
北京大学史学部・大学院で講義して

　2018年3月18日～24日に北京大学から招

聘を受けて、同史学部と大学院史学研究科で

「フィリピン歴史研究」をテーマに3回の講義

を行った。講義題目は、第1回目が“Philippine

 historiography and colonial discourse”、

第2回目 が“Revisting Renato Co n s t a n t i n o  a s  

h i s t o r i a n ” 、そして第3 回目が“Understanding

 Philippine financial crisis after WWI in the 

wider setting of Southeast Asian history”であ

った。第1回目の講義は学部生を対象としたもの

で受講者は100名程度であり、第2回目と第3

回目の講義は大学院生を対象とし、受講生は10

～15名程度であった。今回の招聘にあたって

は、北京大学歴史

学系の包茂红教

授に大変にお世

話になった。包教

授は環境史を専

門し、とくに東南

アジア研究のな

かでフィリピン

に関心を寄せて

きた。過去数年の

間に京都の総合

地球環境学研究

所や京都大学東南アジア地域研究研究所、そし

て東京大学東洋文化研究所の客員教授を歴任

され、日本のアジア研究を高く評価する気鋭の

研究者である。包教授によれば、同教授が担当

する講座では、学部と大学院で英語の講義を行

うために、毎年10人程度の研究者を海外から

短期で招聘している。学内における通常の授業

は中国語で行われているが、グローバル化の流

れのなかで、学生が英語の授業に慣れるよう

海外からの研究者の招聘を積極的に行ってい

る、という。とくに、博士課程の大学院生で一定
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●シンポジウムテーマ：
　「米朝首脳会談とは何だったのか」

◆2018年 7 月 9 日（月）
13:30 ～ 13:40
　来賓祝辞：李　明烈（駐横浜大韓民国総領事）

第一部 13:40 ～ 15:10
　テーマ：「2018 年に朝鮮半島をめぐり激変した国際環境　
　　　　    を分析する」
　報告者：全　在晟（ソウル大学校教授）
　報告者：森　聡　（法政大学教授）
　討論者：曺　良鉉（国立外交院外交安保研究所教授）
　討論者：平井　久志（共同通信客員論説委員）
　座　長：西野　純也（慶應義塾大学現代韓国研究センター長、
　　　　　　　　　　　同法学部教授）

第二部 15:25 ～ 16：55
　テーマ：「今後の北東アジアを展望する」
　報告者：李　貞澈（崇實大学校副教授）
　報告者：德地　秀士（政策研究大学院大学シニア・フェロー、
　　　　　　　　　　 元防衛審議官）
　討論者：趙　太庸（6者会合次席代表・首席代表、
　　　　　　　　　　駐オーストラリア大使、外交部第1次官、
　　　　　　　　　  青瓦台国家安保室第 1 次長を歴任）
　討論者：小此木　政夫（慶應義塾大学法学部名誉教授）
　座　長：佐橋　亮（神奈川大学アジア研究センター所長、
　　　　　　　　　　同法学部教授）

●研究グループ：「東アジアにおける安全保障秩序の変動」
◆2018 年 7 月 30 日（月）（非公開）
　報告 1：「韓国の東アジア地域協力構想」
　報告者：西野　純也（慶應義塾大学法学部教授）
　報告 2：「冷戦後のアメリカの東アジア戦略と同盟」
　報告者：玉置　敦彦（都留文科大学専任講師）

●研究グループ：「東アジアにおける東西文明の出会い
　　　　　　　　 或いは衝突」
◆2018 年 5 月 30 日（水）
　報　告：「フランスと禅 ―弟子丸泰仙の足跡を通して―」
　報告者：呉春美（神奈川大学経済学部特任教授）
◆2018 年 7 月 4 日（水）
　報　告：「昆布と炭毒 ―多面的な文化理解の起点として」
　報告者：中林　広一（外国語学部准教授）

●研究グループ：「植民地国家と近代性：アジア諸国を中心と
　　　　　　　　 する比較研究」
◆2018 年 7 月14 日（土）
　報　告：「北タイ、チェンマイの宗教と社会変動：
　　　　　 歴史的パースペクティブから」
　報告者：福浦　一男（桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部
　　　　　　　　　　　 准教授）

●研究グループ：「アジアの社会遺産と地域再生手法」
◆2018 年 5 月 28 日（月）
　報　告：「消えていくもの、残っていくもの
　　　　　 ―アジア的な素材、技法と空間造形―」
　報告者：西堀　隆史（モンクトーン工科大学講師）
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水準以上の英語の学力を備えた場合には、中国

政府の奨学金によりアメリカなど英語圏への留

学を積極的に推奨している。こうした研究教育

環境は、この10年余の中国の急速な経済発展を

背景として研究教育資金が潤沢となったことに

よるものであることはいうまでもない。

　ところで、私が行った講義であるが、幸い好評

であった。いずれの講義についても学生からい

くつもの興味深い質問が寄せられ、1回の講義

時間2時間のうち、20分程度を質疑応答にあて

ることができた。3回の講義のうち、私自身が長

年手がけてきたフィリピン銀行史研究について

の第3回目の講義は、大学院生がこれから博士

論文のテーマを決定したり、あるいはすでに決

定したテーマにしたがって資料調査を行うに当

たって最も参考になったようだった。

　包教授によれば、「フィリピン歴史研究」をテー

マに海外から研究者を招聘したのは私がふた

りめで、最初のお一人は著名なフィリピン人歴

史家である、という。フィリピンやアメリカに

はフィリピン人の歴史研究者がたくさんいる

ので、当初は、そうしたフィリピン人歴史家を

招聘した方が、より詳しいフィリピン史を学生

に教えることができるのではないかと私は考

えた。しかし、3回の講義を進めながら、数人の

大学院生とさまざまな話題で議論するなかで、

なぜ日本人の私を招聘したのかがわかってき

たように思う。

　その理由とは、アメリカ人やフィリピン人で

あれば、母国語あるいは公用語が英語なので、

20世紀のフィリピン史研究におもに必要な英

語史料の収集や史料調査後の英語論文の執筆に

言語的制約はほとんどないといってよい。しか

し、日本人が20世紀のフィリピン史研究に取り

組むには、まずは英語という言語的制約の壁を

越え、さらにフィリピンのみならずアメリカで

の史料調査を行う必要がある。そしてなにより、

アメリカの東南アジア研究の主要大学の研究者

や主要図書館・公文書の司書から協力を得ない

限り、アメリカで有効な史料調査を行うことは

できない。したがって、そのためのネットワー

クを日本のフィリピン研究者たちがこれまで

どのように築いてきたのかを知ることは、北京

大学の大学院生がこれから海外で研究を行う

ことに大いに役立つと考えているのではなか

ろうか。

　思えば、日本のアジア研究が潤沢な研究資金

のもとで急速に展開したのは1980年代に入

ってからのことであった。現在、私たちはそう

した時代からの研究の蓄積のうえに立って、今

日も研究を続けている。とすると、今後、北京大

学史学部の研究者や大学院生と学術交流を行

うとすれば、何が必要なのか、そしてどのよう

な可能性があるのかと、ときどき考えをめぐら

す昨今である。

 （所員　人間科学部教授）

　2018年3月22日、水研究の一環として有

明海の諫早干拓事業を視察した。諫早は、九州

の熊本県、佐賀県、長崎県に囲まれた有明海の

長崎県側の中ごろにあり、しかも、島原半島の

付け根の奥深い湾にある。潮の流れは、熊本県

側から佐賀県側、そして長崎県側と時計回りと

は反対方向に流れている。途中には阿蘇山など

の火山灰や福岡県を流れる筑後川などから砂や

泥が流れ込んでいる。流れ込んだ土砂を地元で

は「ガタ土」と呼んでおり、「ガタ土」が潮流

に流され有明海の奥深きに切り込んだ諫早湾に

流れ込み、引き潮の時に取り残され堆積して

いった。　特に、諫早湾の干・満潮の差が最大

約6メートルもあり、干潟が形成しやすかった。

　干潟が大きくなるにつれ、その周りに堤防を

築き、干拓し、農地を作っていった。しかし、

堤防の外にはまた「ガタ土」が堆積し、干潟が

形成され、そこに、干拓地を作るという、いわば、

諫早干拓は、古くから干潟と干拓を繰り返し行

われてきた。また、一方では、「ガタ土」の堆積は、

後背地の水はけを悪くし、台風による高波や豪

雨による洪水など、自然災害を引き起した。い
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諫早干拓を視察して

わば、諫早湾の歴史は、「ガタ土」と自然災害

との闘い、及びその対策としての干拓の歴史と

いえる。干拓資料館では、干拓地の生活、漁業、

干拓の方法、諫早湾の漁労など、長年にわたる

諫早の干拓の歴史を展示している。資料館員の

説明では、自然災害の被害の説明が印象的で

あった。

　近年、問題となっている諫早湾干拓事業は、

戦後の食糧難対策として、1952年、当時の知

事による「長崎大干拓構想」がきっかけといえ

る。干拓による広大な農地の獲得、農地への冠

水による塩害防止、農業用水の確保などが計画

された。広大な計画は、予算の関係や時代の諸

事情の変化とともに、規模を1/3に縮小されて

1989年に着工された。全長7キロに及ぶ潮受

け堤防が建設されて、1997年4月潮受け堤防

の 水 門 が 閉 鎖 さ れ た。そ れ か ら10年 後 の

2007年に完工式が行われ2008年に完成した。

堤防内の調整池と有明海とが完全に分離され、

調整池は淡水化され、農業用水とされ利用され

ることになった。営農は開始され、高潮や洪水

のリスクは低減した。

視察報告

諫早湾の干拓事業のジオラマ

（手前に水田、中ごろにハウス栽
培などの畑、そして調整池と潮受
け堤防、その向こうが有明海）




