
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 東北大学 
中 国 側 拠 点 機 関： 復旦大学 
韓 国 側 拠 点 機 関： 高麗大学校 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 東アジア出版文化国際研究拠点形成及びアジア研究者育成事業       
                   （交流分野：東アジア出版文化学     ） 
（英文）： Establishment of International Bases for Study of Publishing Culture in  
  East Asia and Education of Young Scholars who major in Asian Studies  
                   （交流分野：Publishing Culture in East Asia） 
 研究交流課題に係るホームページ：http://eapub.cneas.tohoku.ac.jp/         
 
３．開始年度 
  平成 19 年度（ １年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年 ４月 １日 ～ 平成２０年 ３月３１日 
 
５．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：東北大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：東北アジア研究センター･センター長･瀬川昌久 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：東北アジア研究センター・教授・磯部彰 
 協力機関：なし 
 事務組織：東北大学 国際交流部国際交流課、 

東北大学東北アジア研究センター・事務室 
 
 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Fudan University 
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      （和文）復旦大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Research Center for The Chinese classical 
Literature・Director, Professor・Huang Lin 
 協力機関：（英文）なし 
      （和文） 

 
拠点機関：（英文）Korea University 

      （和文）高麗大学校 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）College of Liberal Arts・Professor・Choe 
Yong-Chul 
 協力機関：（英文）なし 
      （和文） 
       
 
６．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 
本事業に参加する日中韓三国のメンバー及び協力外国人研究者によって、特定領域研究「東ア

ジア出版文化の研究」で構築したネットワーク体制に基づき、次の目標を立てて、研究交流を行

なう。 

① 明代嘉靖年間前後を中心とする近世東アジア出版とその文化背景及び社会への影響について

の共同研究の実施と、その成果を含めた東アジア出版文化事典の構築を図る。 

② 東アジア出版文化関連の研究者育成と若年層の関心を惹きつけるために、専門家の講演を織

り込みながら、東アジア出版文化セミナーを日中双方で開催する。加えて、東アジア世界で

出版された古典籍を展示する出版文化展を開き、一般市民へのアジア出版活字文化の資料公

開と啓蒙活動をするとともに、若手研究者や学生に歴史文化資料の扱い方及びその利用と保

存の実習を行なう。 

③ 共同研究及びセミナー実施のため、当該研究機関以外の研究者も招へいし、木版を主とする

出版物とその文化をめぐるセミナーを実施する。特定領域研究「東アジア出版文化の研究」

で交流実績を多く積み重ねた中国・韓国などを中心に国内外のメンバーと連絡をとりつつ、

恒久的な東アジア出版文化国際学会を樹立することを図る。 

④ 東アジア出版文化研究の資料の内、内外で要望の高い善本資料を複印し、資料公開と保存事

業を推進する。 

⑤ セミナーと並行して、東アジア出版の国際シンポジウムを開催し、本事業での成果を国内外

に発信する。また、既存のホームページを改めて、本事業の情報公開を主とする内容として、

日本語・中国語・英語版を作成し、研究情報の発信及び情報の集約を図る。 
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

共同研究では、中国側の拠点の復旦大学が進める古代文学研究センターの「現代的視野のも

とでの中国古典文学及び評論学」研究に、日本・韓国両拠点が分担する形で参加し、8 月に

研究成果を発表した。一方、日本側拠点が主催するアジア・アフリカ学術基盤形成事業共同

研究「明代後期における東アジア出版文化」については 8 月に日中韓三国で意見交換と資料

調査を上海・昆山で実施し、9 月に北海道伊達市においてセミナー実施時に意見・情報交換

をした。更に、11 月韓国ソウルの高麗大学校にて、日韓の出版文化研究情報を交換し、共同

研究の参加メンバーの調整などを実施した。 

 

７－２ セミナー 

第 1 期にセミナー実施内容と開催地点を日本側で決定し、9 月に北海道伊達市で「東アジア

むかしの本のものがたり」というテーマで実施した。伊達セミナーでは、南北海道の一般市

民や学生の参加を促すため、共催した伊達市噴火湾文化研究所を通して広報活動をする一方、

日本側拠点のホームページなどでも周知を図った。同時に拠点校以外、北海道大学や北海道

教育大学、一橋大学などの院生などへも参加を呼びかけた。セミナーと同時に共同研究やセ

ミナーなどの研究活動を一般市民などに広く紹介するために、東アジア出版文化展覧会を別

会場に設営し、現地ボランティアの協力のもとに、院生の古典籍実習を兼ねて 5 日間実施し

た。展示資料は、本プロジェクト全体に係わる古典籍やアジア諸国の資料など、多彩に亘り、

ギャラリートークおよび展示資料解説も院生を含め毎日実施した。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

研究者交流では、若手研究者の育成を図るべく、東京で開催される他の研究会（「書物・出版

と社会変容」研究会、一橋大学）へ院生・若手研究者を派遣して情報交換を促した。セミナ

ー開催時や客員教授として来日した参加者との懇談の場や研究会（仙台、東北アジア研究セ

ンター、2008 年 1 月 22 日）にて、アジア学関係をめぐる教育状況などについての情報交換

を行った。また、参加者の機関や他の研究機関と連携を強めてセミナーなどに協力を仰ぐた

め、書道博物館との研究者交流を進めた。国外では、高麗大学校を中心に東アジア出版文化

研究に関心を持つ若手研究者を含めた多数の韓国研究者とソウルにて研究交流を進め、本事

業の周知を図った。東アジア出版文化事典プロジェクト構想について、上海で共同研究・調

査を実施した折、プロジェクトの具体的展開と協力方法を検討し、中国側が別個進める企画

（「東アジア漢籍版本学辞典」構想）に分担参画する形で協力し実施する方針を決めた。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

研究拠点として日本では東北大学東北アジア研究センター「東アジア出版文化国際研究拠点の

形成」研究ユニット、中国では復旦大学古代文学研究中心、韓国では高麗大学校中国学研究所

という位置づけで研究遂行体制（研究プロジェクト班及び事務局）が作られ、インターネッ

ト連絡網が出来ている。その中で、復旦大学の古代文学研究中心以外に、古籍整理研究所が

支援部局として参加する一方、高麗大学校では中国学研究所に加えて、日本学研究センター

が協力部局として加わって、連携力が強まった。日本側も台東区立書道博物館及び伊達市噴

火湾文化研究所の両公共機関の研究者が協力参加している。平成 19 年度のセミナーは、日本

側の全額負担で中国・韓国の参加者を招へいして実施することとしたが、平成 20 年度のセミ

ナーは中国側で企画の骨子をとりまとめ、会場などの手配をし、費用の一部は復旦大学重点

基地の費用の一部を充当することになった。本プログラムが介在となって、東北大学と高麗

大学校との間では、従来の大学間協定のもとで、東アジア研究をより活発に進めるために、

東北アジア研究センターと高麗大学校中国学研究所及び日本学研究センターとの間の部局間

で学術交流協定を締結することになり、組織的な研究協力体制へと進展させた。この結果、

韓国側拠点が主催する BK21 高麗大プロジェクトの活動が本基盤形成事業にかかわることに

なり、その交流の規模は拡大し、韓国側は BK21 の活動にあって、日本側拠点の支援を受けら

れるようになった。一方、本研究プログラムにおいても、韓国で来年実施する研究交流に拡

がりを持つことが出来るようになり、双方にとって研究環境をより良くすることが可能とな

った。また、復旦大学が進める明代文学学会樹立に日本側拠点が協力することで一つの弾み

がつく一方、東北大学側も中国での院生を含めての研究資料や交流上の便宜を得ることとな

った。 

 

８－２ 学術面の成果 

研究方面では、復旦大学古代文学研究中心が進める教育部重点基地の明代文学国際学会の樹

立を目指す研究活動である中国小説研究国際会議に参加し、研究成果の発表をし、日本での

学術研究状況の一端を披露した。日本でのセミナーでは、予稿集を発行し、論文 5 本、紹介・

提議各 1 本を収録して、セミナーでの活発な意見交換を実施する上での参加者の資料となっ

た。また、復旦大学古籍整理研究所と慶応大学斯道文庫が共同で計画している『東アジア漢

籍版本学辞典』作成プロジェクトに、本プロジェクトからは出版文化論の立場から参与し、

その内容規模を拡充することに協力することとなり、研究交流を通して、実行に困難が予想

される東アジア出版文化事典の編集への展望を固めつつある。本プロジェクト活動の一環と

して計画していた東アジア善本叢刊第 7 集として『東北アジア研究センター蔵《新刻京本全

像演義三国志伝（費守斎刊）》の研究と資料』を刊行した。本書の刊行は世界の研究者が待ち

望んでいたことであり、中国及び韓国などの三国志演義や出版文化研究の進展に将来に亘っ

て寄与することになる。 
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８－３ 若手研究者養成 

本研究の参加者に若手研究者・院生を加え、セミナーなどの研究活動や他の研究会に参加さ

せて出版文化研究の状況を認知させるように努めた。また、招へいしたロシアのノヴォシビ

ルスク大学の研究者による東北大学の院生や留学生を含む若手研究者向けの研究会「日本の

伝統的な遊戯文化について」を実施し、ロシアの大学での東洋学研究を志す学生や院生の紹

介なども兼ねた。その一方、中国・韓国では、研究交流の中で、若手研究者や博士生などと

研究に関する懇談を行ない、日本側派遣研究者による中国出版文化や中国文学・芸能の研究

状況や方法論などの紹介を行ない、質疑応答などを通して相手国拠点の教育活動にも一定の

貢献を果たした。 

 

８－４ 社会貢献 

セミナーに併設して東アジア出版文化展覧会を実施し、展覧会を通して本研究プログラムの

社会的紹介を行うとともに、資料そのものを参加者に説明し、リカレント教育の一端を担っ

た。北海道では初めての試みである東アジア古典籍と資料の展覧会は、伊達信用金庫の支援

を受けてコスモスホールを会場とした。新聞やテレビでも取り上げられ、伊達市長や教育長

など行政側の協力と参加もあり、伊達市が進める文化事業を側面から支援することにもなっ

た。共催した伊達市噴火湾文化研究所や後援いただいた伊達信用金庫のホームページでも紹

介され、双方が文化的事業を介在として地域社会へ一定の貢献と足跡を残すことになった。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

平成 19 年度の活動は、おおよそ計画通りに運び、設定した目標を達成したと考えるが、意図

に反して不十分な点もいくつか次年度の課題として残った。セミナー及び共同研究の実地地

点が北海道や上海などであって、結果として、日本側拠点の仙台方面の院生や学生、若手研

究者が参加しにくい設定になってしまった。この点、若手研究者の育成を主要な活動の一つ

にしているため、改善策として、①国際会議やセミナーの開催地の一つを仙台とし、東北大

学など宮城・山形・福島・岩手などの院生・学生が参加しやすいようにする。②他の研究会

に働きかけをし、旅費の一部等を補助して研究参加や意見交換ができるようにする。③国際

学会で招へいする国内外の著名な研究者と学生などが膝を接して懇談できるフリートークの

場を研究交流会などに設ける。④ニューズレターなどを若手研究者研究発表の場の一つにも

する、など改善の方策を取ることにしている。 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数   ８ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ０ 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの ５本  

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 中国 韓国 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

(日本側研究者)

アメリカ フランス 合計 

日本 
実施計画  6／39 3／14 0／0 0／0 2/14 11／67 

実績 3／18 2／10 0／0 0／0 0／0 5／28 

中国 
実施計画 4／20  0／0 0／0 0／0 0／0 4／20 

実績 3／15 0／0 0／0 0／0 0／0 3／15 

韓国 
実施計画 4／20 1／5  0／0 0／0 0／0 5／25 

実績 2／12 3／8 0／0 0／0 0／0 5／20 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 

(日本側研究者) 

実施計画 0／0 0／0 0／0   

 

0／0 0／0 

実績 1／8 0／0 0／0 0／0 1／8 

アメリカ 
実施計画 2/12 0／0 0／0 0／0  0／0 2/12 

実績 0／0 0／0 0／0 0／0 0／0 0／0 

フランス 
実施計画 0／0 0／0 0／0 0／0 0／0  0／0 
実績 0／0 0／0 0／0 0／0 0／0 0／0 

合計 実施計画 8／40 7／44 3／14 0／0 0／0 2/14 22／124

実績 6／35 6／26 2／10 0／0 0／0  14／71 

 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してください。

（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 ２４／６４ （人／人日） ２０／６６ （人／人日）

 

 

 


