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アジア研究教育拠点事業 
平成１９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（  ３年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：学習院大学（図１） 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長･永田良昭 
 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 
 
 
 

 
 

図１ 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 
（１）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）FUDAN University 

      （和文）復旦大学    （図２） 
 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 

      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    （図３） 
 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 
 

図 2 中国側拠点機関 
（復旦大学） 

図 3 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ます。 

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ります。 

③日中韓の研究者による国際学術調査団を組織し、 
現地共同調査をおこないます。 

④中国・韓国の研究者を招聘して学術交流セミナー 
を開きます。 

⑤共同調査・研究等に基づく共同シンポジウムを開

催します。とくに、最終年度は海上シンポジウム

を開催し、日本・中国・韓国を巡航します。 
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

本で開催します。 
⑦相互に研究者を派遣し、現地の若手研究者に対し

て交流授業をおこないます。また、インターネッ

トによる講義（ネット・キャンパス）をおこない、

若手研究者育成に努めます。 
⑧本事業全体を円滑かつ綿密にすすめるために、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）として相互派遣します。 
 
 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
前年度までに交流基盤の整備を終え、また共同調査

を進める 2 つのセクション（「Ⅰ東アジア海文明の形
成と環境」と「Ⅱ東アジア海文明のネットワークと環境」） 
を組織しました。 
（１）インターオフィスの設置 

前年度までに日本・韓国・中国にはインター 
オフィス（交流事務局）を設置し、インター 
フェロー（交流研究員）も常駐しています。 

 （図 4・図 5・図 6） 

図 4 韓国側（慶北大学アジア
研究教育拠点事業事務局） 

図 5 中国側（学習院大学上海
国際交流中心） 

図 6 日本側（学習院大学アジ
ア研究教育拠点事業事務局） 

図 7 東アジア海文明の歴史と
環境のロゴマーク 
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（２）多言語ＨＰ／ブログの開設 

多言語同内容の HP・ブログは前年度中に 
実現し、共同研究の成果やシンポジウム・ 
講演会の記録などを広く知らせています。 

 ロゴマークも作成し、東アジア海文明のイメ 
ージを多くの方にわかりやすくお伝えして 
います。（図７・図８） 

 
 

 
 
 

 
 
（３）国際学術シンポジウムの開催 

平成 17年 11月 27日に国際学術シンポジウム「黄河下流域の生態環境と東アジア海文
明」（主催：学習院大学東洋文化研究所）を共催し、『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 3月）を出版しました。 
平成 18年度は第１回東アジア海文明セミナー「海からみた文化交流の歴史―東アジア

海文明を考える―」（7月 22日）を関西大学東西学術研究所アジア文化交流研究センター
とともに主催し、第２回東アジア海文明セミナー「隋唐期東アジア仏教の宗派意識」（11
月 11日）を開催しました。（図９・図１０） 

 
 
 
 
 
 

図 8 東アジア海文明の歴史と
環境の HP（トップページ） 

図10 H18年度第2回東アジア
海文明セミナー コメント場面

図 9 H18年度第 1回東アジア
海文明セミナー 総合討論場面
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（４）共同調査の実施 
平成 18年度はセクションⅠは 4回、セクションⅡは 2回の共同調査を実施しました。

共同調査には必ず中国側・韓国側いずれかが参加し、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ました。（図１１・図１２） 

 
 

（５）東アジア学交流講座の開催 
  平成 18年度の新規事業として、7月に東アジア学交流講座を実施しました。本講座は
韓国朝鮮史・中国史の最新の研究成果を韓国人・中国人の講師から直接、大学の半期分

に匹敵する授業を受講できる機会として、大学院生・市民の皆様を対象に開催されまし

た。第１期は韓国側拠点機関（講師：禹仁秀助教授）、第 2期は中国側拠点機関（講師：
朱海濱助教授）が担当しました。（図１３・図１４） 

 

図 13 東アジア学交流講座 
第１期「朝鮮時代の社会と文化」

図 14 東アジア学交流講座 
第 2期「近世江南民間信仰」 

図 12 日本海調査（セクションⅡ）
五所川原市歴史民俗資料館にて 

図 11 韓国水利遺跡調査（セクショ
ンⅠ）慶州・新羅王墓（天馬塚）前

にて 
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（６）東アジアネットキャンパスに向けた事業 
前年度までにインターネットによる講義（ネット・キャンパス）の実現に向けた器材

の設置を終え、本年度の本格実施に向けて日韓遠隔セッションの試みを 2回行いました。
また月 1回開催の運営事務局会議ではシステム開通の 2006年 9月以降、毎回、中国・韓
国拠点機関との会議に使用しました。（図１５・図１６） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
（７）フォーラムの開催 
  共同研究をすすめ、その成果を社会へアピールする場としてフォーラムを平成 17 年
度・18年度を通じて 10回開催しました。フォーラムでは韓国・中国拠点機関の研究者が
報告を担当し、三拠点機関の交流を促進しました。（図１７・図１８） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

図 15 東アジアネットキャンパス開通
記念式典・バーチャルテープカット 

図 16 日韓遠隔セッションの試み 
（右：慶北大学 左：プレゼン画面）

図17 第6回東アジア海文明フォ
ーラム 復旦大学歴史地理中心 
傅林祥副教授の報告 

図 18 第 11 回東アジア海文明フ
ォーラム 慶北大学校師範大学 
洪性鳩講師の報告 



 7

（８）セクション・スタディ・ミーティング（SSM）
の開催 

共同研究を進めるため、参加研究者が集まり、

若手研究者が研究報告する場としてセクショ

ン・スタディ・ミーティング（SSM）を開催し
ました。平成 17年度・18年度を通じて 12回
おこないました。（図１９） 

 

（９）東アジア災害地図の作成 
  セクションⅠでは、日本・韓国・中国の前近

代における災害資料を収集し、データマップ作

成に向けた作業を進めました。資料収集にあたっては、日韓の若手研究者が積極的に作

業に取り組みました。 
 
（１０）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、年 2 回（6 月・12 月発行）ニューズレター『海雀

Umi-Suzume』の発行を開始しました。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
発行を開始しました。 

 
７．平成１９年度の研究交流目標 
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及びブログを充実させます。 
②インターフェローの相互派遣を行い、国際的視野を備えた若手研究者を育成します。 
③日中韓の研究者による国際学術調査団を組織し、現地共同調査をおこないます。 
④中国・韓国において国際学術セミナー（シンポジウム）を開催します。 
⑤共同研究を進めるために、4回以上のフォーラム（講演会）を開催します。 
⑥韓国・中国における最新の研究成果をふまえた東アジア学交流講座を市民・学生（大

学院生・学部生）対象に開催します。 
⑦インターネットによる講義（ネット・キャンパス）を学部教育（東アジア世界をテー

マとする講義）と語学教育に導入します。 
⑧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ります。 
⑨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
で発行します。 

 
 
 
 

図 19 第 8回東アジア海文明 SSM 
長谷川順二（学習院大学大学院）報告
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８．平成１９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ⅠとⅡに分かれて、共同研究を進めます。 

（１）セクションⅠ「東アジア海文明の形成と環境」 

平成 19 年度は平成 18 年度におこなった日本－中国、日本－韓国の共同研究の成果を受
けてとくに「渤黄海をめぐる歴史と環境」と題した共同調査を開催することを予定してい

ます。東アジア海のなかで中国大陸・朝鮮半島にかこまれた渤海湾と黄海は大陸で形成さ

れた文明が半島・列島世界に伝わる重要な交差点に位置します。 
秦の始皇帝は渤黄海沿岸を巡幸し、徐福を東方へ派遣したといいます。三国・六朝期に

は山東半島を経由して水利技術がもたらされ、唐代には遣唐使が日本から山東半島経由で

都・長安へと赴き、韓国の海商・張保皐もこの地を拠点に活動しました。 
こうした渤黄海を通じての東アジア海文明の形成・交流にとって重要な地点が蓬莱と琅

琊です。蓬莱は近年発掘調査がすすみ古船も発掘されており、円仁が入唐した登州にあた

り、新羅人街も造られています。寧波と同様に東アジア海をめぐる極めて重要な都市なの

です。琅琊は朝鮮半島・日本とのつながりのほか、中国の江南沿海部とのつながりも見ら

れます。黄海世界と江南を結びつける交差点と言えるでしょう。 
本年度セクションⅠは「黄河下流班」・「海港海運班」・「運河班」・「災害班」・「水利技術

班」の 5つの班が共同で渤黄海海域を調査し、東アジア文明の道をたどることとします。 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

図 22『蓬莱古船』

 

図 20 徐福の東渡（復元阿房宮前殿
中央広場の壁画）（撮影：鶴間和幸）

図 21 琅琊台（前面の 2つの山）
（撮影：鶴間和幸） 

図 23 平成 19年度セクションⅠ
調査予定地（次ページ） 
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（２）セクションⅡ 
【交流ネットワーク班】 
 2007年度は、東アジア文化交流拠点の史跡調査として、能登半島から若狭湾にかけての
地域の調査を 8 月に行います。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
行う予定です。 
 
・古代における渤海との交流拠点としての港湾である福浦津 
・中世から近世にかけて日本海沿いの交易を経営基盤として成長した時国家 
・中世に日本海に沿って広く流通した焼き物である珠洲焼の遺跡 
・７世紀における東北との交流において水軍の動員された能登湾地域の古墳 
・古代の沿海交通の安全を祈り祭祀を行った寺家遺跡 

 

●蓬莱 
●威海 

●天津 

●仁川 

●琅邪 

●大連 

●淮安 

●梁山 

●青島 

②運河

③港班 

④水利

①黄河・災害
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・朝鮮半島からの渡来人の移住の痕跡と考えられるオンドル方式の床を持               

つ古代住居跡 
・日本海に沿って分布する四隅突出墓形式の古墳のうち、越前地域のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【思想と知識の交流班】 

前年度は、古代東アジア海文明の文化的共通基盤となった仏教を中心に据えて一定の成

果を挙げることに成功したが、今年度は、昨年度一方で実施した多久聖廟の調査なども踏

まえて、近世期の東アジア海文明の文化的共通基盤を形成した儒教について、特に、宗族

や国家における祖先祭祀、或いは孔廟における祭祀など、儀礼を中心に、韓国・中国・日

本各地における実態調査を行い、その伝播と変容・発展の様相を把握することを目標とし

たい。さらに、三国をはじめとする当該分野の専門家との交流を深め、セミナーの開催な

どを通じてこの領域の研究の今日的状況に対する認識を固めると共に、次年度における国

際シンポジウムの開催へとつなげてゆくこととしたい。 

 
 

図 24 2007年度日本海調査の概要
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８－２ セミナー 

（１） 第 1回東アジア海文明セミナー 
2007 年 4 月 14 日に、韓国・清州の忠北大学において、韓国・中国史学会とともに国際

学術シンポジウムを主催します。第１回セミナーでは、環境と災害をテーマに本事業の 2006
年度調査報告をおこないます。 
（２） 第 2回東アジア海文明セミナー 
 2007年度後期、上海において、中国側拠点機関である復旦大学歴史地理中心とともに「渤
黄海をめぐる歴史と環境」をテーマに国際学術シンポジウムを開催します。第 2 回セミナ
ーでは、日本側は主に 8 月に実施されるセクションⅠの共同調査を基礎とした研究報告を
おこないます。 
（３）第 3回東アジア海文明セミナー 
 2007年度後期、学習院大学において、学習院大学東洋文化研究所との共催により国際学

術シンポジウム「東アジア海知識
ナリッジ

海道
ロ ー ド

（ナリッジロード）を探る」を開催します。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 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おこないます。 

 （１）派遣 

  ①放生育王と青木俊介をインターフェローとして中国側拠点機関である復旦大学歴史

地理研究中心に派遣します。業務には次のようなものがあります。 

    ア．シンポジウム運営の補助（第 2回東アジア海文明セミナーに向けた準備） 
    イ．夏期の現地共同調査に関する補助業務（中国側との折衝） 
    ウ．特別展覧会のための準備（復旦大学博物館・資料館等で資料を調査） 

  ②濱川栄・村松弘一・大川裕子をインターフェローとして韓国側拠点機関である慶北

大学校師範大学に派遣します。共同調査に向けた韓国側との折衝、特別展覧会に向

けた慶北大学校博物館・図書館などにおける資料の調査や次年度以降のシンポジウ

ムに向けた予備的交渉などをおこないます。 

 （２）招聘 

  ①李相勲は平成 19年度博士後期課程に進学した新メンバーであり、今後の研究交流の
基礎をつくるため、日本側に招聘します。来日中には、第 11回東アジア海文明フォ
ーラムにて、「羅唐戦争の終結について」と題して報告をおこないます。 

  ②洪性鳩（慶北大学校師範大学専任講師）は 2007年度東アジア学交流講座における韓
国側講師として学習院大学に招聘します。 

  ③復旦大学歴史地理中心からも2007年度東アジア学交流講座における中国側講師とし
て学習院大学に招聘します。 

 



 12

９．平成１９年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日）  

    派遣先 

派遣元 
日本 中国 韓国   合計 

日本  31／534 16／142   47／676 

中国 2／11  0／0   2／11 

韓国 3／44 0／0    3／44 

       

       

合計 5／55 31／534 16／142   52／731 

 

※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

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。 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

  ２１／７８   （人／人日）




