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アジア研究教育拠点事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 学習院大学 
（ 中国  ）拠点機関： 復旦大学 
（ 韓国  ）拠点機関： 慶北大学校 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 東アジア海文明の歴史と環境                       
                   （交流分野：東洋史           ）  
（英文）： History and Environment of Civilization in East Asian Ocean            
                   （交流分野：Oriental History        ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http:// www-cc.gakushuin.ac.jp/~asia-off/               
 
 
３．開始年度 

平成 １７年度（ ４年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：学習院大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長･福井憲彦 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：文学部・教授・鶴間和幸 
 協力機関：東海大学情報技術センター／仏教大学アジア宗教文化情報研究所／国立歴史

民俗博物館／関西大学文学部／総合地球環境学研究所 
 事務組織：学習院大学庶務部 
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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 

      （和文）復旦大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

The Center for Historical Geographic・Studies・Professor・GE Jianxiong 
 協力機関：（英文）SHANDONG University SHANGHAI Museum 

 SHANGHAI Historical Museum BEIJING University 

 BEIJING Normal University HONG KONG University of Science & Technology 

      NINGBO University  Emperor Qin's Terra-cotta Warriors And Horses Museum 
      （和文）山東大学・上海博物館・上海歴史博物館・北京大学・北京師範大学・ 

香港科技大学・寧波大学・秦始皇兵馬俑博物館 
 経費負担区分：パターン C 
 
（２） 国（地域）名：韓国 
拠点機関：（英文）KYUNGPOOK National University 

      （和文）慶北大学校 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Teachers College, Department of History  

Education／Professor／Im Daeheui 
協力機関：（英文）National Museum of Korea CHONBUK National University 

 CHONGNAM National University INHA National University 

 MOKPO National University  University of ULSAN  

PUKYONG National University 

      （和文）国立中央博物館・全北大学・全南大学・仁荷大学・木浦大学 
蔚山大学・釜慶大学 

 経費負担区分：パターン C 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
 
①参加研究者が情報を共有するため、多言語で同内容の HP 及びブログを立ち上げる。 
②ネット上でデータマップを共同で制作し、先端的情報の集約と共有をはかる。 
③日中韓の研究者による国際学術調査団を組織し、現地共同調査を行う。 
④中国・韓国の研究者を招聘して学術交流セミナーを開催する。 
⑤共同調査・研究等に基づく共同シンポジウムを開催する。とくに、 終年度は海上シン

ポジウムを開催し、日本・中国・韓国を巡航する。 
⑥研究成果の市民への発表の場として日本・中国・韓国の文化財を集め「東アジア海文明

展」を日本で開催する。 
⑦相互に研究者を派遣し、現地の若手研究者に対して交流授業を行う。また、インターネ

ットによる講義（ネット・キャンパス）を行い、若手研究者育成に努める。 
⑧本事業全体を円滑かつ綿密に進める、日中韓の拠点機関にインターオフィス（交流事務

局）を開設し、若手研究者をインターフェロー（交流研究員）として相互派遣する。 
 
 
６．平成２０年度研究交流目標 
 
［研究］ 
①参加研究者の情報共有を可能とする多言語（日本語・韓国語・中国語）同内容のホー

ムページ及びブログを継続し、内容を充実させる。 
②日中韓の研究者による国際学術調査団を組織し、現地共同調査を行う。 
③中国・韓国において国際学術セミナー（シンポジウム）を 3 回、開催する。 
④共同研究を進めるために、2 回以上のフォーラム（講演会）を開催する。 
⑤データマップを共同で制作し、先端的情報の集約と共有をはかる。 
⑥事業の活動を広く伝えるために、ニューズレターを年 2 回、ニューズレターを隔月刊

で発行する。 
［教育］ 
 ⑦韓国・中国の研究者を招聘し、人文科学研究科の共通科目として「国際文化学特殊研

究」を開講する。講義を通じて、国際的視野を備えた若手研究者を養成する。 
［交流］ 
 ⑧東京・上海・大邱のインターオフィス（交流事務局）と相互派遣されたインターフェ

ロー（交流研究員）を中心に共同調査・セミナーの準備、各種交流事業を進める。 
 
 
 
 



 4

７．平成２０年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

（１）インターオフィスの設置、インターフェローの招聘と派遣 

  慶北大学校より講師の李相勲、復旦大学より助理研究員の鄒怡をインターフェロー（交

流研究員）として招聘し、連絡体制の強化をはかっている。本年度は新たに韓国へも長

期で 1 名のインターフェローを派遣した。また本年度も上海の学習院大学国際交流中心

（インターオフィス）には常駐者１名を派遣し、共同研究の事前準備等に貢献した。 

（２）テレビ会議システムの有効利用 

  2007 年度より開始した学部総合基礎科目「東アジア世界」ではテレビ会議システムを

使用し中韓拠点機関と接続し、学部生間の交流が進んだ。第 3 回セミナーでも同器材を

使用し、中国側研究者との交流が行われた。別に協力機関の関西大学とも接続を試みた。 

 

７－２ 学術面の成果 

（１） セミナーの開催（平成 20 年度全 3 回） 
2008 年 9 月 20 日・21 日開催の第 1 回東アジア海文明セミナー「東アジアの陽明学」

においては、台湾・韓国・日本 13 名が報告・コメントをおこない、陽明学研究の国際化

に大いに貢献した。両日あわせて計 80 名以上の参加者を得られた。 

2008 年 11 月 28 日開催の第 2 回東アジア海文明セミナーにおいては、日本側 3 名・中

国側・韓国側各 2 名が「東アジア海文明の葛藤と交流」をテーマとして報告し、日中韓

の歴史的な関係について率直に意見を交換した。 

  2008 年 12 月 13 日開催の第 3回東アジア海文明セミナーにおいては、4名の報告者と 2

名のコメンテーターの参加のもと、リモートセンシングデータを利用した環境史の可能

性について報告された。当日はネット会議システムを使用して、上海との接続も行われ、

成功裏に終了した。 

 

 

 
 
 
 

（２）「明清以来雲貴高原的環境与社会国際学術討論会」への参加 

  2008 年 8 月 28 日～30 日、中国側拠点機関の楊偉兵が中心となって開催した国際学術

シンポジウムに日本側拠点機関から武内房司・野本敬を派遣した。それぞれ「開発与封

禁：道光時期清朝対西南民族政策的浅析」、「金沙江流域的開発及其対民族地区社会・環

境的影響」と題する報告をおこなった。 

右 第３回セミナー

左 第２回セミナー
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（３）共同調査の実施 
  本年度も R-1（セクションⅠ）・R-2（セクションⅡ）に分かれて、共同調査を実施した。

調査の実施にあたっては、中国側・韓国側拠点機関の研究者が協力して現地の専門家と

の連絡など調査先での各種手配を行い、調査の成功に大きな役割を果たしている。また

３カ国の研究者が一同に会して調査を行うことで、国境や海などの隔たりを越えた広い

視野を持つことができた（下記には調査時の様子を伝える写真を示したが、各班の調査

に関しては 8-1 を参照）。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

７－３ 若手研究者養成 

（１）セクション・スタディ・ミーティング（SSM）の開催 

若手研究者育成のため、月例勉強会としてセクション・スタディ・ミーティング（SSM）

を下記の通り 7 回開き、若手研究者による報告および相互討論を行った。 
 5 月 14 日 第 19 回（報告者：柏倉伸哉・河野剛彦） 6 月 26 日 第 20 回（報告者：甲斐玄洋・福島

恵） 10 月 29 日 第 21 回（報告者：畑中彩子・菅野恵美） 11 月 21 日 第 22 回（報告者：島暁彦・

中西大輔） 1 月 29 日 第 23 回（報告者：青木俊介）3 月 11 日 第 24 回（報告者：李相勲・下田誠）  

法華院からみた石島湾（海港班） 登州府城門跡（蓬莱調査） 

加茂岩倉遺跡ガイダンス施設より

銅鐸出土地を臨む（交流ネット班）

閑谷学校・櫂の木 

（思想と知識の交流班） 

【R-1】 

【R-2】 



 6

（２）共同調査への参加 

  セクションⅠ・Ⅱの企画した共同調査は若手研究者が中心となって調査地を決め、事

前に調査の手引きを作成した。調査後にはSSMにおいて報告し、情報の共有をはかった。

調査には中国・韓国側の若手研究者も参加し、異なる視点から有益な情報を提供した。 
 

（３）国際文化学特殊研究の開講 

  昨年度まで、東アジア学交流講座として行ってきた集中講義は、学習院大学大学院人

文科学研究科の正式科目「国際文化学特殊研究」として開講された。第 1 期に韓国側拠

点機関から李文基教授を招聘し、「新羅史研究の新動向」と題し新羅史研究の 新情報を

盛り込んだ授業が行われた。第 2 期は中国側拠点機関より楊偉兵副教授を招聘した。自

身の著書で出版間もない『雲貴高原的土地利用与生態変遷』（上海人民出版社，2008.8）
を中心に、通訳を介さず、中国語によって大学院生に講義した。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）学習院大学東アジアネットキャンパスの開講 

  日本側拠点機関では本事業に対応して学部総合基礎科目「東アジア世界」を開設した。

講師の菅野恵美の担当の際には、テレビ会議システムを利用して、日本と韓国・中国の

学部学生間の交流が進んだ。 

 

（５）若手研究者の研究発表・学位論文の提出 

  本事業主催の平成 20 年度第 2 回セミナーでは日本側拠点機関から准教授の村松弘一と

博士後期課程の小宮山嘉浩が報告し、中国側拠点機関から副教授の朱海濱・楊偉兵、韓

国側拠点機関から助教授の洪性鳩が報告をおこなった。当日は立教大学兼任講師の呉吉

煥が通訳兼コメントを担当した。楊偉兵のコーディネートによる「明清以来雲貴高原的

環境与社会国際学術討論会」では博士後期課程の野本敬が報告をおこなった。2008 年度

外国人著名学者招請講演会（韓国側拠点機関開催）において、准教授の鐘江宏之が「古

代韓日交流史と出土文字資料－日本における律令制の形成と新羅・百済―」と題する講

演をおこなった。 
  また日本側拠点機関から助教の野尻泰弘が博士学位論文『近世日本の支配構造と地域

社会』を提出し、PD 共同研究員の福島恵が博士学位論文『ソグド人漢文墓誌の研究』を

提出した。 

左 第 1 期の授業風景

右 第 2 期の授業風景
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（６）インターフェローの相互派遣 

  日中韓のインターオフィスには、それぞれ若手研究者がインターフェローとして派遣

されている。中国へは 2008 年 8 月まで博士後期課程の青木俊介が派遣された。8 月下旬

からは交替で博士後期課程の矢沢忠之が派遣され、中国側拠点機関の満志敏より指導を

受けている。 
韓国へは博士後期課程の大多和朋子を 2008年 5月にインターフェローとして慶北大学

校へ長期派遣した。前述の通り、中韓拠点機関よりも各 1 名のインターフェローを日本

側拠点機関は受け入れている。 
 
７－４ 社会貢献 

（１）市民のシンポジウム・フォーラムへの参加 

  2008 年 5 月に開催された第 13 回フォーラムには 38 名の市民・学生の参加があり、6
月の第 14 回フォーラムは学部総合基礎科目「東アジア世界」の中で開催した。9 月の第

１回セミナーでは、本事業の国際シンポジウムにあわせて別経費により関連の展覧会も

開催され、700 名以上の市民・学生を集めた。各種活動に参加した市民には希望に応じて、

「東アジア海文明の歴史と環境」会員として登録し、案内を郵送・メールにて送付して

いる。 
（２）ニューズレター・ミニレターの発行 

事業の活動を広く伝えるために年 2 回ニューズレター『海雀 Umi-Suzume』（本年度は

第 5 号・6 号を発行済）を刊行している。また日本側拠点機関内における交流促進のため、

ミニレターを発行している（本年度は第 7 号～第 9 号まで発行済）。 
 

７－５ 今後の課題・問題点―共同研究の集約と「東アジア海文明」像の創出― 

  次年度は 終年度であり、東アジア海文明展としての「東アジアの海とシルクロード

の拠点福建―茶文化・陶磁器・水中考古」展を実現し、これまでの現地調査の記録やシ

ンポジウムの成果を集約する。また日本・中国・韓国の若手研究者が集合し、東京・上

海・大邱の間を船舶等で航行する海上シンポジウム「東アジア海文明の歴史と環境」を

開催し、「東アジア海文明」像の創出に努める。 
 

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   ５３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  ６本 
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８．平成２０年度研究交流実績概要  
８－１ 共同研究 平成 20 年度も前年度同様、R-1（セクションⅠ）・R-2（セクションⅡ）

に分かれ、共同調査を実施した。研究成果の公開の場としてフォーラム・SSM を開催した。 
【R-1】東アジア海文明の形成と環境 

１．黄河下流班 

  2008 年 9 月 1 日～11 日の間、前年度の調査に引き続き、山東省西部から河北省にかけ

ての地域の前漢都城遺跡および古河道の調査を行った。調査の目的であった黄河故河道

の復元に必要な資料の収集や現地の地形等の精査を丹念に行い、 終年度に向けて資す

ること大であった。 
２．運河班 

  2008 年 7 月 28 日～8 月 3 日まで、山東省西部において元・明・清時代の運河施設の

実地調査を行った。さらに 2008 年 12 月 25 日～29 日に、夏調査に引き続いて北京を中

心とした運河遺跡の調査に赴いた。この 2 度の調査によって華北地域における大運河の

位置づけ、そして運河からは切り離された北京の特殊性が見出された。 
３．海港海運班 
 2008 年 7 月 24 日～31 日まで、韓国大邱を拠点として古版本調査を行った。また博物

館文物の実見を通し、日中韓の文化交流・伝播についての考察を行った。続く 2008 年

12 月 26 日～2009 年 1 月 2 日までは、山東省および河北省の港湾都市とそこにリンクす

る諸都市を調査した。 
４．水利災害合同班 

2008 年 9 月 15 日～19 日まで、杭州を中心として調査を行った。一つは災害という観

点から大海潮現象と銭塘江の堤防調査、もう一つは水利開発という観点からの圩田等の

考察である。上記の考察を通じて、人々が江南地域の自然環境（災害や地理条件等）に

どのように向き合い、どのような水利技術によって開発を進めてきたのかを具体的に追

求することができた。 
【R-2】東アジア海文明のネットワークと環境 

５．交流ネットワーク班 

  2008 年 8 月 4 日～8 月 7 日、当班は鳥取県・島根県の山陰地域における海域交流史跡

に関する調査を実施した。この地域も朝鮮半島や大陸との交流を物語る史跡が多く分布

している。とりわけ、出雲大社における 60 年ぶりとなる本殿拝観や荒神谷遺跡・加茂岩

倉遺跡出土の銅剣・銅鐸の調査は海外拠点機関の研究者を大いに刺激する内容であった。 
６．思想と知識の交流班 

  2008 年 10 月 25 日、前年度までの多久聖廟（佐賀県多久市）・足利学校（栃木県足利

市）における孔子祭に関する調査に引き続き、閑谷学校（岡山県）の釈菜調査をおこな

った。洋装の服装や儀式の次第に違いがあり、理解を深めた。 
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８－２ セミナー 

（１）平成 20 年度第 1 回東アジア海文明セミナー 
2008 年 9 月 20 日・21 日の２日間、学習院大学において、本事業と国立台湾大学人

文社会高等研究院の共同主催により「東アジアの陽明学」国際学術シンポジウムを開

催した。韓国から 7 名・日本から 5 名の報告・コメントをおこない、さまざまな視点

からの議論がなされ盛況であった。 
（２）平成 20 年度第 2 回東アジア海文明セミナー 

2008 年 11 月 28 日、本事業と中国側・韓国側拠点機関の共同主催による国際シンポ

ジウム「東アジア海文明の葛藤と交流」を韓国大邱慶北大学校で開催した。日本側 3
名・中国側・韓国側各 2 名が報告し、3 名のコメンテーターも交えて、東アジア海地域

で繰り広げられた衝突と交流の影響について率直に意見を交わす有意義な会となった。 
（３）平成 20 年度第 3 回東アジア海文明セミナー 

2008 年 12 月 13 日、学習院大学において、本事業が主催し、学習院大学東洋文化研

究所が共催する、国際学術シンポジウム「リモートセンシングと東アジアの環境史の

可能性」を開催した。中国から 1 名、日本から 4 名の報告者と 2 名のコメンテーター

によって、報告および討論が行われた。50 名近くの参加者を得ることができた。 
 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

  共同研究を推進するため、３カ国の拠点機関の間で相互に派遣・招聘を行った。 
（1）2008 年 6 月、韓国慶北大学校との研究交流を推進するために、日本側研究者７名を

韓国に派遣し、韓国側研究者と共同で鬱陵島および韓国東沿岸部を調査した。2006～
2008 年に行った日本海調査と連携して、韓国～日本の交流に関する調査を行った。 

（2）2008 年 7 月（2 週間）、慶北大学校より教授の李文基を招聘し、国際文化学特殊研究

（第１期）を開講。同じく 9 月（2 週間）、復旦大学より副教授の楊偉兵を招聘し、第

2 期を開催した。第 2 期は通訳なしの中国語による講義であった。現地研究者による

新の研究動向を、日本側の特に若手研究者に対して紹介し、かつ双方の交流を行った。

（別経費にて実施） 
（3）2008 年 8 月、福建省（福建省博物院など）に研究者 5 名を派遣し、2009 年度 4 月開

催予定の「東アジアの海とシルクロードの拠点福建」展を開催するに際し、博物館等

現地関係者と折衝を行った。 
（4）短期研究者相互交流による研究活動の推進のために、復旦大学歴史地理研究中心に合

計３名を短期派遣した。主に中国側の学会からの招聘に応じ、本事業にて実施した共

同調査に基づく若手研究者の研究報告を行った。 
（5）2008 年 11 月、准教授の鐘江宏之と助教の畑中彩子は慶北大学校を訪問し、鐘江は前

述の通り、外国著名学者招請講演会において報告を行った。(2)とは逆に、韓国側の研

究者に対して日本での 新の研究動向を紹介し、現地の研究者との交流を行った。 
（6）韓国側拠点機関へインターフェロー（交流研究員）として博士後期課程の大多和朋子
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を 8 ヶ月派遣し、学術交流活動を行った。また 2008 年 4 月より博士後期課程の青木俊

介をインターフェローとして上海のオフィスに派遣し、8 月末からは交替で博士後期課

程の矢沢忠之を派遣した。上記３名は共同調査に関する種々の折衝を行った。 
 
 
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   合計 

日本 
実施計画  35/567 16/407   51/974 

実績 28/516 17/322   45/838 

中国 
実施計画 8/52     8/52 

実績 4/21    4/21 

韓国 
実施計画 4/28     4/28 

実績 6/32 0/0(2/16)   6/32(2/16) 

台湾 

（韓国） 

実施計画       

実績 4/20    4/20 

 
実施計画       

実績      

合計 
実施計画 12/80 35/567 16/407   63/1054 

実績 14/73 28/516 17/322   59/911(2/16)

 

※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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  11 ／ 37 （人／人日）  10 ／ 23 （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 

 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 17 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）東アジア海文明の形成と環境 

（英文）Formation and Environment of Civilization in East Asian Ocean 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）鶴間和幸・学習院大学・教授 

（英文）TSURUMA KAZUYUKI/Faculty of Letters/Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

葛剣雄・復旦大学歴史地理研究中心・教授 

任大煕・慶北大学校師範大学・教授 

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  21/120 0/0 21/120 

実績 14/91 2/14 16/105 

中国 実施計画 0/0  0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 

韓国 実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0(2/16) 0/0(2/16) 

合計 
実施計画 0/0 21/120 0/0 21/120 

実績 0/0 14/91(2/16) 2/14 16/105(2/16)

② 国内での交流     0/0 人／人日 

２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

本年度は 4班に分かれ、延べ 6回の中国・韓国調査を行った。調査概要に

ついては、本報告書「７－２（３）共同調査の概要」・「８－１共同研究」

などを参照。 終年度に向けた調査ということもあり、調査回数を増やし

て多くの成果を挙げられるようにした。また韓国からも中国調査への参加

があり、異なる角度からの知見が得られた。4 年目を迎え、三カ国の研究

交流もさらに活発となり、総仕上げに向けた次年度の活動が期待される。

日本側参加者数 

28 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）（地域）側参加者数 

27 名 （１４－２（ 中国 ）側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）（地域）側参加者数 

11 名 （１４－３（ 韓国 ）側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 17 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）東アジア海文明のネットワークと環境 

（英文）Network and Environment of Civilization in East Asian Ocean 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）鶴間和幸・学習院大学文学部・教授 

（英文）TSURUMA KAZUYUKI/Faculty of Letters/Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

葛剣雄・復旦大学歴史地理研究中心・教授 

任大煕・慶北大学校師範大学・教授 

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  2/14 0/0 2/14 

実績 2/17 0/0 2/17 

中国 実施計画 2/14   2/14 

実績 3/17  3/17 

韓国 実施計画 2/14   2/14 

実績 3/17  3/17 

合計 
実施計画 4/28 2/14 0/0 6/42 

実績 6/34 2/17 0/0 8/51 

② 国内での交流      4 人／ 13 人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

【交流ネットワーク班】（班長：鐘江宏之） 

 本年度も交流ネットワーク班は日本国内の環日本海交流に関わる前

近代の史跡を調査した。本年度は山陰地方の調査を夏季に実施し、沿岸

史跡の環境や位置づけに関する認識を新たにした。本調査は初年度より

３年間継続し、比較研究に道を開いた。 

【思想と知識の交流班】（班長：馬渕昌也） 

 東アジアの陽明学をテーマとして中国・韓国より専門家を招いてセミ

ナーを開催し、同分野の国際化に大いに貢献した（成果について詳細は

10-2 参照）。 

東アジア近世の儒教祭祀に関する比較調査も３年目として岡山の閑

谷学校にて開催される「釋菜」に参加し、祭祀の次第の差異について理

解を深めた。 

さらに前年度の雲南省における西南中国地域の開発と環境変化に関

する共同調査の成果をふまえ、「明清以来雲貴高原の環境と社会」国際

学術討論会への参加と報告を行った。 

日本側参加者数  
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38 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）（地域）側参加者数 

14 名 （１４－２（ 中国 ）側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）（地域）側参加者数 

20 名 （１４－３（ 韓国 ）側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）JSPS 東アジアの陽明学 国際学術シンポジウム 

（英文）JSPS Asian CORE Program  The East Asia doctrines 
of Wang Yang-ming 

開催時期 平成２０年 ９月２０日 ～ 平成２０年 ９月２１日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・東京・学習院大学 
（英文）Japan, Tokyo, Gakushuin University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）鶴間和幸・学習院大学文学部・教授 
（英文）TSURUMA KAZUYUKI/Faculty of Letters/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) 

 

参加者数 ① アジア研究教育拠点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     /   （ / ）人/人日 7/35 

（ / ）

 人/人日

（韓国）側参加者        7/35   （ / ）人/人日 

（ ）側参加者     /   （ / ）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              １２人 

１３人

（中国）国側参加者              １人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数       ２０人 

セミナー開催の目的 2008 年は「王陽明の大いなる悟り」から 500 周年を記念する年

である。東アジア地区の儒学研究者は陽明の学が東アジア世界にお

いて持つ大きな意義を鑑み、「東アジア陽明学国際学術研討会」を

開催し、ならびに良知学発展 500 年の記念とする。 
本セミナーは国立台湾大学人文社会高等研究院と本事業の共同

主催により開催する。この記念すべき会に対して、韓国の成均館大

学校東アジア学術院と国立清華大学人文社会研究中心、学習院大学

東洋文化研究所の協力を得られた。 
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セミナーの成果 本会経費により参加した韓国側の報告者７名はそれぞれ中国・韓

国・日本における陽明学に関する総合的あるいは個別具体的な報告

をおこない、議論の進展に貢献した。 
本セミナーの成果については別に馬渕昌也「東アジアの陽明学シ

ンポジウム及び中日陽明学者墨跡展覧会を終えて」『ニューズレタ

ー海雀』（日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「東アジア海文

明の歴史と環境」）第 6 号をご覧いただきたい。なお、同日の学術

成果は個別論文として台湾の学術雑誌に発表が予定されている。 
 もともと王陽明『龍場の大悟』500 年を記念する会議は中国にお

いても開催が予定されていたが、そちらは延期となったため、まさ

に世界で唯一の機会となった。さらに昨年 10 月には本会が機縁と

なって日本陽明学学会の設立に向けた準備作業も動き出した。本シ

ンポジウムは陽明学研究の新たな出発点となる国際会議であった

ことはまちがいないだろう。 
セミナーの運営組織 主催：日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「東アジア海文明の

歴史と環境」 
主催：国立台湾大学人文社会高等研究院 
共催：成均館大学校東アジア学術院（韓国） 
共催：国立清華大学人文社会研究中心（台湾） 
共催：学習院大学東洋文化研究所 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容・金額  謝金 100,000 円 
国内滞在費 360, 000 円 その他経費 370, 000 円 

相手国(地域) 
（ 韓国 ） 

内容・金額  
海外旅費・国内旅費 630,000 円 その他経費 200, 000 円 
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整理番号 S－２ 
セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業 東アジア海文明の葛藤と交流 

（英文）JSPS Asian CORE Program  Conflict and Exchange of Civilization in East Asian Ocean 
開催時期 平成 20 年 11 月 28 日 （１日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）韓国、大邱、慶北大学校 
（英文）Korea、Daegu、KYUNGPOOK National University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）鶴間和幸・学習院大学文学部・教授 
（英文）TSURUMA KAZUYUKI・Faculty of Letters・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) 

 
禹仁秀・慶北大学校師範大学・副教授 

参加者数 ① アジア研究教育拠点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    ３/１３（ / ）人/人日 ３/１３

（ / ）

 人/人日

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）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             ２人 

１２人

（韓国）国側参加者             ８人 

（中国）国側参加者             ２人 

①と②の合計人数       １５人 

セミナー開催の目的 本セミナーは、黄河下流域で形成された東アジア海文明の原型がど

のように「東アジア海」全域に広がったのかを考察するために計画

された 3 回シリーズのセミナー（第 1 回：「東亜海文明形成的歴史

与環境」学術討論会（中国上海：平成 19 年度 S-2）・第 2 回：「東

アジア海文明の広がりと変容―渤海・黄海の文化交流―」国際学術

シンポジウム（日本東京：平成 19 年度 S-3））の 後にあたる。本

セミナーによって、これまでの研究活動の成果を一旦まとめ、 終

年度にむけて、より充実した研究成果をあげるための方向性を確定

させるものである。 
セミナーの成果 これまで、「東アジア海」を取り囲む国々は、時には対立し、時

には友好を深めながら、互いに影響しあってきた。本セミナーは、

「東アジア海文明の葛藤と交流」と題して、この日中韓三国の対

立・友好関係に起因する事物の諸相を取り上げるものである。この

日中韓三国の対立・友好関係に起因する事物の諸相を取り上げた。
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本セミナーでは、各人の専門分野から、東アジア海をめぐる地域

における、人々の往来やそれに伴う制度・技術の伝播、さらには自

然環境が与える影響などが論じられた。討論の際には、報告者にコ

メンテーターを加えた 10 名で、率直に意見を交わし、東アジア海

文明の多重的で幅広い文化交流の様子を見出すことができた。これ

により、日中韓三国の研究者が相互に情報を交換し、渤海・黄海地

域に関する研究を進展させることが出来た。 
セミナー当日は慶北大学校の学部生・院生を中心として、多くの

来場者に恵まれ、本事業の成果を社会に公開することができた。ま

た当日のセミナー運営や日韓での折衝・運営補助等は韓国側の若手

研究者により非常にスムースに行われ、所期の成果を得ることが出

来た。 
なお、本セミナーの各報告内容は、『歴史教育論集』第 42 輯（2009

年 2 月 29 日刊行予定）に特集される。また、本セミナーの様子は

本事業のニューズレター『海雀 Umi-Suzume』第 7 号に掲載予定

である。 
セミナーの運営組織 主催 日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「東アジア海文明の

歴史と環境」［学習院大学］ 
主催 韓国学術振興財団協力機関指定研究「韓中日 3 国の地理的環

境に関する歴史的考察」［慶北大学校］ 
主催 中国復旦大学歴史地理研究中心 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 海外旅費 154,200 円 その他経費 9,814 円 

相手国(地域) 
韓国 

内容 国内旅費 210,000 円 その他経費 220,000 円 

相手国(地域) 
中国 

内容 海外旅費 90,000 円 
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整理番号 S－３ 
セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業 リモートセンシングと東

アジアの環境史の可能性 
（英文）JSPS Asian CORE Program  Possibility of Remote 

Sensing Data and Environmental History in East Asia 
開催時期 平成２０年１２月１３日（１日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、東京、学習院大学 
（英文）Japan, Tokyo, Gakushuin University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）鶴間和幸 学習院大学文学部教授 
（英文）TSURUMA KAZUYUKI・Faculty of Letters・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) 

 

参加者数 ① アジア研究教育拠点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    １/３  （ / ）人/人日 ２/７ 

（ / ）

 人/人日

（中国）側参加者       １/４   （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）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             ６人 

６人

（ ）国（地域）側参加者              人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数        ８人 

セミナー開催の目的 本セミナーは、「東亜海文明形成的歴史与環境」学術討論会（中国

上海：平成 19 年度 S-2）でなされた満志敏報告「多源数据在古河

道復原中的応用」と密接に関連するものであり、リモートセンシン

グを活用した環境史の有効性を確認するものである。ここで提示さ

れる方法論は、東アジア海の環境を復元する方法としても有効であ

ると考えられる。リモートセンシングと環境史の融合という意欲的

な試みは、「東アジア海文明の形成と環境」セクションの 終年度

の活動に向けて、大きな意義があるものである。 
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セミナーの成果 まずネット会議システムを通じて上海インターオフィスが聴衆

に紹介され、2008 年度の活動について振り返った。その後、シンポ

ジウムの趣旨説明が行われ、引き続いて中国より来日した満志敏教

授による基調講演が行われた。 

午後からは 3 名の研究者に報告をいただいた。さらに報告後、コ

メンテーターとして黄暁芬氏・惠多谷雅弘を迎え、ご批評をいただい

た。その後討論にうつり、各分野からの有意義な意見が交わされた。

このセミナーによる成果は以下の２点である。 
・日本・中国間でのリモートセンシングを活用した環境史の 新研

究に関する情報の共有 
・自然科学（手法、情報等）を用いた人文科学研究の可能性 
 従来、個別に行われていたこれらの諸研究を一同に会し、研究者

間での共有、および可能性の検討を図ることが出来たのは大きな成

果と言える。 
当日は 50 名を超える来場者に恵まれ、かつネット会議システム

を利用して上海の若手研究者にも講演・報告を視聴する機会を与え

ることができ、当事業を聴衆に広くアピールできた。 
また本セミナーの実行・運営に関しては若手研究者を主体として

多くの大学院生等の協力により、円滑に実施することができた。 
セミナーの運営組織 主催：日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「東アジア海文明の

歴史と環境」 
共催：学習院大学東洋文化研究所 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費 43,640 円 謝金 161,977 円 
その他経費 156,720 円 

相手国(地域) 
（ 中国 ） 

内容 海外旅費 83,000 円 
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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 計 

日本 
実施計画  12/433 12/391 24/824 

実績 12/408 12/295 24/703 

中国 
実施計画 2/14   2/14 

実績    

韓国 
実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/14 12/433 12/391 26/838 

実績 0/0 12/408 12/295 24/703 

② 国内での交流      5 人／ 7 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 1,617,785  

外国旅費 4,048,516  

謝金 1,296,425  

備品・消耗品購入費 87,679  

その他経費 1,782,348  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

267,247  

計 9,100,000  

委託手数料 910,000  

合  計 10,010,000  

 
 
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 ２６１，０５３ １０／２７９ 

第２四半期 ３，５１３，５６７ ３０／３８３ 

第３四半期 ３，４６６，７３８ １７／１７５ 

第４四半期 １，８５８，６４２ ２／７４ 

計 ９，１００，０００ ５９／９１１ 
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１３．平成２０年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国（地域）名 中国 韓国  

平成２０年度使用額 

（単位：円相当） 

300,000

［元］ 

4,264,000 円相当

7,500,000［ウォン］

470,000 円相当

 

円相当

 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額を、   

  日本円に換算して記入してください。 

 


