
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０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 ）拠点機関： 復旦大学 
（ 韓国 ）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（２年目） 
 
４．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 

東北アジア研究センター・事務室 
 
相手国側実施組織（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 

      （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・和文）なし 
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（２） 国 （地域）名：韓国 
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・和文）なし 
 
 
５．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韓で開催する。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・学生へのアジア出版

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。 

 
 
６．平成２０年度研究交流目標 
（１）運営組織関係 

 １．本事業の推進のために、日中韓３国に連絡事務室を維持する。 

 ２．日本・中国・韓国三国間の共同研究「近世東アジア出版文化のアジア展開」推進。 

３．本事業の推進及び事業終了後の更なる研究協力体制の維持のために、大学間学術交

流協定及び部局間交流を利用し、若手研究者育成のための研究交流を図る。本事業
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紹介のためのホームページアップデートのために、担当者を配置する。 

 

（２）共同研究関係 

 １．中国において本年度開催する共同研究・セミナーなどの具体的運用会議を開く。 

 ２．共同研究の内容及び班員構成と役割の分担をめぐる調整 

３．共同研究の研究発表の実施（中国、日本 各１回） 

 

（３）セミナー関係 

１．第 2回（仙台）及び第 3回（上海）セミナー内容の検討と日程調整 

 ２．セミナー実施のための準備（中国）、仙台セミナー用予稿集の作成（日本） 

 ３．セミナー参加院生・学生等の募集（日本、中国） 

 ４．第 2回・第 3回日中韓共催東アジア出版文化セミナー（7月日本）開催（9月上海） 

 ５．第 2回東アジア出版資料展覧会（仙台）の企画と実施及び古典籍実習（2008 年 7 月） 

 

（４）研究交流関係 

 １．東アジア出版文化国際学会樹立に向けた関連学会の規約検討及び協議 

 ２．研究交流者の派遣による国際学会参加発表、東アジア出版文化事典プロジェクトを

めぐる連携・調整 

 ３．国内交流を通して院生に専門指導及び研究会参加の機会を与える 

 

（５）広報・出版関係 

 １．日本拠点機関でのホームページを運用する 

 ２．年度末の総括、研究交流報告書編集 

 ３．ホームページの内容及びニューズレター編集についての協議 

 ４．ニューズレターを発刊し、研究交流を促進する。 

 ５．東アジア善本叢刊第 8 集を刊行し、資料の保存と共有化を図りつつ、共同研究を側

面から援助する。 
 
 
７．平成２０年度研究交流成果 

（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下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

研究拠点は、日本の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」

研究ユニット、中国の復旦大学古代文学研究中心、韓国の高麗大学校中国学研究所という 3
機関による研究遂行体制（研究プロジェクト班及び事務局）が維持され、インターネット

連絡網が出来ている。その中で、復旦大学の古代研究中心以外に、中文系が支援部局とし

て参加し、高麗大学校では中国学研究所に加えて、日本研究センターが協力部局として連
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携力を高めている。日本側で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本事業を支援した。平成 20 年度のセミナーは 2 回実施するこ

とを取り決め、日本側は 7 月に仙台でセミナーを実施し、中国・韓国側の若手研究者を含

む研究者を招聘し、日本の研究状況を知る機会を提供した。一方、中国及び韓国側はそれ

ぞれ今回のテーマに沿った人選をして講演・評論の任に当て、セミナーの内容が多面性を

持つように取り図ることを担当した。日本側はパネルディスカッションの人選や招聘者の

渡航費の支払いを担い、分担して事業を進めた。今年度は、仙台に加えて、9 月に中国上海

でもセミナーを実施することとしたため、上海セミナーは中国側が企画の骨子をとりまと

め、会場などの手配をし、予稿集印刷など、費用の一部を中国側復旦大学重点基地が負担

して実施された。中国側は、復旦大学の学生のみならず、日本・韓国からの留学生が参加

できるようにセミナーを運営した。日中韓三国の本プログラムは日本のみならず中国・韓

国側も重視して、それぞれのホームページやニューズレターに紹介している。東アジア研

究をより活発に進めるために、他の研究機関にも交流を波及させ、東北アジア研究センタ

ーと台湾の国立成功大学文学院、広東省中山大学、中国社会科学院文学研究所との間で部

局間学術交流協定の締結を検討し、相互の大学院博士生の受け入れ事業を構想している。

また、高麗大学校を通して、韓国忠州大学校との交流をセミナー開催時の 21 年度に行うこ

とにもなった。その結果、組織的な研究協力体制は更に進展している。 
 

７－２ 学術面の成果 

国際会議・セミナーでは、近世東アジア出版文化史の中での中国小説の展開を焦点に据え

たため、日中韓三ヶ国の研究者が研究のテーマとしている明清小説の出版とその東アジア

展開をめぐって、若手研究者を含む参加者相互に情報交換が行われ、それぞれの知見が拡

がった。とりわけ、江戸期の識字率と出版の関係、アジア欧米の日本研究の状況、或いは、

明代三国志演義の周曰校刊本に朝鮮版があることなどが紹介され、日本・中国・韓国での

外国研究に貴重な情報となった。一方、韓国・中国研究者は、東北大学蔵和漢書を実見し、

本国にない書誌学データを収集できた。富陽での学術調査では、日本や韓国では知り得な

い清朝期の木版出版工程が体得でき、印刷文化研究のデータが加わった。 
 
７－３ 若手研究者養成 

日本国内での研究会、国際会議及び中国でのセミナーなどの機会を通し、本事業参加の

若手研究者・院生に研究発表の場を設けるとともに、他研究プロジェクトに参加すること

を支援した。また、仙台での国際会議及びセミナー、上海でのセミナーでは、所属機関の

枠を越えて、如上の研究会等への参加を呼びかけ、日本・中国・韓国の院生や留学生に対

して、東アジア出版文化研究の重要性を認識するように努め、研究資料や論文集などを配

布し、研究者としての質を高める活動をした。とりわけ、仙台セミナーでは東アジア古典

籍研修の場、そして研究会前後に、国内外の著名な研究者と若手研究者・院生が交流を持

てる場をセッティングしたことは、今後の研究生活での良い体験となったと思われる。 
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７－４ 社会貢献 

 日本で開催した研究会やセミナーは新聞誌上に案内を出してすべて一般公開とし、希望

者はすべて参加できるようにした。そのため、限定的ではあるが、一般の市民も参加する

ことが可能となり、学生にまじって市民も国内・外でのアジア文化研究の一端を知り得た。

今回のセミナーは仙台市コンベンション財団の支援を受けて共同で進め、仙台市のすすめ

るリカレント教育事業に協力することになった。また、東北大学附属図書館の協力も得て、

東アジア古典籍の研修を兼ねた展示会を実施したが、これは展覧会としての役割を持ち、

図書館の情報公開に協力する側面ともなった。他方、セミナーでは、国外から参加した研

究者に開催地である仙台、或は上海の土地柄を紹介することにもなり、地域と研究者が結

びつく契機を設けた。 
 

７－５ 今後の課題・問題点 

平成 20 年度はセミナーを中心に充実した研究会や交流事業を進めることが出来、参加者

から東アジア出版文化上の重要な講演や論文を得ることが出来た。しかし、年度内に研究

論文集の編集がむずかしいこともあって、平成 21 年度の活動に組み込み、共同研究の成果

を加えた形で公表することとした。交流事業を通して、中国や韓国から留学生の受け入れ

についての要望も出て来たが、授業料の問題などがあり、即決できない課題であるので、

当面、客員研究員などの資格で短期的に受け入れて若手研究者育成に努めるとともに、今

後、日中及び日韓で学術交流協定を一層推進させ、相互に留学生を派遣、もしくは受け容

れができるように検討していくこととした。本事業は平成 21 年度で終了するが、日中韓三

国の連携が進展し、拠点校 3 大学以外に参加者の所属大学や連携している大学との結びつ

きにも発展している。研究交流システムの確立がはかられたため、このままの形で終止す

るのは惜しいという意見もある。しかし、その一方で資金面での問題もあり、今後、研究

交流をどのような形で進めて行くのか、主催する 3 国のそれぞれの大学が国際交流事業に

本事業をどのように位置づけて行くのかが、大きな問題として現れている。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数  １６ 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 １６ 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
 
８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

 共同研究は、近世東アジア世界の出版文化の特色とその社会史的意義の分析に主眼を置
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き、とりわけ印刷文化が社会構造に多大な影響を及ぼして知識人社会を生み出し、近現代

までその流れを受ける明代嘉靖期（日本室町末、朝鮮朝中宗王）から崇禎末・清初期まで

の出版文化のあり方を中心に進めている。本年度は、小説・戯曲分野に重点を置いて分析

を進めた。現地調査として、日中韓共同で浙江省富陽地区で製紙・印刷・出版に関する調

査を実施した。研究組織は、単一組織として運営の円滑性を図り、分担という形で研究を

進めている。共同研究の参加者は、（１）出版システム、（２）社会文化環境と出版、（３）

社会規範と出版政策、（４）文化交流史上の出版文化、（５）文人と読書・蔵書、に関する

各分担課題を最少一項目を視野に入れて検討している。研究の拡がりと情報入手を図るた

め、随時、研究協力者・院生の参加が出来るようにした。研究成果は各自専門誌もしくは

専著で公開するか、もしくは最終年度に取りまとめる論文集に収めて公表する予定である。

また、国内外の他の研究会や学会に参加して口頭での公表も奨励し、セミナーでも発表の

機会を設けた。研究会は開催することにホームページで案内し、希望者を随時参加させて、

研究域の拡大と若手研究者の育成を図っている。研究会は日本側の主催で 7 月に仙台で国

際研究集会として実施し、9 月上海においても参加者による研究会・共同調査を行なった。 

 

８－２ セミナー 

本年度は、セミナーを日本と中国双方が 1 回づつ開催することとし、セミナーの内容は

第 1 期に実施国のコーディネーター各自が企画して進めた。 
日本では 7 月に仙台にて「近世日本の出版文化」という講演、「外国の日本文化研究の現

状」という題目のパネルディスカッションを実施した。講演は中央大学・鈴木俊幸教授が

行ない、座長・通訳・評論者を充当し、聴衆の便を図った。また、パネルディスカッショ

ンでは、座長を日本側参加者が務め、招待者の龔穎（中）、S.ブーテレイ（NZ）、E.ボイテ

ィシェク（ロ）、崔官（韓）各教授が自己の専門に応じて、日本文化・日本研究の状況を紹

介し、それに伴って討論を実施した。日本でのセミナーでは、昨年度に引き続き第 2 回目

の東アジア出版資料展覧会の実施と古典籍研究実習を行なった。東北大学附属図書館の協

力を得て貴重書室を利用して「東アジア古典籍研修」という題名のもと、東アジア出版資

料の展示をし、日本側事業参加者の導引のもと、セミナー参加に対して東アジアの古典籍

の実地紹介や取り扱いなどの実習を兼ねた東アジア古典籍研修を実施し、次代の研究者育

成に努めた。本セミナー紹介のため、ホームページやポスターで周知した他、新聞などの

情報欄を利用して広く参加者を求め、対象者の拡充を図った。この結果、研究者の他、院

生・学生、一般市民などが多数参加し、当初の目標を達成した。 
中国のセミナーは復旦大学側のコーディネーターである黄霖教授が企画進行の任を担い、

9 月に上海の復旦大学にて実施した。ホームページやポスターなどで周知を図ったこともあ

り、復旦大学の研究者、院生・学生の他日本及び韓国の留学生も参加した。研究発表は中

国・日本の研究者の他、中国・韓国の若手研究者及び日本の院生が行ない、中国近代目録

史及び朝鮮出版文化と文集、日本中世出版文化史についての発表とその意見交換を行なっ

た。日本側からは日本出版文化史専門家も出席していたため、中国語の理解の問題解決の
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ため、中国側に通訳を依頼して処理した。 
セミナーのテキストは日本及び中国側でプログラム兼予稿集という形で準備した。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 研究者交流の場では、日本側参加者内で平成 21 年度セミナーの全体像設計と実施要項の

策定、事業終了後の本研究プロジェクトのあり方について協議した。また、セミナー開催

時を利用して、国外拠点校と成果の取りまとめ、次年度の活動内容、そして事業評価の方

法を検討した。復旦大学は上海セミナーの概要をホームページに掲載すること、高麗大学

校は平成 21 年度セミナー開催を担当して会場を設定すること、東北大学側は共同研究の成

果をベースとした事業全体の成果報告書を編集・出版することなどを取り決めた。また事

業への評価は、最終年度末に行なう評価委員会（仮称）で実施することとし、中間評価は

それに含めることとした。一方、若手研究者の育成を継続的に図るべく、東京等で開催さ

れる他の研究会（小説研究会，「書物・出版と社会変容」研究会）などへ、院生・若手研究

者を派遣して情報交換及び他分野研究者との交流を促した。この結果、院生・若手研究者

相互の交流の機会を生み出すとともに、派遣先研究会から本事業に参加予定の若手研究者

を生み出すことになった。また、参加者の機関や関係する研究機関と連携を強めて東アジ

ア出版文化研究の進展を図るため、参加研究者を派遣して本事業を側面から助ける資料調

査を行った。これは、科学研究費申請への準備作業としての性格も持つことになり、研究

者育成に一定の役割を有した。上海セミナーを実施した折、中国側研究者、韓国側参加者

及び復旦大学関係者と交流を図るため、研究者交流の場を設け、日本側研究者及び院生を

同伴し、情報交換や将来の学術交流の機会を作った。日本側にとっては、若手研究者・院

生を中心に、外国研究者との直接交流の場となり、留学する上での大切な機会となった。

とりわけ、復旦大学で開催したセミナーでは、六朝文化と書物の出版と係わり合いについ

て復旦大学の参加研究者が紹介するテーマがあり、同中文系に留学を希望していた院生の

専門と重なることから、セミナー及びその後の研究者交流の場において指導を受け、留学

後もひきつづきその指導を仰ぐことが出来ることも決まり、今回のセミナー開催が、よい

指導者に会う機会となった点が特記される。同時に、復旦大学等の院生が日本留学を進め

る上で、その留学先の状況を把握できる機会を与えることにもなった。この他、本事業に

参画する機関に所属する院生の相互受け入れについても、高麗大学から筑波大学へ留学し

ている院生を一橋大学の研究会に参加することを仲介するなど、日中韓三国のコーディー

ネータや参加者の間で院生の受け容れを検討しつつ、中韓留学生の受け容れを前提とした

学術交流協定の推実を着実に実行している。学術交流協定では、拠点校の復旦大学古籍整

理研究所、中国語言文学研究所と大学間交流に基づく部局間交流の推進を目指し、拠点校

以外では、台湾国立成功大学文学院、中国社会科学院文学研究所との間で大学間交流協定

に基づく具体的交流事業の推進、中山大学中国古文献研究所との間で、研究者交流を主と

した交流協定締結に向けた交流へと発展させ、研究拠点の拡充を図っている。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・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)

ロシア 

(日本側 

研究者) 

フランス

(中国側

研究者) 

合計 

日本 
実施計画  26/59 1/4 0/0 0/0 1/7 28/70 

実績 21/59 0/0 0/0 0/0 0/0 21/59 

中国 
実施計画 5/16  0/0 0/0 0/0 0/0 5/16 

実績 4/18 0/0 0/0 0/0 0/0 4/18 

韓国 
実施計画 3/12 2/3  0/0 0/0 0/0 5/15 

実績 3/11 6/15 0/0 0/0 0/0 9/26 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 

(日本側研究者) 

実施計画 1/6 0/0 0/0  0/0 0/0 1/6 

実績 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 1/8 

ロシア 

(日本側研究者) 

実施計画 1/6 0/0 0/0 0/0  0/0 1/6 

実績 1/7 0/0 0/0 0/0 0/0 1/7 

フランス 

(中国側研究者) 

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 10/40 28/62 1/4 0/0 0/0 1/7 40/113 

実績 9/44 27/74 0/0 0/0 0/0 0/0 36/118 

 

※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 

 16／38 （人／人日）   19／59 （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 19 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）明代後期における東アジア出版文化 

（英文）East Asian Publishing Culture in Late Ming 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）磯部彰・東北大学東北アジア研究センター・教授 

（英文）Isobe Akira・Center for Northeast Asian Studies  
Tohoku University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Huang Lin・Research Center for The Chinese classical Literature・
Director, Professor 
Choe Yong-Chul・College of Liberal Arts・Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 韓国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  ４／８ ０／０ ４／８ 

実績 ４／１３ ０／０ ４／１３ 

中国 実施計画 １／２  ０／０ １／２ 

実績 ０／０ ０／０ ０／０ 

韓国 実施計画 ０／０ １／１  １／１ 

実績 ０／０ ２／６ ２／６ 

合計 
実施計画 １／２ ５／９ ０／０ ６／１１ 

実績 ０／０ ６／１９ ０／０ ６／１９ 

② 国内での交流     ０人／０人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

明代、出版活動は嘉靖年間に勃興し、隆慶を経て萬暦年間に到って盛期

を迎えた。萬暦年間、出版の中で小説や戯曲は民間出版界の中心的出版

物の一つとなり、競って小説の改編をした。本年は、その萬暦時代（朝

鮮朝宜祖、日本豊臣時代）での（１）出版システム、（２）社会文化環境

と出版、（３）社会規範と出版政策、（４）文化交流史上の出版文化、（５）

文人と読書・蔵書という視点で各自が研究を進め、情報交換とデータ収

集のためにパネルディスカッション、或いは現地調査を加えた。具体的

には、中国長編小説の代表格である四大奇書、そして短編小説集の三言

などを主とした建陽・南京・蘇州方面の出版活動に焦点を置き、萬暦時

代、小説の出版は隆盛に達し、同時に建陽書肆も主要収入源とするよう

になった状況を検証した。この共同作業から、萬暦期の四大奇書や長編・

短編小説、或は出版物を研究をする際、いかなる版本や社会環境に注意
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を払う必要があるのか、という点に理解が進んだ。 

日本側参加者数  

４ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国(地域)側参加者数 

３ 名 （１３－２（ 中国 ）国側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）国(地域)側参加者数 

２ 名 （１３－３（ 韓国 ）国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）JSPS アジア・アフリカ学術基盤形成事業： 

日本の出版文化研究 
（英文） JSPS AA Science Platform Program: 

A Study of Japanese Publishing Culture 
開催時期 平成 20 年 7 月 29 日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、仙台市、東北大学附属図書館 
（英文）Japan、Sendai City、Touhoku University Library 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）磯部彰・東北大学東北アジア研究センター・教授 
（英文）Isobe Akira・Center for Northeast Asian Studies  

Tohoku University・Professor  
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

なし 

参加 

者数 

① アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    ７/２４（０/０）人/人日 

16/68 

（ 0/0 ）

人/人日 

( 中国 ）国(地域)側参加者       ４/１８（０/０）人/人日 

( 韓国 ）国(地域)側参加者    ３/１１（０/０）人/人日 

(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ(日本側研究者))国(地域)側参加者    １/ ８（０/０）人/人日 

(ﾛｼｱ(日本側研究者))国(地域)側参加者       １/ ７（０/０）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             ５人 

６人 ( 中国 ）国(地域)側参加者             ０人 

( 韓国 ）国(地域)側参加者             １人 

①と②の合計人数       ２２人 
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セミナー開催の目

的 
東アジア社会や文化・歴史を研究する際、木版を主とする出版物が重

要な役割を果たす。しかし、古典籍の所蔵機関が乏しく、漢文など読

解に難しい分野であることもあって一般には馴染みが薄い。それゆえ、

学生などの関心も低く研究も停滞している。本セミナーでは、外国の

日本古典学研究者が日本文化・社会のいかなる点に着目して研究をし

ているのかを、出版という視点から紹介し、日本の若手研究者や学生

が自国文化、もしくはアジア研究に取り組み得るヒントを与える場と

する。セミナーは、パネリストそれぞれの日本の研究を紹介するパネ

ルディスカッション、日本近世社会の確立に読書と出版がいかなる作

用を及ぼしたかについての講演と質疑、という 2 形式の討論会を通し

て、アジア共有文化であった書物の歴史や社会背景への注意を喚起し、

主に若年層を対象にアジア社会への関心を高めることを目的とする。 
セミナーの成果 中国及び韓国・日本・ニュージーランド・ロシアなどの第一線で研究

活動をする研究者による出版や文化の比較をめぐるパネルディスカッ

ションを通して、中国近世出版文化が東アジア文芸の展開に大きな影

響を与えた点を、具体的に理解することが出来た。まず全体的な成果

としては、①国際研究集会と本セミナーを同時に開いたことから、発表

テーマや参加人員に拡がりをもち、若手研究者や学生が文化史という史

学的視点に加えて、文学・思想・工芸及び資料学的視点も獲得した。セ

ミナーを通して、日本近世出版文化の専門的研究の状況を知る絶好の機

会となった。学生には、将来、アジア研究への道を歩む契機、或は、

刺激を与え、大学院生・一般市民には出版による日本地域文化の形成

への再認識の場を与えた。 
これは、将来アジア研究に進む人材の獲得への道を拓くことになった。

②として、4 名の外国人研究者の日本文化研究をめぐるパネルディスカ

ッションで取り上げた研究視点は、当日多く参加した学生が専門課程

へ進級する際、文化研究にいかに着目するかという点に対するアドバ

イスとなった。若手研究者や院生・学生、そして日本研究者に、外国

人の日本研究の方法、成果、そして日本を見る目的がわかりやすく伝

わり、母国の文化や社会への認識を増した。 
セミナー最後に設けた「東アジア古典籍研修」では、東北大学附属図

書館の貴重書室にて、東北大所蔵古写経、日中韓の古刊本・絵巻類等

の東アジア関係貴重書を通した古典籍の実地調査とその取り扱い方や

見方などを中心とした実習を行なった。そして、文化研究での原典が

持つ重要性を体得した。 
東アジアの古典籍の歴史、その特徴などを、実物から視覚的にも理解

が出来るようにした古典籍研究の場では、珍しい東アジアの書籍を通
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して、内外の専門外の研究者や院生・学生が東アジアの印刷や出版文

化に注意を払う機会になったと考えられる。 

セミナーの運営組

織 
東アジア出版文化セミナー実行委員会 
委員長 アジア・アフリカ学術基盤形成班（企画、運営 他、４名） 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容              金額 ２，０７０千円 
・国内旅費              １，０４５ 
・外国旅費                ８６７ 
・謝金                   ７４ 
・消耗品購入費                1 
・その他経費                ４０ 
・外国旅費・謝金に係る消費税        ４３ 

相手国(地域) 
（ 中国 ） 

内容              金額 
  負担なし 

相手国(地域) 
（ 韓国 ） 

内容              金額 
  負担なし 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－２ 
セミナー名 （和文）JSPS アジア・アフリカ学術基盤形成事業： 

東アジア出版文化の研究 
（英文）JSPS AA Science Platform Program: 

A Study of Publishing Culture in East Asia 
開催時期 平成 20 年 9 月 21 日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国、上海市、復旦大学 
（英文）China、Shanghai、Fudan University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）磯部彰・東北大学東北アジア研究センター・教授 
（英文）Akira Isobe・Center for Northeast Asian Studies  

Tohoku University・Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Huang Lin ・ Research Center for The Chinese classical 
Literature・Director, Professor 

参加 

者数 

② アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    ９/２０  （０/０）人/人日 12/26 

（０/０）

人/人日 

( 中国 ）国(地域)側参加者       ０/  ０   （０/０）人/人日 

( 韓国 ）国(地域)側参加者       ３/  ６   （０/０）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             １人 

６人 ( 中国 ）国(地域)側参加者             ５人 

( 韓国 ）国(地域)側参加者             ０人 

①と②の合計人数       １８人 

セミナー開催の目

的 
本セミナーでは、アジア共有文化であった書物の社会や文化に果たし

た役割を、日中韓三国での最新の研究成果を通して紹介することによ

って、古文献を扱う機会の乏しい中国の若手研究者を対象として、そ

のアジア研究のレベルアップを目的とする。このセミナー実施の背景

には、図書館機能が十分ではない中国では、インターネットによって

資料を引用したり、校訂不十分な活字本で研究が行われる傾向が強い

ことが挙げられる。そこで、セミナーを通して、古典文化や歴史研究

などに、出版物が重要な働きをすること、その印刷・出版文化の背後

には検証すべき作業があることを認識させることをその開催の目的と

する。 

 14



セミナーの成果 成果としては、中国での古典文学作品の出版及び近代書誌研究の新方

式、韓国での中国教養文学集及び類書の覆刻とその影響、日本近世に

おける中国書輸入による文治体制の形成という三国の文化交流に主眼

を置いた講演を通し、従来の考証学や折衷学派の書誌研究の限界、朝

鮮朝時代の類書研究が持つ問題点、日本中世における書籍の政治的役

割などへの研究深化と解明の必要が浮き出された。この問題に対処す

るため、日中韓三国の出版文化共同研究に、如上の新たな視点が加わ

った。②に、中国の研究者や学生にとって、日本・朝鮮・ベトナム・

モンゴルなどの書籍に接する機会が乏しく、中国以外の国の文化や民

族性などについて関心が喚起されにくい状況があったが、本セミナー

を通して、東アジアの印刷や出版文化に眼を向け、中国文化が外国へ

波及し新たな文化を創造するに到ったことを認識させることが出来

た。そして、中国文化研究に際し、中国近世の各時代と東アジア世界

との文化交流、中国独自の性格を対比的に捉える視点を持つ必要性が

喚起された。③として、中国側研究者・学生が、中国近世社会や文化

についての外国研究者や資料の情報を限定的ではあるが手に入れるこ

とが出来た。とりわけ、考証学の伝統が途切れた昨今の中国の研究方

法に対し、伝統的文史哲融合の基本的手法を再認識する機会となった。

④として日韓の若手研究者・院生がセミナーで研究発表を通して、研

究者としての体験及び実績を積む機会も得た。中国の若手研究者を含

めて、セミナーを通して、交流のきずなを深め将来の日中韓の研究ネ

ットワーク形成への契機となった。また、復旦大学の学生ばかりでは

なく、参加した韓国・日本からの留学生も、日本側が日本学術振興会

のもとで進める出版文化研究プログラム内容や、東アジア研究に出版

及び書籍のもつ重要性への理解が進み、次代の研究者育成に国際的レ

ベルで取り組むことが出来たと言える。 
 

セミナーの運営組

織 
復旦大学古代文学研究中心（企画・運営、6 名） 
（協力） 
復旦大学古籍整理研究所（運営、２名） 
東北大学アジア・アフリカ学術基盤形成事業班（運営 他、４名） 
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開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 
 
 
 
 
 
 

日本側 内容              金額  ９３０千円 
・国内旅費                ６２ 
・外国旅費               ８０８ 
・謝金                   ０ 
・消耗品購入費               ０ 
・その他経費               ２０ 
・外国旅費・謝金に係る消費税       ４０ 

相手国(地域) 
（ 中国 ） 

内容              金額 
・印刷費                 １３千円 

相手国(地域) 
（ 韓国 ） 

内容              金額 
    負担なし 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 中国 韓国 フランス 計 

日本 
実施計画  １２／３６ １／４ １／７ １４／４７

実績 ８／２６ ０／０ ０／０ ８／２６ 

中国 
実施計画 ０／０  ０／０ ０／０ ０／０ 

実績 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

韓国 
実施計画 ０／０ ０／０  ０／０ ０／０ 

実績 ０／０ １／３ ０／０ １／３ 

フランス 
実施計画 ０／０ ０／０ ０／０  ０／０ 

実績 ０／０ ０／０ ０／０ ０／０ 

合計 
実施計画 ０／０ １２／３６ １／４ １／７ １４／４７

実績 ０／０ ９／２９ ０／０ ０／０ ９／２９ 

② 国内での交流       １２人／３５人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 １，５３４，３７０  

外国旅費 ２，８２７，５１６  

謝金 ７３，８５６  

備品・消耗品購入費 １２１，０６９  

その他経費 ２９９，７８７  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

１４３，４０２  

計 ５，０００，０００  

委託手数料 ５００，０００  

合  計 ５，５００，０００  

 
 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 ４２９，０１６ ０／０ 

第２四半期 ３，０１３，５８４ ３４／１０８ 

第３四半期 ６７９，９２３ ０／０ 

第４四半期 ８７７，４７７ ２／１０ 

計 ５，０００，０００ ３６／１１８ 

 
 


