
アジア研究教育拠点事業 
平成２０年度 実施計画書 

 
 
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．採用年度 
  平成 １７年度（  ４年度目） 
 
 
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／東京大学東洋文化研究所／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 
 
 
 
 
 日本側拠点機関 

（学習院大学）  
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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 

   （和文）復旦大学歴史地理研究中心・教授・葛剣雄 
協力機関：（英文）SHANDONG University SHANGHAI Museum 

 SHANGHAI Historical Museum BEIJING University 

 BEIJING Normal University HONG KONG University of Science & Technology 

      NINBO 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 
   （和文）慶北大学校師範大学・教授・任大煕 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

中国側拠点機関 
（復旦大学） 

韓国側拠点機関 
（慶北大学校） 
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５．アジア研究教育拠点事業としての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、最終年度は海上シ

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・韓国の文化財をあつめ「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ために、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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
（１）インターオフィス（交流事務局）の設置 

平成 18 年度までに日本・韓国・中国にはインターオフィスを設置済。中国側には学習

院大学上海国際交流中心（学習院大学初の海外拠点）を開設し、韓国側には研究員が駐

在する期間のみ、学習院大学駐大邱国際交流センターを開設している。 
 
（２）インターフェロー（交流研究員）の派遣 

  インターオフィスには、若手研究者をインターフェローとして派遣している。現地で

は、インターフェローは共同調査や国際シンポジウムに向けた準備や折衝を行い、円滑

な調査とシンポジウムの運営に貢献している。 
 
 
 
 
 
 
 

復旦大学歴史地理研究中心に

て（中国派遣のインターフェロ

ー／青木俊介） 

大蔵経倉庫前にて（韓国派遣

のインターフェロー／濱川

栄・大川裕子・村松弘一） 
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（３）国際学術シンポジウムの開催 

平成 19 年度は第１回東アジア海文明セミナー「中国史における災害と環境」（4 月 14
日）を韓国・中国史学会と共同主催し、第 2 回セミナー「東亜海文明形成的歴史与環境」

（11 月 2 日・3 日）を復旦大学歴史地理研究中心と慶北大学 Asia 研究教育事務局と共同

で開催した。第 3 回セミナーは学習院大学にて「東アジア海文明の広がりと変容―渤海・

黄海の文化交流―」をテーマに開催し、多くの参加者を得られた。 
 

H19 年度第 3 回セミナー  

（ポスター報告会場） 
H19 年度第 3 回セミナー  

（メイン会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（４）共同調査の実施 

平成 19 年度もセクションⅠ・セクションⅡに分かれて共同調査を実施した。共同調査

には必ず中国側・韓国側研究者が参加し、調査地の資料収集や現地専門家との連絡にお

いて協力した。 
 

セクションⅡ共同調査   

（思想と知識の交流班／

足利学校にて） 

セクションⅠ共同調査   

（運河班／微山島にて） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（４）研究成果の刊行 

  本事業の現地共同調査の内容は順調に進展しており、その一部はすでに公刊されてい

る。平成 18 年度刊行の『黄河下流域の歴史と環境―東アジア海文明への道―』（東方書

店、2007 年 2 月）に引き続き、平成 19 年度も『韓中日における海洋認識と海禁（한・

중・일의 해양인식과 해금）』（東北アジア歴史財団、2007 年 12 月）を刊行した。 

  また平成18年度の現地共同調査の成果を伝える機会として開催された平成19年度第1
回東アジア海文明セミナー「中国史における災害と環境」（4 月 14 日）の成果は、韓国・
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中國史学会の機関誌『中國史研究』第 49 輯（2007 年 8 月）に掲載されるなど、確実に

研究成果をあげている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左より『黄河下流域の歴史と環境―東アジ

ア海文明への道―』・『韓中日における海洋

認識と海禁』・『中国史研究』第 49 輯 

 
 
 
 
（５）東アジア学交流講座の開催 

  平成 19 年度も 2 回の東アジア学交流講座を開催した。7 月は韓国側（洪性鳩専任講師）

より「韓中関係史をどう理解すべきか」をテーマに講義をしていただき、9 月は中国側（安

介生高級研究員）より「区域歴史地理から見た中国伝統社会の変遷」をテーマに講義し

ていただいた。後者は通訳なしの中国語による講義だった。 
 
 
 
 
 
 
 

 
2007 年度東アジア学 
交流講座第１期 

（2007 年 7 月 18 日） 

2007 年度東アジア学 
交流講座第 2 期 

（2007 年 9 月 14 日） 

 

 

 

（６）東アジアネットキャンパスの開講 

平成 19 年度よりネット会議システムを利用して、本格的にネットキャンパスがスター

トした。日本側拠点機関の学部総合基礎科目「東アジア世界」（毎週金曜日 4 時間目／受

講生 120 名）において、中国・韓国の若手研究者による講義が実現している。ネット会

議システムの特性を活かし、最新の学術情報が日本に届けられている。日韓学生間によ

る相互交流も実現した。 
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（７）若手研究者の研究発表・博士学位論文の執筆 

博士後期課程・博士後期課程の全単位取得者を中心とする若手研究者は、中国・韓国・

日本において積極的に学会報告を担当した。平成 18 年度は韓国・中国史学会において 3
名の若手研究者が報告を行い、平成 19 年度は同学会において 8 名の報告の若手研究者が

報告を担当した。 
そのほかにも中国・韓国の学会において事業の成果を報告する若手研究者の姿もあっ

た。日本では水利史研究会において 2006 年度の黄河下流班の調査報告を行った。 
  またプロジェクト期間中に 4 名の若手研究者が博士学位論文を執筆した。 
 

 

 
若手研究者の報告 

（2007 年 7 月 3 日） 
 

 

 

 

 

（８）東アジア海文明フォーラムの開催 

共同研究の成果を社会へ広く公開する場としてフォーラムを平成 17年度より開催して

いる。フォーラムは参加者数・参加者の声（アンケート）よりみれば、好評を得ている

といえる。関心を持つに市民には「東アジア海文明の歴史と環境」会員に登録し、活動

案内を送付している。本事業は生涯学習の場としても機能しつつある。 
フォーラムは現在までにすでに 12 回開催し、平均 30 名程度の来場者を得ている。 

 
（９）セクション・スタディ・ミーティング（SSM）の開催 

若手研究者養成のため、また参加研究者間の交流を進めるため、セクション・スタディ・

ミーティング（SSM）を開催している。平成 19 年度末までに 18 回開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 12 回東アジア海文明 

フォーラム 
（2007 年 12 月 3 日） 

第 16 回東アジア海文明 
SSM（2007 年 12 月 12 日） 
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（１０）多言語同内容ホームページ／ブログの開設 

、19 年度中には多言語同内容をほ

ぼ

 
１１）ニューズレター・ミニレターの発行 

6 月・12 月発行）ニューズレター『海雀

 

．平成２０年度の研究交流目標 

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

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。 
。 

ズレターを隔月刊

［教

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

［交

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

多言語同内容の HP・ブログは平成 18 度中に実現し

実現している。HP では事業の活動記録を掲載し、情報の公開と共有をはかっている。

ブログでは東アジア海文明と日本側拠点機関に関する活動を予告している。 

（

  事業の活動を広く伝えるため、年 2 回（

Umi-Suzume』の発行を開始した。また学習院大学内においては教職員・院生・学部生

へわかりやすく事業の活動を紹介するため、2007 年 1 月よりミニレターを隔月刊で発行

している。 

 
 
 
 
 
 
 

左より「東アジア海文明の歴史と環境」
 HP・ニューズレター『海雀』・『東アジア

海文明の歴史と環境』ミニレター  
 
７

［研究］ 
①参加研

ムページ及びブログを継続し、内容を充実させる。 

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

で発行する。 
育］ 

 ⑦韓国・

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。 
流］ 

 ⑧東京・

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。 
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８．

ⅠとⅡに分かれて、共同研究を進める。 

 

１）セクションⅠ「東アジア海文明の形成と環境」 

008年度は以下の４つの班を構成し

て

黄河下流班】 黄河古河道と生活史の復原－東アジア海文明を生んだ環境 

河と運河

の

体的な調査地：（中国）山東省聊城市・徳州市 
 

運河班】 東方大平原と運河－東アジア海文明の形成過程の解明 

泊北端（現山東省

東

体的な調査地：（中国）山東省東平県・臨清市・天津市・北京市 
 

海港海運班】 東アジア海文明の広がりと渤黄海海港ネットワーク 

ともに、山東半

平成２０年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

今年度もセクション

（

これまで２年間の現地調査および研究報告によって2
調査・研究を進めることとしたい。 

 

【

これまで漢代の黄河中下流および河口付近の調査を進めてきたが、本年度は黄

交錯する山東省聊城市・徳州市を中心に調査を進めることとする。特に、本年は復旦大

学の歴史地理研究センターのＧＩＳの成果も取り入れつつ進めたい。また、黄河下流平原

の中心都市である鄴など、黄河を中心としたこの地域の牧畜と農耕の歴史についても文

献・考古資料等を収集し、自然環境の変化も視野に入れて研究を進めたい。 
 
具

【

これまでの運河調査を継承し、本年度は黄河と運河の交錯する旧梁山

平県西及び現山東省陽穀県張秋鎮）、大運河の港跡があると伝えられる現山東省臨清市、

大運河の一部である南運河と海河の合流点がある天津市、そして大運河の終点である北京

市通州区を踏査する予定である。班員の研究テーマは各々異なるが、総じて先史時代から

漢代までの東方大平原における運河と地域文化との関わりを問題にしたものとなってい

る。我々は、中国と朝鮮半島・日本との交流が活発化し、本格的に東アジア海文明が形成

される時期は魏晋期から唐代であり、それ以前においては関中・東北・山東・江南で独自

に構築されてきた地方文化を取り結び、中国文明を形成した場である東方大平原こそが

「原始東アジア海」とでも言うべき空間であった、という見通しを持っている。言い換え

れば、東方大平原こそが東アジア世界における「地中海」の役割を最初に果たした空間で

あり、運河はその空間を交差する海路であった、とみなしているのである。今後の調査に

より、各班員がこの見通しを実証していくことが運河班全体の課題である。 
 
具

【

 中国地域に関しては、2007 年度の山東省・蓬莱調査を継続して行うと

島南部の新羅人集落があったとされる琅邪（乳山）、円仁が逗留した赤山法華院があった

とされる石島などを訪問し、また渤海湾沿岸に沿った古代海港遺跡（滄州・秦皇島・営口・
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旅順など）を調査し、渤黄海地区のネットワークと海港の関係について韓国側研究も含め

た共同調査を進める。さらに朝鮮半島の黄海沿岸から中国のモノ（陶磁器）が発見されて

おり、この地域へのフィールドワークも視野に入れ、共同調査を行っていく。 
 
具体的な調査地：１、山東半島調査（中国）：山東省蓬莱・琅邪・石島・青島 

 旅順 
館） 

水利技術班・災害班】 長江流域の水利技術・災害認識と東アジア海文明の広がり 

体的な調査地：（中国）上海・杭州・紹興・寧波 
 

２）セクションⅡ 
班】山陰地方の東アジア文化交流拠点の史跡調査 

の地域の調査を

①新羅との交流の痕跡が窺われる白鳳寺院の上淀廃寺 
大墳墓群である妻木晩田遺跡 

遺跡 
遺跡 

在する神社と古墳群 

思想と知識の交流班】閑谷学校の釈菜の調査と研究報告会への参加 

告会への参加１

        ２、渤海湾調査（中国）：河北省滄州・秦皇島／遼寧省営口・

         ３、朝鮮半島調査（韓国）：全羅南道木浦（新安沖沈没船・海洋博物

 

【

 これまでの水利班の調査・研究から朝鮮半島の碧骨堤等の技術は中国江南地区の水利技

術との関係が指摘できる。そこで、本年度は杭州の海塘や紹興の鑑湖といった漢代から唐

代に至るまでの江南の水利施設に焦点を絞って調査を進める。また、海塘は銭塘江の湧潮

との関係があり、災害データの整理をすすめてきた災害班とも合同で調査する。長江流域

の歴史地理研究については復旦大学においても進められており、中国・韓国側研究者との

国際共同研究の実現が可能である。 
 
具

 

 

（

【交流ネットワーク

 2008 年度も引き続き東アジア文化交流拠点の史跡調査として、山陰地方

夏期に実施する。これらの地域の中から以下のような史跡について調査を行う予定である。 
 
 

 ②日本海沿いに展開する四隅突出墓形式の古墳を含む、

 ③朝鮮半島と技術的関わりが窺われる古代における伯耆地方の石造物 
 ④日本海の海上交通の上で重要なランドマークである大山に関する信仰

 ⑤出雲地方における大陸との金属器の比較対象となる荒神谷遺跡と周辺の埋納

 ⑥出雲地方において銘文を持つ鉄刀の出土した岡田山古墳 
 ⑦日本海における孤島として重要な位置を占める隠岐島に所

 ⑧中世後期に日本から世界に流通する銀の生産拠点となった石見銀山遺跡 

 

【

 当班では前年度までの成果を受け継ぎ、本年度は現地調査１回、研究報

回を計画している。また、第１回セミナーは当班の成果の一部である。 
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（１）現地調査－閑谷学校の釈菜の調査 

2006 年度の多久聖廟（佐賀県）の釈菜の儀式、2007 年度の湯島聖堂・足利学校における

釈

（ ）研究報告会への参加－「明清以来雲貴高原の環境と社会」国際学術討論会 

大学

－２ セミナー 

ア海文明セミナー（2008 年 9 月＜２日間＞） 

『

た中国思想の東アジア

地

（ ）第 2回東アジア海文明セミナー（2008 年 11 月） 

海をめぐる歴史と環境」をテ

３）第 3回東アジア海文明セミナー（2008 年 12 月） 

環境史研究－東アジア海文明

奠の儀式の調査に続き、近世期の儒教祭祀についての理解を深めるため現地調査を行う。

本年度は岡山県にある閑谷学校の釈菜の調査を行い、大名家の儒式墓等も含めた各地にお

ける実態調査をもとに、その伝播と変容・発展の様相を把握することを目標にしたいと考

えている。 
 
２

 本事業における「環境史」に関する部分の共同研究を進めるため、2007 年度に復旦

と共同で雲南省における西南中国地域の調査を行った。共同研究の成果をふまえ、８月に

復旦大学歴史地理研究中心において、「明清以来雲貴高原の環境と社会」国際学術討論会が

開催され、日本側研究者２名を派遣し、研究報告を行う。 

 

 

８

（１）第 1回東アジ

学習院大学において、台湾国立清華大学と共同主催により「東アジアの陽明学―王陽明

龍場の大悟』500 周年記念国際学術シンポジウム」を開催する。 
今回は本事業の「思想と知識の交流班」において研究を進めてき

域への広がりと変容について、「陽明学」を中心に討論する。台湾・中国大陸・韓国そし

て日本の研究者約 20 名が集まり、東アジア地域における陽明学の現在の状況と展望につい

て議論するこのシンポジウムは、陽明学研究史上、世界的にも注目されるシンポジウムと

なると思われる。また、同時に王陽明の自筆の書等掛け軸 50 幅前後を台湾から将来し、特

別展覧会を都内の会場にて二週間程度開催する。なお、このセミナーの開催については学

習院大学東洋文化研究所「陽明学研究の現在」プロジェクトも共催する。 
 
２

 韓国側拠点機関である慶北大学校師範大学において「渤黄

ーマに国際学術シンポジウムを開催する。本セミナーは昨年 11 月に中国側拠点機関（復旦

大学歴史地理研究中心）において開催された「東亜海文明形成的歴史与環境」学術研討会

と本年 2 月に日本側拠点機関（学習院大学）で開催された「東アジア海文明の広がりと変

容―渤海・黄海の文化交流―」の成果を継承する会議である。 
 
（

 学習院大学において国際学術シンポジウム「衛星データと

解明のために」を開催する。本セミナーでは復旦大学の研究者２名を招聘し、ＧＩＳ・衛

星データを利用した環境復原の研究、それに基づいた環境史研究の展望について議論する。
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具体的には、衛星データを利用した黄河下流域の古い河道の復原の方法、蓬莱などの都市

遺跡の復原、西域における水利渠道の復原、長安における都市と漢墓の関係などが考えら

れ、そこから得られる結果から東アジア海文明における人間と環境の歴史を考える。 
 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

おこないます。 

１）派遣 

国の研究者交流のための派遣 
ため、研究者７名を韓国に派遣し、大邱市お

②水中考古学展準備のための研究者派遣 
展」の準備にかかわって、中国・復旦大学およ

③

研究者４名、上海復旦大学歴史地理研究中心に研究者４名を短

④

名をインターフェロー（交流研究員）として

  Ｂ 後期課程の学生１名をインターフェローとして慶北大学校に派 

 

２）招聘 

者相互交流 
名を日本に短期間招聘し、研究交流を推進させるとともに、東ア

・韓国（慶北）から各１名招聘し、日本側研究者の研究指導

 

 今後の共同研究の基盤づくりとして、以下の派遣と招聘を

 

（

①日本・韓

 韓国・慶大学校との研究交流を推進する

よび鬱陵島を訪問します。  

 2009 年度に計画している「水中考古学

び福建省考古研究所に研究者５名を派遣します。 
短期研究者相互交流 
慶北大学校師範大学に

期間派遣し、研究交流を推進します。 

インターフェロー等若手研究者の派遣 

Ａ 中国へ派遣－博士後期課程の学生２

復旦大学歴史地理研究中心に派遣し、中国側参加研究者より中国語による研究指

導を受けます。 
韓国へ派遣－博士

遣し、韓国側参加研究者より韓国語による研究指導を受けます。 

（

①短期研究

 中国側参加研究者 2
ジア海文明フォーラムを開催し、研究報告をする予定です。 
②インターフェローの招聘 
 若手研究者を中国（復旦）

を受けるとともに、研究交流の推進の補助を行う（ただし、滞在経費等は学習院国際

交流基金から支出）。 
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９．平成２０年度交流人数・人日数総表 

（単位：人／人日）  

    派遣先 
日本 中国 韓国   合計 

９－１ 相手国との交流計画 

派遣元 

日本  35/567 16/407   51/974 

中国 8/52     8/52 

韓国 4/28     4/28 

       

       

合計 12/80 35/567 16/407   63/1054 

 

各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

※

 

－２ 国内での交流計画 

※

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（相手国予算による）交流についても、カッコ書きで記入してく

ださい。 

 

９

  11／37    （人／人日）
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