化と国家の仕組みを，
それぞれの国が伝統と社会のあり方に即して受容し，相互に交流しながら文書の様式を発展させたからである。こ
のたび国立歴史民俗博物館では，企画展示「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」を開催し，そのような観点
から，日本の古文書を東アジア世界の中に位置づけることを試みた。すなわち，「日本文書史」は「東アジア文書史」
の一部であり，それは他の国々の文書史についても同様に言えることである。
　このシンポジウムにおいては，韓国，中国，日本，ベトナム，イランの文書，および国家間の外交の文書につい
て取り上げ，その全体について議論を行ってみたい。小さな一歩ではあるが，「東アジア文書史」を描く端緒とな
れば幸いである。

２．開催内容

2018年11月17日（土）　9：30～17：15
　＜開会＞
　9:30～9:35　西谷大（国立歴史民俗博物館副館長） 「開会の挨拶」
　9:35～9:50　小島道裕（国立歴史民俗博物館）　 　「趣旨説明」
　＜セッション1　韓国の古文書をめぐって＞
　9:50～10:10　　
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　　川西裕也（新潟大学）
　　「朝鮮王朝の国王文書」
　10:10～10:50　<韓国語逐次通訳>
　　朴竣鎬（国立ハングル博物館）
　　「韓国古文書の花押」
　10:50～11:10
　　文叔子（ソウル大学）
　　「朝鮮における私人間の契約文書について」
　11:10～11:30
　　三上喜孝（国立歴史民俗博物館）
　　「日韓古文書比較研究のための二つの視点─『前白』木簡と画指─」
　11:30～13:00　休憩
　＜セッション２　中国の古文書をめぐって＞
　13:00～13:40　<中国語逐次通訳>
　　黄正建（社会科学院）
　　「中国古文書学概論─公文書の様式研究を例に─」
　13:40～14:20　<中国語逐次通訳>
　　阿風（社会科学院）
　　「明清時代の『信牌』」
　14:20～14:40
　　丸山裕美子（愛知県立大学）
　　「中国文書様式の受容と変容」
　14:40～14:50　休憩
　＜セッション３　アジアの文書と外交＞
　14:50～15:10
　　荒木和憲（国立歴史民俗博物館）
　　「外交関係の文書─15～16世紀の現存文書を中心として─」
　15:10～15:30
　　藤田励夫（文化庁）
　　「安南日越外交文書にみる花押についての試論」
　15:30～15:50
　　四日市康博（立教大学）
　　「イルハン朝（イラン）の文書」
　15:50～16:00　休憩
　＜討論＞
　16:00～17:15
　　総括コメントと司会：高橋一樹（武蔵大学）
　　　　　　　　　　　　小島道裕（国立歴史民俗博物館）

３．総　括

　近年学界でも関心が高まってきた，東アジアにおける古文書様式の比較研究について，日中韓の研究者が研究成
果を持ち寄った総合的なシンポジウムである。歴史的な観点から，アジアにおける「文書史」の中に各国の文書を
位置づけ，相互の関係についても認識を深めることができたことは，この分野の研究に確実に貢献するものである。
今回のシンポジウムの前提として，すでに3年目となる共同研究を行っており，中国から招聘したお二人以外は，
そのメンバーないしスピーカーを務めている。単発のシンポジウムではなく，すでに2年半にわたって共同で研究
を行い，韓国での調査も含めて，多くの資料を共に見てきたことが，質の高い，また噛み合った報告に結びついた
と言える。
　また，このシンポジウムは，館の企画展示「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」の会期中に関連事業とし
て行ったものであるため，シンポジウムの前日には，展示を共に見学しながら，資料を前に具体的問題について意
見を交換し，さまざまな点について理解し合うことができたのも大きな意味があった。
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　シンポジウムの中でも，この企画が「博物館発」の研究であることを評価する声が上がった。古文書を比較研究
するためには，当然実物を見比べることが必要であるが，それは必ずしも容易なことではなく，資料保存機関が積
極的に関与しなければ，多くの進展は望めない。当館が展示とシンポジウムを合わせて行ったことは，今後の研究
のあり方についても，ひとつのモデルを示すことができたと言える。

「日本の古墳はなぜ巨大なのか？─古代モニュメントの比較考古学─」

会　　場：明治大学アカデミーコモン
会　　期：2018年11月17日～18日
参 加 者：468人（うち外国人９人）
主　　催：国立歴史民俗博物館
共　　催：大阪大学大学院文学研究科，岡山大学大学院社会文化科学研究科，明治大学文学部，
　　　　　セインズベリー日本藝術研究所

１．開催要旨

　古墳は，日本史が生み出した最大の歴史遺産にして，人類史上有数の謎である。狭い列島に，大きさでは世界トッ
プクラスの古代建造物が林立したのはなぜか？世界各地の古代建造物と古墳とを，それを築いた社会の特性も含め
てじっくりと比べることによって，この謎に挑む。
※本シンポジウムは「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」によ
り実施。

２．開催内容

2018年11月17日（土）　10：00～17：40
　10:00～10:10 開催の辞
　10:10～10:25 シンポジウムのねらいについて　松木　武彦（国立歴史民俗博物館）
　10:25～11:05 ＜報告１＞　近藤　二郎（早稲田大学）
 「エジプト古王国時代のピラミッド」
　11:05～11:45 ＜報告２＞　林　俊雄（創価大学）
 「ユーラシア草原の大型墳墓」
　13:00～13:40 ＜報告３＞　関　雄二　（国立民族学博物館）
 「アンデス文明におけるモニュメンタリティ：権力とモニュメント出現の関係」
　13:40～14:20 ＜報告４＞　杉山　三郎（愛知県立大学／アリゾナ州立大学）
 「メソアメリカ文明のピラミッド：象徴する世界観と階層社会の形成」
　14:20～15:00 ＜報告５＞　佐々木　憲一（㍾大学）
 「北アメリカの先史モニュメント」
　15:20～16:00 ＜報告６＞　トーマス・クノフ（ドイツ・テュービンゲン大学）
 「中央ヨーロッパ青銅器時代・鉄器時代の墳丘モニュメント」
　16:00～16:40 ＜報告７＞　サイモン・ケイナー（英国・セインズベリー日本藝術研究所）
 ルーク・エジントン‐ブラウン（京都府立京都学・歴彩館）
 「ポスト・ローマ期のヨーロッパの墳墓」
　16:40～17:40 ＜講　演＞　クリス・スカー（英国・ダーラム大学）
　　　　　　　　「先史・原史時代の墳墓モニュメント：世界的視野から見た日本の古墳」
2018年11月18日（日）　9：20～17：00
　9:20～10:00 ＜報告８＞　上野　祥史（国立歴史民俗博物館）
 「中国の皇帝陵」
　10:00～11:00 ＜報告９＞　咸　舜燮（韓国・国立中央博物館）
 「朝鮮半島の王墓」
　11:15～11:55 ＜報告10＞　福永　伸哉（大阪大学）
 「日本列島の古墳」
　13:10～13:50 ＜報告11＞　清家　章（岡山大学）
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　 「社会変化とモニュメント」
　13:50～14:30 ＜報告12＞　松本　直子（岡山大学）
 「人間行動とモニュメント」
　14:45～17:00 総合討論とコメント　司会：松木　武彦（国立歴史民俗博物館）
　　　　　　　　　      　        　　　コメント：ウェルナー・シュタインハウス（広島大学）

３．総　括

　世界４大陸の８つの文明の先史～古代モニュメント（エジプト，ヨーロッパ，中央ユーラシア，中国，朝鮮半島，
北米，中米テオティワカン，南米アンデス）について，形態・構造およびそれを築いた社会の特性を，英・独・韓・
日４か国の10名の研究者が最新の研究成果をもとに論じたのち，それを受けて日本の古墳研究者２名が日本の古墳
の形態・構造とそれを築いた社会の歴史的意義を比較考古学的に浮き彫りにした。さらに，理論考古学研究者１名
が，人類におけるモニュメント築造の歴史的意義を論じた。これら都合13名の研究報告をまとめる形で，日本の古
墳の最大の特性である「なぜ巨大なのか」という点に軸にしてディスカッションを行い，さまざまな異なった哲学・
方法・視点およびフィールドをもった世界の研究者に古墳がどう理解されるのかを論じ合った。また，現代社会と
モニュメントの結びつきについても国際比較し，日本の古墳という歴史遺産を未来に向けてどのように保存・活用
していくかについても議論した。
　日本の古墳を世界史・人類史の中に位置づけた本格的な試みであり，日本歴史の重要資料であり人類全体の遺産
でもある日本列島の古墳を考古学最新の国際的シーンに位置づけ，歴博が主導して日本歴史を国際的に研究する路
線の一つが確立した。

［国際研究集会］

「葬送儀礼の近代化と専門家教育」

会　　場：国立歴史民俗博物館ガイダンスルーム
会　　期：2018年４月13日
参 加 者：30名（うち外国人５人）
主　　催：国立歴史民俗博物館
共　　催：JSPS科研費（16Ｈ03534）
　　　　　「現代日本における死者儀礼のゆくえ─生者と死者の共同性の構築をめざして─」
　　　　　中国・長沙民政職業技術学院
特別協力：株式会社冠婚葬祭総合研究所

１．開催趣旨

　アジア地域では近代化が進み葬儀産業が発展していくなかで，従事者の専門家教育が課題となり，教育システム
の構築と資格化が進んでいる。本研究集会では，中国長沙民政職業技術学院の研究者と日本の研究者が，それぞれ
葬儀の状況と専門家教育，資格制度について報告を行い，それぞれの相違や死を取り巻く環境の変化について検討
することを目的とする。

２．開催内容

2018年４月13日（金）　13：00～17：00
　13:00～13:10　挨拶，趣旨説明
　13:10～13:40　沈宏格（長沙民政学院）「中国における葬儀教育の概況」
　13:40～14:10　李毓超（長沙民政学院）「中国の公共墓地制度」
　14:10～14:40　梁小花（長沙民政学院）
　　　　　　　　「中国の大学生における生命教育の現状，葬儀と生命教育との関係について」
　14:40～15:10　郭䀧弱（長沙民政学院）「中国の葬儀文化」
　15:20～15:50　小谷みどり（第一生命経済研究所）「日本における葬儀の変容」
　15:50～16:20　山田慎也（国立歴史民俗博物館）「日本における葬儀業の資格化」
　16:20～16:50　総合討論
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　16:50～17:00　閉会挨拶

３．総　括

　葬儀従事者の教育機関である中国長沙民政学院の研究者と日本の研究者が，それぞれ葬儀の状況と専門家教育，
資格制度について報告を行い，それぞれの相違や死を取り巻く環境の変化について検討することを目的とした。報
告では，中国における葬儀教育の歴史や公共墓地制度，大学生に関する死生学教育，また葬儀思想などの報告があっ
た。それに対し日本側からは，1990年代以降の死を取り巻く環境や葬祭業の資格制度について報告がなされた。
　中国では，当初国家資格であった職業資格証明書が，今年度国家資格ではなくなり民間資格に移行している。ま
た民間の霊園開発も進んでおり，国家の関与の仕方も変わっていることが明らかになった。しかし，儀礼はあくま
でも故人への尊敬と感謝といった近代的唯物論を徹底している点では，政府の基本的姿勢が色濃く反映しており，
日本の行政の姿勢とは対照的であることがわかる。そして生命教育という死生学教育はかなり踏み込んで具体的に
行われており，こうした新たな役割を葬儀教育が担っていることも判明した。
　以上のように本集会で日中の死をとりまく環境の相違を認識することができたことで，有意義なものであり，学
術的にもまた一般社会への寄与にもつながるものと思われる。中国の葬儀とその専門家教育の現状を把握でき，現
代中国の死生観と国家思想の連関が明らかになったことで，日本の死生観と行政対応の相違が明確になった。

「アート・歴史分野における国際的な標準語彙（ボキャブラリ）の活用─
－－Getty Vocabulary Programの活動と日本」

会　　場：国立歴史民俗博物館　講堂ほか
会　　期：2018年６月16日
参 加 者：114名（うち外国人２人）
主　　催：国立歴史民俗博物館
共　　催：日本アート・ドキュメンテーション学会（JADS）

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
報基盤の発展には，国内のみならず海外における日本研究の環境基盤についても継続的な分析・検討が欠かせない。
文化財等標準辞書プロジェクト「Getty Vocabulary」 の提供する世界最大規模の術語データベースは，総合資料学
システムの肝であるLinked Data の活用にあたり重要であるが，語彙データの日本語対応は遅れている。総合資料
学事業では，2017年度に基盤システムの公開を開始したが，歴博で担える語彙が全てではないため，これらに総合
的に対応するために日本チームの結成が必要である。
　そこで本研究集会では，日本アート・ドキュメンテーション学会と共催することで，歴博では特に手薄な美術・
工芸の観点を補完しつつ，日本の関連する機関等に参加を呼びかけ，日本側の課題を検討するとともに，Getty 
Trustの担当者，もしくは語彙データ整備で先行している台湾の関係者を招聘し，議論を行う。

２．開催内容

2018年6月16日(土)　13:00～17:15
　13:00　開会挨拶　西谷　大（国立歴史民俗博物館副館長）
　13:10　趣旨説明　後藤 真（国立歴史民俗博物館）
　13:20　講演1　ジョナサン・ワード（Jonathan Ward）
　　　　　　　　（米国ゲティ研究所　Getty Vocabulary Program　シニアエディター） 
　　　　　　　　The Getty Vocabularies: Access to Art History through Multilingual Thesauri
　　　　　　　　（ゲティ語彙集：多言語シソーラス（分類語彙）を通じた美術史への接近）
　14:00　講演2　ソフィー・チェン（Sophy Chen）
　　　　　　　　（台湾中央研究院歴史言語研究所　助研究員）
　　　　　　　　台湾におけるゲティボキャブラリー翻訳の現状
　14:40　休憩
　15:00　話題提供　日本におけるシソーラス・語彙集に関する情報蓄積または情報源について
　　　　・ 橘川英規（東京文化財研究所）「日本の美術家人名情報」
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　　　　・ 関野 樹（総合地球環境学研究所）「人間文化研究機構から公開されているデジタル歴史地名辞書」
　　　　・ 茂原 暢（渋沢栄一記念財団）「日本の近代企業史分野における会社名・団体名・人名に関する典拠データ」
　　　　・ 本間 友（慶應義塾大学）「アート・イベントのドキュメンテーションとデータの共有化」
　　　　・  嘉村哲郎（東京藝術大学）「Linked Open Dataによる国内ミュージアム情報の統合─LODAC Museum

を例に─」
　15:50　パネルディスカッション
　　　　　進行：後藤 真 
　　　　　登壇：ジョナサン・ワード，ソフィー・チェン，橘川英規，嘉村哲郎
　17:00　閉会挨拶　前田富士男（アート・ドキュメンテーション学会会長）

３．総　括

　まず，ワード氏からはGetty Vocabulariesの概観について説明を受け，その後どのような貢献が可能であるかの
発表を行ってもらった。またチェン氏からは具体的な活動状況に対する報告を受けた。それを踏まえ，国内状況の
総括を実施したが，結果的に，一定のデータ基盤について，可能性はあるものの，まだ標準化されていない，多言
語化されていないなどの課題があることが判明した。今後は，これらの標準化・多言語化などを介して，データを
より活用できる基盤を作成することが重要であると改めて確認するに至った。さらに，これらの状況に対応するた
めには台湾中央研究院のように機関単体では困難であるため，広く複数機関が連携することで，今後の働きを強め
ていくことが確認された。

「買売春と社会─日本中世から近代まで─　
Prostitution and Society in Japan: from Pre-modern to Modern Era」

会　　場：東京大学文学部　法文1号館　215教室
会　　期：2018年12月２日
参 加 者：68名（うち外国人４人）

１．開催趣旨

　本国際研究集会は，基盤研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」において取り組んできた「セクシャリティ発
現の場」の研究成果に基づき，買売春研究の新たなステージの開拓をめざして開催する。集会では，第１に，医療，
宗教，経営などの売春をめぐる社会的・経済的環境と，娼婦や業者自身の意識・リテラシー等に留意しつつ，日本
中世～近代の買売春の実態を明らかにし，第２に，そのような買売春の実態解明を基礎に，時代ごとの買売春の存
立構造がその時代の社会の特質といかに連関するのかを考察する。本研究集会は，以上の二つの課題解明を通して
日本における買売春の歴史的変容過程を明らかにし，ジェンダー視点に立つ社会像の構築に寄与することを目的と
するものである。

２．開催内容

2018年12月２日（日）　9：00～17：15
　9:00～9:10   　　開催趣旨説明（横山 百合子：国立歴史民俗博物館）
　9:10～10:00　 　「中世遊女の家族と信仰」（辻 浩和：川村学園女子大学）
　10:00～10:50　　「ジェンダー史としての天保改革と江戸」
　　　　　　　　　（エイミー・スタンレー：ノースウェスタン大学）
　11:00～11:50　　「新吉原遊廓における遊女の自己形成とリテラシー」
　　　　　　　 　（横山 百合子：国立歴史民俗博物館）
　13:00～13:50　　「明治期日本の梅毒と地域社会 ─栃木県塩谷郡の事例から─」
　　　　　　　 　（廣川 和花：専修大学）
　13:50～14:40　　「遊廓・花街と金光教の布教」（高木 博志：京都大学）　　
　15:00～15:15　　コメント（小野沢 あかね：立教大学）
　15:15～17:00　　討　　論
　17:00～17:15　　総　　括（義江 明子：元帝京大学）
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３．総　括

　日本列島社会における買売春の歴史は，一般的な歴史研究から切り離された特殊な分野史として好事家的関心か
ら研究されてきたが，その後，女性史や社会史研究による買売春の実態解明が行われ，近年は，歴史学の対象とし
て活発に研究が行われている。本研究集会は，これらの成果をふまえ，芸能史，医療史，リテラシー研究，宗教史，
都市史などの蓄積も参照し，買売春を，それぞれの時代の社会構造の特質との関係でとらえなおし，通時的な変化
の解明を目指すものであった。集会での国内4名と国外（アメリカ）1名の研究者による報告，コメント，総括はい
ずれも充実したものであり，課題に応える十分な成果を上げた。また，買売春という切り口を通して，それぞれの
時代の国家と社会がいかなるジェンダー構造のもとに成り立ってきたのかという大きな課題にも及ぶ活発な討論が
行われ，現代社会の性をめぐる諸問題に向き合う際の確実な基盤構築にも資するものとなった。本研究集会は，買
売春を，社会構造の特質との関係という視点から通時的に考察する初めての試みとして関心が高く，ジェンダー視
点に立つ新たな社会史研究のステージを拓くものとなったと考える。
　参加者には若手研究者，院生が多く，海外から英文予稿の問い合わせが寄せられるなど，歴博共同研究の成果発
信としても，有意義な場となった。

［外国人研究員］

氏　　名 所　　属 研究課題 期　間

オ　ヨンジエ 韓国
ソウル大学校 炭素14年代を利用した韓日先史時代の人口変動の研究 2018.5.1～

2018.8.10

［短期招へい外国人研究者］

氏　　名 所　　属 研究課題 期　間

パク　ジンイル 韓国
国立清州博物館 日本の博物館における考古学に基づく展示の現在 2018.5.21～

2018.8.18

イ　ミョンオク 韓国
国立文化財研究所 中世東アジアにおける韓・日陶磁交流の様相 2019.1.28～

2019.3.29

［協定締結機関との交流］

招　聘

氏　名 所　属 用　　務 期　間

キ　リャン
韓国
国立民俗博物館

企画展示「海がつなぐ日本と韓国（仮）」展示プロジェ
クト委員会

2018.6.16～
2018.6.19

オ　チャンヒョン
（呉　昌炫）

2018.6.16～
2018.6.20

李　暎徹
林　智娜

韓国
大韓文化財研究院

科研費（基盤C16k03173）「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
と千葉県東部の遺跡調査

2018.9.14～
2018.9.18

Yi Je Hun
Kang Ah Jin

韓国
韓国文物研究院

機関間連携・異分野連携研究研プロジェクト「日本列
島における人間・文化の起源とその発展に関する総合
的研究」にともなう研究打合せ（韓国釜山広域市家徳
島獐項遺跡出土人骨のDNA分析についての中間報告
会）

2018.9.25～
2018.9.28

パク　コンチャン 韓国
国立民俗博物館 徳島県阿南市椿泊町における祭礼調査および撮影 2018.9.7～

2018.9.12
オ　チャンヒョン
（呉　昌炫）

韓国
国立民俗博物館 明太子製造の歴史および干潟漁に関する調査 2018.10.9～

2018.10.12
パク　ジュノ
（朴　竣鎬）

韓国
国立ハングル博物館

企画展示見学会，国際シンポジウム「東アジアの古文
書と日本の古文書」への参加及び発表

2018.11.15～
2018.11.18
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氏　名 所　属 用　　務 期　間

オ　チャンヒョン
（呉　昌炫） 韓国

国立民俗博物館

国際研究集会「海がつなぐ日本と韓国─朝鮮海出漁と
韓国の民俗文化」への参加，企画展示「海がつなぐ日
本と韓国（仮称）」に係る展示プロジェクト会議への
参加

2018.11.8～
2018.11.14

鄭　然鶴 2018.11.10～
2018.11.14

黄　正建
阿　風

韓国
国立民俗博物館

歴博国際シンポジウム「東アジアの古文書と日本の古
文書─形と機能を比較する─」への参加および事前打
合せ，企画展示見学会

2018.11.15～
2018.11.19

ハム　スンソプ
（咸　舜燮）
ユン　オンシク
イ　ナギョン

中国
中国社会科学院

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─」研究会，
歴博国際シンポジウム「日本の古墳はなぜ巨大なの
か？─古代モニュメントの比較考古学─」への参加お
よび事前打合せ，エクスカーション参加

2018.11.15～
2018.11.20

オ　チャンヒョン
（呉　昌炫）

韓国
国立民俗博物館 青森県東通村における漁業調査 2019.1.13～

2019.1.18
チェ　ムンジョン
（崔　文禎）

韓国
国立慶州文化財研究所 韓国国立文化財研究所との研究者交流，調査 2019.1.21～

2019.2.3
パン　ビョン
ジュン
チェ　フンソン

韓国
国立中央博物館

総合展示第１室リニューアルに伴う資料護送および開
梱・点検作業

2019.2.11～
2019.2.14

チョ　ジヘ
（趙　知慧）
ベ　ヒョウオン
（裵　孝元）

韓国
国立釜山大学校博物館 釜山大学校博物館との国際交流事業による研究者交流 2019.3.13～

2019.3.19

裵　基同
金　東宇

韓国
国立中央博物館

総合展示リニューアルオープン式典および国際関係協
力者懇談会への出席，打合せ，エクスカーション

2019.3.17～
2019.3.19

金　三基
金　ホンソク

韓国
国立文化財研究所
国立慶州文化財研究所

尹　成龍
李　キウォン

韓国
国立民俗博物館

金　斗喆
安　星姫

韓国
国立釜山大学校博物館

総合展示リニューアルオープン式典および国際関係協
力者懇談会への出席，多機関連携に向けた打合せ

2019.3.17～
2019.3.21

派　遣　※協定機関における用務を抜粋

氏　名 行　先 用　　務 期　間

高田　貫太 韓国
国立文化財研究所 第24回加耶史国際学術会議における発表 2018.4.26～

2018.4.29

日高　薫 イギリス
ウェールズ国立博物館

ウェールズ国立博物館との連携研究事業にかかる企画
展示関連業務および資料調査

2018.5.30～
2018.6.18

三木　美裕
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日本特別展示会の開催準備，
オープン対応，協定先院生の教育，日本関連在外資料
調査研究・活用事業に係る会議

2018.5.30～
2018.6.18

久留島　浩
イギリス
ウェールズ国立博物館
ダラム大学

ダラム大学ワークショップ参加，
ウェールズ国立博物館「絆」展視察，オープニングセ
レモニーおよび友の会主催講演出席

2018.6.12～
2018.6.18

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・活用事業にかかる展示会
対応

2018.6.29～
2018.7.3

高田　貫太
韓国
大韓文化財研究院
国立中央博物館

国際シンポジウム「海南半島における馬韓古代社会の
再照明」（主管：韓国海南郡）における招へい発表
科研費（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2回共同研究
会

2018.7.11～
2018.7.16

大久保　純一 イギリス
ウェールズ国立博物館

企画展示「今・昔　日本のアート＆デザイン」の展示
替及び解説

2018.7.14～
2018.7.19

松田　睦彦 韓国
国立民俗博物館

国際企画展示「海がつなぐ日本と韓国（仮）」にかか
わる調査および打合せ

2018.7.25～
2018.8.24

澤田　和人 イギリス
ウェールズ国立博物館

本館が共催で開催中のウェールズ国立博物館の日本特
別展に対する援助および指導監督

2018.8.11～
2018.8.17
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氏　名 所　属 用　　務 期　間

荒木　和憲 イギリス
ウェールズ国立博物館

KIZUNA：Japan Wales Design（今・昔　日本のアー
ト＆デザイン展）にかかる出品資料の撤収及び輸送

2018.9.8～
2018.9.17

坂本　稔
藤尾　慎一郎
箱﨑　真隆

韓国
国立文化財研究所 慶州市所在月城出土木材の年代学的調査 2018.9.16～

2018.9.18

樋浦　郷子 台湾
国立台湾歴史博物館

伊能嘉矩特別展展示調査および次年度企画展示にかか
わる打合せ

2018.9.19～
2018.9.21

久留島　浩

台湾
国立台北芸術大学

博物館歴史学セミナーにおける講演，台北市北投区視
察および研究調査

2018.9.20～
2019.9.23

西谷　大 2018.9.20～
2019.9.24

内田　順子 2018.9.20～
2019.9.23

日高　薫
オーストリア
ウィーン世界博物館 在オーストリア日本資料調査

2018.10.6～
2018.10.22

澤田　和人 2018.10.13～
2018.10.22

高田　貫太 韓国
国立釜山大学校博物館

韓国釜山大学校博物館との国際交流事業に伴う調査・
研究・学術交流

2018.10.23～
2018.11.3

藤尾　慎一郎 韓国
国立釜山大学校博物館 金海亀山洞遺跡出土弥生系土器の実測調査 2018.10.25～

2018.10.27

三木　美裕
イギリス
ウェールズ国立博物館
ダラム大学
グラスゴー博物館機構

特別展打合せ他（日本関連在外資料調査研究・活動事
業に係るもの）

2018.10.29～
2018.11.10

高田　貫太 韓国
大韓文化財研究院

科研費（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4回共同研究会
と全羅南道地域の遺跡調査

2018.11.7～
2018.11.10

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て打合せおよび資
料等調査・点検

2018.11.10～
2018.11.18

松尾　恒一 中国
中国社会科学院

中国社会科学院歴史研究所，他主催
第4回国際媽祖文化学術研討会出席・発表

2018.11.15～
2018.11.19

藤尾　慎一郎
韓国
国立釜山大学校博物館
韓国文物研究所

第2回総括班会議 2018.12.15～
2018.12.18

樋浦　郷子 台湾
国立台湾歴史博物館

日本台湾学会分科会の打合せ，企画展示「上學去（学
校へ行こう）」展示調査および国際シンポジウムへの
参加

2019.1.17～
2019.1.20

日高　薫

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

2019.1.19～
2019.2.3

松田　睦彦 2019.1.20～
2019.1.27

澤田　和人
在オーストリア日本資料調査としてウィーン世界博が
所蔵するハインリッヒ・コレクションの調査および日
本染織コレクションの調査

2019.1.26～
2019.2.3

松田　睦彦 韓国
国立民俗博物館

チュジャ島における調査および韓国国立民俗博物館に
おける打合せ

2019.2.3～
2019.2.8

高田　貫太 韓国
国立民俗博物館

総合展示第1室リニューアルにおける資料借用，資料
調査および借用資料の輸送帯同

2019.2.6～
2019.2.11

久留島　浩
韓国
国立民俗博物館
国立ハングル博物館

第1室リニューアルオープニングセレモニーへの招待
に係る表敬訪問および企画展示「海がつなぐ日本と韓
国」の協力要請

2019.2.7～
2019.2.9

三上　喜孝
韓国
国立中央博物館
国立ハングル博物館

1室式典への招待に係る表敬訪問ならびに交流事業に
関する打合せ

2019.2.8～
2019.2.9

荒木　和憲 韓国
国立中央博物館

国立中央博物館の展示見学，海印寺及びソウル大学校
における経典調査

2019.2.8～
2019.2.11
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氏　名 所　属 用　　務 期　間

内田　順子
川村　清志

カナダ
カナダ歴史博物館

国際交流事業「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」に係る調査および研究打合せ

2019.2.20～
2019.2.25

久留島　浩
ベルギー
ルーヴェン大学文学部

ワークショップ参加，ルーヴェン大学文学部との協定
締結式・講演および研究連携打合せ

2019.2.26～
2019.3.1

後藤　真
橋本　雄太
渋谷　綾子

ワークショップにおける報告，ルーヴェン大学文学部
との協定締結式の補助

2019.2.25～
2019.3.1

三木　美裕

イギリス
ウェールズ国立博物館
ダラム大学
ナショナルトラストス
コットランド
グラスゴー博物館機構

日本関連在外日本資料調査研究・活用事業にかかる打
合せ，資料調査等

2019.3.9～
2019.3.24

日高　薫
ドイツ
ミュンヘン五大陸博物館
イギリス
グラスゴー博物館機構

「日本関連在外資料調査研究・活用」プロジェクトに
かかる資料調査・打合せ

2019.3.17～
2019.3.25

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国際交流事業に伴う国立羅
州文化財研究所における調査・研究・学術交流

2019.3.24～
2019.3.31

［海外派遣］

氏　　名 行　先 用　　務 期　間

共同研究

後藤　真 タイ 花王の研究テーマの打合せ・英字新聞のテキスト解析 2018.5.31～
2018.6.3

橋本　雄太 メキシコ Digital Humanities 2018　カンファレンスへの出席と
研究発表

2018.6.25～
2018.7.2

樋浦　郷子 韓国 共同研究「学知と教育」（樋口代表）次年度国際研究
集会事前打合せ

2018.9.6～
2018.9.17

後藤　真 タイ
タイ・コンケン大学附属図書館での清潔と洗浄に関す
る文献調査／コンケン大学看護学部とのデータ分析方
法に関する打合せ

2019.2.17～
2019.2.21

福岡　万里子 韓国

近世～近代初期の日朝関係及び東アジア国際関係史に
関する対馬・釜山の史跡・博物館等を巡見調査し，本
共同研究の主眼である日本・中国・シャム・朝鮮の近
世対外関係及び近世近代転換期外交史を考察するため
の比較の視座と基礎的情報の獲得

2019.2.22～
2019.2.28

荒木　和憲 韓国 基盤研究「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検
討」に係る資料調査および現地踏査

2019.2.25～
2019.2.27

福岡　万里子 アメリカ 基盤研究「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検
討」成果論集準備のための史料収集

2019.3.23～
2019.3.27

科学研究費補助金

後藤　真 台湾 フィールド調査・デジタル化の状況等についての調査
と座談会への参加

2018.4.20～
2018.5.3

松田　睦彦 韓国 トングミンペ（韓国漁船）の実測調査 2018.5.15～
2018.5.17

後藤　真 台湾 International Workshop on Spatiotemporal 
Knowledge　への参加

2018.5.23～
2018.5.26

渋谷　綾子 フランス AWRANA2018への出席と研究発表 2018.5.28～
2018.6.1

渋谷　綾子 中国 SEAA8（東アジア考古学会第8回世界大会）への出席
と研究発表

2018.6.7～
2018.6.12

坂本　稔 ノルウェー 第23回国際放射性炭素会議における研究動向調査 2018.6.17～
2018.6.24

村木　二郎
荒木　和憲 台湾 台湾の中世遺跡調査・打合せ 2018.7.11～

2018.7.13
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氏　　名 行　先 用　　務 期　間

吉井　文美 アメリカ 科研のテーマに関する資料調査 2018.7.23～
2018.8.9

松尾　恒一 中国 中国少数民族，民俗宗教　伝統建築を中心とする民俗
調査

2018.7.28～
2018.8.1

松尾　恒一 中国 広島大学・荒見泰史教授代表科研調査（中国南部の民
俗宗教・信仰調査）

2018.8.21～
2018.8.27

原山　浩介
アメリカ 日系移民に関わる資料調査と展示打合せ

2018.8.21～
2018.8.31

吉井　文美 2018.8.29～
2018.9.3

日高　薫 ドイツ 在ドイツ日本資料調査 2018.8.23～
2018.9.1

工藤　雄一郎 カンボジア アジア漆工芸交流プログラムinカンボジアでの研究発
表

2018.8.31～
2018.9.6

樋浦　郷子 韓国 代表科研16K04491にかかわる調査 2018.9.8～
2018.9.13

後藤　真 アメリカ
PNC2018 Annual Conference and Joint Meetingsへ
の出席および研究発表，発表の事前打合せ，研究報告
を受けた今後の計画の相談

2018.10.25～
2018.11.2

澤田　和人 アメリカ ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン美術館
が所蔵する日本染織品の調査研究

2018.10.28～
2018.11.4

日高　薫 ドイツ 在ドイツ日本資料調査 2018.11.25～
2018.12.2

山田　康弘 イギリス 国際シンポジウムへの参加，および大英博物館におけ
る資料調査

2019.1.10～
2019.1.15

原山　浩介
吉井　文美 アメリカ 日系移民資料の調査および交流事業に関する打合せ 2019.2.10～

2019.2.20

渋谷　綾子 イギリス
Integrated Microscopy Approaches in 
Archaeobotany 2019（IMAA2019）への出席と研究
発表

2019.2.15～
2019.2.19

山田　慎也 フィンランド
スウェーデン 北欧地域における葬送文化と施設調査 2019.2.17～

2019.2.21

横山　百合子 韓国 植民地遊郭発生の地である釜山の関連史蹟巡見，文献
調査

2019.2.25～
2019.2.27

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

2019.3.11～
2019.3.22

樋浦　郷子 韓国 代表科研16K04491にかかわる調査 2019.3.14～
2019.3.17

機構基幹研究プロジェクト

原山　浩介

アメリカ 日系移民に関わる資料調査と展示打合せ

2018.11.1～
2018.11.13

吉井　文美 2018.11.4～
2018.11.13

原山　浩介 2018.12.10～
2018.12.14

機構若手研究者派遣プログラム

福岡　万里子 アメリカ 「米国東海岸における19世紀日本関連在外資料の調査」
に係る調査研究

2018.6.17～
2018.12.16

その他の調査・研究・学会・シンポジウム等

藤尾　慎一郎
山田　康弘
高田　貫太

韓国 釜山加徳島獐項遺跡出土人骨の考古学的，人類学的調
査

2018.5.28～
2018.5.30

吉井　文美 オーストラリア シンポジウム　対日戦争と東アジア社会の変動への出
席

2018.8.20～
2018.8.27

後藤　真 マレーシア 東南アジアにおける学術資源の保存と共有に関する国
際ワークショップでの発表および事前打合せ

2018.8.21～
2018.8.25
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氏　　名 行　先 用　　務 期　間

川村　清志 イタリア
バチカン市国

世界遺産「ローマ歴史地区，教皇領とサン・パオロ，
フオーリ・レ・ムーラ大聖堂」ならびに「バチカン市
国」の観光現場における文化表象とおみやげに関する
調査，ならびに次期ヨーロッパ日本研究協会（EAJS）
での発表に向けたワークショップ

2018.9.6～
2018.9.12

後藤　真
渋谷　綾子 リトアニア The 29th EAJRS Conferenceへの出席と総合資料学

に係る機関ワークショップ・口頭発表
2018.9.11～
2018.9.17

松尾　恒一 マレーシア
タイ

中近世，東南アジアにおける日本を含む国際交易・文
化交流の東南アジアにおける史跡と宗教・信仰の伝承
調査 

2018.9.21～
2018.9.27

柴崎　茂光 中国 国際学会ICPF2018（4th International Congress on 
Planted Forests）への出席

2018.10.23～
2018.10.26

天野　真志 ハンガリー
The Visegrad Workshopの参加，Symposium on 
Visuality and Japanise Cultureの参加，Global 
Heritage Studies from a Japano - Hungarian 
Perspectiveの参加，事前打合せ

2018.11.25～
2018.12.1

荒木　和憲 台湾 中央研究院所蔵文書の調査および国立故宮博物院の展
示調査

2018.12.16～
2018.12.20

高田　貫太 韓国 総合展示第1室新構築にかかわる資料借用 2018.12.20～
2018.12.23

天野　真志 韓国 韓国における資料保存状況の調査と研究成果出版に向
けた協議

2019.1.29～
2019.1.30

吉井　文美 韓国 企画展示「ハワイ：日本人移民の150年と憧れの島の
なりたち」に係る資料調査

2019.3.14～
2019.3.17

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 広西芸術学院主催「三江侗族　鼓楼・風雨橋，共同調
査研究と学術交流」に参加

2018.5.5～
2018.5.11

松尾　恒一 中国 国際シンポジウム「文化遺産と公共記憶」への出席，
発表

2018.6.9～
2018.6.11

高田　貫太 韓国 加耶古墳群の世界遺産登載に向けての専門家フォーラ
ムにおける研究発表

2018.8.23～
2018.8.25

高田　貫太 韓国 「加耶服飾復元事業研究領域」１次国際学術セミナー
における研究発表

2018.8.30～
2018.9.1

久留島　浩 シンガポール
「Revisiting Japan's Restoration Interregional, 
Interdisciplinary, and Alternative Perspectives」出
席

2018.9.25～
2018.9.28

荒木　和憲 韓国 国際シンポジウム「壬辰倭乱から朝鮮通信使への道」
参加及び研究者交流

2018.11.1～
2018.11.4

澤田　和人 ドイツ
機構機関研究プロジェクト「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

2018.11.25～
2018.12.1

松尾　恒一 中国 北京大学人文講座への出席・発表／浙江師範大学，中
国音楽学院との日中交流史についての打合せ

2018.3.27～
2018.3.31
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