
      アジア研究教育拠点事業 平成１９年度中間評価資料（進捗状況報告書）            

        1             （平成１９年度中間評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。様式の改変はできません。 

１．概要                                      【公表】 

研究交流課題名 東アジア海文明の歴史と環境 

日本側 

拠点機関名 
学習院大学 

コーディネーター

所属・職・氏名 
学習院大学文学部・教授・鶴間和幸 

相手国（地域）側 

国名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 

韓国 

中国 

 

慶北大学校 

復旦大学 

 

師範大学歴史教育科・教授・任大煕 

歴史地理研究中心・教授・葛剣雄 

 

 

２．研究交流目標（申請時の目標） 

［研究］①参加研究者が情報を共有するため、多言語で同内容のホームページ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日本・中国・韓国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。 

［教育］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）を行い、若手研究者育成に努めます。 

［交流］⑧本事業全体を円滑に行い、共同調査・シンポジウムの準備を現地研究者と綿密にすすめるために、

東京・上海・大邱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。 

 

３．これまでの研究交流活動の進捗状況 

①申請時の研究交流目標に対する進捗状況について記入してください。 

［研究］①多言語（日本語・韓国語・中国語）同内容のホームページでは活動記録を報告し、情報の蓄積と

共有をはかっています。多言語同内容ブログでは、今後の研究活動の予告を行っています。 

②東アジア海域災害情報の日中韓一覧表を作成しました。今後、データマップの作業に移ります。

    ③日中韓の研究者は大きく二つのセクション（Ⅰ・Ⅱ）に分かれ、さらにⅠは 5班、Ⅱは 2班に分

かれ、具体的に共同調査を実施しています（全交流人数 145 人・754 人日）。Ⅰは黄河下流域（河

南省・河北省・山東省）・韓国の黄河河道・運河・港・水利遺跡の調査を行いました。Ⅱは日本

海沿岸の東アジア交易の遺跡（道南・東北・北陸・九州）を調査しています。 

④東アジア海文明フォーラムをこれまで 6回開催し、178 名の市民・学生が参加しました。 

⑤東アジア海文明セミナーを平成 17 年度 1 回「黄河下流域の生態環境と東アジア海文明」・平成

18 年度は 2 回「海からみた文化交流の歴史」・「隋唐期東アジア仏教の宗派意識」を開催しまし

た（全交流人数 36人・136 人日）。市民・学生の参加は以上の 3回で 400 名に達しました。 

    ⑥最終年度、東アジア海文明を象徴する「水中考古学展」の開催を予定しています。 

［教育］⑦中国・韓国の研究者を招聘し、若手研究者へ向けた講義（東アジア学交流講座）を平成 18 年度・

19 年度ともに 18 時間×3 回のべ 54 時間を 3 人で担当しました。また、平成 19 年度よりインタ

ーネットによる講義（ネット・キャンパス）を開始し、若手研究者の育成に努めています。 

［交流］⑧上海に学習院大学上海国際交流中心を設置し、大邱では慶北大学アジア研究教育事務局が研究交

流活動をすすめています。インターフェローの相互派遣も成果をあげています（全交流人数 7

人・373 人日）。 
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②目標を達成するために実施したこれまで（平成１９年８月末まで）の交流について、「共同研究」、「セミ

ナー」及び「研究者交流」の交流の形態ごとに、交流人数の総計と交流活動の概略を記入してください。 

 

（１）共同研究 （延べ交流人数：１４５人） 

共同調査としては、平成 17 年度は全体調査をおこない、平成 18・19 年度はセクションⅠ・セクションⅡ

に分かれ、現地共同調査を実施しました。調査では必ず相手国拠点機関からの参加がありました。 

＜平成 17年度＞ 

合同で琉球王国時代のグスクを調査し、また韓国・蔚山の倭城、中国第３の大きさをもつ崇明島、台湾・

基隆の港、同じく港町唐津などを訪れ、次年度以降、班別に分かれ調査していく上での基礎を築きました。

＜平成 18年度・19 年度＞ 

具体的な成果をあげるために、セクションⅠは黄河下流班・運河班・海港海運班・水利技術班・災害班に

分かれ、セクションⅡは交流ネットワーク班・思想と知識の交流班に分かれて、調査を行いました。 

[セクションⅠ] 

・黄河下流班は平成 18年度夏期に前漢黄河古河道復元に関連して、河南省北部の故城・古河道を調査し、

平成 19 年度は河北省滄州市を中心として、前漢故城を調査して古道復元の情報を得ました。 

 ・運河班は、「東方大平原」の史的意義を明らかにするために、平成 18 年度は揚州、平成 19 年度は徐州

をめぐり、大運河（現京杭大運河）隣接の史跡を調査しました。 

 ・海港海運班は、平成 18 年度は福建省泉州市・廈門市、平成 19 年度は山東省蓬莱市と東アジア海を結ぶ

港をめぐり都市機能・景観や海域ネットワークについて調査しました。 

 ・水利技術班は平成 18年度、韓国の金堤市に位置する碧骨堤をはじめとする水利遺跡を調査し、平成 19

年度は災害班・海港海運班とともに、遼寧省大連市を調査しました。 

 ・災害班は、東アジア海諸国の災害に関する歴史的情報を収集しました。 

 [セクションⅡ] 

・交流ネットワーク班は平成 18年度、十三湊・勝山館など北の交易拠点を訪問し、平成 19年度、能登半

島の福良津・時国家、敦賀などを調査し、東アジア海を通じた交流の諸相を把握しました。 

 ・思想と知識の交流班は、平成 18 年度長崎・多久を訪問し、多久聖廟では釈菜の儀を調査しました。今

後も東アジア海文明の交流を儒教の儀礼を通して解明していく予定です。 

（２）セミナー （延べ開催回数： ４回、延べ交流人数： ５７人） 

＜平成 17年度 １回＞  

第 1回（11 月 27 日）「黄河下流域の生態環境と東アジア海文明」（学習院大学） 

参加者 200 名をこえる盛大な会となり、当テーマに対する一般市民の関心の高さを改めて実感しまし

た。学術的にも黄河下流域を舞台に自然と人間の関係史を解明する、水準の高い国際会議となりました。

本セミナーの報告は鶴間和幸編『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）

として刊行されました。 

＜平成 18年度 ２回＞  

 第 1回（7月 22 日）「海からみた文化交流の歴史―東アジア海文明を考える―」（関西大学） 

関西大学東西学術研究所アジア文化交流センターと共同主催で開催しました。報告はいずれも一国史の

わくぐみにとらわれない東アジア海を交流の場とする内容でした。会場には 70 名をこえる市民・研究者

が集まり、「海」を通じた文化交流の歴史に対する期待の大きさを知りました。 

 第 2回（11 月 11 日）「隋唐期東アジア仏教の宗派意識」（学習院大学） 

当日は研究者を中心に 60 名が集まり、熱気を帯びた議論を展開しました。日中韓三国の「宗」の相違と

して、国家管理の強弱が決定的要素となることを確認するなど、学術的収穫の大きな会議となりました。

＜平成 19年度 １回＞  

第１回（4月 14 日）「中国史における環境と災害」（韓国清州・忠北大学校） 

韓国・中国史研究会と共同主催で開催しました。当日の多くの報告は中国語によってなされ、日中韓の

研究者が中国語を通じて交流をはかりました。日本側から参加した 7 名の研究者は 2006 年度に実施され

た共同調査の成果をふまえた内容の報告を行いました。 

（３）研究者交流 （延べ交流人数： ２０人） 

 平成 17 年度は 4名の研究者交流を行い、共同研究の基礎を築きました。 

 平成 18 年度より中国側拠点機関にインターオフィス（交流事務局）を設置し、インターフェロー（交流

研究員）1名の派遣を開始しました。韓国側拠点機関へ 4名、中国側拠点機関へ 2名の教員を派遣し、講演

会の開催により日中韓拠点機関の交流を深め、研究・教育に貢献しました。平成 19 年度も韓国側拠点機関

へ 2名の教員を派遣し講演会を開催、5名のインターフェローを派遣して、共同研究の基盤整備を行いまし

た。平成 18年度より東アジア学交流講座を開催し、中韓 3名の若手研究者が教壇に立ちました。 
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③これまでの交流を通じて、申請時の計画がどの程度進展したか、「学術的側面」、「社会への貢献」、「若手

研究者の養成」及び「先端的学術情報の集約」の観点から記入してください。 

○学術的側面 

《研究成果の刊行》 

平成 17 年度開催の東アジア海文明セミナーの成果として鶴間和幸（中国古代史）編『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）を刊行しました。17 篇の論考を収録しています。

また韓国側拠点機関 4 名の教員と家永遵嗣（日本中世史）との共同研究が『韓中日의 海洋認識과 海禁』

（2006 年度高句麗財団成果報告）としてまとめられました。平成 18年度第 1回セミナーの報告のうち、

張東翼（高麗史）の報告は『アジア文化交流研究』（関西大学東西学術研究所アジア文化交流研究センタ

ー）第 2号に掲載され、平成 19 年度第 1 回セミナーは報告集『中国史에서 環境과 災害』に掲載された

ほか、日本側報告者の論文が『中国史研究』（韓国・中国史学会、第 49輯）に掲載されました。 

《共同調査の進展》 

セクションⅠの中国・韓国における共同調査では、日・韓・中の参加研究者が参加しました。セクショ

ンⅡの東アジア海に面する日本列島東北・北海道沿岸、能登半島・若狭湾沿岸地域における共同調査も、

３国の研究者の研究交流が進みました。調査記録は『歴史教育論集』（歴史教育学会、第 37輯・第 39 輯）

および本事業のホームページに掲載されています。 

《『ニューズレター海雀』（第 1号～第 3号）の発行》 

共同調査およびセミナーその他の研究成果の概要をニューズレターとしてまとめて刊行しました。 

○社会への貢献 

《フォーラムの開催》 

 上記の学術成果を市民に伝えるために、東アジア海文明フォーラムを 11 回開催しました（うち参加研

究者の講演は 7回）。平均参加者数は 30 名をこえ、市民の参加が参加者の 80 パーセントに達するフォー

ラムもあります。こうした学術成果は多言語ホームページ・ブログにより、広く公開しており、社会へと

広められています。中国・韓国拠点機関の若手研究者を招聘して開催する「東アジア学交流講座」（2006

年度より開始）への市民の参加者も各回平均 25 人ほど集まりました。 

○若手研究者の養成 

《インターフェローの相互派遣》 

日本・中国・韓国にはインターオフィスが開設され、そこに若手研究者がインターフェローとして派遣

されています。中国へは博士後期課程の放生育王が派遣され、中国側コーディネーターの葛剣雄（中国歴

史地理学）より直接中国語による研究指導を受けました。韓国へは濱川栄（中国古代史）と村松弘一（中

国古代史）・大川裕子（中国古代史）を半月間派遣し、慶北大学校の所蔵する文献資料や楽浪関係の文化

財資料を収集しました。韓国から日本へは崔弘昭（新羅史）が派遣され、鐘江宏之（日本古代史）から研

究指導を受け、日本語で論文をまとめました。中国から日本へは楊偉兵が派遣され、武内房司（中国近代

史）・野本敬（西南中国史）との間で新しい共同研究が始まりました。 

《東アジア学交流講座（3日間の集中講義）の開講》  

韓国の禹仁秀（李朝史）・洪性鳩（中国近世史）、中国の朱海濱（中国近世史）・安介生（人口地理・移

民史）はそれぞれ日本において東アジア学交流講座を担当し、日本側の博士課程大学院生の教育に従事し

ました。この講座は、また、授業を担当した研究者にとっても得難い経験となったと考えられます。 

《東アジアネットキャンパスによる講座の開講》 

日本側拠点機関では本プロジェクトに対応する学部総合基礎科目「東アジア世界」を開設し、村松が日

本側の教壇に立ち、テレビ会議システムを利用して、禹・朱が韓国・中国の教室からゲストスピーカーと

して日本の学生に講義をおこなう形式をとっています。日本の学生との対話も行われました。 

《SSM（セクションスタディミーティング）の開催》 

月１回のペースで大学院生による研究・調査の報告会を開催し、これまで 13回行いました。 

《研究発表および学位論文の執筆》 

福島恵（東西交流史）・青木俊介（中国古代史）がそれぞれ韓国開催のシンポジウム・研究会において

報告を行い、李相勲（新羅史）は日本の拠点機関において報告を行いました。長谷川順二（中国古代史）

は中国における共同調査の成果を中国水利史研究会において、報告しました。またプロジェクトの期間中

に、畑中彩子（日本古代史）・西村慎太郎（日本近世史）・菅野恵美（中国古代史）・下田誠（中国古代史）

が博士学位を取得しました。日韓交流に努めてきた辻弘範（朝鮮近代史）は北海学園大学に就職しました。

○先端的学術情報の集約 

 交流開始 2年目には、日本語・中国語・韓国語によるマルチリンガルＨＰを開設し、研究成果の公開と

情報の集約をはかっています。同時に日本語・中国語・韓国語によるマルチリンガルブログも開設し、情

報の共有をはかっています。テレビ会議システムにより、３拠点機関の間で情報の交換が行われています。
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４．事業の実施体制 

①若手研究者養成の体制 

若手研究者が身につけるべき能力・資質等の向上に資する仕組みを構築し、それをどのように機能させ

ているか記入してください。 

（１）インターフェローシップ（交流研究員制度）の採用 

 東京・上海・大邱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）として派遣しています。現地では、共同調査や国際シンポジウムなどの研究交流プログラ

ムについて企画・立案・交渉・手続きを行うとともに、各国の橋渡し役として機能しています。 

 また現地においては、半年から１年の期間、現地の研究者が実質的な指導教授として、現地語での論文執

筆の指導をしています。インターフェローは将来の国際コーディネーターとして、着実に成長しています。

（２）Ｒ＆Ｅ（リサーチ・アンド・エデュケーション）の実践 

 若手研究者は相手国の研究者とともに遺跡の踏査や資料調査のために博物館や図書館を訪問してきまし

た。共同調査にあたっては、参加研究者が共同で手引き（調査資料冊子）を作成し、データマップ・ハザー

ドマップも分担して作成してきました。 

 大学院生・若手研究者は共同調査や資料作成に際して、各国・各研究者の方法の違いを体感することとな

りました。2年間の研究交流においても、すでにそうした成果はあらわれており、国際的・学際的な研究方

法が大学院生・若手研究者に刺激を与えています。 

（３）ネットキャンパスの開設・東アジア学交流講座の開始 

 ネット会議システムを利用して、平成 19 年度より本格的にネットキャンパスをスタートしました。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／受講者数 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ます。ネット会議システムの特性を生かし、最新の学術情報が日

本に届けられています。 

 また博士課程院生の教育を目的として、平成 18 年度より東アジア学交流講座を開始しました。講座は 18

時間×2 回のべ 36 時間で第１回は韓国、第２回は中国と分担しています。次年度より正規の大学院人文科

学研究科の授業科目「国際文化学特殊研究」（2単位 2講座）として開設の予定です。 

 こうした試みは受講者である大学院生を教育しているばかりでなく、講義者である若手教員をも育ててい

ます。 

（４）「東アジア海文明展」の企画・立案・実現 

 現在、東アジア海文明を象徴する海中から引き上げられた陶磁器などの文物を展示する平成 21 年度開催

予定の水中考古学展に向けて、準備を進めています。開催にあたっては水中考古学など関連分野の知識や経

験が必要であるため、すでに若手研究者の養成に取り組んでいます。 

 解説の図録執筆や展示の経験を通じて、将来のプランナーへと若手研究者を育てることでしょう。 

 

②日本側拠点機関の体制 

日本側拠点機関としての実施体制、日本国内の他機関との協力体制などの実施・運営体制を記入してく

ださい。 

日本側拠点機関においては、学習院大学の学長・文学部長を中心とする全学的支援のもと、日本側事務局、

上海インターオフィスの設置などが実現しました。事務局には特別研究員と事務アルバイト各 1名を配置し

ています。平成 18 年 9 月のネットキャンパス開通記念式典には、学習院大学長・慶北大学校師範大学長・

復旦大学歴史地理研究中心所長が集まり、三大学の協力体制を確認しました。なお、テレビ会議システムは

ネットキャンパスだけでなく、３拠点間の運営会議にも使用しています。 

日本国内の他機関との協力体制は、以下のようにセミナー開催や現地調査を通じて強化しています。 

 

○東海大学情報技術センター 恵多谷雅弘（リモートセンシング）は中国調査に際し、衛星データを利用し

た地表情報を提供し、遺跡調査・古環境復元に貢献しました。 

○仏教大学アジア宗教文化情報研究所 杉本憲司（中国考古学）の仏教大学は水中考古学の展覧会開催にあ

たり、会場校の１つです。 

○国立歴史民俗博物館 上野祥史（中国考古学）は 2007 年 9 月の中国史学会第 8回国際学術大会にて報告

を担当します。 

○関西大学文学部 平成 18 年度第 1 回東アジア海文明セミナーを開催しました。森部豊（東西交流史）は

海港海運班の班長して、共同調査を主導しました。 

○総合地球環境学研究所 井上隆史（映像メディア）は前述の「東アジア世界」を担当し、大黄河・四大文

明などの映像取材の体験を語るなど学生たちに魅力的な講義を続けています。承志（満洲史）は学習院大学

所蔵満洲語文献を調査し、史料紹介を継続しています。 
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③相手国とのネットワークの構築状況 

相手国拠点機関との協力体制、ネットワーク構築状況について、記入してください。 

（１）インターオフィスの設置 

 日本側事務局（「学習院大学アジア研究教育拠点事業事務局」）の

開設に対応し、韓国側拠点機関においても平成 17 年度の事業開始

後まもなく「慶北大学校 Asia 研究教育事務局」が設置されました。 

 現在、韓国側事務局は慶北大学校師範大学愚堂教育館 419 教室に

あり、テレビ会議システムは師範大学新館 317 教室に設置されてい

ます。復旦大学のテレビ会議システムは光華楼西主楼 2110 室に設

置されています。 

 平成 18 年度 8 月より中国側拠点機関、復旦大学の留学生楼に学

習院大学上海国際交流中心が設置されました。 

 住所：上海市武東路 28弄 2-4 号同和国際公寓 302 室 

 電話：+86-21-6510-6354 

 

（２）インターフェローの派遣 

 平成 18 年度、博士後期課程の放生育王（中国古代史）をインタ

ーフェローとして中国側拠点機関に派遣しました。放生は中国側拠

点機関の参加研究者・博士課程院生とも交流し、共同研究の際には

各種の交渉・手続きに貢献しました。 

 同じく平成 19 年度、濱川栄・大川裕子・村松弘一・市来弘志・

福島恵をインターフェローとして、韓国側拠点機関に派遣しまし

た。共同調査に向けた打ち合わせなど行いました。 

 インターフェローを通じた相手国とのネットワークが構築され、

連絡体制が強化されました。 

 

（３）インターフェローの招聘 

 平成 18 年度、学習院大学の経費により客員研究員として招聘し

た韓国・慶北大学校の崔弘昭（新羅史）は本事業のインターフェロ

ーとして韓国側との連絡業務・共同研究に貢献しました。同様に学

習院大学の経費により客員研究員として招聘した中国・復旦大学の

楊偉兵（中国歴史地理学）も、本事業のインターフェローとして研

究交流・若手研究者育成に協力しました。楊は武内房司・博士後期

課程の野本敬らとネットワークを構築し、新たな共同研究を組織しています。 

 

（４）研究者交流 

 平成 18 年 4 月、福井憲彦（西洋近代史）は韓国側拠点機関における外国著名学者招聘講演会において「二

重革命再考」と題する講演を行いました。また 9 月には家永遵嗣が慶北大学校開校 60 周年記念講演会にお

いて、「東アジアの海洋世界と日本の中世」と題する講演を行いました。 

 平成 18 年 9 月、中国側拠点機関における譚其驤歴史地理講座において、諏訪哲郎（東アジア比較教育学）

は「  由語言類型地理看漢族文化的形成―従語言分布図来剖析漢民族文化的来歴」と題する報告、高柳信夫（中

国近代思想史）は「梁啓超思想和地理知識―以地理環境和地理和中国学術思想史的関係為中心」と題する報

告を行いました。 

 平成 19 年 8 月、韓国側拠点機関において諏訪哲郎は「国際化時代における日本の地理教育」と題する講

演を行い、高柳信夫は「近代中国における進化論の導入― 厳復（1854～1921）を一例として」と題する報

告を行いました。こうした講演会は、相手国若手研究者の教育に貢献しています。 

 

（５）現地情報のブログ 

 学習院上海国際交流中心では、インターフェローによるブログが開設され、相手国拠点機関の情報を豊富

に紹介しています。 

 中国側・韓国側拠点機関とは、週に１回以上電子メールを利用して連絡を取り合い、双方の信頼関係を深

めています。また 2年間の研究教育交流を経て、3拠点間の協力体制・ネットワークはますます強化されて

います。 




