
様式８ 

アジア研究教育拠点事業 
平成２１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（ ５ 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／明治大学文学部／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、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２１年度研究交流目標 
 
［研究］ 
①日本・中国・韓国を巡航する海上シンポジウム（国際学術セミナー）を開催し、日中韓

三カ国の若手研究者の研究発表および交流の機会とする。 
②中国の文化財を展示する特別展覧会「東アジアの海とシルクロードの拠点―福建」を開

催し、研究成果の市民への発表の場とする。 
③日本において国際学術セミナー（シンポジウム）を 3 回開催し、研究成果を市民へと発

表する。 
④３回以上のフォーラム（講演会）・数回の SSM（セクション・スタディー・ミーティン

グ）を開催し、共同研究を進めるための参加研究者同志の情報共有の機会とする。 
⑤ニューズレターを年２回、ミニレターを年３回発行し、事業の活動を広く伝える。最終

年度にあたり、３年間の現地調査・データマップをとりまとめて、報告書を発行する。 
⑥参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。 
［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・大邱に交流拠点としてのインターオフィス（交流事務局）を設置し、相

互派遣されたインターフェロー（交流研究員）と共に共同調査・セミナーの準備、各種

交流事業を進める。 
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７．平成２１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活用、インターフェローの招聘と派遣 

  慶北大学校より昨年度から招聘中の講師の李相勲、復旦大学より副教授の樊如森の２

名のインターフェロー（交流研究員）を軸として、連絡体制の強化をはかっている。ま

た本年度は上海の学習院大学国際交流中心（インターオフィス）への常駐者１名の他、

短期滞在のインターフェローを３名派遣し、共同研究・セミナー開催への事前準備等に

貢献した。なお上海学習院大学国際交流中心（インターオフィス）では以下の blog（中

国語で「博客」）を開設し、活動を随時発信している。 

  學習院大學上海國際交流中心的博客 

    http://gakushuinsh.blog70.fc2.com/ 

 

（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

使用して韓国拠点機関と接続し、学部生間の交流が進んだ（写真左：韓国慶北大学校と

接続して学部生同士の交流を実施）。また福建展覧会（７－２（２）参照）では、同時開

催となった明治大学とテレビ会議システムを利用して接続し、開会式において２地点同

時のテープカット中継を行った（写真右）。 

             

 

 

（３）参加研究者の情報共有を目的とした HP 公開および Blog 開設 

  プロジェクト用 HP（日本・中国・韓国３カ国語版）を公開し、日中韓３カ国の参加研

究者間での情報共有を図った。また活動内容を速報的に公表するため、日本・中国・韓国

３カ国語版の Blog を開設した。なお HP および Blog については参加研究者のみに限定せ

ず広く公開することで、市民への活動アピールも合わせて行った。 

 学習院大学アジア研究教育拠点事業 HP 

  http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~asia-off/index.html 

 学習院大学アジア研究教育拠点事業事務局 Blog 

  http://blog.goo.ne.jp/umibunmei/（日本語版） 

  http://umibunmei2.exblog.jp/（韓国語版） 

テレビ会議システムを使用した 

韓国慶北大学校との交流 

福建展覧会・２会場の合同開会式 



 5

  http://umibunmei.exblog.jp/（中国語版） 

 

７－２ 学術面の成果 

（１） セミナーの開催（平成 21 年度全 3 回） 
今年度は昨年と同様、計 3回のセミナーを開催した。2009 年 4 月 26 日開催の第１回東

アジア海文明セミナー「水中考古学と福建の陶磁器」においては、中国・韓国・日本の

研究者４名が報告を行い、東アジア海における福建について、美術史・水中考古学・環

境史などの角度から検討が行われた。約 150 名の参加者を得られた。 

2009 年 8 月 29 日には第２回東アジア海文明セミナーを、韓国側拠点機関である慶北大

学校にて開催した。本セミナーでは若手研究者を中心とした日本側 15 名が、本事業にて

実施した共同調査に基づく研究成果を報告した。これにより、共同調査に参加した韓国

側研究者だけでなく大学院生等の若手研究者へのアピールを行った。 

2010 年 2 月 27・28 日に開催した第３回東アジア海文明セミナーでは「東アジア海文明

の歴史と環境」と題し、日本・中国・韓国計 30 名の研究者を一同に会してのシンポジウ

ムを開催した。本事業にて実施した共同調査を始めとした様々な活動を通じて得られた

各自の成果を報告し、「東アジア海」概念の共通認識を深めた。両日合わせて 200 名以上

の参加者を得られた。 

            

 

 

（２） 展覧会「東アジアの海とシルクロードの拠点“福建”」の開催 
 2009 年 4 月 13 日～5 月 18 日の期間、「東アジアの海とシルクロードの拠点“福建”」と

題した展覧会を学習院大学史料館展示室および明治大学博物館にて共同開催した（費用の

一部を本事業にて支出）。 

本展覧会では今まで日本国内において取り上げられることの少なかった福建省を中心と

した「海のシルクロード」、および近年急速に研究が進展している海中考古学の成果を、初

めて詳細に紹介した（写真左：展示会場）。 

 なお本展覧会は東京の２会場および愛知：愛知県陶磁資料館、京都：仏教大学、山口：

山口県立萩美術館・浦上記念館の計４カ所５会場にて巡回開催を行った。 

また開催期間中、第１回東アジア海文明セミナー（７-２(１)参照）および「福建連続講

座」と題した全４回のフォーラムを開催した。連続講座においては、各分野の専門家を招

第１回セミナー 第３回セミナー 
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聘して中国文化に関する講演を行った（写真右：連続講座第１回「中国音楽と呼吸術～二

胡と宮廷呼吸法」）。 

           

 
なお本展覧会は、以下の学会誌・紀要にて記事として紹介されている。 
荒川 正明「中国の一級文物が学習院へやってきた : 福建展始末記」、『学習院大学史料

館紀要』16、2010-03 
徳留 大輔「展覧会評 福建陶磁の広がりから見た東アジアと日本との関わり--海のシル

クロードの出発点"福建"展の回顧と課題を通して」、『美術フォーラム 21』21、2010 
森 達也・徳留 大輔「巡回展 「海のシルクロードの出発点"福建"」の概要」、『陶説』

668、2008-11 
鶴 勲「海のシルクロードの拠点「福建」のやきもの文化」、『陶説』671、2009-02 

 
（３） 東アジア災害データマップの製作・活用 
 本事業にて 2006 年度より災害班を組織して、日本・中国・朝鮮三カ国の災害史資料の収

集・整理を行った。これらの整理した情報は、本事業にて開催したシンポジウムにて報告

した。 
李相勲「４世紀韓半島的気候変動与碧骨堤」（2007 年 11 月・於上海復旦大学） 
小山田宏一「日本臨海部の開発方式」（2008 年 2 月・於東京学習院大学） 
村松弘一「東アジア史における陂と塢」（2009 年 2 月・於東京学習院大学） 
大川裕子「銭塘江逆流と鑑湖―古代江南開発の再検討」（2009 年 2 月・於東京学習院大

学） 
段偉「水利と災害から見た東アジア史―自然災害と中国古代の行政区の変遷」（2009 年 2
月・於東京学習院大学） 

 
７－３ 若手研究者養成 

（１）セミナーでの報告 

 韓国・慶北大学校にて開催した第２回東アジア海文明セミナーでは、昨年までの共同調

査に参加した若手研究者が中心となって報告を行った。海外学会での報告や現地研究者と

の交流等、若手研究者にとって得難い経験を得ることができた。 

 

展示会場 福建連続講座 
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（２）国際文化学特殊研究の開講 

 昨年度に引き続き、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」

として開講した。第１期は韓国側拠点機関から張東翼教授を招聘し、「高麗時代史研究の新

動向」と題した高麗史研究の最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

機関より王建革教授を招聘した。「中国東部地区農業生態と郷村社会」と題し、通訳を介さ

ず中国語によって大学院生に講義した。 

 

（３）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。中国へは昨年度に引き続き 2009 年８月まで博士後期課程の矢沢忠之を派遣

し、中国側拠点機関の満志敏より指導を受けた。９月以降は PD 共同研究員の長谷川順

二・青木俊介・柏倉伸哉を派遣して各１～３週間滞在し、現地研究者との交流活動など

インターフェローとしての職務を行った。 
また日本側拠点機関では、中韓拠点機関から各 1 名のインターフェローを受け入れて

いる。 
 

７－４ 社会貢献 

（１）大学施設を利用した展覧会の開催 

2009 年 4 月 13 日～5 月 18 日に開催した福建展覧会には、36 日間の開催期間中の来訪

者数が学習院会場だけても延べ 2,821 名と、好評を博した。来訪者のうち半数以上が一

般の方々であり、また、「展示や解説がわかりやすかった」「こういうイベントがあると

大学に入りやすくなる」等、好意的な意見を受けた。 
東京会場は、学習院大学・明治大学の２大学が協力した２会場での同時開催であった

ために、展示品を分割しての展示する等実験的な試みも多かったが、本事業の研究成果

を一般向けにアピールする方法としては成功したと思われる。 

 

（２）市民のシンポジウム・フォーラムへの参加 

展覧会の開催期間に合わせ、毎土曜日に「福建連続講座」と題したフォーラムを開催

し、全 4 回で延べ 250 人が参加した。「陶磁器」「中国音楽」「中国茶」等の展示に関連し、

かつ身近なテーマを採り上げ、中国文化自体への理解を深めた。また展覧会開催期間中

の金曜夕方には専門家の解説を聞きながら展示を見学できる企画として「ギャラリート

ーク」を行い、各回 20 名前後の参加者を得た。 
  

（３）ニューズレターの発行 

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７号・最終号を発行。なお最終号は第３回セミナー特集号として、当日の報告要旨集

および本事業にて実施したセミナー・共同調査の概要集の２分冊として発行）を刊行し
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た。 
 

７－５ 今後の課題・問題点 

本事業では平成 17 年度以来共同調査・セミナーを実施してきた。これらの成果を踏ま

えたうえでの参加研究者各自の研究報告を、第３回セミナーにて行った。そこでは従来

重視されていなかった日本海・東シナ海等を通じて行われてきた日本・中国・韓国の相

互交流に関する新たな知見が見られた。今後はこれらの成果に則り、「東アジア海文明」

像という共通認識の構築が求められる。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数  28 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 2 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入） 
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８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

S-1・2 等に分かれての共同研究は昨年度夏・冬の共同調査において一段落し、本年度

は主に本事業での成果のひとつである福建展覧会実施に向けての活動を実施した。特に

福建博物院等の現地研究者を招聘し、学術交流を行うとともに、福建展覧会実施に関す

る種々の実務作業に当たった。 
 

８－２ セミナー 

（１）平成 21 年度第 1回東アジア海文明セミナー 

2009 年 4 月 25・26 日の 2 日間（25 日は明治大学開催）、学習院大学において福建展

覧会開催記念シンポジウム「水中考古学と福建の陶磁器」を開催した。中国側１名・韓

国側１名・日本側２名が、同時期に開催した福建展覧会（7－2（２）、８－１等を参照）

に合わせた内容の報告を行い、展示に関する理解をいっそう深めることができた。 
（２）平成 21 年度第２回東アジア海文明セミナー 

2009 年 8 月 29 日に、本事業と韓国側拠点機関の共同開催による学術シンポジウム「東

アジア海文明の諸相」を、韓国大邱広域市・慶北大学校において開催した。若手研究者

を中心とした日本側研究者が本事業の成果を韓国側にアピールする機会として、昨年ま

での 4 年間に実施した共同調査の成果を報告し、韓国側研究者との交流を行った。 
（３）平成 21 年度第３回東アジア海文明セミナー 

2010 年 2 月 27・28 日の２日間、本事業の総括として国際学術シンポジウム「東アジ

ア海文明の歴史と環境」を、学習院大学にて開催した。本事業の参加研究者 40 名（日本

側 26 名、中国側８名、韓国側６名）が一堂に会し、本事業にて実施した共同調査やセミ

ナー等で得られた成果に基づく各自の研究報告やコメントを行った。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

（１）2009 年 7 月（２週間）、慶北大学校より教授の張東翼を招聘し、国際文化学特殊研

究（第１期）、同９月（２週間）、復旦大学より教授の王建革を招聘し、国際文化学特殊

研究（第２期）をともに集中講義として開講した。第２期は通訳なしの中国語による講

義であった。現地研究者による最新の研究同行を、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。（別経費にて支出） 
（２）上海オフィス維持管理およびネットキャンパス機器テストのため、日本側研究者計

４名を短期派遣した。 
（３）中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矢沢忠之

を昨年度より引き続き本年度８月まで派遣し、拠点機関間での種々の折衝を行った。 
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９．平成２１年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

中国 

<人／人日>

韓国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  24／197 

（5／5）

19(15)／50

（5／5） 

  28／247 

（10／10）

実績 6／201 

（4/32）

15／45   21／246 

（4/32）

中国 

<人／人日> 

実施計画 24／163 

（12／20）

    24／163 

（12／20）

実績 18／121    18／121 

 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 6／30 

（10／10）

    6／30 

（10／10）

実績 8／37    8／37 

 

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 30／193 

（22／30）

24／197 

（5／5）

4／50 

（5／5） 

  58／440 

（32／40）

実績 26／158 6／201 

（4/32）

15／45   47／404 

（4/32）

 

※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 

 20 ／ 90 <人／人日>  ７ ／ 28  <人／人日> 
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１０．平成２１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）東アジア海文明の歴史と環境 

（英文）History 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

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 

 <人／人日> 

実施計画  0/0 0/0 0/0 

実績 0/0 

（4/32） 

0/0 0/0 

（4/32） 

中国 

<人／人日> 

実施計画 21/148   21/148 

実績 15/106  15/106 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0  0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 21/148 0/0 0/0 21/148 

実績 15/106 0/0 

（4/32） 

0/0 15/106 

（4/32） 

② 国内での交流     0/0  人／人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

 本事業では昨年度までの 4年間において、セクションⅠ（黄河下流域、

京杭大運河、海港海運、水利技術、災害）・セクションⅡ（思想、交流）の

各テーマに沿った現地調査や国際シンポジウムを、日中韓 3カ国の研究者

の参加・協力によって実施・開催した。最終年度である本年度においては、

これら 4年間の共同研究の成果を、以下の 2つの手法にて内外に公開した。

（１）展覧会の開催 

 学習院大学と明治大学において、4 月 13 日～5月 18 日の間「東アジアの海と

シルクロードの拠点“福建”」展覧会を開催した。この展覧会は、明治大学との共

同開催となる。大学間の提携による展覧会の共同開催は、日本で初めての試み

である。これにより、「複数大学の提携による海外文物の展覧会開催」という、今

後の大学における研究活動の新たなモデルを提示することができた。 
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（２）最終報告書の作成 

S-3 総括シンポジウムに向けて、これまでの成果をまとめた報告書を作

成し、討論の基礎とする。 

日本側参加者数  

5 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中 ）国（地域）側参加者数 

15 名 （１４－２（中）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓 ）国（地域）側参加者数 

0 名 （１４－３（韓）国（地域）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 アジア研究教育拠点事業 水中考古学と福建の陶磁

器 
（ 英 文 ） JSPS Asian CORE Program ; The Underwater 
Archaeology and Ceramic Products in Fujian 

開催時期 平成２１年 ４月２５日 ～ 平成２１年 ４月２６日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・東京・学習院大学および明治大学 
（ 英 文 ） Japan, Tokyo, Gakushuin University and Meiji 
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) 

 

※25 日の明治大学開催分については、別経費にて支出。 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  韓国 ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. １５／１５

 
中国 

<人／人日> 

A. 
B. １／８

C. １／１

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. ３／１２

C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 
B. ４／２０

C. １６／１６

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない
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でください。） 

 

セミナー開催の目的 4 月 13 日から 5 月 18 日の日程で、学習院大学と明治大学におい

て「東アジアの海とシルクロードの拠点福建」展を同時開催した。

それに関連して 4 月 25 日・26 日の２日間にわたって「水中考古学

と福建の陶磁器」と題した記念シンポジウムにおいて、東アジア海

をめぐる講演と研究報告を行うものである。水中考古学や美術史、

環境史などの観点から、東アジア海の中で福建がどのように位置づ

けられるかを問い、これまでにわたって行ってきた福建調査の総括

を展覧会とセミナーの両面から試みる。さらに、これまでのプロジ

ェクトの成果を、国内外に発信する絶好の機会として位置づけてい

る。 
セミナーの成果 本セミナーにおいては、中国の張威・楊琮氏および韓国の李文基

氏より、各国の水中考古の最新事情についてご紹介いただくととも

に、合わせて日本人報告者によって陶磁器と東アジア海文明という

観点からの報告がなされた。福建はその地勢は孤立しているが、海

に面しており、それゆえ東アジア海文明の交流の諸相において、そ

の果たす役割が極めて重要であることが理解された。 
また本セミナーは一般の方からの関心も深く、両日で 300 名近く

の聴衆にご参集いただき、多様な視点からの質問が投げかけられ

た。展覧会とあわせて、一般の方々への本事業の周知に資するとこ

ろが大であった。 
 なお本セミナーの様子については、福建展覧会とフォーラムの報

告と合わせて、『海雀』第７号に掲載されている。 
※『海雀』各号は以下の URL より閲覧出来ます（PDF 形式）。 
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~asia-off/news/news.html 

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：明治大学博物館 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容・金額  謝金 39,365 円 備品・消耗品 1,780 円 
外国旅費・謝金の消費税 1,968 円 その他経費 96,153 円 

相手国(地域) 
（ 中国 ） 

内容・金額 
海外旅費 90,000 円 国内旅費 15,000 円 

相手国(地域) 
（ 韓国 ） 

内容・金額 
海外旅費 210,000 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 東アジア海文明の諸相 

（英文）JSPS Asian CORE Program ; The Various aspects of Civilization in East Asian Ocean 
開催時期 平成２１年 ８月２９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 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  韓国 ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. １５／４５

B. 
C. 

 
中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. ７／７

 
合計 

<人／人日> 

A. １５／４５

B. 
C. ７／７

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 当初の計画は日中韓 3 カ国を周遊してのセミナー開催であった

が、S-1 の「東アジア海を通じた物のつながり」というテーマとの

関連性を重視し、新たに本セミナーのテーマを「東アジアの環境と

水利開発の広がり」と修正し、韓国での開催とした。これにより、

S-1 の物（陶磁器）を通じたつながりから S-2 の技術（水利開発）

の伝播という、本年度末に開催予定の本プロジェクト全体を総括す

る最終シンポジウムに向けた議論を展開する有意義な機会とする。

セミナーの成果 当初の３カ国周遊セミナー開催から韓国での開催に変更したこ

とで、S-1 から連なり S-3 へ向かう本セミナーでのテーマを明確に

し、総括シンポジウムに向けた議論を展開することが出来た。 
第１部では現地調査報告を行い、日本・韓国両国間での本事業に

おける調査の展開・成果に関する共通認識を再確認した。特に現地

調査に直接参加していない韓国側の若手参加者および院生に向け

て、本事業の調査成果をアピールすることができた点が大きい。第

２部では水利技術を例として取り上げ、東アジア海を介した技術の

伝播に関する議論を行った。本年度末に開催予定の最終シンポジウ

ムでの成果取りまとめおよび本事業完了に向けて、一つの方向性を

提示できたと思われる。 
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］ 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容・金額  謝金 219,841 円 海外旅費 1,360,257 円 
国内旅費 35,470 円 海外旅費・謝金の消費税 79,005 円 

（ 韓 ）国

（地域）側 
内容・金額 
海外旅費 155,000 円 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 
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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 東アジア海文明の歴史と環境 

（英文）JSPS Asian CORE Program ; History and Environment of Civilization in East Asian Ocean

開催時期 平成２２年 ２月２７日 ～ 平成２２年 ２月２８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 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本 ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. ３／９

B. 
C. ３３／６６

 
中国 

<人／人日> 

A. ３／１５

B. 
C. １／２

 
韓国 

<人／人日> 

A. ５／２５

B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. １１／４９

B. 
C. ３４／６８

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 参加研究協力者にその成果を可能な限り多く報告してもらう機会

を設けるため、本セミナーは２日間（２月 27 日（土）・28 日（日））

の開催とし、かつ部会制の報告形式を採用した。これにより、29
名の研究者の報告を行う予定である。約 30 名もの研究者による報

告を実施できることは、本プロジェクトの最終セミナーとして総括

を行うにあたって充分な成果を期待できるものと考えられる。ま

た、報告者以外にも本プロジェクトに参加した日中韓の研究者の多

くが本セミナーに参加することが予定されており、三カ国の研究者

による総括的な意見交換及び議論の場となることも大きな成果を

期待できるものである。 
セミナーの成果 １日目には、各国の代表者が基調講演を行い、２日目には、部会制

の報告形式で、参加研究協力者がこれまでの成果を可能な限り具体

的かつ多岐に渡って報告・討論を行い、またコーディネータが総括

講演を行った。総勢 29 名の研究者が報告を行ったこととなり、充

実した総括的な意見交換及び議論の場となった。今後、東アジア海

文明の歴史と環境についての研究をさらに深めるためには、引き続

き日・中・韓の共同研究が必要であることが確認された。なお、２

日間のセミナーには、のべ 200 名以上が参加し、盛大に執り行われ

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」［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・金額  謝金 268,248 円 備品・消耗品 2,526 円 
国内滞在費 544,470 円 その他経費 321,571 円 
消費税 13,412 円 

（ 韓 ）国

（地域）側 
内容・金額 
謝金 230,000 円 海外旅費 231,000 円  

（ 中 ）国

（地域）側 
内容・金額 
謝金 215,000 円 海外旅費 217,000 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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  9／182 4／20 13／202 

実績 6／201 0／0 6／201 

中国 

<人／人日> 

実施計画 0／0   0／0 

実績 0／0  0／0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3／15   3／15 

実績 3／12  3／12 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3／15 9／182 4／20 16／217 

実績 3／12 6／201 0／0 9／213 

②  国内での交流       4／19 人／人日 

 

 

 

１１．平成２１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 ３，５７１，６９０  

外国旅費 １，６４４，３１４  

謝金 ７８９，９１２  

備品・消耗品購入費 ７３，９７６  

その他経費 ２，４４３，３９６  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

１２１，７１２  

計 ８，６４５，０００  

委託手数料 ８６４，５００  

合  計 ９，５０９，５００  
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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 ２，９７８，７３３ １５／２２４ 

第２四半期 １，８０６，３２４ ２５／１１８ 

第３四半期 １，７５０，７１１ ３／４１ 

第４四半期 ２，１０９，２３２ １１／４９ 

計 ８，６４５，０００ ５４／４３２ 

 
 
１３．平成２１年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国名 

平成２１年度使用額 

[単位：現地通貨] 

（日本円換算額） 

中国 
４６，９４０ [  元  ] 

（  ６４２，０００ 円相当） 

韓国 
８，５５５，３００ [ ウォン ] 

（  ７２１，０００ 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につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 

 


