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キーワード：アジア主義、ファシズム、国家主義、保守思想

経済発展と産業構造変化

研究の概要
　160 年前の日米修好通商条約締結に伴う開国以来、日本がどのように欧米の先進技術を吸収
し、また独自技術を生み出して経済発展を遂げてきたのかを各産業分野について研究するととも
に、その過程において日本の産業構造や貿易構造がどう変化してきたのかを、産業連関分析など
の手法を用いて実証研究を進めている。

【国の産業構造、産業別自給率、貿易構造を表すスカイライン図】

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　日本の産業構造の変化がアメリカや中国などを含むアジア諸国との貿易構造にどのように
影響し、またそれら国々の産業構造変化が日本の貿易構造に変化をもたらしたのか、その相
互作用の分析を進めることを通じて、グローバル社会における現代の日本産業の立ち位置と
現状を探る。

知的財産・論文・学会発表など
　「日本経済の長期展望」、「地域産業構造の変化と就業構造」、「内需主導による設備投資拡
大と構造変化」 （日本開発銀行『調査』 ）、「地域経済波及シミュレーションモデル（PRISM）」
など

キーワード：アジア主義、ファシズム、国家主義、保守思想

１６０年前の日米修好通商条約締結に伴う開国以来、日本がどのように欧米の先進技術を吸収し、また独自
技術を生み出して経済発展を遂げてきたのかを各産業分野について研究するとともに、その過程において日
本の産業構造や貿易構造がどう変化してきたのかを、産業連関分析などの手法を用いて実証研究を進めて
いる。

【国の産業構造、産業別自給率、貿易構造を表すスカイライン図】

日本（１９５１年） 中国（２００５年）

日本（２０１１年）
アメリカ（２００５年）

日本の産業構造の変化がアメリカや中国などを含むアジア諸国との貿易構造にどのように影響し、またそれら
国々の産業構造変化が日本の貿易構造に変化をもたらしたのか、その相互作用の分析を進めることを通じて、
グローバル社会における現代の日本産業の立ち位置と現状を探る。

URL

TEL 042-678-3409 E-mail nakobay@main.teikyou-u.ac.jp

KOBAYASHI, Narihiro

PRISM

経済学部・経営学科　教授

小林　成弘 KOBAYASHI, Narihiro 人文科学

八王子キャンパス

１６０年前の日米修好通商条約締結に伴う開国以来、日本がどのように欧米の先進技術を吸収し、また独自
技術を生み出して経済発展を遂げてきたのかを各産業分野について研究するとともに、その過程において日
本の産業構造や貿易構造がどう変化してきたのかを、産業連関分析などの手法を用いて実証研究を進めて
いる。

【国の産業構造、産業別自給率、貿易構造を表すスカイライン図】
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日本の産業構造の変化がアメリカや中国などを含むアジア諸国との貿易構造にどのように影響し、またそれら
国々の産業構造変化が日本の貿易構造に変化をもたらしたのか、その相互作用の分析を進めることを通じて、
グローバル社会における現代の日本産業の立ち位置と現状を探る。
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キーワード：アジア主義、ファシズム、国家主義、保守思想

日本のアジア主義と革新思想に関する研究

研究の概要
　日本近代史の戦間期 ( 第一次世界大戦と第二次世界大戦）の政治思想史を研究している。
　具体的には、日本のアジア主義、国家主義、ファシズム思想、保守思想をその代表的な思想家の著書等な
どの資料に基いて分析し、戦間期に生じた様々な事件ないし事変のイデオロギー的な原因を究明しようとし
ている。
　今まで研究してきた人物は、北一輝、大川周明、満川亀太郎、鹿子木員信、北昤吉、嘉納治五郎などである。

写真：1923 年春、アジア主義者の集まり。右より研究の対象である満川亀太郎、鹿子木員信、大川周明。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　社会の歴史に対する意識や知識（歴史学の方法論等も）を高めると同時に、海外における日本近現代史
に対する知識を高めるために諸外国の歴史家や政治学者、社会学者と協力している。

知的財産・論文・学会発表など
• 『近代日本の革新論とアジア主義−北一輝、大川周明、満川亀太郎らの思想と行動』芦書房、2015（単著）
• Routledge Handbook of Modern Japanese History (London and New York: Routledge, 2018））（共編著）
• Pan-Asianism: A Documentary History (Lanham, PA: Rowman & Littlefield, 2011; paperback edition, 

2017) vol. 1, 1850-1920,  vol.2, 1920- Present（共編著）
• “Kanokogi Kazunobu: Pioneer of Platonic Fascism and Imperial Pan-Asianism,” Monumenta Nipponica, 

68:2 (2013) pp. 233-80 
• “Western and Central Asia in the Eyes of the Japanese Radical Right,” in Selçuk Esenbel (ed.) Japan on 

the Silk Road: Encounters and Perspectives of Politics and Culture in Eurasia (Leiden and Boston: Brill 
2018) pp. 48-68.

• 「北昤吉の戦間期−日本的ファシズムへの道」　伊藤之雄・中西寛編『日本政治史の中のリーダーたち−明
治維新から敗戦後の秩序変容まで』（京都大学学術出版会、2018）125-51 頁 .

• 「嘉納治五郎ー柔道と日本の近代化」　筒井清忠編『明治史講義−人物編』（筑摩書房、2018)355-72 頁 .
• 本間九介『朝鮮雑記−日本人が見た 1894 年の李氏朝鮮』（祥伝社、2016）（監修・解説）
• 『満川亀太郎書簡集−北一輝、大川周明、西田税らの書簡』（論創社、2012）（共編著）

キーワード：アジア主義、ファシズム、国家主義、保守思想
キーワード： アジア主義、ファシズム、国家主義、保守思想キーワード： アジア主義、ファシズム、国家主義、保守思想

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

社会の歴史に対する意識や知識（歴史学の方法論等も）を高めると同時に、海外における日本近現代
史に対する知識を高めるために諸外国の歴史家や政治学者、社会学者と協力している。

日本のアジア主義と革新思想に関する研究

文学部 日本文化学科 教授

クリストファー・Ｗ・Ａ・スピルマン

URL：ｈｔｔｐｓ://teikyo-u.academia.edu/ChristopherWASzpilman

連絡先： TEL： 042-678-3458 E-mail：Cszpilman@aol.com

Christopher W.A. SZPILMAN

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学文学部・日本文化学科　教授

クリストファー・Ｗ・Ａ・スピルマン Christopher W.A.
SZPILMAN

URL：https://teikyo-u.academia.edu/ChristopherWASzpilman 

人文科学

八王子キャンパス

キーワード： アジア主義、ファシズム、国家主義、保守思想キーワード： アジア主義、ファシズム、国家主義、保守思想

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

社会の歴史に対する意識や知識（歴史学の方法論等も）を高めると同時に、海外における日本近現代
史に対する知識を高めるために諸外国の歴史家や政治学者、社会学者と協力している。

日本のアジア主義と革新思想に関する研究

文学部 日本文化学科 教授

クリストファー・Ｗ・Ａ・スピルマン

URL：ｈｔｔｐｓ://teikyo-u.academia.edu/ChristopherWASzpilman

連絡先： TEL： 042-678-3458 E-mail：Cszpilman@aol.com

Christopher W.A. SZPILMAN

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学
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キーワード：日本語史、江戸語、キリシタン資料、日本語教育

日本語をさまざまな視点で観察する
（日本語学・日本語教育）

研究の概要
　現在は、主に２つの観点から研究を行っている。

①日本語史
　主に中世末～近世における言語資料（キリシタン資料や江戸語資料）を用いて分析している。キリシタン
資料では、助詞や格成分の脱落といった文法的側面に焦点を当てている。また、江戸語資料では、洒落本、
滑稽本、人情本を中心に ｢言わない｣ が ｢言わねえ｣、｢大学（だいがく）｣ → ｢でえがく｣ となるような連接
母音の長母音化＜図１＞という現象について考察を進めている。

②日本語教育
　日本文化学科では、留学生が多数在籍している。そこで、交換留学生にインタビューを実施し、留学生の
日本語使用について調査分析を行なっている。交換留学生の日本での生活及び日本語使用場面を探りつつ、
学生生活の充実がはかれるよう、積極的に推し進めている＜写真１＞。

　＜図１＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜写真１＞：留学生に居合を教えるゼミ生

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　今後、外国人留学生及び外国人材の増加が見込まれる。留学生へのインタビュー調査を読み解くことに
よって、外国人が生活しやすい、学びやすい環境作りが提案できることを期待する。

知的財産・論文・学会発表など
＜論文＞
中沢紀子（2017）　｢日本語教科書としての『天草版平家物語』−格成分・格助詞を中心に−｣,『帝京大学
文学部紀要 日本文化学』48, pp. 108（1）-100（9）．
＜国際学会発表＞
中沢紀子（2018）　交換留学生の日本語使用について，韓国日本語教育学会 第 61 回国際学術発表大会（全
南大学校韓国）．

文学部・日本文化学科　准教授

中沢　紀子 NAKAZAWA, Noriko

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1958/21 

人文科学

八王子キャンパス
キーワード： 日本語史 江戸語 キリシタン資料 日本語教育キーワード： 日本語史 江戸語 キリシタン資料 日本語教育

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

日本語をさまざまな視点で観察する
（日本語学・日本語教育）

文学部 日本文化学科 准教授

中沢 紀子
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1958/21 
連絡先：

TEL：042-678-3425 E-mail：

NAKAZAWA ,Noriko

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

連接母音の長母音化

あぶない→あぶねえ
おまえ→おめえ

塩梅（あんばい）→あんべえ
面白い（おもしろい）→おもしれえ

書かない→かかねえ
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キーワード：アニメーション、漫画、ライトノベル

戦前～占領期にかけての日本アニメーションに
関する包括的な研究

研究の概要
①『漫画映画入門』の公開にむけた研究
　政岡憲三が、手塚治虫の依頼でアニメーター向けに執筆した教科書が『政岡憲三動画講義録』である。
　近年、この『政岡憲三動画講義録』の草稿である『漫画映画入門』（1948 年）もデータが発見した。これ
らの資料をもとに、勃興期の TV アニメ業界でアニメーター養成がどのように行われたのを明らかにしていく。
　
②日本におけるプロパガンダ・アニメーション概説史の執筆
　瀬尾光世は、プロパガンダ・アニメーションを手がけたことで、戦中は業界の第一人者とされたが、戦後
は一転して非難されることになる。
　瀬尾を中心とした、日本におけるプロパガンダ・アニメーションについての概説的な研究を進めていくこ
とで、日本アニメーション界によるプロパガンダへの協力の問題を考えていく。

参考図版
瀬尾光世『桃太郎　海の神兵』（松竹動画研究所、1945 年）
リアルに描写された兵器

【画像出典】
『桃太郎　海の神兵 / くもとちゅうりっぷ デジタル修復版』松竹、

2016 年

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　幅広い教養を身につける手段としてアニメーションを中心とした映像分野を積極的に活用している。学
生たちが子供のころから慣れ親しんできた分野を授業の中に取り入れることで、学術的に物事を考える
きっかけをつくっていく。
　アニメーションを教育の導入部として取り上げ、表現手法等のつながりから歴史的、もしくは海外のア
ニメーション作品も紹介していく。あえて海外の作品も見ることで、「アニメーション」という限られたジャ
ンルにも多様性がある事を知り、国や時代の文化や社会状況が作品に反映されていることを学んでもらう。

知的財産・論文・学会発表など
著書
・萩原由加里『政岡憲三とその時代　−「日本アニメーションの父」の戦前と戦後』青弓社、2015 年
・政岡憲三・萩原由加里『人魚姫の冠　絵コンテ集』青弓社、2017 年

キーワード：アニメーション、漫画、ライトノベル
キーワード： アニメーション、漫画、ライトノベルキーワード： アニメーション、漫画、ライトノベル

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

戦前～占領期にかけての日本アニメーションに
関する包括的な研究

文学部 日本文化学科 講師

萩原 由加里
URL：
連絡先：

TEL：042-690-8189 E-mail:metropolis2026@nifty.com

HAGIHARA, Yukari

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学文学部・日本文化学科　講師

萩原　由加里 HAGIHARA, Yukari 人文科学

八王子キャンパス
キーワード： アニメーション、漫画、ライトノベルキーワード： アニメーション、漫画、ライトノベル

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

戦前～占領期にかけての日本アニメーションに
関する包括的な研究

文学部 日本文化学科 講師

萩原 由加里
URL：
連絡先：

TEL：042-690-8189 E-mail:metropolis2026@nifty.com

HAGIHARA, Yukari

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学
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キーワード：上代文学、古事記、神話、漢字、東アジア古典学

『古事記』を中心とした
日本上代文学における漢字表現

研究の概要
　日本の上代文学を研究しています。上代文学というのは、ひらがなが誕生する前の時代、奈良時代までに
書かれた文学作品のことを指します。主に研究対象としているのは、712 年に成立した日本最古の歴史書で
ある『古事記』です。下に載せた写真は、『古事記』の最も古い写本の影印本です。（『国宝　真福寺本　古事記』
桜楓社）
　ひらがなが誕生する前の時代なので、ご覧の通りすべ
て漢字で書かれていますが、『古事記』の本文は漢字に
よって日本語を書こうとしたものです。これは、漢字に
よって漢文を書いた『日本書紀』とは対照的です。仮名
文の成立以前にあった「漢字によって日本語を書く」と
いう試みは、漢字・漢文を基盤とする東アジア古典世界
に組み込まれる中で、自らの言語の固有性を自覚するこ
ととともになされたと考えられます。
　研究においては特に『古事記』の歌が果たす役割につ
いて着目し、散文と歌による表現、さらにそれらに対応
する訓と音仮名という表記の選択が『古事記』の叙述に
おいてどのように方法化されたのか、そしてそのことが
漢字によって日本語を書くという行為にどのような可能
性を開いたのかを調査しています。
　
＊写真赤線部は『古事記』上巻、スサノヲノミコトの歌
　「夜久毛多都　伊豆毛夜弊賀岐　都麻碁微爾　夜弊賀岐都久流　曽能夜弊賀岐袁」
　（八雲立つ　出雲八重垣　妻籠みに　八重垣作る　その八重垣を）
　散文部が漢字の訓によって書かれるのに対し、歌は一字一音の音仮名で書かれています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現在の国語教育課程における「古典文学」は、その大半が平安時代以降の仮名文の文学作品を対象とし
ています。しかし実際には、漢字文を用いた多様で豊かな書記の広がりもまた、仮名文同様に私たちの古
典世界を一貫して支えてきたのだと言えます。そのような観点から「古典文学」を見直すことで、文字史・
文学史への理解が深まることを目指しています。

知的財産・論文・学会発表など
• 「『古事記』の物語叙述―訓による韻文「詠」の位置づけをめぐって」（東アジア古典学の方法第 36 回、

2018 年 1 月）
• 「顕宗天皇の置目を思う歌二首」（萬葉学会 10 月大会、2015 年 10 月）
• 「「袁祁命の「詠」と二王子の皇位相譲」（『国語と国文学』90(5)、2013 年 5 月）
• 「「貢進」された建御雷神―地上に現れた神による葦原中国の平定」（『国語と国文学』87(8)、 2010 年 8 月）

キーワード：上代文学、古事記、神話、漢字、東アジア古典学

キーワード：上代文学、古事記、神話、漢字、東アジア古典学キーワード：上代文学、古事記、神話、漢字、東アジア古典学

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

『古事記』を中心とした日本上代文学における漢字表現

文学部 日本文化学科 助教

馬場 小百合
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3289/21
連絡先：

TEL： 04-678-3602 E-mail：babasayuri@main.teikyo-u.ac.jp

BABA, Sayuri

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

文学部・日本文化学科　助教

馬場　小百合 BABA, Sayuri

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3289/21

人文科学

八王子キャンパス
キーワード：上代文学、古事記、神話、漢字、東アジア古典学キーワード：上代文学、古事記、神話、漢字、東アジア古典学

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

『古事記』を中心とした日本上代文学における漢字表現

文学部 日本文化学科 助教

馬場 小百合
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3289/21
連絡先：

TEL： 04-678-3602 E-mail：babasayuri@main.teikyo-u.ac.jp

BABA, Sayuri

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学
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キーワード：文化の時空、十二支、生きものと文化、宗教・文化と AI

新たな日本の人文学

研究の概要
　『日本十二支考　文化の時空を生きる』を著す過程でヒューマニティーズ最新潮流の研究を並行し、人文学
基盤の問題として存在、関係、時空に論究した。新たに構成した文化の時空論を用いて十二時辰法の特性を、
原子時計と電波により構成され現代文明を規定する統一時空との比較から浮き彫りにするとともに、学際的、
総合的手法によって、生きものと共存してきた日本文化の諸相を描出した。 
　人工知能（AI）に代替されない自己性と、現代日本社会においても通用性をもつ、自然、生きもの（生命）、
人（人間）、つくられたもの（人工物）、人知を超えるものの五つの存在観念を手がかりに自己、存在、関係、
時空、変容の五つの問いを立て、Ⅰヒューマニティーズ最新潮流の調査、Ⅱその問題意識と現代日本、国際
日本文化研究との懸隔、接点の探索により、来るべき社会に通用し得る人文学のための基礎概念・枠組の再
構築に深く関わる問題群の明確化をめざしている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
・ 自然、生きもの、人、つくられたもの、人知を超えるものが共存する日本文化の諸相を、伝統文化、近

代、物語を通じて学際的、総合的に明らかにすることによって、日本文化の魅力を国際的にアピールし、
豊かな地域文化の可能性に新たな照明を当てることができる。

・ 実学や産業の究極目的である幸福探求に関して、人工知能・生命科学社会化時代に応答しつつ、人間存
在の核心をアルゴリズムとデータの流れに還元せず、人間観、生死観の人文学的探求を通じ、深い洞察
をもたらすことができる。

知的財産・論文・学会発表など
論文	 「生なる死　文化、文明再生の礎」『比較文明 34　特集　死と再生』比較文明学会、2018、45-62 頁
単著	 『日本十二支考　文化の時空を生きる』中央公論新社、 2017
論文	 「つくられたものの超越性」『比較文明 32　特集　モノから考え直す比較文明学の哲学的前提』比

較文明学会、2016、20-38 頁

キーワード：文化の時空、十二支、生きものと文化、宗教・文化と AI

.

-

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/286/21

TEL 042-678-3540 E-mail tnhamada@main.teikyo-u.ac.jp

HAMADA, Yo文学部・日本文化学科　教授

濱田　陽 HAMADA, Yo

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/286/21

人文科学

八王子キャンパス

.

-

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/286/21

TEL 042-678-3540 E-mail tnhamada@main.teikyo-u.ac.jp

HAMADA, Yo
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キーワード：日本書道史、書写書道教育

かな文字の成立と美的洗練の
プロセスに関する研究

研究の概要
伝統、継承、そして発展。
これからの時代だからこそ大切なもの。

　日本の書道文化は、元来中国大陸や朝鮮半島を通じてもた
らされた「外来の文化」でした。それが、飛鳥時代から奈良
時代には日本特有の性質が芽生え、平安時代にはそれが大き
く花開き、仮名文字・仮名書道や和様書道が確立するなど、
まさに日本文化の一大転換期となりました。以後、日本では
書道文化に大きな断絶もなく、現代に至るまで、書道文化・
書道技法が継承されてきました。こうした文字文化の成立や
そのルーツについて探求することは、文字を単なる記号とし
てではなく、文化・芸術にまで昇華させた日本人の美意識、

「こころ」を探究することに他なりません。現代にまで脈々
と継承されている書の伝統が、「今」へと、そして「これから」
へとつながっていることをしっかりと次の世代へと伝えるこ
とこそが書教育者としての使命と考えています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現代社会では、文字が「書く」ものから「入力する」ものになりつつあります。しかし、
IoT 技術の進歩や AI の発展により社会が大きく変化しようとも、人間が自らの手で文字を書
く文化はなくならないでしょう。そして、そうした時代の中でこそ、書道をはじめとするデ
ジタルには変えられないもの、言語では伝えらない技術や知識は尊いものとなります。現在、
学習指導要領の改訂により小学校低学年の書写に「水書」という新要素が加わるなど、次の
時代へ向けた書写書道教育がスタートしています。そうした中、帝京大学書道研究所では、
帝京大学幼稚園での取り組みを活かし、これからの時代へ向けた、文字教育、特に幼児書字
教育に関連する新たな教材制作や筆記具・教具の開発に着手しており、関連する文房具・玩
具メーカーとの連携が可能であると考えています。

知的財産・論文・学会発表など
著書
1　帝京大学書道研究所・帝京大学総合博物館編
　  『日本書道文化の伝統と継承−かな美への挑戦−』　求龍堂　2015 年
2　『和様の美−かな古筆名跡便覧』　淡交社　2012 年

キーワード：日本書道史、書写書道教育

キーワード： 日本書道史、書写書道教育、キーワード： 日本書道史、書写書道教育、

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

文学部 日本文化学科 准教授 帝京大学書道研究所 所長

福井 淳哉
： ‐ 478 2

連絡先： 帝京大学書道研究所

： 042‐690‐2987 ‐ ‐ 八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

かな文字の成立と美的洗練のプロセスに関する研究

文学部・日本文化学科　准教授 / 帝京大学書道研究所　所長

福井　淳哉 FUKUI, Junya

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1478/21

人文科学

八王子キャンパス
キーワード： 日本書道史、書写書道教育、キーワード： 日本書道史、書写書道教育、

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

文学部 日本文化学科 准教授 帝京大学書道研究所 所長

福井 淳哉
： ‐ 478 2

連絡先： 帝京大学書道研究所

： 042‐690‐2987 ‐ ‐ 八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

かな文字の成立と美的洗練のプロセスに関する研究
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キーワード：現代日本のアニメ、メディアコンテンツ、プロデューサー

プロデューサー論

研究の概要
　映像メディアをプロデュースするとはどういうことか？　アニメをプロデュースするとはどういうこ
とか？　プロデューサーとは何か？　現代日本のアニメを学ぶもの、研究するものに向けて、実践に即
したアニメーション・プロデューサー論を研究している。実際に新番組企画書を作成、製作委員会に参加、
アニメ製作を行う。

　アニメは現在の日本を代表する重要なメディアコンテンツの一つである。が、その製作工程のコア
に当たるプロデューサーという職位・職種は、外部の研究者にとっても非常に不明瞭な存在である。
作家論としてアニメ監督を語られることはあっても、プロデューサー論を語られることはない。しかし、
日本のアニメは文化芸術産業であり、産業として占める意味合いは非常に大きい。アニメの実態を研
究するためには、プロデューサーという、制作工程・制作現場のコアとなる存在を無視することはで
きない。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　実学への観点から言えば、理論から実践への工程が真逆になる。実際に放送された作品の実務・制
作工程を精査研究し、理論に置き換える作業となる。筆者の研究は産業界へアピールするものではな
く、実学（産業界）で得た実践的知識を理論として整理し、教育現場へ還元することである。

知的財産・論文・学会発表など
　上図企画書作品は、20018 年４月より６月まで、TBS 放送及び系列局で放送された。

キーワード：現代日本のアニメ、メディアコンテンツ、プロデューサー
キーワード： 現代日本のアニメ、メディアコンテンツ、プロデューサーキーワード： 現代日本のアニメ、メディアコンテンツ、プロデューサー

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

プロデューサー論
文学部 日本文化学科 准教授

康村 諒
URL：
連絡先：

TEL：042-678-3670 E-mail：director@dream.com

YASUMURA, Ryo

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

※

文学部・日本文化学科　准教授

康村　諒 YASUMURA, Ryo 人文科学

八王子キャンパス
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キーワード：江戸時代、政治思想、儒学、都政

近世日本の都市と儒学思想

研究の概要
　江戸時代（1600-1868）の最も画期的事象とは都市化であろう。あの巨大な「三都」（京都・
大阪・江戸）の形成だけではなく、各地に新たな都市類型である城下町ができ、人や情報や文
化などが交流する全国の都市空間をつなぐインフラになった。さらに、新たな都市空間の形成
に伴う都政のしくみが大きく変わっていった。都政と関わる課題は当時の儒学者によって論じ
られた。荻生徂徠（1666-1728）の『政談』（4 巻、1726-7）における江戸の「せはなしき風俗」
についての批判は有名な例であろう。
　日本近世の都市とそれと関わる都政は従来の歴史研
究のなかで多様な視点から検討されてきた。しかし、
当時の学問における都市論は日本政治思想史の研究の
なかで殆ど注目されていない。したがって、本研究の
目標は、江戸時代の儒学思想における都市論を検討し
ながら、それぞれの議論の背景となっている都市の観
念を明らかにすることである。

図：「寛永江戸全図」（1642-3；之潮 2007）

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現在の我々が生きている「都市の時代」である 21 世紀に都政論は最も重要であろう。本
研究は日本近世政治思想史における都市論とそのキーコンセプトの分析によって、近現代の
都市論とのつなかり明らかにしょうとすることである。

知的財産・論文・学会発表など
Linnepe, André. “Tokugawa Confucianism in Spatial Terms: The Notion of ‘City’ in Yanaga 
Sokō's Discourse on Urban Planning." Teikyo Daigaku Bungakubu Kiyō-Nihon Bunka Gaku , 
vol. 50 (2019). [In Press]

キーワード：江戸時代、政治思想、儒学、都政

近世日本の都市と儒学思想

キーワード： 江戸時代、政治思想、儒学、都政キーワード： 江戸時代、政治思想、儒学、都政

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

。

近世日本の都市と儒学思想

文学学部 日本文化学科 専任講師

リネペアンドレ
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3287/21
連絡先： 帝京大学文学部日本文化学科

TEL： 0426783448 E-mail：linnepe@main.teikyo-u.ac.jp

LINNEPE, André 

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
Linnepe, André (2019). “Yamaga Sokō on Urban Planning. Urbanization and Political Theory in Early Modern
Japan”, ik ai aku Bun aku u i -Nihon Bunka Gaku. [Article in Preparation]

（写真）
人文科学

文学学部・日本文化学科　専任講師

リネペ  アンドレ LINNEPE, André 

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3287/21 

人文科学

八王子キャンパス

キーワード： 江戸時代、政治思想、儒学、都政キーワード： 江戸時代、政治思想、儒学、都政

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

。

近世日本の都市と儒学思想

文学学部 日本文化学科 専任講師

リネペアンドレ
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3287/21
連絡先： 帝京大学文学部日本文化学科

TEL： 0426783448 E-mail：linnepe@main.teikyo-u.ac.jp

LINNEPE, André 

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
Linnepe, André (2019). “Yamaga Sokō on Urban Planning. Urbanization and Political Theory in Early Modern
Japan”, ik ai aku Bun aku u i -Nihon Bunka Gaku. [Article in Preparation]

（写真）
人文科学
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キーワード：近代日本、マルチ・アーカイバル研究

近代日本史に関する実証研究

研究の概要
　主として 20 世紀前半期の歴史、とりわけ当時の日本が置かれた国際環境について研究している。

　これまで、第一次世界大戦から戦間期にかけての
日本の外交政策について、外交指導者たちの構想な
どから研究を行ってきた。また近現代の日本が経験
した大災害と、復旧・復興に関する問題についても
関心を向けている。

　現在はこうした過去の研究成果を引き継ぎつつ、
より幅広い視野から、近現代日本の置かれた国際環
境とそれへの対応の変化について研究を進めている。
そのためには、これまで以上に海外の資料や研究成
果を採り入れながら、日本外交の特殊性を国際的視
野から抽出することを目指している。基本的な研究
手法は、国内外の資料館にある原文書を収拾・解析
しながらストーリーを形成していくという、マルチ・
アーカイバル手法を採用している。

　こうした研究を積み重ねつつ、日本の国際的地位
の確立の経緯や、現在に通じる国際社会の中での日
本の役割とは何かを考えている。

（写真はアメリカ国立公文書館蔵の国務省文書）

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　実学としての歴史とは、「年代記のくわしきものにて万国古今の有様を詮索」するものである（福
澤諭吉『学問のすすめ』）。現代日本の抱える国際問題のルーツを探ると同時に、その解決策を導く上
で歴史的研究の重要性はいくら強調しても足りない。歴史を学ぶことは、「身も独立し、家も独立し、
天下国家も独立」（同上）することにつながる。

知的財産・論文・学会発表など
・『第一次世界大戦期日本の戦時外交――石井菊次郎とその周辺』現代図書、2018 年。
・『昭和史講義』（筒井清忠編）筑摩書房、2015 年。
・“Challenging the ‘Kasumigaseki Diplomacy’”『帝京大学文学部紀要 日本文化学』46 号、2015 年。

文学部・日本文化学科　講師

渡邉　公太 WATANABE, Kota 人文科学

八王子キャンパス
キーワード： 近代日本、マルチ・アーカイバル研究キーワード： 近代日本、マルチ・アーカイバル研究

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

近代日本史に関する実証研究

文学部 日本学科 講師

渡邉公太
URL：
連絡先：

TEL：042-678-3498 E-mail：kwatanabe@main.teikyo-u.ac.jp

WATANABE, Kota

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

写真、

とりあえず
無し

人文科学
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キーワード：先史時代、子ども考古学、技能研究、資源利用形態

先史時代においての学習形態

研究の概要
　先史時代遺跡・遺物の編年・系統、石器材料などの資源利用形態、石器製作などの技能獲得方法、子ども
の成長過程の研究を行っている。最近は子どもの技能獲得方法の研究を進め、後期旧石器時代の石器製作技
術に焦点をあてている。石器材料選択の適切さ、加工手順の複雑さ、道具操作の正確さ、失敗した場合の修
正の適切さなどをもとに数段階の技能差を確認し、初期段階の下級者のものは 10 歳以下の子どもの作品と位
置づけた。下級者は上級者が石器製作する場所の近くで作業していたと判断され、上級者の動作を見ながら
学習・練習していたことは明らかである。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　先史時代においても社会の再生産上、出産と養育は重要な課題である。そこには身体の成熟とともに文
化の継承・改変が関与している。後者には教育・学習活動が必須であるが、当時は大人と行動をともにし
ながらの能動的な子どもの学習があったと推定される。大人の活動の観察と模倣により技能や知識を獲得
していたのであろう。現在の徒弟制に通じる教育形態であり、この学習と同時に社会的地位も獲得してい
たと予想される。H・サピエンスの誕生から 20 万年以上が経過している。学校制度が成立するのはつい
最近であることからすれば、現在においても社会との結びつきの強い上記のような実践的な学習形態も重
視されるべきであろう。

知的財産・論文・学会発表など
　2017「先史時代の子どもの年齢推定」『二一世紀考古学の現在』、2018「初期人類の子どもと最古の石器」

『帝京史学』33、2018「原人の子どもをめぐる社会」『法政考古学』44、2019「新潟県荒川台遺跡第 16 次
調査略報」『帝京史学』34、その他は上記 URL 参照

キーワード：先史時代、子ども考古学、技能研究、資源利用形態

先史時代においての学習形態
文学部・史学科　教授

阿部　朝衛 ABE, Asaei

https://researchmap.jp/read0030626

人文科学

八王子キャンパス

キーワード：先史時代、子ども考古学、技能研究、資源利用形態キーワード：先史時代、子ども考古学、技能研究、資源利用形態

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

先史時代においての学習形態
文学部 史学科 教授

阿部 朝衛
https://researchmap.jp/read0030626
連絡先：

TEL：042-678-3604 E-mail：aabe3604@main.teikyo-u.ac.jp

ABE, Asaei

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

下級者 中級者 上級者
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キーワード：中国史、古代中世、経済、貨幣史、出土資料、簡牘

中国古代貨幣経済史の研究

研究の概要
　私は中国古代貨幣経済史を研究している。具体的に言えばそれは、中国古代においていか
なるモノが「貨幣」とされ、それがどのように流布していたのか、またそれが流布するという
ことが当時の社会にどのような影響を及ぼしたのか、といったことを検討するということであ
る。これは従来、歴史学・考古学・古銭学などの立場からしばしば取りあげられ、人類学・
社会学・経済学などを研究する人達からも注目されてきたテーマであるが、その実証研究は
意外なほど進んでいないのが実情である。
　しかも 21 世紀に入ると、新出土文字資料（いわゆる簡牘、帛書、石刻資料）が激増し、
旧来の貨幣史理解を全面的に再検討する必要が出てきた。中国ではすでに少なからぬ論考
が出されているものの、大半がいまだ教条的なマルクス主義的貨幣観に依存するものであり、
問題の設定自体にやや偏りがある。そこで私は、何が貨幣であり何が貨幣でないのか、また
そのような立論がそもそも可能であるのかどうかといった経済人類学の問題提起を念頭に置
きつつ、近年出土した文字資料などをふまえ、従来の貨幣史に対する理解を全面的に考察し、
当該社会における「貨幣」のもつ固有の意義について検討している。
　また中国では古代から貨幣経済が隆盛したが、その反面、貨幣では図ることのできない価
値（社会的名声や家族的紐帯など）も重視された。世の中にお金があふれ、すべてがお金で
買えるがゆえに、逆に、お金で買えないものに価値を見出す人びとの存在により、古代社会は
貨幣一辺倒にならなかった。古代社会には複数の価値尺度が並存しており、国家は経済的問
題に出くわすと、しばしば他の価値尺度を重視し、それを貨幣のかわりにインセンティブとし
て掲げた。私はここに、中国古代帝国の強靭性を求め、その具体的実証を試みている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　グローバル社会において、日本と中国の関係は切っても切れないものです。政治的状況がどのようであ
れ、中国は膨大な人口を抱えており、今後も重要な隣人であることは間違いありません。彼らとの互恵関
係を長期的に維持するためには、彼らをしっかり理解する姿勢が必要です。彼らは自らの歴史をたいへん
重んじます。それゆえ私たちも中国史を学び、彼らと歴史的話題を共有し、熟議をすることが肝要です。
とくに経済史・貨幣史は、現代中国経済の歴史的淵源を辿ることであり、中国経済の特性を把握するのに
役立ちます。また、世の中にお金があふれ、すべてがお金で買えるがゆえに、逆に、お金で買えないもの
に価値を見出すというメカニズムは、現代社会のサステイナビリティにも活用可能であると考えています。

知的財産・論文・学会発表など
単著　『劉備と諸葛亮　カネ勘定の『三国志』』（文藝春秋、2018 年）
単著　『中国古代貨幣経済の持続と転換』（汲古書院、2018 年）
単著　『中国古代の貨幣 : お金をめぐる人びとと暮らし』（吉川弘文館、2015 年）
単著　『中国古代貨幣経済史研究』（汲古書院、2011 年 )
監修　『キッズペディア 世界の国ぐに』（小学館、2017 年）
翻訳　王震中（柿沼陽平訳）『中国古代国家の起源と王権の形成』（汲古書院、2018 年）
論文　Kakinuma ,Yohei. 2014. The Emergence and Spread of Coins in China from the Spring and Autumn 

Period to the Warring States Period. In. Bernholz, P. & Vaubel, R. eds. Explaining Monetary and 
Financial Innovation: A Historical Analysis. Switzerland: Springer

キーワード：中国史、古代中世、経済、貨幣史、出土資料、簡牘

中国古代貨幣経済史の研究

キーワード： 中国史、古代中世、経済、貨幣史、出土資料、簡牘キーワード： 中国史、古代中世、経済、貨幣史、出土資料、簡牘

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

中国古代貨幣経済史の研究
文学部 史学科 准教授

柿沼 陽平
URL： http://yohey0806.sun.macserver.jp/index.html
連絡先：柿沼研究室

TEL：08023360806 E-mail：yohey0806@yahoo.co.jp

KAKINUMA, Yohei

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

人文科学
文学部・史学科　准教授

柿沼　陽平 KAKINUMA, Yohei

URL： http://yohey0806.sun.macserver.jp/index.html

人文科学

八王子キャンパス

キーワード： 中国史、古代中世、経済、貨幣史、出土資料、簡牘キーワード： 中国史、古代中世、経済、貨幣史、出土資料、簡牘

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

中国古代貨幣経済史の研究
文学部 史学科 准教授

柿沼 陽平
URL： http://yohey0806.sun.macserver.jp/index.html
連絡先：柿沼研究室

TEL：08023360806 E-mail：yohey0806@yahoo.co.jp

KAKINUMA, Yohei

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

人文科学
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キーワード：日本中世政治史、皇位継承、院政

日本中世の皇位継承と政治構造

研究の概要
　中世日本における皇位継承の実態・特質について分析し、それに規定された中
世日本の政治構造を明らかにすることを目指している。
　中世日本で行われた院政とは、「幼少の天皇に代わって、天皇の直系尊属である
院（退位した天皇）が政治を行う」という制度であった。直系尊属とは、父・祖父・
曽祖父など、自分より前の世代で自身と直接血がつながっている親族のことである。
　逆にいえば、院であれば誰でも院政が行えたというわけではない。院政を行うた
めには、天皇が幼少であること、天皇が直系の子孫（子・孫・曽孫）であることで
あること、という二つの条件が必要があった。
　この条件を満たし、院政を行った院こそ、当時の天皇家における家長であった。
院は、家長として、幼少の天皇に代わって政務を代行するだけでなく、天皇の婚姻
や皇位継承者までも決定した。
　ところが、天皇が成人し、自らの政治的意思を行使するようになると、必然的に、
院の政治的意思が妨げられる事態も生じてくる。天皇の成人後も、院が院政を安
定して行うためには、成人天皇を退位させ、幼少の天皇を新たに立てることが必要
となる。
　また、将来の院政の権利が保障されるためには、自身の男子に皇位を継承させ
る必要がある。こうして男子直系継承が追求された結果、男子直系継承が一般化し、
男子直系継承によって形成された天皇の血統は、「皇統」と称されることとなった。
　このように、院政期には、天皇の死去による皇位継承に加え、成人天皇の譲位
による皇位継承がしばしば行われ、皇位継承問題にともなう政変や戦乱も多発し
た。こうした政治構造が政治過程に及ぼした具体的な影響を明らかにすることが、
今後の課題である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現代の天皇制における、「現天皇の男子が皇位を継承する」という男子直系継承の仕組みは、12 世紀初
めに院政という政治制度が成立したことにともなって確立した。その根底にあったのは、この時代に成立
した、男系で代々継承される「家」という社会的な枠組みである。この「家」という枠組みもまた、「結
婚に際して男性の姓が選択される」といった点で、現代日本に大きな影響を与えている。中世の皇位継承や、
院政という政治形態について分析することは、こうした現代社会の問題の淵源を探る営みでもあり、そこ
から得られた結論は、現代の天皇制や家族制度といった今日的課題について考えるための材料となりえる
ものである。

知的財産・論文・学会発表など
著　　書　単著『皇位継承の中世史　血統をめぐる政治と内乱』（吉川弘文館、2019 年 4 月）
著　　書　単著『中世前期の政治構造と王家』（東京大学出版会、2015 年 3 月）
学術論文　単著「鳥羽院政期の公卿議定」（『古代文化』68 巻 1 号、2016 年 6 月）

キーワード：日本中世政治史、皇位継承、院政

日本中世の皇位継承と政治構造

キーワード： 日本中世政治史、皇位継承、院政キーワード： 日本中世政治史、皇位継承、院政

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

日本中世の皇位継承と政治構造
文学部 史学科 講師

佐伯 智広
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3056/67
連絡先：

TEL：042-690-8829 E-mail：stomohiro@main.teikyo-u.ac.jp

SAEKI,Tomohiro

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

人文科学
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研究の概要

文学部・史学科　講師

佐伯　智広 SAEKI, Tomohiro

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3056/67

人文科学

八王子キャンパス

キーワード： 日本中世政治史、皇位継承、院政キーワード： 日本中世政治史、皇位継承、院政

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

日本中世の皇位継承と政治構造
文学部 史学科 講師

佐伯 智広
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3056/67
連絡先：

TEL：042-690-8829 E-mail：stomohiro@main.teikyo-u.ac.jp

SAEKI,Tomohiro

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
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研究の概要
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キーワード：中国近代史、東北アジア史、張作霖、日中関係、多国間外交、地域政治
　　　　　 分裂国家再統一、和解

中国近代・東北アジア史における張作霖

研究の概要
　1928 年の爆殺事件で有名な、張作霖（1875-1928 年）を主に研究している。一介の
馬賊から、国家元首同様の地位（中華民国安国軍大元帥）にまでのぼりつめたその人生
には、中国と日本はもちろん、ロシアや朝鮮半島、モンゴルの歴史も深くかかわっている。
現在の北朝鮮問題を解くうえでも重要な、多国間外交や地域政治のケーススタディとし
て有益な研究対象である。
　昨今は、1910 年代末から 1920 年代前半期にかけての、孫文と張作霖との関係を通
じて、敵対者同士が和解へとふみだす動機や条件、そのプロセスについて、双方の周辺
人物や利害関係国（日本、ソ連、アメリカ）とのかかわりも含めて追究している。新領
域研究「和解学の創成」メンバーとして、分裂国家がそれを克服するための歴史的ヒン
トを提案したいと考えている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　中国近現代史や日中関係史を題材とした小説の、歴史考証を長らく手がけてきた。
浅田次郎氏の『中原の虹』・『マンチュリアン・リポート』・『天子蒙塵』（いずれも講
談社）の考証を終え、現在は小川哲氏の『地図と拳』（集英社『小説すばる』連載中）
を担当している。ドラマ・映画の脚本チェック、作家育成、マスメディアの記事作成
も含め、中国近代ものの歴史考証とアドヴァイスが可能であると考えている。

知的財産・論文・学会発表など
著書（最新の研究成果）
　澁谷由里『馬賊の「満洲」−張作霖と近代中国―』講談社学術文庫、2017 年
　澁谷由里『＜軍＞の中国史』講談社現代新書、2017 年
国内学会発表
　澁谷由里「馮玉祥と張作霖―「孫文大総統」擁立構想をめぐって―」東洋史研究会
　大会、2017 年 11 月３日、京都大学
　（要旨は『東洋史研究』76 巻３号、2017 年 12 月に掲載）

文学部・史学科　教授

澁谷　由里 SHIBUTANI, Yuri 人文科学

八王子キャンパス
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キーワード：弥生時代、社会構造、埋葬、生業活動

弥生時代を中心とした先史時代の研究

研究の概要

（1）弥生時代の墓地を対象として、先史時代の社会構造を考察する。
　具体的には、①墓の副葬品から階層性を抽出し、弥生時代社会の階層差について
明らかにすること、②子どもの埋葬を検討することによって、弥生時代社会におい
て子どもがどのように扱われていたか、さらには弥生時代社会の親族構造について
明らかにすること、③墓地の空間構造の検討を通して、弥生時代社会における婚姻
形態、階層差、親族構造について明らかにすること、を目的とした研究を行っている。

（2）弥生時代の生業活動について考察する。
　これまでの弥生時代の研究においては、水田での稲作に関心が集中し、農耕以外
の生業活動についてはほとんど研究の蓄積がないといってよい状況である。このよ
うな状況を踏まえたうえで、これまでの研究で関心が払われてこなかった弥生時代
の狩猟・漁撈活動について研究を進めている。具体的には、①弥生時代の漁撈活動、
特に水田での漁撈活動について明らかにすること、②弥生時代の狩猟活動、特に狩
猟に特化した集落遺跡の検討を通して、弥生時代の狩猟活動や集落間での分業体制
について明らかにすること、を目的とした研究を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　帝京大学ロングライフアカデミーでの公開講座を通して、一般の受講者を対象とし
た講義を行っている。

知的財産・論文・学会発表など
著書（共著）　「第２章　弥生時代から古墳時代へ」『大学で学ぶ日本の歴史』　
　　　　　　  pp.8-13　吉川弘文館　2016 年 4 月
学会発表　「弥生時代の土器棺墓にみる子どもの埋葬」『日本考古学協会第 81 回総会
　　　　　研究発表要旨』　pp.96-97　2015 年５月　日本考古学協会第 81 回総会

キーワード：弥生時代、社会構造、埋葬、生業活動

弥生時代を中心とした先史時代の研究
文学部・史学科　准教授

高木　暢亮 TAKAKI,  Nobuaki 人文科学

八王子キャンパス
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キーワード：人文地理学、生活文化、地域差、自然災害、継承

生活文化の分布・地域差・継承に関する
人文地理学的研究

研究の概要
　日本を主なフィールドとして、私たちにとって身近な生活文化―たとえば、食・住に関連した現象や、祭
礼などの宗教行事など―をテーマに調査・研究しています。そして、これらの分布・歴史的変化を把握する
のみならず、いかなる地域差がみられるか、また、なぜ地域差が形成されたか、その要因を人文地理学的な
視点から究明しています。さらに、大規模な自然災害に直面した地域が、被災後、いかにして祭礼文化を継
承しているかに関する研究も行っています。現地調査の折には、地域の方々への聞き取りや、統計資料・地
図類（絵図も含む）・古文書の分析などを実施しています。
※  調査地：日本全域、秋田・山形（離島を含む）・岩手・宮城・福島・新潟・群馬・千葉・埼玉県、東京都（離島を含む）、石川・

静岡・愛知・滋賀県、京都府、兵庫・愛媛・長崎県（離島を含む）、キルギス共和国。

●  昭和期以降、東京都三宅島では約 20 年間隔で大規模な噴火が発生しています。このような厳しい自然環境下において、島の人々
が伝統的な祭礼（獅子舞）をどのように継承しているかについて解明を試みました（写真左・中央）。

●  現在、日本全国には約 8 万もの神社が存在します。これらの祭礼に登場するダシの呼称・構造にいかなる地域差がみられるか
について明らかにしました（写真右、千葉県佐原）。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　生活文化は、とても「身近なもの」であるがゆえに重要視されません。しかし、これらはいずれも、各
地域の自然環境・歴史・産業・社会組織・風習が溶け合ってできた「地域の個性（= 地域差）」だと言える
ものばかりです。私は現地調査を通して、各地域の生活文化の特徴―つまり「地域の個性」―を浮き彫り
にする作業が非常に得意です。現地調査を通じて把握した「地域の個性」を大切にしながら、まちづくり・
観光開発・商品開発・教育活動などを推進すれば、地域の方々にとって「親しみやすく、住みやすい社会」
を創造することが可能になると考えます。また、自治体史の執筆や文化財の登録のための学術調査報告書
の作成などの面でも十分に貢献できます。

知的財産・論文・学会発表など
・ 筒井　裕（2015）：自然災害と共存する祭礼―東京都三宅島の初午祭を事例として―．古沢広祐責任編

集『共存学３』弘文堂、61-80 頁所収．
・ 筒井　裕（2018）：東京都三宅島神着における初午祭の継承に関する文化地理学的研究．平岡昭利監修『離

島研究Ⅵ』海青社、143-156 頁所収．

キーワード：人文地理学、生活文化、地域差、自然災害、継承
キーワード：人文地理学、生活文化、地域差、自然災害、継承キーワード：人文地理学、生活文化、地域差、自然災害、継承

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

生活文化の分布・地域差・継承に関する
人文地理学的研究

文学部 史学科 准教授

筒井（吉野） 裕
URL：
連絡先：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2380/67

TEL：042-678-3394 E-mail：yutsu@main.teikyo-u.ac.jp

TSUTSUI・YOSHINO, Yu

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
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URL：
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キーワード：フランス近現代史、欧州統合史、EU

歴史学的手法で読み解く欧州統合の影響

研究の概要
　戦後から現在に至る、フランスを中心とするヨーロッパの変容を、欧州統合という事象に注目して、解明
しようとしている。EU が形成されていく過程で、フランスを含むヨーロッパ諸国は、様々な政策の協調・制
度の統一を果たしていった。これまでに欧州統合を扱った研究は、そうした展開を主権国家システムの克服
という理想的なモデルのひとつと見なす傾向が強い。しかし見落としてはならないのは、EU は加盟国による
統合を進展させていくのと同時に、加盟国と非加盟国の峻別・差別化を進めていったという事実である。そ
して、それはヨーロッパ諸国に EU への加盟を強いるという結果をもたらし、非ヨーロッパ諸国には政治面・
経済面・社会面、様々な点においてヨーロッパ諸国との距離を生み出した。私は以上のような関心に基づい
て、ECSC から EU へと至る欧州諸共同体がどのように非加盟国との関係を作り上げていったのか、そして、
形成されていく対外関係の影響はどのような
ものであったのかという点について、主に未
公刊の資料（フランス等の政府文書や ECSC・
EEC・EC 等の共同体文書）の収集・分析を通
して、検討している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　EU の活動実態は、日本ではなかなか正確に理解されていない。しかし 2018 年、日・EU 経済連携協定
が締結されたように、EU に関する知識を得ることは今後ますます重要になっていくだろう。そして、EU
の将来の見通しを立てるうえで、どのように今日の EU が形成されてきたのかを知ることは不可欠である。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり）
・能勢和宏「FTA 構想と欧州統合 (1956-59)―フランスの対応を手がかりにして―」『史林』95 巻 3 号、

2012
・能勢和宏「EEC における「加速」の決定と欧州統合の進展―フランスの立場を中心に（1959 − 60）―」
『史林』96 巻 5 号、2013

・能勢和宏「EEC 連合制度の成立―1961 年アテネ協定成立課程の考察 (1959 − 61)」『二十世紀研究』15
号、2014

キーワード：フランス近現代史、欧州統合史、EU

歴史学的手法で読み解く欧州統合の影響

の活動実態は、日本ではなかなか正確に理解されていない。しかし 1 年、日・ 経済連携協定
が締結されたように、 に関する知識を得ることは今後ますます重要になっていくだろう。そして、

の将来の見通しを立てるうえで、どのように今日の が形成されてきたのかを知ることは不可欠
である。

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2653/67 

TEL 042-678-3985 E-mail kazuhiro.nose@main.teikyo-u.ac.jp

NOSE, Kazuhiro

論文（査読あり）
・能勢和宏「 構想と欧州統合 1956 59)―フランスの対応を手がかりにして―」『史林』95巻 号、 1
・能勢和宏「 における「加速」の決定と欧州統合の進展―フランスの立場を中心に（1959－6 ）―」『史林』96巻5
号、 1
・能勢和宏「 連合制度の成立―1961年アテネ協定成立課程の考察 1959－61)」『二十世紀研究』15号、 1

文学部・史学科　講師

能勢　和宏 NOSE, Kazuhiro

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2653/67 

人文科学

八王子キャンパス

写真：ストラスブール＝キール間の「両岸公園」
　　　の案内図

現在、公園として整備されている仏独間の国境地
域。ライン川にかけられた「ヨーロッパ橋」によ
り徒歩で国境を越えることが可能になっている。
欧州統合は人々の移動を容易にしたが、同時に非
ヨーロッパ人の参入を困難にしたことを忘れては
ならない。

の活動実態は、日本ではなかなか正確に理解されていない。しかし 1 年、日・ 経済連携協定
が締結されたように、 に関する知識を得ることは今後ますます重要になっていくだろう。そして、

の将来の見通しを立てるうえで、どのように今日の が形成されてきたのかを知ることは不可欠
である。

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2653/67 

TEL 042-678-3985 E-mail kazuhiro.nose@main.teikyo-u.ac.jp

NOSE, Kazuhiro

論文（査読あり）
・能勢和宏「 構想と欧州統合 1956 59)―フランスの対応を手がかりにして―」『史林』95巻 号、 1
・能勢和宏「 における「加速」の決定と欧州統合の進展―フランスの立場を中心に（1959－6 ）―」『史林』96巻5
号、 1
・能勢和宏「 連合制度の成立―1961年アテネ協定成立課程の考察 1959－61)」『二十世紀研究』15号、 1
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キーワード：気候復元、古日記天候記録、台風、江戸時代

古日記天候記録から探る江戸時代の台風

研究の概要
　地球温暖化が進む中、将来の気候変化について関心が強まっている。しかし、的確な気候予測のためには、
過去数百年の気候変動に関する実証的研究が重要である。日本では、公式気象観測データが得られる期間が
19 世紀後半以降に限られている。一方、18 − 19 世紀の江戸時代には、毎日の天候を記録した古日記が日本
各地に残られている（図１）。古日記に記録された天候や風などの記録をもとに、19 世紀後半以前の気候を
復元する研究を行っている。
　古日記には、風向も記録されているので、風向の時間変化をもとに、災害を引き起こした台風のコースを
復元できる。図 2 は、各地の古日記に記録された風向変化をもとに、1856（安政 3 年）に江戸湾で高潮を発
生させた「安政江戸台風」のコースを推定した結果である。このように、古日記天候記録を活用することによっ
て、過去の気候災害の発生要因を詳細に解明することが可能である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究は基礎研究であり、直ちに実学や産業界に役立つ成果が得られることはない。しかし、高潮や風
水害の原因となった過去の台風を復元することによって、現代の防災にも役立つ知見を得ることは大いに
期待できる。例えば、2018 年に台風 12 号が「観測史上初めて日本付近を西向きに進んだ」と言われた。
しかし、「史上初」と言っても、それは、台風経路データが整備された 20 世紀後半以降についてのことで
ある。近代気象観測開始以前に、西進した台風が存在したか否かを明らかにすることは、現在の気候の位
置づけを理解するために重要である。

知的財産・論文・学会発表など
• 平野淳平，三上岳彦，財城真寿美 (2018)：広島の古日記天候記録による 1779 年以降の夏季気温の復元

地理学評論 91(4)311-327.
• Junpei Hirano, Takehiko Mikami, Masumi Zaiki, JunjiNishina(2018): Analysis of Precipitation Data at 

Yokohama, from 1863 to1869 Observed by J.C.Hepburn. Journal of Geography 127(4) 531-541.

キーワード：気候復元、古日記天候記録、台風、江戸時代

古日記天候記録から探る江戸時代の台風

キーワード： 気候復元、古日記天候記録、台風、江戸時代キーワード： 気候復元、古日記天候記録、台風、江戸時代

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

古日記天候記録から探る江戸時代の台風

文学部 史学科 准教授

平野 淳平
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2621/67 
連絡先：帝京大学文学部史学科

TEL：042－678－3461 E-mail：jhirano06@gmail.com

HIRANO, Junpei

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

Junpei Hirano, Takehiko Mikami, Masumi Zaiki, Junji Nishina(2018): Analysis of Precipitation Data at Yokohama, from 1863  
to1869  Observed by J.C.Hepburn. Journal of Geography 127(4) 531-541.

（写真）
人文科学

図1 古日記天候記録の例
『弘前藩庁日記』 弘前市立図書館所蔵

曇 昨夜雪降
今朝三寸程積

図2 各地の古日記天候記録から
推定した「安政江戸台風」のコース

🌀🌀
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キーワード：中近世移行期、地域史、村落社会史、民衆史

中近世移行期の地域と村落のあり方・
その権力支配との関係性

研究の概要
　中近世移行期とは、日本史上の大きな変革期
として認識される。それは戦国大名間の闘争の
中から、戦国時代後期に起こった国内統一の動
きを経て、織田・豊臣という二つの特異な性格
を持った統一政権が登場し、その後に徳川幕府
によっていわゆる「幕藩体制」が形成され、政治・
社会が安定化するまでの劇的な時代である。そ
うした大きな動き、政治・軍事・社会変化の渦
の中にあって、権力者である大名やそれに連な
る人々の政治や戦いの歴史だけではなく、もっ
と我々一般庶民に類似した存在である、当時の
民衆の動向を注視すべきと考えている。
　そこでそうした民衆の集団組織である村落、
またそれらを含む郡・郷・町場などの地域、そ
の中にあって比較的地域に密接した存在として
の地域寺社、それらの動向を史料から可能な限
り明らかにし、復元していくことによって、当
時の歴史に対する新しい視点を得ようとする試
みを行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　歴史学、特に明治以前の前近代史研究というものは、その性格上直接現代を生きる我々の生活向上等に
つながる実学への近接性は多くはないかもしれない。しかし歴史的に見れば、実学とは必ずしもすぐ使え
る実利的・実用的学問やその研究に尽くすことだけではないということがわかる。過去の歴史の事実を復
元し、その実相を解明することは、「歴史を鑑とする」という言葉もある通り、当然ながら過去の歴史は
現代を生きる我々の社会の前提となっているものであるから、同時に過去における先祖たちの成功・失敗
を実例として照覧し、現代社会を改革することに役立つ。江戸時代後期の「実学者」横井小楠は、実学を「実
践的な道徳の学」「経験や実証を重視する学」「客観的に真理を追究する学」と規定している。この見解に
歴史学も一致するものと思う。長期的な視野で歴史学をとらえていく必要があると考える。

知的財産・論文・学会発表など
【著書（単著）】
　1．『戦国織豊期の在地支配と村落』　校倉書房、2003 年
　2．『織田信長と戦国の村　天下統一のための近江支配』　吉川弘文館、2017 年
【共編著】
　1．木村茂光・小山俊樹・戸部良一・深谷幸治『大学でまなぶ日本の歴史』　吉川弘文館、2016 年
【学会発表】
　1．比較法史学会第 15 回大会報告「地域寺院をめぐる在地の秩序と法慣習」　於京大会館、2006 年

キーワード：中近世移行期、地域史、村落社会史、民衆史

キーワード：中近世移行期、地域史、村落社会史、民衆史キーワード：中近世移行期、地域史、村落社会史、民衆史

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
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キーワード：地域史、交易拠点、市、ミヤケ

日本古代における交易拠点の開発

研究の概要
　七世紀後半から八世紀にかけて、日本は律令制を唐から導入し、律令国家の構築を目指す。そうした
なか、新たな財政システムを構築する過程で、律令国家は既存の流通経済を取り入れつつ、それらを変
容させながら全国的な運送・交易の仕組みを作り上げていく。
　そのような運送・交易の実態を明らかにするため、本研究では市や津の様相や、「商人」の実像に迫っ
てきた。現在では、律令国家の市や津のうち、ヤマト王権の時代から存在していたと考えられるものに
焦点を絞り、どのようにして開発され、機能してきたかを検討している。具体的には、八世紀以降に法
隆寺や東大寺、大安寺といった大寺院に施入された土地や倉のなかには、王家のミヤケ（『日本書紀』で
は「屯倉」と表記）に遡るものも多いことから、それらがどのような場所に置かれ、どのような経緯で
開発されたのか考察している。ミヤケには運送・交易拠点として機能したものも多く、その近くに市や
津が存在し、大規模な交易が展開していた可能性が高い。
　したがって、寺領荘園およびそこから遡れるミヤケと、市や津との関係性を探り、ヤマト王権による
交易拠点の開発と律令国家によるそれらの拠点の取
り込み、整備の詳細を明らかにしていくのが本研究の
目的である。

写真： 播磨国（兵庫県）に所在した法隆寺領鵤荘（いかるがのしょ
う）の牓示石とされる石。この荘園は厩戸皇子の所領に由
来するが、他にも播磨国はヤマト王権が開発した土地が多
く、山陽道の他にも山陰地方との交通路や、瀬戸内海交通
の要衝も多い。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究は、地域社会に残る地名や地形の検討を通して、失われつつある歴史的景観を記録し、その
意義を再検討するものでもある。現代社会に必要な地域社会の活性化や、他地域との連携にもつなが
るといえる。この研究をもとに、地域社会の歴史的な魅力を再発見し、観光や地域からの発信などに
もつなげていくことが可能であると考える。

知的財産・論文・学会発表など
　宮川麻紀　「律令国家の市支配」（『ヒストリア』224 号、2011 年）
　宮川麻紀　「日本古代の交易拠点」（第 40 回古代史サマーセミナー報告、2012 年）
　宮川麻紀　「日本古代における交易圏の形成と展開」（『帝京史学』33 号、2018 年）

キーワード：地域史、交易拠点、市、ミヤケ

日本古代における交易拠点の開発

キーワード：地域史、交易拠点、市、ミヤケキーワード：地域史、交易拠点、市、ミヤケ

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

日本古代における交易拠点の開発

文学部 史学科 准教授

宮川 麻紀
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2622/67 
連絡先：

TEL：042-678-3428 E-mail：maki.miya@main.teikyo-u.ac.jp

MIYAKAWA, Maki

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学文学部・史学科　准教授

宮川　麻紀 MIYAKAWA,  Maki

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2622/67 

人文科学

八王子キャンパス
キーワード：地域史、交易拠点、市、ミヤケキーワード：地域史、交易拠点、市、ミヤケ

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

日本古代における交易拠点の開発

文学部 史学科 准教授

宮川 麻紀
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2622/67 
連絡先：

TEL：042-678-3428 E-mail：maki.miya@main.teikyo-u.ac.jp

MIYAKAWA, Maki

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学
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キーワード：士族、近代化、東方正教、東北、ロシア、地方知行

東方正教受容の士族層と
地域の「近代化」についての研究

研究の概要
　明治初期の東北地方における東方正教（ハリストス正教会）の
地域的展開と、その担い手としての士族層に着目した研究を進め
ている。正教を受容した士族層の多くは、藩政期には地方知行制
のもと村落社会に拠点を持ち、支配層・指導層として存在してきた。
①藩政期の地方知行制、②戊辰戦争の敗北、③東方正教の広範な
受容、④東方正教を介したロシアとの文化接触、といった特質を
共有する地域、主に奥羽山脈以東の東北地方において、東方正教
はどのような可能性を開き、士族層はどのような「近代」を志向し、
そして地域社会はどう変容したのか、引き続き明らかにしていく。

●写真（上）
「北鹿ハリストス正教会曲田生神女福音会堂」（2017 年 8 月撮影）

秋田県大館市にある、明治 25（1892）年に建てられた東方正教の会堂。
イコン画家山下りんのイコンが納められている。

●写真（下）
『家翁録』（個人蔵）
• 仙台の士族で東方正教の最初期からの信徒であったイオアン涌谷繁による

明治 11（1878）年～ 12（1879）年の日記。
• 仙台における教会活動の実態とともに、士族の結社や演説会、病院設立な

どの動向が詳細に記されている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　実学や産業界への直接的なつながりは少ないが、研究対象地域に複数回にわたり足を運び、地域に残る
資史料の掘り起こしや解読を行なっていくという研究手法は、結果的にその地域の特質や産業展開の歴史
的背景を明らかにし、またその地域社会で生きてきた人々の暮らしの総体にスポットを当てることになる。
このような調査・研究を通じて、住民の方々に資史料の内容やその価値を分かりやすい形で提示できると
ともに、歴史との結びつきのなかから、地域社会のアイデンティティの創出や新たな価値の発見を喚起す
ることができる。

知的財産・論文・学会発表など
著書
　『東方正教の地域的展開と移行期の人間像北東北における時代変容意識』清文堂出版 2014 年
国際学会発表
　“The local kyūjinretainer class in Morioka and Christianity : seen through the loss and recovery of 
samurai status”, David HOWELL, KanakoKITAHARA, HirotakaSUZUKI, Sumire YAMASHITA, “Reconsidering 
Japanese modernisationfrom the Hokuōregion—Christ and the samurai: dimensions of their interaction”, 
Japanese Studies Association of Australia Conference 2017

キーワード：士族、近代化、東方正教、東北、ロシア、地方知行

地域の「近代化」についての研究

キーワード： 士族・近代化・東方正教・東北・ロシア・地方知行キーワード： 士族・近代化・東方正教・東北・ロシア・地方知行

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

東方正教受容の士族層と
地域の「近代化」についての研究
文学部 史学科 准教授

山下 須美礼
URL：
連絡先：

TEL：042-690-8225 E-mail：yamashita.sumire@main.teikyo-u.ac.jp

YAMASHITA, Sumire

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学
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八王子キャンパス
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

東方正教受容の士族層と
地域の「近代化」についての研究
文学部 史学科 准教授

山下 須美礼
URL：
連絡先：

TEL：042-690-8225 E-mail：yamashita.sumire@main.teikyo-u.ac.jp

YAMASHITA, Sumire

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学
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キーワード：18 世紀、ドイツ、宗教論、想像力

フリードリヒ・ヘルダーリンの宗教論

研究の概要
　現在私は，18 世紀ドイツの詩人フリードリヒ・ヘルダーリン（1770-
1843）の宗教論について研究を行っている。ヘルダーリンは神とは非人
格的な存在であり，人間と世界との超越論的な関係性にほかならない
と規定している。この関係性は一面的な合理主義では把握できない繊
細で無限な性質を持ち，悟性と感性を綜合する詩的イメージによって
のみ表象され得るとされる。
　ヘルダーリンの宗教論は，伝統的制度から解放された個人的な宗教を
構想する点において，非常に近代的なものである。しかし他方でそれは，
近代の機能的に分化した社会においてバラバラになった諸個人の間に
調和的な統一を打ち立てようとする強い志向も持っている。断片的論
考「宗教について」によれば，共同体の各人は想像力の働きによって，
世界と人間との超越論的な関係性を己自身の神の像として己自身のや
り方で詩的に表象するが、それらの互いに異なる神のイメージは調和
的に対立しつつ、一つの共同的な神のイメージへ綜合されるという。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　90 年代以来のグローバル化により，現代世界においては人材，情報，文化，価値観が国境を越え
て移動するようになった。日本政府は最近外国人労働者の受け入れ拡大へと政策方針を大きく転換し
たが，これからの日本人は文化や宗教の背景が異なる多くの外国人を日本社会へ受け入れ，豊かな共
感力・コミュニケーション力を通じて外国人と共生していかなければならないだろう。個人の多様性
と共同体の融合という両極の弁証法的な綜合を主張するヘルダーリンの宗教・神話論は，多文化共生
の社会モデルを構想する上で，大きなヒントを提供するだろう。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり，最新の研究成果）
　Der unendliche Gott und das fremde Gleichnis.  Zur Rolle der Analogie in Hölderlins  
Mythologiekonzeption im Kontext des 18. Jahrhunderts. Neue Beiträge zur Germanistik. Nr. 157. Hrsg. 
von der Japanischen Gesellschaft für Germanistik. (iudicium) pp. 61-82.(2018 年 12 月中に出版予定）
学会発表（最近の研究成果）
　シンポジウム「詩と哲学の饗宴―1800 年前後における綜合的思考の生成―」での研究発表「ヘルダーリ
ンの宗教論における『想像力』の役割について」日本独文学会春季研究発表会（早稲田大学）2018 年 5
月 27 日

キーワード：18 世紀、ドイツ、宗教論、想像力

フリードリヒ・ヘルダーリンの宗教論

1 3

年代以来のグローバル化により，現代世界においては人材，情報，文化，価値観が国境を越えて移動する
ようになった。日本政府は最近外国人労働者の受け入れ拡大へと政策方針を大きく転換したが，これからの
日本人は文化や宗教の背景が異なる多くの外国人を日本社会へ受け入れ，豊かな共感力・コミュニケーショ
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証法的な綜合を主張するヘルダーリンの宗教・神話論は，多文化共生の社会モデルを構想する上で，大きな
ヒントを提供するだろう。
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OTA, Koji

1800
2018 5 27

外国語学部・外国語学科　ドイツ語コース　准教授

大田　浩司 OTA, Koji
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人文科学

八王子キャンパス
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キーワード：意味論、認知言語学、日英語比較、語彙論、語用論、言語哲学

意味論、認知言語学、日英語比較

研究の概要
意味論・認知言語学・日英語比較とその応用
　言語を科学的に理解することへの関心から、意味論・認知言語学を中心に、
理論言語学の研究をしてきました。同時に、言語学的知見を言語教育などに応
用する可能性を追究してきました。意味論は、研究を始めたころから大きなパ
ラダイム・シフトが起こり、初期には生成文法的な意味論を探求した時期もあ
りましたが、とくに、英語と日本語を中心に、言語の違いへの関心から、抽象
的過ぎるミニマリズム文法ではなく、言語構造の違いの基底にある認知構造の
言語（語彙・文法・用法など）への反映の仕方を探究してきました。また、実
用的な見地から、英語と日本語の認知言語学的な視点に立った比較、両言語の
差異の外国語教育への応用、言語の違いを理解した上での合理性とは何か、と
いったことを追究しています。また、意味論と語用論の関係に関しても整理し
ているところです。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　言語の理論的な理解や体系化は、様々な分野に応用が利くものと思います。言語活動の大きな部分は意
味理解と構成にあると考えると、意味や認知構造に基づいて言語を理解する認知言語学的パラダイムには
大きな可能性があります。応用の見えやすい領域としては、まず、言語教育への応用があります。言語によっ
て、捉え方、表し方の違いをまとめることが、外語に対する柔軟な理解の基礎を作るものと考えます。第
二に、今後、翻訳や人工知能などへの応用が一層盛んになっていくものと考えることができると思います。

知的財産・論文・学会発表など
• 「「反対語・反義語」の諸相」、　2015、 『帝京大学外国語外国文化』 　第 8 号
• 「言語学とクリティカル・シンキング−誤謬論を中心に」、2012、『帝京大学総合教育センター論集』　第 3 号
• 「語学教育における e-learning の位置づけについての緒論」、2011、『情報処理センター年報』　第 13 巻
• 「基礎力強化英語教育の中核的要素について」、2010、『帝京大学総合教育センター論集』　創刊号
• 「意味論・認知言語学と言語教育」、2007、『帝京米英言語文化 』　第 38 号
• 『講座・認知言語学 第１巻　認知言語学への招待』（共著）、2003、大修館書店
• ウンゲラー，シュミット『認知言語学入門』（共訳）、1998、大修館書店
• A Guide to IPA Lexicon of Basic Japanese Nouns  From a Combinatorial Point of View（共著）、1997、

情報処理振興事業協会
• “Toward a Natural Theory of Quantifier Interpretation”, 1992,  Proceedings of the Tokyo Linguistic 

Forum 5th Conference 

外国語学部・外国語学科　教授

塩谷　英一郎 SHIOYA, Eiichiro 人文科学

八王子キャンパスキーワード： 意味論、認知言語学、日英語比較、語彙論、
語用論、言語哲学

キーワード： 意味論、認知言語学、日英語比較、語彙論、
語用論、言語哲学

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

意味論、認知言語学、日英語比較

外国語学部 外国語学科 教授

塩谷英一郎
URL：
連絡先：

TEL： E-mail： eshioya@main.teikyo-u.ac.jp 

SHIOYA, Eiichiro

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

写真不可
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キーワード：派生、日本英語、国際英語、母語話者の英語

形態論、語彙論、国際英語、英語教育

研究の概要
　英語は西洋古典語 ( ギリシア語およびラテン語 ) 起源の派生形態論を必ずしも古典語の規範に合わせて行っ
てはいません。英語のそれは古典語本来の規範に照らせば「誤用」かもしれませんが、英語の立場からする
と十分に筋の通ったものです。これは「日本英語」に何を示唆するのでしょうか。従前の我が国の英語教育
では例えば次の左側のような名詞句ないし複合名詞は醜い「和製英語」とされ、嘲笑と指弾の対象でした ( 右
側は規範とされてきた形 ):

      classic guitar / classical guitar
      ice coffee / iced coffee
      love comedy / romantic comedy

　左側の形はそれほどの「誤用」でしょうか。classical guitar について言えば、classical という語自体が古典
ラテン語に照らせば「おかしい」のです。英語文化の政治的・経済的な力により、現代ではそれが問題とさ
れないだけのことなのです。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　次のような研究は「実学」へつながるかもしれません :　
　私は「日本英語 / 国際英語」というものを真剣に考える立場ですが、「本質的で後々まで役に立つから」
という配慮により母語話者の英語しか認めるべきでない場合は発音のみならず、語彙にも文法にも意外に
多いように思われます :
1		「ベビーカー」は *baby	car ではない
　英語の car は車ではない。自力で動くように見える箱である。このことを教わる / 教えるのは次のよう
な例の理解のためにも重要である :
　　cable car
　　elevator car
2		「リフォーム ( する )」は reformではない
　英語の reform の対象は家一軒などではなく、途方もなく大きな社会システムなのである。この含意は
複合名詞や派生名詞でも一貫している :
　　welfare reform
　　the Reformation

知的財産・論文・学会発表など
論文：（2015）「英語における古典語の派生形態論の土着化」 『帝京大学外国語外国文化』 第 8 号 .
学会発表：（2008）「中核校における PowerPoint を使った自前の基礎英文法教材作成」 

平成 20 年度教育改革 IT 戦略大会 .

キーワード：派生、日本英語、国際英語、母語話者の英語

形態論、語彙論、国際英語、英語教育

キーワード： 派生、日本英語、国際英語、母語話者の英語キーワード： 派生、日本英語、国際英語、母語話者の英語

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

形態論、語彙論、国際英語、英語教育

外国語学部 外国語学科 講師

中村 浩一郎
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/157/27
連絡先：

TEL： 042-678-3532 E-mail： coitilo429@gmail.com

NAKAMURA, Koichiro

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

外国語学部・外国語学科　講師

中村　浩一郎 NAKAMURA, Koichiro

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/157/27

人文科学

八王子キャンパス
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キーワード：近代朝鮮、学歴主義、官吏任用制度、生活史

近代朝鮮における学歴主義

研究の概要
　現代韓国を理解するために、かならず挙げられる
キーワードのひとつが「学歴主義」である。この学歴
主義が韓国の地でいかに誕生し、根付いていったのか
を、歴史学的アプローチによって解明していくことを
目指して研究を進めている。
　そのために大きく二つの側面から接近をしている。
　一つは、19 世紀末に近代的な制度が朝鮮半島に導
入されていく中で、学校制度と官吏任用制度がどのよ
うに結び付けられたのかを解明する制度史的側面であ
る。学校卒業という資格が、就職に結びつくことによっ
て、学歴主義が誕生する契機になったと考えられるた
めである。
　もう一つは、成立した制度の中で、朝鮮人学生がい
かに学び、いかに生活をしていたのかという生活史的
側面である。制度が完成しても、その制度に積極的に
参加する人々がいなければ、学歴主義は浸透しない。
学歴主義への参与度合い、あるいは浸透具合を確認す
るためには、児童生徒はもちろん、教員を含めた学校
を取り巻く人々の生活を知ることが必要となる。その
ためには、官公庁が作成した様々な資料やマスコミが
発行する新聞や雑誌に加え、日記や回顧録などの個人
史資料はとても重要な情報をもたらしてくれる。

学術論文
・原智弘「朝鮮における科挙廃止後の官吏任用制度」『帝京大学外国語外国文学論集』25、2019
・原智弘「ある朝鮮人生徒の日常−日記資料（1930 年）を中心に−」
　須川英徳編著『韓国・朝鮮史への新たな視座−歴史・社会・言説』勉誠出版、2017
・하라 토모히로「재조일본인 교원의 조선체험−어느 사범학교교원의 사례」『한국사연구』153、2011

シンポジウム発表
・하라 토모히로「소년의 번민 , 청년의 고뇌−초기 한국근대교육의 한 측면−」
　水原大学校・旭川大学・帝京大学　日韓国際シンポジウム（於：韓国　水原大学校　2018 年 9 月17 日）

外国語学部・外国語学科　教授

原　智弘 HARA, Tomohiro

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1800/27 

人文科学

八王子キャンパス

写真：1930 年代朝鮮人学生の日記の一部

キーワード： 近代朝鮮、学歴主義、官吏任用制度、生活史キーワード： 近代朝鮮、学歴主義、官吏任用制度、生活史

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

近代朝鮮における学歴主義
外国語学部 外国語学科 准教授

原 智弘
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1800/27 
連絡先： 知的財産センター

TEL：03-3964-1984 E-mail：tttc@med.teikyo-u.ac.jp 

HARA, Tomohiro

八王子キャンパス

学術論文

하라 토모히로 재조일본인 교원의 조선체험 어느 사범학교교원의 사례 한국사연구

シンポジウム発表
하라 토모히로 소년의 번민 청년의 고뇌 초기한국근대교육의 한 측면

（写真）
人文科学

写真
不可
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キーワード：インクルーシブ教育、多文化状況、異文化間関係、二言語主義、統合

スペイン・バレンシア市と周辺における
学校の多文化状況とインクルーシブ教育への模索

研究の概要
　本研究では、学校の中で多文化状況に直面せざるを得ない現代の教育現場の現状を示
すものであり、スペイン国バレンシア市での現地調査により判明したバレンシア市とそ
の周辺の学校が抱える困難と問題点を提示する。特に外国人生徒の受け入れ、就学や教

育状況に関して現状を調査し、問題点を抽出
することに目標を置く。各学校においては、
生徒集団のニーズに応じるためのさまざまな
方策がみられる。教育当局等から提供される
リソースはどの様に用いられるのか、また教
師集団、NGO や父母会といった社会的エー
ジェントが果たす役割に注視して研究する。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　グローバル化が急激に進む現在、国境を越えた人種移動と異民族間の交流は国際社
会が直面する現実である。日本においても例外ではない。自国民への公共サービスを
維持、保障するためにも、外国人労働者の受け入れは喫緊の課題となっている。そし
て外国人労働者の子女たちには、整備された環境下で学校教育を受けさせなければな
らない。外国人子女を日本社会に順応させるため、まず日本語教育を施す環境を整え
る必要がある。また、多文化教室においては文化、習慣の相違からくる様々な軋轢が
発生し、日本もこれら諸問題に対処することが要求される。
　スペイン国バレンシアは移民の多い地方である。外国人児童生徒を多く抱えるバレ
ンシアの複数の公共学校を現地調査し、その実態を把握するとともに、これら公共学
校が外国人児童生徒順応のためどういう方策を採っているかを明らかにする。バレン
シアでの現況を参考にし、日本における外国人児童生徒教育の場での不登校、社会へ
の不順応、文化的衝突さらには人種差別等の発生を防止し、これら諸問題解決の端緒
を探求することを目途する。

キーワード：インクルーシブ教育、多文化状況、異文化間関係、二言語主義、統合

学校の多文化状況とインクルーシブ教育への模索

キーワード： インクルーシブ教育、多文化状況、異文化間関係、
二言語主義、統合

キーワード： インクルーシブ教育、多文化状況、異文化間関係、
二言語主義、統合

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

スペイン・バレンシア市と周辺における
学校の多文化状況とインクルーシブ教育への模索

外国語学部 外国語学科 スペイン語コース 講師

プラナス ナバロ イネス

連絡先：

TEL：042-678-3431 E-mail：ines@oalgo.com

PLANAS NAVARRO, Inés
八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

外国語学部・外国語学科　スペイン語コース　講師

プラナス  ナバロ  イネス PLANAS NAVARRO, Inés 人文科学

八王子キャンパス

キーワード： インクルーシブ教育、多文化状況、異文化間関係、
二言語主義、統合

キーワード： インクルーシブ教育、多文化状況、異文化間関係、
二言語主義、統合

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

スペイン・バレンシア市と周辺における
学校の多文化状況とインクルーシブ教育への模索

外国語学部 外国語学科 スペイン語コース 講師

プラナス ナバロ イネス

連絡先：

TEL：042-678-3431 E-mail：ines@oalgo.com

PLANAS NAVARRO, Inés
八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学
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キーワード：鍼灸思想、養生学、健康、生活こそ医学

中国道教と医学の鍼灸思想・養生学思想

研究の概要
　六朝から唐代の主要道教文献と中国医学のバイブ
ルである『黄帝内経』系統及び鍼灸文献系統を合わ
せて研究し、道教と医学の流れと思想を歴史的かつ
体系的に把握する。同時に、道教と医学の養生学に
重点を置いて研究を行っている。現時点では、“ 以身
証道 ” の考えのもと、授業と研究の傍ら、養生学の
術が社会の役に立つように、実生活で一般の人でも
実践しやすい部分を取り出して、講演や勉強会の主
催などを通じて古来の養生思想、養生術を伝えるこ
とにも力を入れている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　中国道教と医学の養生学思想は中国文化の精華一つである。高齢社会が抱えている様々
な健康問題、現代人の 70% が該当する「亜健康」問題は、人間の生活の質を下げてしまう。
養生学思想は最も日常生活に近い実用的な自然哲学であり、衣・食・住・行即ち生活習慣の
最高の教科書として、現代社会の健康問題を解決するのに必要不可欠である。養生学思想を
広めて、“ 日々の生活こそ医学である ”“ 自分の手で自分の健康を作る ” といった考え方と、
数千年の歴史を持つ長生不老術を一緒に広めたいと考えている。（亜健康：病気ではないが
いつも元気がなかったり、体の具合が悪い。）

知的財産・論文・学会発表など
著書：
　『東洋医学思想研究　−鍼灸思想の伝承と現代人の養生−』2015 年 12 月　文眞堂
論文：
　「灸療法における < 八木の火 > 避忌」2011 年 02 月｜『陰陽五行のサイエンス　思想編』

（京都大学人文科学研究所発行）
　「从杨玄操文的片段看明堂经在唐代的流传情况」 2008 年 09 月｜『東方学報』第 83 冊　ほか

キーワード：鍼灸思想、養生学、健康、生活こそ医学

中国道教と医学の鍼灸思想・養生学思想

キーワード： 鍼灸思想、養生学、健康、生活こそ医学キーワード： 鍼灸思想、養生学、健康、生活こそ医学

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

中国道教と医学の鍼灸思想・養生学思想

外国語学部 外国語学科 准教授

閻 淑珍
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2042/27 

連絡先： TEL：042-670-3593 E-mail： y_sz7799@yahoo.co.jp 

YAN, Shuzhen

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

杨 经 传

人文科学

研究イメージ

研究の概要

外国語学部・外国語学科　准教授

閻　淑珍 YAN,  Shuzhen

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2042/27 

人文科学

八王子キャンパス

研究イメージ
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キーワード：日本古代史、神祇祭祀、社会科教育論

・日本古代の神祇祭祀を中心とした社会構造の研究
・現代の社会的課題に対応した社会科教育の研究

研究の概要
① 日本列島における古代国家はいかなる社会の中から立ち現れてくるのかという問題関心の下に、それ

を主に神祇祭祀や貴族集団の形成という対象から研究をしている。特に延喜式をはじめとする平安時
代の儀式書を中心とした分析を行っているが、ここには今日の日本列島における文化的基礎ともいえ
る様々な事柄が記されており、その意味で非常に人文学的汎用性をもつ研究であると考えられる。

② 歴史学から得られる知見は、現代の社会をみる際にも有効性を持つものでなければならない。したがっ
て、それは大学や大学院における専門分野の研究者を養成するための教育だけではなく、高等学校ま
での普通教育段階においても実現される必要がある。そういった見地から、中等教育段階において、
地理や歴史といった科目の学習とはいかなる方法でおこなわれるべきであるかを研究している。

　　（集英社　『訳注日本史料　延喜式』　全 3 巻）　　　　　　　　　  　（同初　下巻所収　巻三十六　東宮坊）

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　平安中期に成立した延喜式という書物は、日本古代における百科事典ともいえるものであり、宮中
の服装、神社の祭祀から諸国の物産、漢方薬の種類などにいたるまで、およそ日本文化の基層にかか
わる事項が記されている。グローバル化する社会において、自分自身を見つめ直すとともに、外国の
人々と交流する際にも、日本を紹介するための基礎的データを提供するものでもある。いま、国立歴
史民俗博物館では、この書物の英語への翻訳作業が進められているが、こうした典籍から得られる知
識は観光資源の開発という面からも、また、教養人同士の会話の際にも、非常に役立つものとなろう。

知的財産・論文・学会発表など
単著　野口剛　『古代貴族社会の結集原理』,　2016 年 10 月 ,　全 262 頁 ,　同成社。
共著　虎尾俊哉編　『訳注日本史料　延喜式』上巻 ,　2000 年 5 月 ,　全 1139 頁 ,　集英社。
　　　虎尾俊哉編　『訳注日本史料　延喜式』下巻 ,　2017 年 12 月 ,　全 1482 頁 ,　集英社。
論文　野口剛　「歴史の学びの原初的形態へ」,　『歴史評論』749 号、　2012 年 9 月 ,　校倉書房。

キーワード：日本古代史、神祇祭祀、社会科教育論

・

URL

TEL 042-690-8212 E-mail tnoguchi@main.teikyo-u.ac.jp

NOGUCHI, Takeshi教育学部・教育文化学科　教授

野口　剛 NOGUCHI, Takeshi 人文科学

八王子キャンパス
URL

TEL 042-690-8212 E-mail tnoguchi@main.teikyo-u.ac.jp

NOGUCHI, Takeshi
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キーワード：副詞的修飾成分、中間言語、学習者、母語話者

現代日本語の副詞的修飾成分の学習

研究の概要

　副詞的修飾成分とは、品詞としての副詞だけでなく、述語成分（VP と AP）および他

の副詞的修飾成分を修飾する構成要素も指す。

　（１）中国語母語話者の日本語学習者が産出した副詞的修飾成分の中間言語

　（２）日本語母語話者の副詞的修飾成分

　（３）両者の比較からうかがえる相違点

　以上を調査・分析し、日本語母語話者および日本語学習者の「副詞的修飾成分」の中

間言語（誤用及び正用を含む）の使用実態を明らかにした。また、日本語学習者が使用

している教科書における副詞的修飾成分に関する使用上の問題点及び課題を明らかにし

た。その後、日本語教科書における副詞的修飾成分の語彙・用例の選定・導入順序につ

いて検討した。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　日本語教育現場における日本語学習者をはじめとする副詞的修飾成分の学習問題お
よびその指導方法の改善につながるだろうと思う。さらに、第二言語としての日本語
習得の実証研究にも貢献することが可能であろう。

知的財産・論文・学会発表など
論　　文　「様態の副詞的修飾成分の学習難易度」、林春、関西学院大学大学院言語コ
　　　　　ミュニケーション文化学会『言語コミュニケーション』第 12 号、pp.77-
　　　　　99、2015 年
学会発表　「中国人日本語学習者と母語話者の頻度の副詞的修飾成分の使用実態」、
　　　　　林春、第九回日本語 / 日本語教育研究会第９回大会、2017 年

キーワード：副詞的修飾成分、中間言語、学習者、母語話者

現代日本語の副詞的修飾成分の学習
理工学部・総合基礎科目　講師

林　春 LIN，Chun

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3088/69

人文科学

宇都宮キャンパス
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キーワード：バラッド、詩、アイルランド文化、英語教育

アイルランドの詩・歌・バラッド文化に
関する研究

研究の概要
　現在、「バラッド」が、20 世紀まで主要なメディアであった印刷出版を
通じて、教育や社会、政治、娯楽文化とどのように関わってきたかについ
て、特にアイルランドのバラッドに焦点を当てて研究をしています。「バ
ラッド」とは、中世以来ヨーロッパ各地で歌い継がれてきた物語歌のこと。
歌い手は、民衆や吟遊詩人で、内容は民衆が関心を持った出来事が中心と
なっているため、いわゆる歴史書では語られることのない人々の生活や感
情、事件、娯楽の情報で溢れています。
　また、アイルランドはもともとゲール語文化の国でしたので、現在のように
ほぼ英語圏と変わらない文化を形成するまでに、他のヨーロッパ諸国とは違
う独特な過程を経て現在にいたっています。そしてバラッドは英語習得とい
う教育面でも大切な役割を果たしていました。また、イギリスの植民地であっ
た貧しい時代には、多くの移民がアメリカやカナダ、オーストラリアなどに
渡り、その文化を伝播していきました。この移動による文化融合のダイナミ
ズムは現代へと脈々と受け継がれています。
　国際化する現代社会において、バラッド文化を分析検証することは、国
際理解教育に繋がるとともに、現代の文化・教育・社会・メディアの相関
関係を分析検証するのに重要な視点を提供してくれると考えています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
・ 現在、「日本バラッド協会」の副会長として、日本及び世界各地のバラッド研究者及び愛好家たちとのネット

ワーク形成の機会の提供に努めています。翻訳活動においては、ホームページ「英国バラッド詩アーカイブ」
を運営し、141 名の詩人のバラッド詩作品 749 編の日本語訳を製作中。現在は 131 篇の日本語訳を公開中。

・ 英語教育においては、流暢さを身につけるための多読や、リズムや音の感覚を養う音読やシャドウイング、
論理的な英文を書くためのパラグラフ・ライティング、英語によるプレゼンテーションのスキル、映画を使っ
たチャンク習得など、英語運用能力獲得のための様々なストラテジーを実践・指導しています。

知的財産・論文・学会発表など
〈論文〉  三木菜緒美 : 18 世紀アイルランドの印刷と教育、そして大衆文学の中のバラッド文化 , 帝京大学
福岡医療技術学部紀要 (13) 85-116, 2018 年 .
〈翻訳〉  山中光義監修 , バラッド研究会翻訳 :『全訳　チャイルド・バラッド』全３巻 , 音羽書房鶴見書店 , 
2005-06 年 .
〈学会発表	1〉  三木菜緒美 : Jack B. Yeats の A Broadside, シンポジウム「バラッド文化の継承とその可能性」, 
日本英文学会九州  支部第７１回大会 , 九州女子大学 , 2018 年 10 月 20-21 日 .
〈学会発表	2〉		Naomi Miki: ‘Louis MacNeice: The Musical Journalist’, Symposium “Poetry and Music”, IASIL 
Japan  The 32nd International Conference, Prefectural University of Hiroshima, Japan, 3-4 Oct. 2015. 
〈市民講座〉  講師：三木菜緒美「英語で顔痩せ !? ～英語の発音と練習法」, 大牟田市生涯学習まちづくり
推進本部　みんなのマナビ舎～市民大学講座～ , 2016 年 11 月 26 日 .

キーワード：バラッド、詩、アイルランド文化、英語教育
キーワード： バラッド、詩、アイルランド文化、英語教育キーワード： バラッド、詩、アイルランド文化、英語教育

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

アイルランドの詩・歌・バラッド文化に関する研究

福岡医療技術学部 作業療法学科 准教授

三木 菜緒美
URL： https://www.j-ballad.com
連絡先：

TEL：0944-57-8333 (Ex.5537) E-mail： nmiki@fmt.teikyo-u.ac.jp

MIKI, Naomi

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

19世紀、ブロードサイド・バラッド
と呼ばれる「印刷されたバラッド」
を売り歩く女性の様子
（イラストはジャック・B・イェイツに
よる）

福岡医療技術学部・作業療法学科　准教授

三木　菜緒美 MIKI, Naomi

URL：https://www.j-ballad.com 

人文科学

福岡キャンパス

19 世紀、ブロードサイド・バラッ
ドと呼ばれる「印刷されたバラッ
ド」を売り歩く女性の様子
(Jack B. Yeats, ‘A Broadside’, No.9. 
Cuala Press, Feb. 1910)

キーワード： バラッド、詩、アイルランド文化、英語教育キーワード： バラッド、詩、アイルランド文化、英語教育
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実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

アイルランドの詩・歌・バラッド文化に関する研究

福岡医療技術学部 作業療法学科 准教授

三木 菜緒美
URL： https://www.j-ballad.com
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（イラストはジャック・B・イェイツに
よる）
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キーワード：万葉集、古代和歌の様式、呪性と信仰、神話学

古代和歌（主に万葉集）の研究

研究の概要
　「近江の海　夕波千鳥　汝（な）が鳴けば　心もしのに　いにしへ思ほゆ」（柿本人麻呂・万葉集巻三
266 番歌）
　夕刻、琵琶湖の水際で千鳥が鳴いている。その声を聞くと私も心しおれて、過ぎし世がしのばれる。
672 年の内乱で滅亡した近江大津宮の人々を偲ぶ歌です。作者はいつ、どのような意図でこの歌を制作
したのか。細部にこだわれば、千鳥は飛んでいるのか、歩いているのか。こうした、万葉集を中心とし
た古代和歌の成立や表現、様式について研究し
ています。和歌（5・7 の音数律を基調とする日
本の歌）、特に短歌は７世紀の初頭に成立し、今
日までわが国の文芸の中心に位置してきました。
私たちのものの見方もその影響を受けて成立し
ています。たとえば、秋は、わが国の古称「大
倭豊秋津島」に見るとおり、豊饒の季節を含意
していました。それがなぜ悲しい季節と感じさ
せるようになったのか――古代和歌を学ぶこと
は私たちの感受性の成りたちについて知ること
にもつながります。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　古典文学の研究がそのまま実学やビジネスにつながるわけではありませんが、古典を学ぶことで、物
事をさまざまな視点から、幅広く知ることができます。また、私たち自身の考え方をかえりみることにも
つながります。
　たとえば、私たちは神社を拝礼し祈願をしても、神について特に深く考えることはありません。では、
日本の神とは何か。単純化していえば、古く、神は自然（の生命力）そのものでした。やがて、神が人の
姿をとるようになり、山の麓の神社に降臨、鎮座するようになります。さらに時を経て、自然は美の対象
ともなります。それはなぜ、どのようにして――こうしたことを考えることは日本の歴史や文化そのものを
問うことになるはずです。つまり、私たち自身を知ることになるのです。

知的財産・論文・学会発表など
論文（単著・査読付）：	「柿本人麻呂『吉野讃歌』の構想―第一歌群から第二歌群への展開―」『国文

学研究』第 180 集（2016.10）　早稲田国文学会 ( 早稲田大学）など
学会での活動：	上 代 文 学 会　 理 事（1995 ～ 現 在 に 至 る ）、 早 稲 田 国 文 学 会　 理 事（2003.4 ～

2006.3）、早稲田国文学会　編集委員（1997.3 ～ 2001.2、2009.3 ～ 2013.2）

キーワード：万葉集、古代和歌の様式、呪性と信仰、神話学
キーワード： 万葉集・古代和歌の様式・呪性と信仰・神話学キーワード： 万葉集・古代和歌の様式・呪性と信仰・神話学

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

古代和歌（主に万葉集）の研究
帝京大学短期大学 人間文化学科 教授

木村 康平
ＵＲＬ：http://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/junior_college/teacher.html
連絡先：〒192-0395 東京都八王子市大塚359番地

TEL：042-678-3277 E-mail：kkimura@main.teikyo-u.ac.jp

KIMURA.Kohei

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

人文科学帝京大学短期大学　人間文化学科　教授

木村　康平 KIMURA.Kohei

URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/junior_college/teacher.html

人文科学

八王子キャンパスキーワード： 万葉集・古代和歌の様式・呪性と信仰・神話学キーワード： 万葉集・古代和歌の様式・呪性と信仰・神話学

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

古代和歌（主に万葉集）の研究
帝京大学短期大学 人間文化学科 教授

木村 康平
ＵＲＬ：http://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/junior_college/teacher.html
連絡先：〒192-0395 東京都八王子市大塚359番地

TEL：042-678-3277 E-mail：kkimura@main.teikyo-u.ac.jp

KIMURA.Kohei

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

人文科学
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キーワード：彝族、歴史、アイデンティティ、文化適応、ものがたり

彝族の歴史と西南中国の社会変容

研究の概要
　中国西南地域の地域史・民族史を、当該地域に住まう少数民族・彝（イ）族の動態を中心として研究している。
拡大する中華世界に包摂されていく過程で、彝族は自民族の伝統と中国文化を習合させ、強固な歴史意識を
アイデンティティの根幹として今日まで命脈を保ってきた。
　たとえ自民族の伝統をつなぐ文化要素――衣・食・住や、言語や文字――が変化しても、自らを支える物
語りとしての「歴史」を一貫して紡いできた彝族の営みは、歴史にアイデンティティを求める人間の普遍的
現象に通ずる一面を示している。また、今日「歴史」を物語る主体と方法論の相違により「彝族の歴史」が
複数並存している状況は、「歴史」が「記憶」や口述はじめ様々な素材を元に現代的な脈絡の中で組み直され
語られる実践であり、すぐれて現代的な営為であることを示している。
　彝族の「歴史」を巡る営為からは、人間の「歴史」及び「歴史学」全般に係る課題への理解とともに、今
日恣意的な目的のための安易な歴史の「利用」やある種の「偽史」が脚光を浴びる趨勢に対し、その背景へ
の批判と巻き込まれないよう抗う手がかりを見出すことができよう。

　写真：彝族の知識人であり司祭である「ピモ」　　　　　　　　  写真：中国様式で建てられた彝族豪族の墓

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　実学を「産業化に直結するもの」と捉える場合、本研究との関連は限定的である。但し、人間が自らを
人間たらしめ、人生の価値を高めるために学ぶ「実のある学び」として捉える場合、本研究を含め歴史研
究のもつ「情報源を吟味しその脈絡や性質を判断した上で、課題に対し推論・証明・検証を経て考える」
力を養うことは、自律した人間をつくる根幹を為すということができる。

知的財産・論文・学会発表など
論文：「イ族史叙述にみる「歴史」とその資源化」

塚田誠之（編）『民族文化資源とポリティクス　中国南部地域の分析から』風響社 pp431-458，
2016 年 03 月

報告：「資源化される歴史」に関するメモ」
　　　「イ族にみる〈歴史〉の構築とその素材」
　　　科研「中国周縁部における歴史の資源化に関する人類学的研究」・共同研究「資源化される「歴史」
　　　――中国南部諸民族の分析から」合同研究会，2017 年 10 月，於国立民族学博物館

キーワード：彝族、歴史、アイデンティティ、文化適応、ものがたり

彝族の歴史と西南中国の社会変容

キーワード： 彝族、歴史、アイデンティティ、文化適応、ものがたりキーワード： 彝族、歴史、アイデンティティ、文化適応、ものがたり

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

彝族の歴史と西南中国の社会変容

帝京大学短期大学 現代ビジネス学科 講師

野本 敬
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2065/41 
連絡先：

TEL：042-678-3968 E-mail： cuanwen1@main.teikyo-u.ac.jp 

NOMOTO, Takashi

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

帝京大学短期大学　現代ビジネス学科　講師

野本　敬 NOMOTO, Takashi

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2065/41 

人文科学

八王子キャンパス
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キーワード：現象学、知覚、身体、世界経験

現象学における身体性・世界経験の研究

研究の概要
　現象学とは 20 世紀にドイツ・フランス圏を中心に広がった哲学運動であり、人間の主観性と世界経験のあ
り方を、「意識の体験記述」という方法によって探究していく学問である。とりわけ、ハイデガーやメルロポンティ
以降、現象学の研究は、人間の意識や主観性を孤立した「心的対象」として扱うのではなく、その背後にある
身体性や周囲の環境世界とのつながりにおいて研究する方向へと転換している。
　博士論文以来、筆者はとりわけ人間が知覚によって周囲世界を経験する際に、意識の背後において作動して
いる身体性が知覚経験にどのように関与しているのか、というテーマについて研究してきた。さしあたり、①身
体的な運動性が 3 次元的な空間の構成に重要な寄与をなしていること、②身体的な運動性が日常の生活世界
における意味形成（道具的な意味の形成）に不可欠の役割を果たしていること、などを確認することができた。
　さらに、筆者はこうした知見を「病気」や「障害」などの事例に適用することで、身体性と世界経験とのつな
がりを、より広範な視点から考察しようと努めている。この観点から見た場合、「病気」や「障害」とは、その
病因論的なアプローチとは別に、一種の「身体能力の変容」としてとらえることができ、それは世界経験全般
にも一定の変化・変容をもたらすことが想定される。つまり、病気や障害をもつ人々は、その身体性の変容によっ
て、私たちとはいわば「異なる世界」を生きている可能性が高い。そのような世界経験の変容のあり方について、
今後もさまざまな事例をもとにしながら、研究を続けていく予定である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　人間の意識やその背後にある心的現象、およびそれに相関した世界経験のあり方、といった人間存在に
関する基礎研究がメインであるが、上述のように、それを「病気」や「障害」の事例へと応用することが
可能である。その場合、それらを「健常者の世界経験の一種の変容」として捉えることが可能になる。こ
れは「病気」や「障害」についての現象学的観点から見た臨床研究につながるであろう。さしあたりは、
身体障害の事例が中心になるが、このアプローチは発達障害や認知症などの事例にも応用していくことが
可能であると思われる。

知的財産・論文・学会発表など
• 共著 宮原勇編 『ハイデガー『存在と時間』を学ぶ人のために』 第二部第 3 章「現存在と慮り ― フッサー

ルの主観性概念との対比において」　2012 年 12 月 10 日 | 世界思想社
• 「身体と病いの経験―病いの体験の現象学的考察」　2010 年 03 月 20 日 | 『帝京大学総合教育センター

論集』　Vol.1 帝京大学総合教育センター

キーワード：現象学、知覚、身体、世界経験

現象学における身体性・世界経験の研究

キーワード： 現象学、知覚、身体、世界経験キーワード： 現象学、知覚、身体、世界経験

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

・現象学における身体性の研究
・病気・障害による世界経験の変容に関する研究

学修・研究支援センター 准教授

宇多 浩
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/264/158 
連絡先：

TEL：042-678-3348 E-mail： uta@main.teikyo-u.ac.jp

UTA, Hiroshi

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

人文科学
学修・研究支援センター　准教授

宇多　浩 UTA, Hiroshi

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/264/158 

人文科学

八王子キャンパスキーワード： 現象学、知覚、身体、世界経験キーワード： 現象学、知覚、身体、世界経験

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

・現象学における身体性の研究
・病気・障害による世界経験の変容に関する研究

学修・研究支援センター 准教授

宇多 浩
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/264/158 
連絡先：

TEL：042-678-3348 E-mail： uta@main.teikyo-u.ac.jp

UTA, Hiroshi

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

人文科学
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キーワード：終末期医療、意思決定、アドバンスケアプランニング

患者と家族の終末期に関する希望を
実現するための倫理支援開発研究

研究の概要
　厚生労働省による、人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン改訂ならびに終末
期医療の意識調査実施を背景に、本研究では日本人の心情が Advance Care Planning（* 本研究班では話し合
いのプロセスにとどまらない文章化をめざす ACP）実施に及ぼす影響を調べた。私が関わってきた、京都大
学こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門プロジェクト「患者と家族の終末期に関する希望を実現
するための倫理支援開発研究」において、終末期に関する講習会に参加した 20 − 80 代の男女 1053 人を対
象に、延命措置の中止をめぐる ACP・事前指示書作成に向けての質問紙調査（2014 年 8 月―2015 年 3 月）
を行い、　① ACP の実施状況、② ACP の際の相談相手、きっかけ、③ ACP 実施への抵抗感等を探った。

＊統計分析には、SPSS v.24 を利用し、単純集計、クロス集計実施後、一元配置分散分析等を使用。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　高齢多死社会を迎えるわが国において、人生最期の意思決定支援について考えることは重要である。厚
労省の終末期医療ガイドライン改訂（2018 年 3 月）では自己決定を促進させる人生最期に向けてのケア
としての ACP の重要性が盛り込まれた。国民の意向に反する、過剰医療に伴う医療費負担の面でも検討
課題である。本調査においては日本人の心情から ACP を促進させるために、何が希望か、何がわかりに
くいかの原因を探り、今後国が推進する ACP の普及・啓発活動に貢献できるものと考える。

知的財産・論文・学会発表など（関係する最新の論文および国際学会発表等）
1． 冲永隆子「人生の終焉をどう支えるか―患者と家族の終末期を実現させるための ACP（事前ケア計画）

意識調査から―」『サイエンスとアートとして考える生と死のケア』エム・シー・ミューズ出版、2017 年、
85-100 頁。

2． Okinaga, Takako, Bioethics for Support on End-of-Life Care, XXI World Congress International 
Association History of Religion,22-29 August 2015,Erfurt University,Germany.

キーワード：終末期医療、意思決定、アドバンスケアプランニング

実現するための倫理支援開発研究

URL: https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/269/158

TEL 042-678-3496 E-mail takaoki@main.teikyo-u.ac.jp
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人文科学

八王子キャンパス
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キーワード：生きがい、幸福、癒し、多様性、自己実現、人間関係

幸福に生きるための方法についての研究
多様性の社会を生きるためのグローバルマインド育成

研究の概要
「幸福に生きるための方法」

人は完璧に幸福に生きることができる。
　そのための方法論と、人間の構造分析が、わたしの研究の中心です。
　帝京大学講義「宗教文化論」においては、TV 番組「水曜どうでしょう」を宗教学的・哲学的に分析しながら、
じっさいに幸福に生きるためのノウハウをシェアしています。
　幸福は個人的な次元でだけとらえられがちですが、社会生活や共同体の運営においても実現可能であり、
幸福な社会や共同体は、じつはもっとも効率的な社会・共同体であると考えられます。
　そのためには、多様な自己がそれぞれに自己実現しつつ、他者と深くコミュニケートし、互いを生かしあう
ための知と実践が必要です。
　単純な実利追求によるのではない、そこに生きるすべての存在があらゆる次元において幸福であるような
成熟した社会をめざすことで、内外・公私ともに充足した、ほんとうに豊かな暮らしを実現することが可能です。
　わたしは、そうした幸福度向上の実現に向けた思想的バックボーンの提供と、具体的な解決策の提示を
行うことができます。

写真：2017 年度　帝京大学八王子キャンパス文化祭
　　　「青舎祭」において、「水曜どうでしょう」
　　　ディレクター藤村忠寿氏（中）・同嬉野正道氏（右）
　　　を迎え幸福についてのトークショーを行う筒井（左）。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　生きがいや人間関係向上についてなど、「どのようにすれば幸福度を上げることができるか」にま
つわる講演会やワークショップを提供することができます。
　また、癒しや幸福度向上に関連するあらゆるプロジェクトに、コンサルタントとして参画すること
もできます。
　共同体や組織の有機的な運営についてのワークやコンサルティング、講演の提供も可能です。

　ひとりひとりの生きる力を養うという、真に実用的な知を提供します。

知的財産・論文・学会発表など
　博士論文　『ウィリアム・ジェイムズの思想 ―経験と超過の狭間で ―』

キーワード：生きがい、幸福、癒し、多様性、自己実現、人間関係

多様性の社会を生きるためのグローバルマインド育成

キーワード： 生きがい 幸福 癒し 多様性 自己実現 人間関係キーワード： 生きがい 幸福 癒し 多様性 自己実現 人間関係

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

幸福に生きるための方法についての研究
多様性の社会を生きるためのグローバルマインド育成

学修・研究支援センター 講師

筒井史緒
https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/733/158

TSUTSUI, Fumio

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

博士論文 『ウィリアム・ジェイムズの思想 ――経験と超過の狭間で ――』

人文科学

連絡先： 帝京大学知的財産センター

TEL： 03-3964-1984 E-mail： tttc@med.teikyo-u.ac.jp 

学修・研究支援センター　講師

筒井　史緒 TSUTSUI, Fumio
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

幸福に生きるための方法についての研究
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知的財産・論文・学会発表など
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人文科学

連絡先： 帝京大学知的財産センター
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キーワード：遺骨帰還、 戦没者慰霊、 戦後処理、 戦争の記憶

戦没者遺骨帰還問題の史的研究

研究の概要
1. アジア・太平洋戦争（1937-1945）における日本人戦没者は約 310 万人で、そのうち沖縄や硫黄島を含む「海

外戦没者」は約 240 万人とされる。これら海外戦没者の遺体・遺骨について戦後の日本政府は今日に至る
まで遺骨帰還（遺骨収集）事業を実施しているが、そのうち約半数の 112 万柱余りはなお現地に遺された
ままである。

2. 本研究は、おもに外交史的アプローチを用いて、この問題に関する日本と諸外国との関係に着目しながら、
政府の遺骨帰還事業が戦後いかに実施されてきたのかを明らかにし、なぜ今日なお多くの遺骨が遺される
状況に至ったのかについて検討することを目的とする。

3. 本研究により、戦後日本の戦没者慰霊や戦争責任、戦争の記憶をめぐる問題に新たな視座をもたらすとと
もに、民俗学や宗教学、社会学等との学際的な研究成果を得ることが期待される。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
• 戦没者の遺骨帰還事業をめぐっては、2016 年 4 月に「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」が成立し、

2024 年までが事業の「集中実施期間」に設定されたが、同法に基づいて設置された「戦没者遺骨収集
推進法に基づく指定法人に対する指導監督等に関する有識者会議」の構成員として様々な提言を行なう
など、本研究で得られた知見を実際の事業に還元している。

• また、日本国内においてもほとんど知られていないこの問題について、新聞やテレビ等のメディアを通
じて、解説や問題提起を行なっている。

知的財産・論文・学会発表など
著書：『海外戦没者の戦後史―遺骨帰還と慰霊』吉川弘文館、2014
論文： 「旧帝国圏における日本人戦没者の遺骨処理問題―『国の責務／責任』に関する歴史的考察」『戦争

社会学研究』第 2 巻、2018.6
論文：「冷戦下の慰霊と外交―1960 年代の墓参問題を中心に」『軍事史学』第 53 巻第 3 号、2017.12

キーワード：遺骨帰還、 戦没者慰霊、 戦後処理、 戦争の記憶

戦没者遺骨帰還問題の史的研究

1 アジア・太平洋戦争（1937 1945）における日本人戦没者は約310万人で、そのうち沖縄や硫黄島を含む
「海外戦没者」は約240万人とされる。これら海外戦没者の遺体・遺骨について戦後の日本政府は今日に
至るまで遺骨帰還（遺骨収集）事業を実施しているが、そのうち約半数の112万柱余りはなお現地に遺さ
れたままである。

2 本研究は、おもに外交史的アプローチを用いて、この問題に関する日本と諸外国との関係に着目しなが
ら、政府の遺骨帰還事業が戦後いかに実施されてきたのかを明らかにし、なぜ今日なお多くの遺骨が遺
される状況に至ったのかについて検討することを目的とする。

3 本研究により、戦後日本の戦没者慰霊や戦争責任、戦争の記憶をめぐる問題に新たな視座をもたらすと
ともに、民俗学や宗教学、社会学等との学際的な研究成果を得ることが期待される。

• 戦没者の遺骨帰還事業をめぐっては、2016年4月に「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」が成立し、
2024年までが事業の「集中実施期間」に設定されたが、同法に基づいて設置された「戦没者遺骨収集推進
法に基づく指定法人に対する指導監督等に関する有識者会議」の構成員として様々な提言を行なうなど、
本研究で得られた知見を実際の事業に還元している。

• また、日本国内においてもほとんど知られていないこの問題について、新聞やテレビ等のメディアを通じて、
解説や問題提起を行なっている。

URL
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/seido01/を参考に作成。

アジア・太平洋戦争の戦没者数と海外戦没者の遺骨数内訳（2018年6月現在）

戦没者数
 310万人（軍人・軍属：230万人）

 240万人（軍人・軍属：210万人）

海外戦没者の
遺骨数

日本国内へ送還済

（「遺骨収集（帰還）」事業による送還数）

未帰還

1 アジア・太平洋戦争（1937 1945）における日本人戦没者は約310万人で、そのうち沖縄や硫黄島を含む
「海外戦没者」は約240万人とされる。これら海外戦没者の遺体・遺骨について戦後の日本政府は今日に
至るまで遺骨帰還（遺骨収集）事業を実施しているが、そのうち約半数の112万柱余りはなお現地に遺さ
れたままである。

2 本研究は、おもに外交史的アプローチを用いて、この問題に関する日本と諸外国との関係に着目しなが
ら、政府の遺骨帰還事業が戦後いかに実施されてきたのかを明らかにし、なぜ今日なお多くの遺骨が遺
される状況に至ったのかについて検討することを目的とする。

3 本研究により、戦後日本の戦没者慰霊や戦争責任、戦争の記憶をめぐる問題に新たな視座をもたらすと
ともに、民俗学や宗教学、社会学等との学際的な研究成果を得ることが期待される。

• 戦没者の遺骨帰還事業をめぐっては、2016年4月に「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」が成立し、
2024年までが事業の「集中実施期間」に設定されたが、同法に基づいて設置された「戦没者遺骨収集推進
法に基づく指定法人に対する指導監督等に関する有識者会議」の構成員として様々な提言を行なうなど、
本研究で得られた知見を実際の事業に還元している。

• また、日本国内においてもほとんど知られていないこの問題について、新聞やテレビ等のメディアを通じて、
解説や問題提起を行なっている。

URL

TEL 042-678-3560 E-mail khamai@main.teikyo-u.ac.jp 

HAMAI, Kazufumi

• 著書：『海外戦没者の戦後史―遺骨帰還と慰霊』吉川弘文館、2014
• 論文：「旧帝国圏における日本人戦没者の遺骨処理問題―『国の責務／責任』に関する歴史的考察」『戦争社会学研究』

第2巻、2018 6
• 論文：「冷戦下の慰霊と外交―1960年代の墓参問題を中心に」『軍事史学』第53巻第3号、2017 12
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キーワード：石器産地推定、水晶、黒曜石

石器石材流通の解明

研究の概要
　文化財研究所のある山梨県では、先史時代の遺跡
から黒曜石や水晶の石器が数多く発見されている。
しかし、石器石材の原産地から消費地への供給方法
はほとんど明らかになっておらず、当時の生活圏を
知るために、石器石材の産地推定は不可欠な研究の
一つである。
　黒曜石については、これまで数多くの産地推定指
標が提案されているが、我々は最近、化学組成デー
タを用いた機器非依存の指標を提案した（1）。これに
より原産地試料が手元になくとも数値データだけで
産地推定を行うことが可能となった。最近は文化財
を収蔵施設から移動せずに分析することができる、
可搬型蛍光 X 線分析装置の実用化も検討している。
　水晶については黒曜石のような産地推定指標が確
立されておらず、また、どのような化学分析によっ
て指標を作成できるかも明らかになっていない。本
研究では微量元素の感度が高く、非破壊での分析が
可能な赤外分光分析を利用した指標作成を検討して
いる（2, 3）。現在は分析可能な資料に制限があるが、
手法の改善を図っていく計画である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　山梨県では 2018 年 5 月に「星降る中部高地の縄文世界−数千年を遡る黒曜石鉱山と縄文人に出会う旅 -」
が県初の日本遺産に登録されるなど、縄文文化への関心が高まっている。しかし、原産地が明らかとなっ
ている石器はごく一部に限られ、当時の生活や生活圏についてもいまだに明らかにされていない。
　本研究により石器石材の流通が解明されることで、歴史や文化をより深く理解することができ、また、
石材の原産地となった廃鉱山などでは新たな観光地の開発にも期待される。一部の自治体とは観光資源開
発に向けた取り組みを始めており、今後はさらに幅広く研究成果の社会への還元を促進したい。

知的財産・論文・学会発表など
論文 1) 金井拓人・池谷信之・保坂康夫 , 2019, 化学組成データの対数比解析を利用した黒曜石の産地推　
　　　　 定．文化財科学 , 78, 38-51.
 2) 金井拓人，2018，赤外分光分析に基づく石英石器産地分析の可能性．帝京大学文化財研究所研
　　　　 究報告，17，107-119．
発表 3) 金井拓人・保坂康夫，2018，石英石器産地推定へのアプローチ．日本旧石器学会第 16 回研究発表．

キーワード：石器産地推定、水晶、黒曜石

キーワード： 石器産地推定，水晶，黒曜石キーワード： 石器産地推定，水晶，黒曜石
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文化財研究所 助教

金井拓人
URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/bunkazai/ 
連絡先：文化財研究所

TEL：055-261-0015 E-mail：t-kanai@teikyo-u.ac.jp

KANAI, Takuto

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

石器石材流通の解明

文化財研究所　助教

金井　拓人 KANAI, Takuto

URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/bunkazai/ 

人文科学

八王子キャンパス

出土石器の例と石材の主要な産地
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人文科学
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キーワード：国府、国衙、条里、古代寺院、瓦、窯

甲斐国府・国衙の所在地解明のための研究

研究の概要
　文化財研究所では特色ある地域研究実施のため、2018 年度より共同研究による「甲斐国府・国衙研究会」
を開始した。山梨県（古代国名「甲斐国」）は、国府・国衙を中心とした古代行政組織が施行されていた。し
かし役所にあたる国府とその中心をなす建物群（国衙）の所在地はこれまでに明らかになっていない。各地
で本格的な発掘調査が実施されてきたなかで、全国的に国府所在地が未だに不明な国のひとつとなっている。
　解明の手がかりとしては、地形、古墳群や古代寺院などの遺跡、出土遺物、条里地割、古道、寺社、地名、
伝承等がある。様々な視点をもとに掘る前にわかること、それを確認するための発掘の 2 段階での調査研究
を進める。現在、海外で進める広域遺跡調査の手法（キルギス共和国アク・ベシム遺跡）なども参考にする。
　この研究会は考古学・古代史・地理学などの様々な分野の研究者で構成される。地名として残る「国府（こ
う）」（笛吹市春日居町）、「国衙」（笛吹市御坂町）でのこれまでの調査・研究成果の整理、現地踏査、詳細分
布調査を経て、有望地点を絞り込み、試掘調査を実施する。年 4 回程度の研究会では、地元の条里制研究会
グループ、周辺先進地の研究者参加により現地で研修会を行う。調査にあたっては史学科を中心とした学部生、
大学院生で関心のある学生の参加を歓迎し、第一線で活躍する研究者と学生が共同調査を行なうことで、学
生の研究者としての自覚、自立を促し、やがて本研究会の活動の一端を担うことを期待するものである。夏
季に予定する試掘調査では学生が主力となるとともに、複数大学での共同調査を考えている。

寺本廃寺塔心礎　　　　　　　　　　　　  現地踏査　　　　　　　　　　　　　　　 研究所での研究会

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　山梨県での実態としての国府・国衙解明は、歴史学、地域史研究者にとっての長年の夢である。「千年
の都」というキャッチフレーズを掲げる地元笛吹市や市民にとっても本研究は大いに関心をひくテーマで
ある。考古学を志す学生にとって、座学のみではなく現場での実践が最も効果的とされるが、とくに先端
研究を進める考古学、古代史研究者らと進める共同研究に参加することは、大いに有益となるものと思う。

知的財産・論文・学会発表など
報告　1）山内和也・櫛原功一・望月秀和 ,2018,2017 年度アク・ベシム遺跡発掘調査報告 ,

帝京大学文化財研究所　研究報告第 17 集
発表　2）櫛原功一 ,2018, 天狗沢瓦窯の系譜 , 第 3 回積石塚渡来人研究会発表

キーワード：国府、国衙、条里、古代寺院、瓦、窯

甲斐国府・国衙の所在地解明のための研究

キーワード： 国府・国衙・条里・古代寺院・瓦・窯キーワード： 国府・国衙・条里・古代寺院・瓦・窯

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイント

甲斐国府・国衙の所在地解明のための研究

文化財研究所 講師

櫛原 功一
URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/bunkazai
連絡先：文化財研究所

TEL：055-261-0015 E-mail：teikyo.bunkazai@teikyo-u.ac.jp

KUSHIHARA, Koichi

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

文化財研究所　講師

櫛原　功一 KUSHIHARA, Koichi

URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/bunkazai

人文科学

八王子キャンパス
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文化財研究所 講師

櫛原 功一
URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/bunkazai
連絡先：文化財研究所

TEL：055-261-0015 E-mail：teikyo.bunkazai@teikyo-u.ac.jp

KUSHIHARA, Koichi

八王子キャンパス
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（写真）
人文科学
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キーワード：保存科学、文化財科学、産地推定、保存修復

金属文化財の科学的調査による研究と保存

研究の概要
　主に金属文化財を対象とし、診断分析、材質分析、鉛同位体比分析などを通して得られた情報から、文化
財の保存や当時の金属加工技術・流通について研究を行っている。具体的な研究は以下である。
1． ジョージアにおいて、国立博物館と共同で初期青銅器時代（紀元前 35 世紀）から初期鉄器時代（紀元前

7 世紀）までの銅合金製資料を対象とし、合金種の同定および銅鉱石の産地推定を行っている。（科研費）
2． イランにおいては初期鉄器時代（紀元前 10 世紀）を中心とする銅合金製資料の診断分析および保存修復

を行っている。（文化庁受託事業および科研費）
3． 中央アジアではキルギスおよびウズベキスタンにおいて銅鉱石の産地推定を行っている。（科研費）
4． エジプトでは、主にツタンカーメンコレクションの保存修復に伴う診断分析を行ってる。（東京芸術大学と

の共同研究）
5． 国内では、指定金属文化財の保存修復研究を行っている。（受託研究）
6． 保存科学および保存修復の分野において、国際協力にかかる研修事業やインターンシップを実施している。

（2018 年度実績：イラン、シリア、ジョージア）

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　文化財の保存および内在情報の抽出は、歴史研究だけでなく文化財の活用に必要であり、人類社会が豊
かな文明を築くことに寄与できる。
　工業製品と異なり文化財は一つ一つ形態や状態が異なるため、文化財の調査に適した機器の開発が求め
られている。特に非破壊による精度の高い調査手法を開発したい。
　同様に保存修復に求められる技術や材料についても常に開発していく必要がある。特に多用されている
合成樹脂については経年変化が少ない化学的に安定した材料を開発したい。

知的財産・論文・学会発表など
出 版 物： 高徳院国宝銅造阿弥陀如来坐像　平成 27 年度　保存修理報告書、高徳院、執筆分担第 5 章、

第 6 章（科学調査章）　2018.3.31
学会発表： 藤澤 明他：大エジプト博物館合同保存修復プロジェクトにおける展示状態の壁画資料を対象

とした電磁波レーダ探査による状態調査　文化財保存修復学会第 40 回大会要旨集、pp226-
227、2018.6.17

キーワード：保存科学、文化財科学、産地推定、保存修復

金属文化財の科学的調査による研究と保存

キーワード： 保存科学、文化財科学、産地推定、保存修復キーワード： 保存科学、文化財科学、産地推定、保存修復

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

金属文化財の科学的調査による研究と保存

文化財研究所 講師

藤澤 明
URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/bunkazai/ 
連絡先：帝京大学文化財研究所

TEL：055-261-0015 E-mail：afujisawa@main.teikyo-u.ac.jp

FUJISAWA, Akira

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
人文科学

文化財研究所　講師

藤澤　明 FUJISAWA,  Akira

URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/bunkazai/ 
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

金属文化財の科学的調査による研究と保存

文化財研究所 講師

藤澤 明
URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/bunkazai/ 
連絡先：帝京大学文化財研究所

TEL：055-261-0015 E-mail：afujisawa@main.teikyo-u.ac.jp

FUJISAWA, Akira

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
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キーワード：文化財科学、保存科学、保存修復

やきものの文化財科学的調査と保存修復

研究の概要
　有史以前より、人類は土に親しみそれを利用し生活を営んでき
た。土を利用した人類最大の発明は「やきもの」ではないだろうか。
土器の発明によって、人類は食糧を煮炊き・調理することができ
るようになり、食べ物を安全にしかもおいしく加工する方法を手
に入れたのである。また、食べ物を盛りつけた色とりどりの陶磁
器は、我々の目を楽しませ、より豊かな時間を提供してきた。や
きものは生活文化の基層として理解される。
　また、やきものは商品を入れる器として、あるいはそれ自体が
価値ある品として、世界中で交易されてきた。生産地から離れ、
各時代・地域の港跡や消費遺跡に散らばったやきものからは、洋
の東西に渡るモノや人の交流の歴史が見えてくる。
　私は自然科学的手法を用いて以下の調査研究を行っている。

①原料・材料の産地を推定し、流通の様相について明らかにする
②製陶技法や焼成技法を推定し、技術の様相を知る
③使用の痕跡から用途を推定し、当時の生活について復元する
④他地域との比較検討を行い、文化交流の実態を探る

　やきものが持つ見えない情報を可視化し、考古学、史学をはじ
めとする多分野の専門家と協力することで、人類が辿ってきた文
明の一端を探りたいと思っている。
　最近では、上記の情報を活用し、より良い保存修復方法につ
いても検討を行っている。研究資料は貴重な文化財である。これ
らの資料を後世に伝えていくことは、現代を生きる我々の使命で
あると考えている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　やきものの仕上がりは「窯の神のみぞ知る」と言われ、焼成による構造変化や発色のメカニズムについ
ては不明な点も多い。また、製陶技法の中には「幻」と称され、途絶えた技術が数多くある。それらを明
らかにし復元することは、新たな技術開発の起爆剤となり得るものである。また、保存修復は可逆性が大
原則であるが、やきものの多くは多孔質であるため、一度施した接着剤や充填剤を如何に安全に取り外す
かが大きな課題となっている。やきものの性状に適した安全な修復材料を開発したい。

知的財産・論文・学会発表など
論文
• 村上夏希 , 岡野智彦 , 金沢 陽 , 徳留大輔 , 桐野文良「フスタート遺跡採集白磁のラスター彩風装飾に関す

る材質調査」『貿易陶磁研究』 pp. 57-61, 2018 年
• 長谷川奏,村上夏希,桐野文良,二宮修治「自然科学的手法によるイスラーム文化形成期の技術革新の解明」
『イスラーム地域研究ジャーナル』pp. 46-79, 2017 年

キーワード：文化財科学、保存科学、保存修復

やきものの文化財科学的調査と保存修復

URL http://www.teikyo-u.ac.jp/bunkazai/ 

TEL 055-261-0015 E-mail murakaminatsuki@main.teikyo-u.ac.jp

MURAKAMI, Natsuki文化財研究所　助教

村上　夏希 MURAKAMI, Natsuki

URL： http://www.teikyo-u.ac.jp/bunkazai/
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キーワード：シルクロード、スイヤブ、都市民、遊牧民、水と人間、文化接触、異文化と諸民族の共存

シルクロードにおける文化接触と諸民族の共存

研究の概要
　ユーラシア大陸を東西に結ぶシルクロードは、絹に代表される物資の交易の道であると同時に、文化
や芸術、宗教、技術が伝わった「道」でもあった。さらには、このシルクロードという舞台は、人びと
が出会い、新たな文化、文明を生み出した場でとして人類の歴史上きわめて重要であった。本研究では、
かつて「スイヤブ（砕葉）」と呼ばれたキルギス共和国の北部に位置するアク・ベシム遺跡の考古学調査
を核とし、発掘調査及び周辺の遺跡の踏査、そして自然環境、とくに地形学的調査を通して、以下の点
を解明する
① 人と自然環境、とくに人と水の関係、つまり人がどのように水を利用してきたかを研究することで、

諸民族、とりわけ都市民と遊牧民の共存がなぜ可能であったかを明らかにする。
② スイヤブは、シルクロードの交易の民であるソグド人が建設した街と中国の唐王朝が建設した軍営地

が隣り合う遺跡であることから、その双方の発掘調査を行うことで、文化接触の実態を具体的に明ら
かにする。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究では考古学的な調査が核となっているが、その一方で、人間と自然環境の関わり、さらには
異なる文化や民族、宗教が共存するシルクロードという世界を解明することが大きな目標となってい
る。その意味で、相次ぐ紛争やテロによって不安定となっている現代社会を考えるための研究であり、
SDGs の目標 16「平和と公正をすべての人に」に貢献できるものである。

知的財産・論文・学会発表など
論　文： 山内和也・櫛原功一・望月秀和　「2017 年度アク・ベシム遺跡調査報告」『帝京大学文化財

研究所　研究報告』第 17 集　2018　121-168.
一般書： 共著『読む事典　シルクロードの世界』　NHK 出版 2019 年 2 月　国際シンポジウム発表：

共同発表「スイヤブを掘る」国際シンポジウム「シルクロードを掘る−いま蘇る、いにしえ
の道」帝京平成大学中野キャンパス　2019 年 1 月 23 日

キーワード：シルクロード、スイヤブ、都市民、遊牧民、水と人間、文化接触、異文化と諸民族の共存

キーワード： シルクロード、スイヤブ、都市民、遊牧民、水と人間、
文化接触、異文化と諸民族の共存

キーワード： シルクロード、スイヤブ、都市民、遊牧民、水と人間、
文化接触、異文化と諸民族の共存

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

シルクロードにおける文化接触と諸民族の共存

文化財研究所 教授

山内 和也
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2845/179
連絡先：

TEL： 055-261-0015 E-mail：yamauchi2016@main.teikyo-u.ac.jp

YAMAUCHI, Kazuya

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
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文化財研究所　教授

山内　和也 YAMAUCHI, Kazuya

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2845/179
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キーワード： シルクロード、スイヤブ、都市民、遊牧民、水と人間、
文化接触、異文化と諸民族の共存

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

シルクロードにおける文化接触と諸民族の共存

文化財研究所 教授
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