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アジア研究教育拠点事業 
平成２１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（  ５ 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／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：学習院大学学長室研究支援センター 
 
 
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 

   （和文）復旦大学歴史地理研究中心・教授・葛剣雄 

日本側拠点機関 
（学習院大学） 
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協力機関：（英文）SHANDONG University SHANGHAI Museum 

 SHANGHAI Historical Museum BEIJING University 

 Renmin University of China 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・中国人民大学・ 

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              韓国側拠点機関 
 （復旦大学）              （慶北大学校） 
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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。 
 

（３）国際学術シンポジウムの開催 

平成 20 年度は第１回東アジア海文明セミナー「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」（9 月 20 日・21 日）を臺灣大學人文社會高等

研究院と共同で開催した。陽明学の専門家を東アジア各地（韓国、台湾）から招聘し、

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。また 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。 
第 2 回セミナー「東アジア海文明の葛藤と交流」（11 月 28 日）を慶北大学 Asia 研究
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教育事務局と共同で、韓国・大邱にて開催した。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・セミナーの最後にあたる。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、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。 
第 3 回セミナーは学習院大学にて「リモートセンシングと東アジアの環境史の可能性」

（12 月 13 日）をテーマに開催した。復旦大学中国歴史地理研究センター所長の満志敏教

授による基調講演の後、午後から3名による報告、2名のコメンテーターからのコメント、

そして総合討論を行った。各報告者は具体例を通じて、衛星データを使用した環境の復

元に関してさまざまなモデルケースを提示した。討論では、このようなケースを通じた

文理科系を問わない学際的な協力研究体制の構築にこそ、大きな発展の可能性があるこ

とが言及された。最終年度となる次年度に向けて、意義ある展望を示せたといえよう。 
またネットキャンパスを通じた放映も、成功裏に終わり、その有用性が確認された。

今後、シンポジウム、講演会等においてさらなる活用が期待される。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）共同調査の実施 

平成 20 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

には日本側だけでなく中国側・韓国側研究者もともに参加し、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。各セクションとも過去４年間の共同調査を通じて、

日本一国だけではなく中国・韓国を含めて東アジア全体を視野に入れた広域的な研究を

行うための土壌を醸成することが出来た。また日本・中国・韓国の若手研究者が同じ調

査に参加・同行することで、相互理解や交流を深めることが出来た。 
 
 
 

H20 年度第 1 回セミナー 
「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」 

H20 年度第 3 回セミナー 
「リモートセンシングと 

     東アジアの環境史の可能性」 
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（５）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・

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６）国際文化学特殊研究（旧・東アジア学交流講座）の開催 

  平成 20 年度も 2 回の東アジア学交流講座を開催した。特に本年からは学習院大学大学

セクションⅠ共同調査    
（災害班／銭塘江の大逆流）

セクションⅡ共同調査   

（思想と知識の交流班／

閑谷学校にて） 

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 
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院の正規科目「国際文化学特殊研究」として開講した。7 月は韓国側（李文基教授）より

「新羅史硏究の新動向」をテーマに講義をしていただき、9 月は中国側（楊偉兵助教授）

より「西南中国環境史研究―1659～1912 年雲貴高原土地利用と生態変遷を中心に」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。過去４年間に

おいても本学大学院生を中心に多くの方が参加し、ご報告いただいた韓国・中国の最新

の研究成果に触れる貴重な機会とすることができた。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（７）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。19 年度は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を行った。20 年

度も引き続き授業やシンポジウム等で活用し、日中韓の学生間による相互交流を実施し

ている。 
 

（８）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。韓国・中国史学会において平成 18 年度は 3
名、平成 19 年度は 8 名の報告の若手研究者が報告を担当した。平成 20 年度には韓国・

大邱で開催された国際学術シンポジウム「東アジア海文明の交流と葛藤」、また中国・上

海にて開催された「中国区域生態史研究学術討論会」において、日本側の若手研究者が

報告を行った。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。 
  またプロジェクト期間中に 6 名の若手研究者が博士学位論文を執筆・提出した。 
 

 

 

 

2008 年度国際文化学特殊研究

第１期（韓国史） 
（2008 年 7 月 14～17 日） 

2008年度国際文化学特殊研究 
第 2 期（中国史） 

（2008 年 9 月 15～18 日） 

若手研究者の報告 
（2008 年 10 月 15 日）
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（９）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 15 回開催し、平均 30 名程度の来場者を得ている。 

 
（１０）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 20 年度末までに計 24 回開催した。各回にお

いて 10 数名が参加し、共同調査の報告や個人研究報告などを行い、特に若手研究者同士の

活発な意見交換を行っている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）多言語同内容ホームページ／ブログの開設 

多言語同内容の HP・ブログは平成 18 度中に実現し、19 年度中には多言語同内容をほ

ぼ実現している。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での研究交流活動を予告している。 
 
（１１）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年 3 回刊で発

行している。 
 
 
 
 

第 13 回東アジア海文明 
フォーラム 

（2008 年 5 月 20 日） 

第 20 回東アジア海文明 
SSM（2008 年 6 月 20 日） 

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 
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７．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。 

 
８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

最終年度である本年は、これまでのセクション 1「東アジア海文明の形成と環境」・セク

ション 2「東アジア海文明のネットワークと環境」の研究成果をとりまとめる。成果報告は

以下の方法である。 

 

（１） 展覧会 

 中国では 1990 年代より「水中考古」という分野での研究が盛んに行われている。海底に

眠る沈没船を引き揚げ、積み荷・特に陶磁器などを収集整理する研究である。北宋時代以

降、陶磁器の生産と交易が盛んに行われた福建省では、沈没船から状態のよい陶磁器が多

数発見されている。これまで、本プロジェクトではこの福建省が東アジア海文明を形成す
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る最も重要な拠点の一つと位置づけ、18 年度及び 20 年度の 2度に渡って調査してきた。本

展覧会は、その調査・研究の成果の一部を広く公開するために、水中考古をテーマとして

開催するものである。福建省博物院の支援によって、海底から引き揚げられた陶磁器のほ

か、窯址や古墳から出土した陶磁器などが展示される。展覧会開催期間は、4 月 13 日～5

月 18 日の 36 日間である。 

 また、この展覧会は、明治大学との共同開催である。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って、今後の大学における研究活動の新たなモデルを提

示することができると考えられる。 

 なお、この展覧会の開催にあわせて、フォーラム・セミナーを開催する予定である。特

にセミナー（S-1）は、水中考古学と福建の陶磁器をテーマとした国際シンポジウムであり、

これも明治大学と共同で開催する。東アジア海文明の拠点の福建をめぐって、水中考古学・

美術史・環境史などの分野からのアプローチによって、ますます議論が深まることが期待

される。  

 

（２）最終報告書の作成 

 本年 12 月に予定される総括シンポジウム（８－２にて後述）に向けて、これまで本事業

にて行ってきた共同調査・シンポジウムに関する報告書を作成し、総括シンポジウムでの

討論の基礎とする。 

 
８－２ セミナー 

 

（１）「水中考古学と福建の陶磁器」（S-1） 

 展覧会「東アジアの海とシルクロードの拠点“福建”」開催に合わせ、セミナーを開催す

る。開催期間中の 4月 25 日・26 日の 2日間にわたって、東京会場である学習院大学・明治

大学両会場において、福建博物院・中国国家博物館・愛知県陶磁資料館などから専門家を

招き、報告・討論を行う。中国水中考古学における最新の研究成果を日本で確認すること

のできる良い機会となると思われる。 

 

（２）海上シンポジウム「東アジア海文明の諸相」（S-2） 

 事業開始当初より予定されていた「海上シンポジウム」として、本事業の拠点機関であ

る日本・東京の学習院大学、中国・上海市の復旦大学、韓国・大邱市の慶北大学校の３カ

国を、主に船舶で巡航する。特に今まで開催した共同調査に参加した若手研究者を主体と

して、途上の復旦大・慶北大および東アジア海の船上においてシンポジウムを開催し、共

同調査における成果の取りまとめを行う。 
 これまで共同調査にて行ってきたセクション・班別の研究を参加者全員で検討し、さら

なる可能性を模索する。日中韓３カ国の若手研究者同士の相互交流と合わせて、貴重な機
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会になると考えられる。 

 

（３）総括シンポジウム「東アジア海文明の歴史と環境」（S-3） 

 S-2 での成果および本事業にて行ってきた全ての共同調査について報告書を取りまとめ、

本プロジェクトにおける日中韓三カ国の主要な参加研究者が一同に会し、共同調査その他

の成果を基にして討論を行う。本事業名称の「東アジア海文明の歴史と環境」を主テーマ

とし、研究分野に拠らない自由な検討を行うことで、これまでの共同研究・シンポジウム

の総括を行う。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

 今後の共同研究のまとめとして、以下の派遣と招聘を行う。 

 

（１）派遣 

①日本・韓国の研究者交流のための派遣 
 韓国・慶北大学校との研究交流を推進するため、研究者 6 名を韓国に派遣し、大邱市

および韓半島南部を訪問する。大学間の交流を行い、本事業での交流の総決算および

今後の交流につなげるものとする。 
②日本・中国の研究者交流のための派遣 
 中国・復旦大学との研究交流を推進するため、研究者 6 名を中国に派遣し、上海市等

を訪問する。大学間の交流を行い、本事業での交流の総決算および今後の交流につな

げるものとする。 
③インターフェロー（若手研究者）の派遣 

 若手研究者の教育、および本事業の遂行に伴う業務補助として、中国へ派遣－博士後

期課程の学生１名をインターフェロー（交流研究員）として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る。 
 

（２）招聘 

①短期研究者相互交流 
 韓国側参加研究者 4 名を日本に短期間招聘し、研究交流を推進させる。また S-1 にお

いて研究報告（韓国における水中考古学の現在）を行う。 
②インターフェローの招聘 
 若手研究者を中国（復旦）・韓国（慶北）から各１名招聘し、日本側研究者の研究指導

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２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 

24／197 

(5／5) 

19(15)／50 

(5／5) 

28／247 

(10／10) 

中国 

<人／人日> 

24／163 

(2／10) 
  

24／163 

(2／10) 

韓国 

<人／人日> 

6／30 

 
  

6／30 

 

合計 

<人／人日> 

30／193 

(2／10) 

24／197 

(5／5) 

4／50 

(5／5) 

58／440 

(12／20) 

 

※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 国内での交流計画 

20／90  <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

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 

交流予定人数 

（※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> 
 0／0 0／0 0／0 

中国 

<人／人日> 
21／148   21／148 

韓国 

<人／人日> 
0／0   0／0 

合計 

<人／人日> 
21／148 0／0 0／0 21／148 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

（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”」展覧会を開催する。この展覧会は、明治大学と

の共同開催である。大学間の提携による展覧会の共同開催は、日本で初めて

の試みであって、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

とができると考えられる。 

 （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  

32 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

37 名 （１３－２ （中国）側参加者リストを参照） 

（韓国）側参加者数 

7 名 （１３－３ （韓国）側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施する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、学習院大学及び明治大学 
（英文）Japan, Tokyo, Meiji University and 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 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
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.  
B.  
C. 15／30 

中国 
<人／人日> 

A.  
B. 1／8 
C. 1／8 

韓国 

<人／人日> 

A.  
B. 3／15 
C.  

合計 
<人／人日> 

A.  
B. 4／23 
C. 16／38 

 
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 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」展を同時開催す

る。その会期中の 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」と題したシンポジウムを行う。25 日は明治

大学にて水中考古学をめぐる講演とシンポジウム、26 日は学習院

大学にて東アジアの海と福建および陶磁器に関する講演とシンポ

ジウムを開催する。国家博物館の張威、福建博物院の楊琮両氏の

講演を中心に、日本側から数名の報告者を予定している。「東アジ

ア文明の歴史と環境」の最終年度の活動として、活発な議論を期

待している。 
期待される成果 今回の展覧会は、福建博物院の支援のもとに福建の海港・窯・

墓葬から出土した唐代から清代までの陶磁器を展示する。この展

覧会は、昨年度、本事業において行われた福建省調査の成果の一

部を公開する目的を持ち、本シンポジウムは、この展示会にあわ

せて東アジアの海をめぐる講演と研究報告を行うものである。す

なわち、本シンポジウムを開催することは、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なる。 
中国福建省は中国大陸の沿海地域として独特な地形を持ち、中

国史のなかでも重要な役割を果たしてきた。東アジア海文明の視

野から見ると、北の渤海・黄海に面する大平原とは異なり、東シ

ナ海に面する福建は、多くの部分を山岳地帯が占めている。その

海にまで迫り出した山岳の地形が、沿海に福州・アモイ・泉州な

どの良港を生み出してきた。茶と陶磁器の世界的な交易港の繁栄

は、福建の近世史のもっとも重要な特徴である。 
 以上のような東アジア海における福建の役割をさまざまな角度

から考察するために、現在学習院会場で予定されている報告者は以

下の通りである。 

基調講演： 楊琮（福建博物院院長） 

研究報告： 荒川正明（学習院大学文学部教授） 

鶴間和幸（学習院大学文学部教授） 
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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：明治大学文学部・明治大学博物館 
主催：海のシルクロードの出発点“福建”展開催実行委員会 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
謝礼金    59,000 円 
その他経費   134,000 円 
外国旅費・謝金に係る消費税 2,000 円 
    合計 195,000 円 

（中国）側 内容              金額 
往復旅費   100,000 円 

（韓国）側 内容              金額 
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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 海上シンポジウム「東アジア海文

明の諸相」 
（英文）JSPS Asian CORE Program ; Various aspects of civilization in East Asian Ocean 

開催時期 平成２１年 ８月２５日 ～ 平成２１年 ９月１日（８日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）①東アジア海、新鑑真号 

②中国、上海、復旦大学 
③韓国、大邱、慶北大学校 

（英文）①East Asian Ocean；Ferry boat "Xin JianZhen" 
②China；Shanghai；FUDAN University 
③Korea；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 
(※日本以外での開催の場合) 

②葛剣雄・復旦大学歴史地理研究中心・教授 

③任大煕・慶北大学校師範大学・教授 

 
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. 15／120 
B.  
C. 10／10 

中国 
<人／人日> 

A.  
B.  
C. 10／10 

韓国 

<人／人日> 

A.  
B.  
C. 10／10 

合計 
<人／人日> 

A. 15／120 
B.  
C. 30／30 

 
A.セミナー経費から負担 
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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。） 
 
 
セミナー開催の目的 申請段階の予定通り日本―中国―韓国を船で結ぶ「海上シンポ

ジウム」を開催する。９日間の予定のうち、３回のセクションに

わけて研究報告をおこない、若手研究者が４年にわたる共同研究

成果を発表する（日中韓の 30 名が参加）。相互の議論のなかで、

各国史から東アジア構築への契機となると考えられる。 

期待される成果 ４年間の各研究者の研究成果を報告し、日・中・韓の研究者相

互で議論し、12 月に刊行予定の最終成果報告書に反映させる。各

セクションのテーマは以下のとおり。 
 
セクション１ 「東アジア海文明の諸相」（若手研究者研究報告会）

    会 場：日中フェリー新鑑真号船内（東アジア海上） 
    報告者：日本側 10 名 
 ※昨年までの R-1・R-2 の調査に参加した若手研究者の報告 
セクション２ 「運河と黄河の東アジア海文明」 
    会 場：復旦大学および学習院上海オフィス（中国） 
    報告者：日本側 5 名＋中国側５名 
 ※R-1 の運河班・黄河下流班の研究報告を中心に日中の若手研究

者が報告する。 
セクション３ 「東アジアの港・災害・水利」 
    会 場：慶北大学校（韓国）  
    報告者：日本側 5 名＋韓国側５名 
 ※R-1 の港班・水利班・災害班および R-2 の研究報告を中心に

日韓の若手研究者が報告する。 
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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：復旦大学歴史地理研究中心 
主催：慶北大学校師範大学歴史教育科 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
外国旅費   1,800,000 円 

（中国）側 内容              金額 
国内旅費   150,000 円 

（韓国）側 内容              金額 
国内旅費   200,000 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 総括シンポジウム「東アジア海文

明の歴史と環境」 
（英文）JSPS Asian CORE Program; General Symposium; History and Environment of 

civilization in East Asian Ocean 
開催時期 平成 21 年 12 月 12 日 ～ 平成 21 年 12 月 13 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 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
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. 5／15 
B.  
C. 25／50 

中国 
<人／人日> 

A. 3／15 
B.  
C. 1／2 

韓国 

<人／人日> 

A. 3／15 
B.  
C.  

合計 
<人／人日> 

A. 11／45 
B.  
C. 31／62 

 
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 これまで５年間にわたる共同研究の成果を報告する。日本側・

中国側・韓国側のコーディネーター研究者の基調報告とセクショ

ンごとの個別報告をおこなう。テーマを本事業名である「東アジ

ア海文明の歴史と環境」に設定し、これまでの共同研究・シンポ

ジウムの総合化をおこなう。シンポジウムまでに最終報告書を刊

行し、その後の公刊にむけた議論をすすめる。 
 

期待される成果 本シンポジウムはⅠ～Ⅳ部にわけて議論する。 
Ⅰ 日本側・中国側・韓国側の基調報告 

   報告者：鶴間和幸（学習院大学文学部教授） 
       葛 剣雄（復旦大学教授） 
       張 東翼（慶北大学校教授） 

 
Ⅱ 共同研究のとりまとめ 
  報告者：日本側 2 名＋中国側 2 名＋韓国側 2 名 

   内容：①東アジア海文明の形成と環境 
      ②東アジア海文明のネットワークと環境 
 
 Ⅲ 共同シンポジウムの成果（まとめ） 
   内容：①渤黄海をめぐる歴史と環境 

    ②東アジア海文明の諸相 
※これまでの報告内容は最終報告書に掲載予定 

 
 Ⅳ 最終議論 

－日中韓の参加研究者が語る「東アジア海文明の未来像」 
     
 上記の４部構成で報告・議論をおこない、本事業について、日

中韓相互の共通認識を共有することができると考えられる。 
 可能な限り多くの方にご報告いただくため、本シンポジウムは

２日間開催とする。また主に韓国・中国の方々を対象として、東

京近郊の史跡・博物館等を訪問するエクスカーションを開催する。
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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」 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
国内滞在費   755,000 円 
謝金    232,000 円 
その他経費   151,000 円 
外国旅費・謝金に係る消費税 120,000 円 
   合計 1,258,000 円 

（中国）側 内容              金額 
往復旅費   500,000 円 

（韓国）側 内容              金額 
往復旅費   350,000 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> 
 9／182 4／20 13／202 

中国 

<人／人日> 
0／0   0／0 

韓国 

<人／人日> 
3／15   3／15 

合計 

<人／人日> 
3／15 9／182 4／20 16／217 

②  国内での交流      0 人／0 人日 

 

１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 2,852,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 3,220,000

謝金 361,000  

備品・消耗品購
入費 

90,000  

その他経費 1,945,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

177,000  

計 8,645,000
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 864,500
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 9,509,500  
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１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 5,387,500 19／265 

第２四半期 2,095,000 21／162 

第３四半期 1,732,000 23／103 

第４四半期 295,000 0／0 

合計 9,509,500 63／530 

 
 


