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研究成果の概要（和文）： 

この研究では、日本と韓国の弥生・古墳時代集落研究を、集落構造論の立場から検討し、最
終報告書(650 頁)を発刊した。日韓の環溝集落の様相や海村の様相、日韓それぞれの地域の国
際交流港での渡来人集落が明らかになった。日韓の首長層居宅の比較や、日本人による韓国の
集落分析、韓国人による日本の集落分析もなされた。そのほか、日韓の金属器生産遺跡や馬飼
集団の集落も解明できた。全体として日韓の集落研究者の絆を深め、両地域の弥生・古墳時代
集落研究を活性化できた。 
 
研究成果の概要（英文）： 
In this research, the settlements of Japan and South Korea in Yayoi-Kofun period 

were considered from the viewpoint of the settlement structure, and the final report 
(650 pages) was published.  The Aspect of the Japan and South Korean     
settlements enclosed by round ditches, of the villages near sea and the visitor 
settlements in the international exchange harbors of Japan and South Korea were 
disclosed. Chief`s house of Japan and the Chief`s houses of were also compared, and 
the analysis of the South Korean settlements by Japanese researcher and the analysis 
of Japanese settlements by South Korean researcher were conducted. In addition, the 
ruins of metal goods production and the horse keeper group's settlements both areas 
were made clear. The teamwork and combination of researchers working on the 
settlements were deepened as a whole and the settlement research of both areas in 
Yayoi to Kofun period have been activated. 
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１．研究開始当初の背景 (1)弥生・古墳時代像は、これまで主に墳墓
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資料で描かれたが、集落を検討してはじめて
正しく描かれる。研究代表者の武末は日韓集
落を検討する中で、日本の弥生・古墳時代の
集落の理解には、同時代の朝鮮半島の集落へ
の理解が必要で、しかも共同研究が不可欠な
ことを痛切に自覚した。 
(2)そこで、2005年4月に日韓集落研究会を組
織した。その概要は以下の通りである。 
①毎年１回の研究会を両国の研究者の参
席のもとに開催する。（韓国と日本と交
互に開催） 

②取り扱う時代は、日本の弥生時代～古墳
時代、韓国の無文土器（青銅器）時代～
三国時代とする。 

③日韓の集落の系統・影響関係や、比較分
析をおこなう。 

④研究の多様化（多様な視点の形成）をは
かるとともに、発表や議論を通じて日韓
それぞれの研究者の視点による分析法
や分析資料、分析結果の共有を目指す。 

⑤とりあえずの具体的な課題は、日韓それ
ぞれの集落研究史の共有、竪穴住居・掘
立柱建物・広場・環濠（溝）・竪穴・入
口部・道路などの諸施設研究の現状の把
握、さまざまな生産遺跡や生産遺構、首
長層居宅・土城、集落からみた地域構造
の解明とする。 

(3)そして、2005年9月10･11日に第１回共同
研究会、2006年8月10・11日に第2回共同研究
会、2007年8月30日･9月1日に第3回共同研究
会｢韓日集落研究の現況と課題Ⅲ｣を開催し
た結果、本研究の申請と遂行が十分可能であ
ると確信した。 
なお、日韓集落研究会の当初の代表は、韓

國側が李健茂氏で日本側は武末純一、事務局
は、韓國側がソウル歴史博物館に置いて金武
重が担当、日本側は福岡大学人文学部歴史学
科考古学研究室に置いて桃崎祐輔が担当で
出発した。途中、韓國側事務局は韓国考古環
境研究所を経て中部考古学研究所に移り、代
表は李健茂氏の文化財庁長官就任に伴って
安在晧が引き継いだ。 
 

２．研究の目的 

(1)農村とは別の理論で動く山村・海村の実像
を、遺構だけでなく遺物も含めて総体的に検
討することで、浮き彫りにする。特に海村に
ついては、単なる漁村ではなく海上交易活動
も含む概念として新たに設定する。 
(2)日韓の渡来人関係集落の様相を具体的に
明らかにする。弥生時代前半期の後期無文土
器人集団と、古墳時代の朝鮮三国系渡来人集
団を摘出し、それらの集落相の検討から歴史
的役割を探る。また、朝鮮半島南部に居住す
る倭人系集団を摘出して、その歴史的役割を
解明する。 
(3)当該時期の日韓両地域の生産遺跡を解明

する。石器・土器・玉類の生産遺跡にはじま
り、金属器（鉄器・青銅器）・ガラス器の生
産遺跡、瓦質土器・陶質土器・須恵器生産遺
跡、さらに牧と馬飼集落などの実態を解明し、
相互に比較検討する。 
(4)韓国無文土器時代の環溝集落・拠点集落や
高地性集落の各地域における全体像の解明と、
日本弥生時代前・中期環溝拠点集落や高地性
集落との比較検討と関連性を追及する。 
(5)韓国の首長層居宅・土城・都城と日本の弥
生・古墳時代首長層居宅の比較検討と関連性
を追及する。 
(6)日韓両地域の住居跡の動態分析を、総合的
に比較検討する。 
(7)日韓の集落研究関係基本文献をそれぞれ
の国語に訳出することで広く周知させ、集落
研究への認識を底上げする。 
全体として停滞している集落論の現状を

打開し、新しい潮流の創出が目的である。 
 

３．研究の方法 

(1)本研究では、日韓集落研究会の組織を維
持しながら、日本の弥生時代～古墳時代およ
び韓国の無文土器時代～三国時代の集落様
相を把握するとともに、系統や影響関係を検
討し、比較分析する。 
(2)研究の多様化（多様な視点の形成）をは
かり，発表や議論を通じて新たな成果をえる
とともに，日韓の研究者による分析方法や分
析資料，分析結果を共有する。 
(3)方法は、「集落遺跡出土の全ての遺構・遺
物を検討して、その裏に潜む一時期の構造と
その変動を明らかにする」集落構造論の立場
に立って分析する。住居跡の様相分析は、韓
国の分析成功例を参照しながら、日本の集落
例に適用する。また、交易の結節点と言う視
点で設定した海村の分析方法を韓国の集落例
に適用して分析し、日韓の海村の様相とネッ
トワークを明らかにする。また、集落の範囲
を確定するための空白論や、集落・地域・世
界という3つのレベルでの検討の重要性、集落
の中での遺物のありかたを検討する重要性、
を会員全員が共有する。 
(4)以上のために、年 1 回研究会を開き、韓
国側研究者を毎年 7～8 名招聘するとともに
日本側研究者も韓国の資料を調査する。また
年度末に中間報告を刊行し、日韓の基本文献
をそれぞれ訳出する。日韓両国の研究者の長
期的な信頼関係を築き、韓国研究者が日本の
資料を、日本の研究者が韓国の資料を取扱っ
て論文を書けるようにする。 
 
４．研究成果 
(1)研究代表者・研究分担者・研究協力者か
らなる日韓集落研究会会員全員が論文を執
筆した最終報告書(650頁)を刊行した。 
(2)具体的な個別の研究成果には、 



 

 

①朝鮮半島における無文土器時代早～中
期集落の地域相を発掘資料に基づいて
解明 

②日韓の弥生・古墳時代の環濠集落や拠点
集落の具体的な様相を解明した。 

③朝鮮半島の無文土器時代資料の検討か
ら、山村での家屋葬の存在や、高地性環
濠集落に祭儀集落が含まれる可能性を
提起した。 

④弥生時代における日韓での海村の創出
を、具体的な遺構・遺物の様相から明ら
かにするとともに、それらが楽浪郡から
近畿地域まで及ぶ一つの交易世界を形
成し、それぞれの地域(国)で中心となる
巨大農村(国邑)に制御されながらも、一
方では交易活動によってそれらの国邑
を制御したことを明らかにした。 

⑤弥生時代における日韓両地域での渡来
人集落の様相、古墳時代における国際交
流港や各地域での渡来人集落の様相を
解明した。 

⑥日韓の首長層居宅の様相を比較検討し
て、その共通点と相違点を探求した。 

⑦日本人による韓国の集落分析および韓
国人による日本の集落分析を実施でき
た。 

⑧日韓の金属製作遺跡、なかでも鉄器生産
遺跡を解明するとともに、古墳時代の牧
を日韓交流の中に位置づけた。 

などがあげられる。 
①はこれから弥生時代のはじまりを考え

る上で、必ず参考にすべき成果で、②の成果
をもとにとくに古墳時代集落研究が活性化
する。③はこれまでの高地性集落論を大きく
変える契機となる。④はこれからの日韓両地
域海村研究や渡来人研究、首長層居宅研究の
基礎となり、⑦は今後こうした交流研究を目
指す研究者への励ましとなる。⑧も日韓での
鉄器生産比較研究や、日韓古墳時代の馬匹生
産研究へ大きく貢献することは疑いない。 
また、当初の研究課題を終えて次の研究課

題へ進んだ研究者もいた。 
(3)方法論の面でも、会員間での集落構造論
の共有が果たせた。各施設を浮き彫りにする
こと、遺構なかでの遺物のありかたを重視す
ること、地域の多軸性・多様性・重層性の認
識、遺跡(集落)構造分析・地域構造分析・世
界構造分析を三位一体でおこなうべきこと
などである。 
(4)なによりもこの研究を通じて日本側会員
と韓国側会員のあいだに深い信頼関係を打
ち立てることができた。日韓両国の集落研究
を大きく前進させることができたし、研究開
始前に比べて集落をめぐる研究会は大きく
増えたし、何よりもそうした研究会に本会員
がしばしば招聘されたことがその証明であ
る。 

 4 年間に招聘した韓国人研究者は別表の通
りで、研究代表者が 1カ月、各地の分担研究
者は 1週間程度である。各研究分担者が招聘
することで、単に分担研究者と韓国の研究者
のつながりだけが深まるのではなく、その機
会に各地域の研究者にも門戸を開いて交流
したため、それぞれの地域の集落を韓国の様
相も含めて考える機運を醸成できた。 
(5)今後さらに集落研究をすすめるためには、
いま一度、日常土器などを含めた日韓の弥
生・古墳時代遺物を再検討する必要性が浮上
してきた。 
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