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カルチュラル・サイエンス 

 

【書評】 

芦田宏「小川博久著『遊び保育論』」『教育方法学研究』第 38 巻 pp. 124-125、日本教育方法学会、

2013 年 3 月 

 日本教育方法学会からの依頼により、標記書籍の書評を執筆した。平成元年の幼稚園教育要領の

改訂によって、保育者の指導観に大きな変化がもたらされたが、それに対する適切な解説がない中

で、著者は『保育援助論』を上梓し、保育者の果たすべき役割を具体的に提示した。それをさらに

発展させ、子どもの生活の流れに沿った保育の具体的展開を子ども、保育者双方の視点からまとめ

上げた点は大きく評価できる。しかし、具体的であるがために、自園の状況に合わせた理念の理解

が必要である点を指摘した。 

 

【口頭発表】 

上田敏丈*、門田理世**、森暢子***、秋田喜代美****、無藤隆*****、小田豊******、野口隆子*******、

箕輪潤子********、中坪史典*********、芦田宏、鈴木正敏********** 

*名古屋市立大学、**西南学院大学、***香蘭女子短期大学、****東京大学大学院、*****白梅学園大

学、******国立特別支援教育総合研究所、*******十文字学園女子大学、********川村学園女子大学、

*********広島大学大学院、**********兵庫教育大学、写真評価法（PEMQ）から振り返る保育の

質（１）〜言葉にかかわる興味・関心を引き出す環境構成について〜、日本乳幼児教育学会第 22

回大会（武庫川女子大学）、発表論文集 pp.98-99、2012 年 12 月 

 5 年間の縦断研究である「保育・教育の質が幼児・児童の発達に与える影響の検討）」の一環とし

て保育環境を撮影した写真から、保育者の意図や子どもたちの活動の「足跡」をどのように残して

いるか、そしてそのことが保育の質を高める足がかりになるのではないかという視点からの評価法

の提案を行った。本発表では「言葉」に関わる写真を中心に、各園で保育者の意図や配慮を読み取

ることができることを示した。 

 

森暢子*、門田理世**、上田敏丈***、秋田喜代美****、無藤隆*****、小田豊******、野口隆子*******、

箕輪潤子********、中坪史典*********、芦田宏、鈴木正敏********** 

*香蘭女子短期大学、**西南学院大学、***名古屋市立大学、****東京大学大学院、*****白梅学園大

学、******国立特別支援教育総合研究所、*******十文字学園女子大学、********川村学園女子大学、

*********広島大学大学院、**********兵庫教育大学、写真評価法（PEMQ）から振り返る保育の質（2）

～自然や科学的活動にかかわる興味・関心を引き出す環境構成について～、日本乳幼児教育学会第

22 回大会（武庫川女子大学）、発表論文集 pp.100-101、2012 年 12 月 

 上記発表の第 2 報である。本発表では「自然や科学的活動」に関わる写真を中心に、各園で保育

者の意図や配慮を読み取ることができることを示した。  

 

（企画・司会：小田豊*・野口隆子**・芦田宏、話題提供者：黒田秀樹***・石井雅****・箕輪潤子

*****、指定討論者：矢藤誠慈朗******・秋田喜代美*******）） 

*国立特別支援教育総合研究所、**十文字学園女子大学、***きらきら星幼稚園、****品川区立東五

反田保育園、*****川村学園女子大学、******愛知東邦大学、*******東京大学大学院、園の自己評

価と保育の質（自主シンポジウム）、日本乳幼児教育学会第 22 回大会（武庫川女子大学）、発表論文

 芦田 宏 
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集 pp.18-19、2012 年 12 月 

 幼稚園・保育園における自己評価が園の保育の質をどのように高めているかについて、実践者と

研究者の両方からの提案を受けて、自己評価に何が求められているかを検討し、自己評価を行う保

育者自身の意識とそれを高める園長等の役割、評価ツールを用いるときのツールの基準の明確化の

重要性と保育にフィードバックできるものであることなどを議論した。 

 

【社会活動】 

『乳幼児教育学研究』（日本乳幼児教育学会）編集協力者 

姫路市社会福祉法人等審査委員会委員 

明石市立大観幼稚園園内研修講師、2012 年 5，6，10 月、2013 年 3 月 

津田このみ保育園（姫路市）園内研修講師、2012 年 8 月 

兵庫県児童厚生員等研修会講師、2012 年 10 月 

明石市立幼稚園教育研究会講師、2012 年 11 月 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（基板研究（A））「保育・教育の質が幼児・児童の発達に与える影響

の検討」研究分担者、 

平成 24 年度分担金、55 万円 

 

 

 石倉 和佳 

 

【学術論文】 

石倉和佳 (単著) 「＜新出資料＞徳富蘇峰記念館所蔵新島襄書簡について（１）－二通の新島

書簡 徳富猪一郎との往復書簡として― 『同志社談叢』 第 33 号 83-118  同志社社史資料

センター 2013 年 3 月  

  本論文は、神奈川県二宮にある徳富蘇峰記念館に保存されている折帖仕立ての新島襄書簡のう

ち、『新島襄全集』に未収録の書簡二通（明治 21 年 11 月および明治 22 年 1 月付）について、そ

れら全文の翻刻と内容への注解を付したものである。これらの書簡にあるこれまで知られていな

かった重要な事項として、京都妙心寺で行われた鳥羽伏見の戦いにおける旧幕府軍側の戦死者の

法要がある。これは柴四郎が主宰し、旧会津藩主松平容保の嫡男容大を発起人としたものであり、

柴は自分が主筆である『大阪毎日新聞』に報告記事を掲載した。この記事には同志社英学校の会

津出身の生徒が参列しなかったことに対する中傷が混じっており、これに対して新島は激怒して

いる。また、北海道千島紗那の河内敬太郎から、同志社大学設立運動への寄付があったことが言

及されている。今回の調査によって、河内は旧米沢藩士で、その後開拓使として北海道に渡った

人物であることが明らかになった。折帖仕立ての書簡のうち、5 通が未公刊であるが、本論文は

その前半部分のみを取り上げている。 

 

【学会シンポージアム報告】 

「明治・大正期のイギリス・ロマン派―受容と変容」 『イギリス・ロマン派研究』 第 37 号 95-114 

（石倉担当分 時代概要 97-98）イギリス・ロマン派学会 2013 年 3 月 

  下記学会シンポージアムの報告である。 
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【書評】 

 Waka Ishikura on Sue Chaplin and Joel Faflak (eds.), The Romanticism Handbook, (London: 

Continuum, 2011), in Peer English, 2012, 117-120. 

 

【ポスター発表】 

石倉和佳 （単独） 「文系？理系？－「科学する」とは何か～現代の大学教育を考える」  

 兵庫県立大学シンポジウム ポスター発表  於 イーグレ姫路  2012 年 9 月 24 日 

  本ポスター発表は、「文系」、「理系」といわれる学問の枠組みが、19 世紀以降歴史的に形成さ

れたものであること、その後の学問の細分化は、本来の科学する心を忘れさせる要因でもあるこ

とを指摘したものであり、大学では学ぶ学問の専門性の壁を越え、科学する心とは何かという本

質を考える必要性を述べた。 

 

【口頭発表】 

石倉和佳（単独）「フランシス・ベーコンの『庭について』を考える―庭と権力」第 4 回イギリス・

ガーデン研究会 於広島大学 霞キャンパス 広仁会館 2012 年 6 月 2 日  

  本発表は、フランシス・ベーコン（Francis Bacon, Sir. 1561-1626）「庭について」（ ‘Of 

Gardens’1625）を再読し、ベーコンに仮想庭園を叙述することを可能にしているものに、国力の

増大とともに海路を広げる海洋国家イギリスの政治権力があることを指摘したものである。また、

これと関連して 17 世紀の庭園空間のジェンダー分析も紹介した。  

 

石倉和佳（単独） 「新島襄の徳富猪一郎宛未公刊書簡について」日本英学史学会関西支部 第

21 回研究大会 於 同志社大学アーモスト館ゲストハウス 2012 年 8 月 25 日 

本口頭発表は、神奈川県二宮にある徳富蘇峰記念館に保存されている新島襄書簡（折帖仕立て）

のうち『新島襄全集』に未収録の書簡の概略を紹介し、前半の二通について部分的な翻刻および

その内容の紹介を行い、三通目にある日付未記載の書簡について、書かれた年月日を確定し、そ

の内容について概略を述べたものである。この発表によって、徳富蘇峰記念館に長く保存され目

録にも記載されている折帖仕立ての書簡のうち５通が未公刊であることが明らかになった。 

 

【シンポジウム 企画・司会】 

イギリス・ガーデン研究会 講演会＆ディスカッション「庭の場所論」 於 京都大学 百周年時計

台記念館 2012 年 4 月 21 日  

 サントリー文化財団の助成金による事業として、庭空間の意味と機能について、「あいだ」とし

ての庭空間、という講演者の問題提起に続いて、社会学、建築学、地理学などの分野の専門家によ

るディスカッションを行ったもの。石倉は全体のコーディネーターおよび司会を行った。講演 「関

係／「あいだ」としての庭空間」 吉原直樹  大妻女子大学教授 東北大学名誉教授 コメンテ

ーター：武田史朗（立命館大学）山口敬太（京都大学）吉田容子（奈良女子大学） 

 

イギリス・ロマン派学会第 38 回全国大会 シンポージアム「明治・大正期のイギリス・ロマン派―

受容と変容」 於熊本大学  2012 年 10 月 20 日 

 ロマン主義文学が日本に受容され始めた明治期と、さまざまな受容の形が模索された大正期に焦

点をあて、ワーズワス、バーンズ、そしてブレイクの日本での受容について論じたものである。石

倉は、学会企画運営委員として、年表とともに時代概要を説明した。 [司会] 大妻女子大学  広瀬

友久（企画運営委員） 兵庫県立大学 石倉和佳（企画運営委員） 発題者：吉田正憲（熊本大学
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名誉教授）照山顕人（関東学院大学） 佐藤光（東京大学） 

  

【研究費取得状況】 

(1) 日本学術振興会科学研究費補助金 挑戦的萌芽 石倉和佳（研究代表者） 「英文学は科学を

理解するのか―現代イギリスロマン主義研究を考える」 平成 24 年度～平成 26 年度 平成 24 年

度 143 万円（直接経費 110 万円 間接経費 33 万円）研究費総額 351 万円（直接経費 270 万円 間

接経費 81 万円） 

 

(2) サントリー文化財団 人文科学、社会科学に関する研究助成 石倉和佳（研究代表者）「庭空間

についての公共性について―イギリス近代社会を事例として」 平成 23 年度 研究費総額 100 万

円（助成期間平成 23 年 8 月～平成 24 年 7 月） 

 

 

  井上 靖子                                  

 

【学術論文】 

井上靖子 「夢と描画表現にみる「母性」の傷つきと癒し」日本ユング心理学会編 『心の古層と

身体』所収 ユング心理学研究第 5 巻 P117－P138 創元社  2013 年 3 月 

（概要） 

本論文は肯定的母性の欠如の環境で育った女性の心理療法過程を取り上げ、夢や描画表現を通し

て傷つきが如何に癒されたかを検討した。セラピーで夢見と描画表現による自我の能動的関与によ

って、天空と大地を結合する象徴表現が生じた。特に夢見に顕れた「鳥の顔をした雪だるま」は、

女性的な魂（self）のイメージであり、その霊力が心身を癒した。セラピーは、母性欠如という負

の運命の連鎖が、価値のある鎖へと変容する過程であった。 

 

【口頭発表】 

井上靖子「地域臨床援助活動における心の視座～難病疾患を抱えた A さんとの出会いを通して～」 

H24 年度 兵庫自治学会研究発表大会 2012 年 10 月 

（概要） 

本研究は、在宅訪問相談事例を挙げ、患者が地域を１つの世界（コスモロジ－）として体験し、

人生を豊かに生きようとする欲求（ふるさと実感欲求）を持つことを明らかにした。援助者もコス

モロジ－に登場する重要な他者であり、援助の役割だけを担うのではない。自然、風土や歴史を知

り、地域住民と関わっているという実感を持つ事が望ましい。地域臨床援助活動においてふるさと

実感欲求の視座から援助を工夫する意義を考察した。 

  

井上靖子「アクティブ・イマジネーション－」日本分析家協会主催アクティブイマジネーションセ

ミナ－2012 年 12 月 

（概要）「アクティブ・イマジネーションの実践」  

2011 年 12 月に発表したマテリアルのその後の経過を発表した。今回は、イマジネーションの夢

見にも影響がみられ、夢見のなかで両性具有的超越的イメージが現れて、イマジネーションの新し

い展開が生じた経緯を発表する。イマジネーションと現実との関係性、イマジネーションに対する

信頼感、イマジナ―に相伴する動物の象徴的意味、無意識に対する自我のアクティブな態度とは何
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かについての検討を深める。 

 

Yasuko Inoue;“A study on visions between a subtle body centered psychotherapy of Japan and it 

of in India(Milwaukee)”Saturday September 15,2012. 

Participating in The Clinical Training Program of “Yoga for Health and wholeness-experience 

the restoration, rejuvenation and renewal of the Mind, Body, and Soul”by Ashok Bedi, M.D．

Sponsored by C.G. Jung Institute of Chicago 

Abstract; The purpose of this presentation is to consider the significance of subtle body, also 

known as the “imaginary body”which a client and a therapist share through a psychotherapy 

process.in Japan.Therefore exchange of opinions with Ph.D. Ashok Bedi who has a theme about 

integration between Eastern and Western spirituality. 

 

【ポスタ―発表】 

井上靖子「子どものカウンセリングを学ぶ―児童養護施設ボランティア実践報告」第 9 回環境人間

学フォーラム ポスタ発表 2012 年 11 月 

（概要）本発表の目的は、フィールドワークで行っている児童養護施設ボランティアを通して学生

がどのような学びが得られているのかを検討した。学生は幼児棟と児童棟に分かれて、生活支援、

学習支援、遊びなどの活動を行い、子どもの言動や行動の背後に動く心を様々な角度から理解して

いく力を養うことを目標としている。児童養護施設で暮らす子ども達の元気さなどの肯定的側面に

気づくことができ、子ども観の変化が見られた。 

 

【冊子】 

井上靖子 「地域臨床援助活動における心の視座～難病疾患を抱えた Aさんとの出会いを通して～」 

H24 年度 兵庫自治学会研究発表大会要旨集 P 64‐P65 

 

【社会活動】 

・栄養教諭の研修会「食行動と子どもの心」姫路市教育会館 2014 年 3 月 

・日本ユング派分析家協会主催 アクティブイマジネーションセミナ－ commentator 新大阪フ

ェイム 2012 年 5 月  

・大阪府 HIV 感染症専門相談員としての活動（北野病院 2012 年 6 月、大阪医科大学病院 2012 年

9 月合計 2 回） 

・兵庫県 HIV 感染症専門相談員としての活動（赤穂健康福祉事務所 2012 年 11 月、12 月合計 2 回） 

・産業カウンセリング活動（損保ジャパン・ヘルスケアセンタ―からの依頼 2012 年 9 月 合計 1

回） 

・地域カウンセリング活動（教育相談 X 私立高等学校卒業生 Y 市第〇高等学校からの依頼 その

他心理相談（U 氏：2012 年 6 月 2 回、7 月 2 回、8 月 1 回 Y 氏:2012 年 10 月 1 回、保健師や教

師等の面談 10 月 1 回、Y 氏:11 月 3 回、12 月 2 回 1 月 1 回 2 月 1 回 合計 14 回） 

・高度生殖医療（不妊治療）における個人およびグループカウンセリング活動（大阪 NEW ART 

Clinic）（2012 年 4 月 2 回、5 月 2 回、6 月 2 回、7 月 2 回、8 月 2 回、9 月 2 回、10 月 2 回、11

月 2 回、12 月 2 回、2013 年 1 月 2 回、2 月 2 回、3 月 2 回 合計 24 回） 

・高度生殖医療に携わる臨床心理士によるグループミーティング（2012 年 9 月） 

・兵庫県臨床心理士会 SC 専門委員会スーパーバイザ―登録会員 
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【その他】 

井上靖子 「学生の就職活動を考える」 兵庫県立大学メールマガジン第 27 号 2012 年 12 月 

井上靖子 絵・作「すずめのたましい」 絵本工房オレンジ PoPo 2012 年 8 月 

 

 

  岡田 真美子                                                 

 

【著書】 

・岡田真美子編著（2013）『小さな小さないきものがたり』昭和堂 

  

【学術論文】 

・岡田真美子「３．１１二一世紀の置書事始」『現代宗教2012 大災害と文明の転換』国際宗教研究所  

pp.143-157 

・岡田真美子(2012) 「現場が語る宗教的感性～古墳というフィールドで」『感性哲学10』（日本感性工学

会）東信堂 pp.156-174 

・岡田真美子(2013)「改転の成仏と龍女成仏―竺法護の訳経群を中心に―」『伊藤瑞叡先生古稀記念論

集 法華菩薩道の基礎的研究』pp.121-131 

・岡田真美子(2013)「伝統的地域ネットワークと地域SNS」稲場圭信。黒崎浩行編著『叢書宗教とソーシャ

ル・キャピタル4 震災復興と宗教』 明石書店pp.140-158 

・岡田真美子（印刷中）「聖徳太子伝承と薬猟」『奥田慈應先生喜寿記念論集』  

 

【その他】 

・岡田真美子(2012)「母の思い、女の勘」『宗教と現代がわかる本 2012』平凡社 pp.86-91 

・岡田真美子(2012)「禹王を祀る原動力 —原点テクストの存在—」『水の文化40号「禹王」』 

・岡田真美子編 甲斐楠雄著(2012)『三ヶ所用水 井手番之記』増補改訂版  

 

【口頭発表】 

海外分 

・2012年6月7日東北アジア文化学会第24次国際学術大会（中華人民共和国西安市 西北政法大学）

Sino-Japanese view of vermin and of life referring to the survey field work in Yunnan 

Chuxiong Autonomous Region 

・2012年10月20日 東北アジア文化学会第25次国際学術大会（韓国釜山市 釜慶大学）Saints clad in 

bark and leaves in Korea, Japan and China 

国内分 

・2012年9月7日本宗教学会第71回大会（皇學館大学）「宗教の公共力—自然とのネットワーキング」 

・2013年3月7日第8回日本感性工学会春季大会（北九州国際会議場）岡田真美子他「感性哲学的地域

づくり「感性地元学」ー五ヶ瀬町I/Uターン研究にみる地域入りの作法と地域見分け」 

 

【社会活動】 

・日本学術会議連携委員（H17.10.1-26.9.30） 

・日本宗教学会  評議員 H17- 

・(社)日本感性工学会 評議員H13- 
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・同      感性哲学部会運営委員・学会誌編集委員(H9- 

 

【国】国土交通省国土審議会近畿圏整備部会・特別委員（H18.5.22-） 

   環境省 中央環境審議会瀬戸内海部会・臨時委員(H23.3.28-) 

【兵庫県】兵庫県環境審議会・委員 総合部会（H14.11-）大気環境部会 水環境部会 

   兵庫県河川審議委員会・委員環境部会(H16.3.24-)   

兵庫県文化財保護審議会・委員(H20.7.6-) 

兵庫県長期ビジョン推進委員会・参与（H24.7-) 

 (財）西神戸医療センター倫理委員会・委員(H14.2-) 

【NPO法人】NPO法人千姫プロジェクト理事長  

   NPO法人ソローソサイティ理事 

   地域SNS「ひょこむ」タスクフォース 

 

宗教者災害支援連絡会発起人世話人、 

東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）会員 

 

【その他】 

「心のページ 岡田真美子教授に聞く 環境問題に宗教の視点 方向性の指針に」『毎日新聞2012年9月

24日11面』 

 

【研究費取得状況】 

・平成24年度（独）日本科学技術振興機構(JST)社会技術研究開発事業 研究開発プログラム「地域に

根ざした脱温暖化・環境共生社会」研究開発プロジェクト「I/Uターンの促進と産業創生のための地域の

全員参加による仕組みの開発」社会資源開発グループ長   

・平成24年度(独)日本学術振興会異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事

業「日本の環境思想と地球環境問題－人文知からの未来への提言」（研究代表  秋道智彌総合地球環

境学研究所・研究推進戦略センター・教授）動植物の生命観と神性研究グループ長   

 

 

  奥田 恭士                                                  

 

 

  尾﨑公子                                  

 

【学術論文】 

尾﨑公子「韓国の小規模校対策－田園学校事業に着目して」『教育の境界』第10号、pp.1-13、教

育の境界研究会、2013年3月 

韓国においても、少子化が進み、学校が小規模校化している。政府は、財政支援を行って統廃合

を促す一方で、統廃合に代わる小規模校の活性化策を講じている。そのひとつに、田園学校事業

（2009-2011）がある。本研究は、田園学校事業に着目し、中央政府と地方政府がいかなる方針の

もとに学校適正規模化を進め、田園学校事業に取組んでいるのかを明らかにするとともに、田園学
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校の実態を把握することをねらいとした。 

 

【報告書】 

尾﨑公子『韓国の学校適正規模化政策と田園学校事業に関する資料集』2013年2月 

 本報告書は、「人口減少地域の地域資源を機能させる地域共生型学校モデルの模索－日韓比較の視

点から」（尾﨑公子研究代表者・基盤(C)・24531015）の研究成果の一部であり、2012年9月に実施し

た現地調査で入手した資料および関連資料をもとに作成したものである。 

 

【雑誌等連載エッセ－】 

尾﨑公子「地域力を形にしていく教育プログラムの重要性」『学校事務』2013年1月号、pp.32-35 

本稿では、北海道富良野市東山地区の人たちへのインタビュー調査を踏まえ、地域の魅力を掘り

起こそうとしている住民の地域活動と教育活動を架橋させることが、子どもたちへの教育効果のみ

ならず、地域のポテンシャルを見える化する働きがあることを論じた。 

 

尾﨑公子「地域共生型学校モデルを模索する」『教育解放』第143号、pp.12-14、教育の境界研究

会、2012年7月 

統廃合に代わる地域共生型学校の仕組みを開発し、実践していくことが焦眉の課題となっている。

本稿では、地域共生型学校モデルの開発のための予備的作業として、過疎地及び中山間地域におけ

る地域資源を機能させる諸要素・条件を析出するための分析枠組みとして「ソーシャル･キャピタル」

「コモンズ」を取り上げ、その有効性を論じた。 

 

【口頭発表】 

尾﨑公子「地域共生型学校モデルを模索する－日韓比較の視点から－」教育の境界研究会、茨木市

民会館、2012年7月 

 前掲「地域共生型学校モデルを模索する」参照。 

 

尾﨑公子「韓国の教育福祉政策の展開－田園学校プロジェクトに焦点を当てて－」獨協大学主催 国

際シンポジム「多様化する家族の肖像－グローバル化と韓国社会の変容」招聘報告、2013年1月 

  韓国では、急激な経済発展の矛盾が、階層間、都市内部や都市－農村の地域間における教育格差

となって現れている。政府は、そうした格差是正のために「教育福祉」という理念を掲げ、様々な

施策を講じている。本報告では、そのひとつである農村地域を対象とする田園学校プロジェクトに

着目し、教育福祉理念の可能性、「多様化する家族」に対する公教育の働きを論じた。 

 

【学会口頭発表】 

尾﨑公子「小規模校の活性化方策－日韓比較の視点から－」日本教育行政学会、早稲田大学、2012

年10月 

本発表は、韓国における小規模校対策の一つである「田園学校」に着目し、設置に至るまで

の政策動向を捉えつつ、自由化政策と福祉政策の両輪で進められている活性化策が有効なのか

どうかを検証し、検証を通して、日本における小規模校の活性化方策に関する示唆を得ること

がねらいとした。 

   

【社会活動】 

富良野教育委員会後援ふらのフォーラム、講演「子どもの参画とまちづくり－学校間連携会議の可
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能性」富良野文化会館、2012 年 7 月 

豊中市教育委員会学校事務職員キャリアアップ研修、講演「学校における事務職員の役割について」

豊中市教育センター、2012 年 8 月 

高槻市教育研究会学校事務部、講演「子ども・保護者・地域につながる学校のあり方と学校事務職

員」高槻市教育会館、2012 年 9 月 

加印地区学校事務研究会、講演「子どもの学習権保障と学校事務～学校と地域の連携がなぜ必要か？

～」加古川ウェルネスパーク、2013 年 2 月 

姫路市教育委員会小中一貫教育係担当者会、講演「人間関係力の育成と小中一貫教育」姫路市立総

合教育センター、2013 年 2 月 

 

兵庫県教育委員会いじめに関する調査及び再発防止に係る委員会 副委員長 

姫路市学力向上推進委員会 副委員長 

姫路市人権啓発センター運営推進会議 委員 

姫路市社会教育 委員 

大阪市学校適正配置審議会 副委員長 

姫路赤十字病院臨床研修管理 委員 

 

【研究費取得状況】 

「人口減少地域の地域資源を機能させる地域共生型学校モデルの模索－日韓比較の視点から」（尾﨑

公子研究代表者・基盤(C)・24531015）平成24年度～26年度 研究費総額250万円 

 

 

 桑田 陽子 

 

 

 小谷 一夫 

 

【学術論文】 

小谷一夫「ウィーン伝説考 ― 旧市街の言い伝えについて ― 」（『兵庫県立大学環境人間学部研究

報告 第 15 号』pp.89‐98）兵庫県立大学環境人間学部 2013 年 3 月 

19 世紀後半に敢行された都市大改造まで市壁に囲まれていたウィーンの旧市街。そこに語り継が

れている伝説のなかには、市壁で守られた都市空間に生きる人々ならではの住民心理を反映したも

のが少なくない。本論文は、現在のウィーン第 1 区インネレ・シュタットを舞台とする伝説群につ

いて、周辺部の伝説群とも比較しつつ、その特徴を探ったものである。 

 

 

  関 哲洋                                                      

 

【作品】 

関 哲洋、① Mandelbrot Set ...1201、美術文化協会主催 第72回美術文化展、東京都美術館（2012年

5月12日～20日）、京都市美術館（2012年6月26日～7月1日）、愛知県美術館ギャラリー（2012年7月10日

～16日）／関西美術文化協会主催 第72回関西美術文化展、大阪市立美術館、2012年9月19日～23日 
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錯視図形のうち画平面でのみ表現可能な立体図形を不可能図形（impossible object）と呼んでいるが、

そうした図形を画平面上にイメージ構成したデザイン作品である。今回フラクタルパターンとの合成を試みた。

B0版サイズ。厚手マット紙にプリンタインクを使用。スチロール製パネル張り、木製パネル仕上げ。  

 

関 哲洋、 

① フラクタル(13)、② フラクタル(14)」（艸丘会主催 第44回艸丘展、ナルミヤ戎橋画廊（大阪）、2012年9

月28日～10月3日） 

錯視図形を画平面上にイメージ構成したデザイン作品である。サイズ=50×40cm。マットアート紙にプリン

タ顔料インクを使用。額装仕上げ。 

 

【社会活動】 

意匠学会役員（広報担当）、総合社会科学会監査委員、姫路市景観・広告物審議会委員（会長職務

代理）、姫路市景観・広告物審議会姫路駅前広場専門部会委員、姫路市都市景観アドバイザー、姫

路市都市景観賞選考委員会委員、美術文化協会常任委員、姫路田宴アート実行委員会委員 

 

 

  高頭 直樹                                                 

 

【訳書】 

ヒラリー・パトナム、『プラグマティズム』（高頭直樹訳）晃洋書房 2013 年 2 月 

ローマ大学で行われたパトナムのイタリア講座に基づき編まれた Pragmatism-An Open Question-

の全訳。パトナムのプラグマティズム解釈の特色について解説した訳者「あとがき」を付した。 

  

【口頭発表】 

岡本重慶＊、高頭直樹、 森田正馬の雅号「形外」の意味について  

第 30 回森田療法学会、東京大学、2012 年 11 月 

＊京都森田療法研究所、三聖病院 

森田正馬の雅号「形外」の由来を探り、そこに秘められた意味の解明を通じ彼の思想的背景を探っ

た。  

 

 

  竹内 和雄                                                 

 

【学術論文】  

竹内和雄､「ネットいじめ（ある女子中学生の声）－私には 24 時間逃げ場がなかった－」『月刊児

童心理』、明治図書、2013 年 1 月 

 本研究は，ネットいじめ被害にあったある女子中学生の声を手がかりに，その特徴をまとめるこ

とを目的とした。「24 時間逃げ場がない」「どこにいても被害感覚がある」「瞬時に広まる」等が特

徴であり，そのため，被害者の受けるダメージは深刻である。 

 

竹内和雄、「ネットで『いじめ』はどう変わったか？」『月刊道徳教育』、明治図書，2013 年 1 月 
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 本研究は，ネットいじめとリアルのいじめの違いを中心に記載し，学校教育，特に道徳教育にお

いての指導の際の留意点等についてまとめることを目的とした。特に，ＬＩＮＥ等のメッセージア

プリでの「観衆」の存在が鍵であることを中心に論じた。 

 

竹内和雄、「保健室登校から別室登校へ」『月刊生徒指導』、学事出版、2013 年 1 月 

 本研究は，保健室登校の変容を記述することを通して，学校における生徒指導における養護教諭

の重要性を記載することを目的とした。養護教諭がコーディネーター的役割をして，不登校生の別

室指導を行うケースを紹介し，今後の方向性を記載した。 

 

竹内和雄、「携帯電話について考えよう４ 個人情報について」『月刊プリンシパル』、学事出版、

2013 年 9 月 

 本研究は，子どもと携帯電話，特に個人情報について，典型事例の紹介と指導の際の留意事項を

記載することを目的とした。個人情報を不用意にネット掲示板やＳＮＳサイトに掲載してしまい，

不利益を被る子どもが後を絶たないので，今日的意義の高い研究である。 

 

竹内和雄、「携帯電話について考えよう３ 架空請求ついて」『月刊プリンシパル』、学事出版、2013

年 8 月 

 本研究は，子どもと携帯電話，特に個人情報について，典型事例の紹介と指導の際の留意事項を

記載することを目的とした。 

 

竹内和雄、「携帯電話について考えよう２ ネットいじめについて」『月刊プリンシパル』、学事出版、

2013 年 7 月 

 本研究は，子どもと携帯電話，特にネットいじめについて，典型事例の紹介と指導の際の留意事

項を記載することを目的とした。 

 

竹内和雄、「携帯電話について考えよう１『月刊プリンシパル』、学事出版、2013 年 4 月 

 本研究は，子どもと携帯電話についての連載開始にあたり、その概要を記載することを目的とし

た。 

 

【口頭発表】 

竹内和雄、生徒指導上の課題を持つ子どもへの対応－不登校・いじめ・非行・ネット問題－、日本

ソーシャルワーク学会近畿地区研修会、関西学院大学、2013 年 3 月 

 本発表は、日本ソーシャルワーク学会近畿地区研修会において、生活指導上の課題を持つ子ども

への対応について、スクールソーシャルワークの視点から話すことを目的とした。 

 

竹内和雄、道徳教育のこれから－スマホ時代の今，必要なこと－、第 29 回日本道徳性発達実践学

会パネルディスカッション、大阪教育大学、2012 年 11 月 

 

小川剛史、冨田幸子、竹内和雄、ＫｉＶａプログラムと道徳との関連性、第 29 回日本道徳性発達

実践学会発表、2012 年 11 月 

 

竹内和雄、ピア・サポートによる携帯電話・インターネット問題への対応策の検討～中学生サミッ

トによるネットいじめ撲滅の取り組み～、第 54 回日本教育心理学会、琉球大学、2012 年 11 月 
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竹内和雄、ピア・メディエーションの学校教育への導入とその可能性、第 54 回日本教育心理学会

自主シンポジウム話題提供、琉球大学、2012 年 11 月 

 

竹内和雄、積極的生徒指導を考える(6)～ネット・トラブルの予防のために学校でできる取り組みと

は～、第 54 回日本教育心理学会自主シンポジウム話題提供、琉球大学、2012 年 11 月 

 

Kazuo Takeuchi、Smartphone as a new gateway to cyberbullying and related 

problems:Collaborative views on problems and interventions by experts in Japan、Cost is0801 

CyberBullying International Conference on Cyberbullying, Vienna、2012 年 10 月 

 

竹内和雄、スマホ時代に必要なピア・サポート～ソルボンヌ大での情報交換から～、第 11 回日本

ピア・サポート学会発表、群馬大学、2012 年 10 月 

 

Kazuo Takeuchi,Sachiko Tomita、international session The Effectivity of Peer Support in 

Countering Cyber-Bullying, As Presented in a Junior High School Play、第 28 回教育工学会、長

崎大学、2012 年 9 月 

 

ソン・チャンデ、竹内和雄、作品鑑賞におけるタブレット端末の効果研究、第 28 回日本教育工学

会、長崎大学 

 

Kazuo Takeuchi,City-wide Anti-cyberbullying Activities Initiated by Students -City-wide 

Evaluation according to School Surveillance-,Cost is0801 CyberBullying International 

Conference on Cyberbullying, Paris,2012 年 9 月 

 

【社会貢献活動】 

文部科学省 平成 24 年度委託事業技術審査専門員  

 

Hiroshima University International symposium on student guidance "Net problem in Japan"、 

2013 年 3 月 

 

埼玉県ネットアドバイザー研修会講師、スマホ時代の今，知っておきたいこと、2013 年 3 月 

 

滋賀県生徒指導研修会、スマートフォン時代の今，私たちにできること、2013 年 2 月 

 

大阪市立桜宮高等学校校内研修会講師、今，私たちにできること、2013 年 1 月 

 

兵庫県ＬＤ親の会、親子で学ぼうソーシャルスキル（３回シリーズ）、2012 年 12 月 

 

兵庫県神戸地区県立学校校長学習会講師、スマートフォン時代の校長として知っておきたいこと、

2012 年 11 月 

 

長崎県教育センター10 年目研修講師、スマホ時代の教師のために、2012 年 9 月 
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【研究費取得状況】 

文部科学省科学技術研究費補助金（研究活動スタート支援）、中高大学生の携帯電話・インターネッ

ト使用の実態をふまえた問題対応策の共同創案、平成 24 年度～25 年度 研究費総額 220 万円 

 

 

 

【学術論文】 

1. Masayuki Teranishi, Aiko Saito, Kiyo Sakamoto, and Masako Nasu. The role of stylistics in 

Japan: A pedagogical perspective. Language and Literature 21 (2), pp. 226-244, 2012 年 5 月 

本稿は日本の英語研究および英語教育の歴史を、特に文学テクストと文体論の役割に焦点を当て

て概観したものである。前半では英語および日本語教育の観点から、日本における文学と文体論の

役割を論じ、さらに文体論が日本の文学批評に果たしてきた役割に関して、1980年以降の文献と流

れを中心に考察した。後半では、三島由紀夫の『女神』(1955)の思考様式の分析と、俳句を用いた

英語授業の分析を紹介し、今後の文体論の発展の可能性を文学批評および教育的文体論の観点から

論じた。 

 

2. 寺西雅之、「新学会と英語教育」（依頼論文）、ATELAS Newsletter No. 49. P.1, 平成24年6月  

 平成23年9月25日に設立され、平成24年3月17日に第一回全国大会を行った日本国際教養学会の

目的と今後の活動に関して、英語教育分野に絞って紹介した。本稿では特に、今後の英語教育の改

善のためには英語教師・研究者が当該分野以外の研究者や一般の社会人と意見交換することが必要

であることを論じ、その目的のために日本国際教養学会が果たそうとしている役割についてまとめ

た。 

 

3. Masayuki Teranishi. Literariness in non-literary texts: application of literary stylistics to comic 

dialogue. Poetics and Linguistics Association proceedings 

（http://www.pala.ac.uk/resources/proceedings/2012/teranishi2012.pdf ） 

本稿では、テクストの「文学性」の問題を文体論的立場から考察し、特に非文学作品の文学性につ

いて論じた。前半では、文学と非文学テキストの区別が絶対的なものではなく、むしろそこには連

続性がある点を指摘し、文学的要素の密度に着目した分析の必要性を文体論的立場から論じた。後

半では、教育的文体論立場から、文学性の強い非文学テキストの存在を指摘し、その教材化が文学・

言語教育にとって有効であることを論じた。最後に例として、日本のコミックダイアログ（寺西が

英訳）を紹介し、そこに見られる文学性に関して、特にイギリスモダニスト小説の文体との比較を

通じて考察した。 

  

【講演・学会口頭発表】 

1. 寺西雅之、「文学批評からテクスト批評へ: 文学性を味わう・教える」（講演）、JACET 文学

教育研究会４月例会（平成 24 年 4 月 21 日、於同志社大学） 

 本講演では、精読・文体論を活用した文学批評の手法が、全てのテクストに対しても有効である

ことを論じた。前半では「文学とは何か」を文体論的立場から考察し、「文学性」の定義づけを行っ

た。後半では、この「文学性」が、文学作品だけでなく、ポップスなどのサブカルチャーや、新聞

や広告、政治討論などの日常言語においても、必要不可欠な技巧・文体的要素であることを指摘し

 寺西 雅之 
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た。さらに例としてイギリスロック音楽と日本の話芸を取り上げ、これらのジャンルの批評に対す

る有効的なアプローチと、それらのクラスルームでの活用法を紹介した。 

 

2. Masayuki Teranishi. Literariness in non-literary texts: application of literary stylistics to comic 

dialogue and lyrics. 国際文体論学会（Poetics and Linguistics Association）第 32 回大会（平成 24

年７月 17 日、於マルタ大学） 

本発表では、テクストの「文学性」の問題を文体論的立場から考察し、特に非文学作品の文学性

について論じた。（学術論文３参照） 

 

3. Masayuki Teranishi. Reading non-literary texts in a literary way: A critical stylistic 

perspective. The 4th Liberlit Conference（平成 25 年 2 月 16 日、於明治学院大学） 

本発表では、非文学テクストを通じて文学を読み味わう力を育成する可能性について論じた。特に

(1) テクストに遍在する文学性に対する感性と、(2)テクストを批判的に読む力の育成に焦点を当て、

その能力が文学テクストだけでなく非文学テクストを通じても育成できる点を、具体例を交えて論

じた。 

 

４．「グローバル人材の育成に向けて：その理念と実践と課題」司会：寺西雅之、講師：*阿部 宏

史、**玉井 史絵、***森 健太郎、日本国際教養学会第２回全国大会公開シンポジウム（平成 25

年 3 月 17 日、於岡山大学） 

本シンポジウムでは、日本の喫緊の課題である「グローバル人材」、すなわち国際的に活躍できる

人材の育成と「グローバル人材」に必要とされる条件について、様々な角度から考察した。また、

グローバル人材育成の先駆けとして大胆かつ魅力的な教育プログラムを実践してきた高校・大学よ

り論客を招き、各プログラムの理念と実践、そして今後の方向性と課題について論じた。  

(*岡山大学理事・副学長、**同志社大学グローバル・コミュニケーション学部教授、***岡山学芸館

高等学校校長) 

 

【社会活動】 

１． 日本国際教養学会事務局長 

２． 岡山英文学会理事 

３． 岡山英文学会 Persica 40 号査読委員 

４． 平成 24 年度兵庫県職員 中級・初級採用試験にかかる教養試験問題作成委員 

  

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（基礎研究（C））「文学作品を用いた英語教育の教授法と教材に関する

研究」（研究代表者） 

平成23年度～25年度 研究費総額400万円 

 

【その他】 

１．“Are you fair? Are you honest?: a study on a Japanese‐English dictionary revision project with 

bilingual peers”、（Presenter： *Aiko Saito、Chair：Masayuki Teranishi）(International Poetics and 

Linguistics Association第32回大会、平成24年7月18日、於マルタ大学） 
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（*摂南大学教授） 

 

2. 日本国際教養学会（JAILA）研修ツアーの企画・運営（平成 24 年 9 月 22 日、於岡山県西粟倉

村） 

 

3. 「大学英語読解教授法再考」、（発表者：*荻野勝、司会：寺西 雅之）（岡山英文学会年次大会、

平成 24 年 10 月 6 日、於岡山大学）（*岡山大学准教授） 

 

4. ホ ー ム ペ ー ジ 「 文 学 作 品 を 用 い た 英 語 教 育 の 教 授 法 と 教 材 の 開 発 に 関 す る 研 究 」 

(http://www.kaken-litedu.sakura.ne.jp/index.html ) を通じて、本研究活動を社会に向けて公開して

いる。 

 

 

  土井清孝                                                  

【著書】 

Kiyotaka Doi, A Comparative Perspective of Japanese Culture and Education, 

BookWay Publishing Co, 2012.10 

 

 本書では、最近のＥＳＬ教授法における比較文化論、比較日本学の導入の意義、日本の教育の国際

的評価、日本におけるコミュニケーションの型を社会心理学、歴史的背景から、西欧のそれとの比

較において論じ、また日本人の精神性について、風土学、農村社会学など、環境的、言語的、哲学

的、学際的な観点から記された各種日本人論について比較検討した。また日本人の宗教的世界観の

独自性について、対神・対人・対世界の三つの点から分析を行った（英文）。 

 

【社会活動】 

実用英語検定試験、一次実施委員、二次面接委員（準 1級）を務める（24年 6月 7月、9月、10月、25年

2 月、3 月） 

 

神戸新聞カルチャーセンター（舞子）にて英語の学習法について講演をする（成人対象）。（24 年

9 月、10 月、11 月） 

 

 

  友繁 義典                                                 

 

【著書】共著 

友繁義典、『２１世紀英語研究の諸相』開拓社、2012 年９月｀ 

 本書は、21 世紀と今後を見据えた英語を対照とする言語学と文化研究の視点からの論文集である。

具体的には、語法、文法、意味論、語用論、音韻論、音声学、辞書学、フレイジオロジー、英語教

育、コーパス言語学に関する論文が収録されている。本書の中で、「Have 存在文の特徴に関して」

を執筆。 

 

 

http://www.kaken-litedu.sakura.ne.jp/index.html
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 豊田 光世                                                 

 

【学術論文】 

豊田光世「分断的境界を克服する「包括的再生」の思想—佐渡島の水辺再生の現場から」ビオスト

ーリーVol. 17、pp. 30-36、生き物文化誌学会、 2012 年 5 月 

 本研究は、自然再生を進めていく際に生じるさまざまな「境界」の問題について明らかにしなが

ら、境界を越える包括的な思想の重要性について論じたものである。 

 

高田知紀、豊田光世、佐合純造、関基、秋山和也、桑子敏雄「社会基盤整備における合意形成プロ

セスの構造的把握に関する研究」土木学会論文集 F5（土木技術者実践）Vol. 68, pp. 27—39、2012

年 6 月 

 本研究は、新潟県佐渡市の河川整備事業を具体例として、合意形成マネジメントを進めていく上

で不可欠な、インタレスト分析やプロセスマネジメントのモデルを示したものである。 

 

高田知紀、豊田光世、桑子敏雄「自然再生における「局所的風土性」にもとづいたインタレスト分

析と合意形成マネジメント」日本感性工学会論文誌 Vol.12、 pp. 185—192、2012 年 8 月 

 本研究は、自然再生事業の合意形成において、「局所的風土性（ミクロなレベルでの風土的特性）」

を考慮することの重要性について、新潟県佐渡市の河川整備事業での合意形成マネジメント事例を

もとに論じたものである。 

 

豊田光世、長尾翔太、寺井正幸、熊谷哲、土川忠浩、内平隆之、ツリーハウスを活用した里山環境

教育実践、日本環境教育学会第 23 回大会、研究発表要旨集 p.166、立教大学、2012 年 8 月 

 

豊田光世、地域連携による姫路の国際交流活性化プロジェクト〜風土の魅力を伝えるツーリズムの

実現に向けて〜、兵庫県立大学研究テーマ集セレクション 2012, p.78. 2012 年 9 月 

 本研究は、姫路の外国人観光客を対象に行ったインタレスト・ニーズ分析をもとに、報告したも

のである。 

 

Mitsuyo Toyoda, “Practicing Philosophy for Children in the Search for a Better Society,” 

Educational Perspective Vol. 44, No.1&2, pp. 20—21, 2012. 

 本研究は、「子どもの哲学」が含む道徳教育的要素について、ハワイ州立の小学校での教育実践を

もとに論じたものである。 

 

井関崇博、豊田光世、中嶌一憲、三宅康成、山村充「地域連携による初年次教育プログラムの実践

的研究—学生による地域プロモーションビデオ作成—」、兵庫県立大学環境人間学部研究報告第 15

号、pp.15—26、2013 年 3 月 

 本研究は、兵庫県立大学環境人間学部の１年生必修講義である基礎ゼミナール b で行った地域プ

ロモーションビデオ作成プロジェクトが、どのような教育的意義にもとづいて行われているかを報

告したものである。 

 

【報告書】 

「平成 24 年度姫路市政策研究助成事業—外国人が散策しやすいまちづくりに向けた調査と改善策
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の提案」兵庫県立大学環境人間学部姫路コンシェルジュ・プロジェクト、2013 年 2 月 

 

「地域資源を活用した地域サービスを行うための地域連携システムの開発」兵庫県立大学環境人間

学部エコ・ヒューマン地域連携センター地域課題解決システム開発チーム、2013 年 2 月 

 

「姫路プロモーションビデオ制作プロジェクト平成 24 年度報告書」井関崇博、豊田光世、中嶌一

憲、三宅康成、山村充（兵庫県立大学環境人間学部）、2013 年 3 月 

 

「NPO とつくる地域連携教育実施報告書（ひょうご全県キャンパス事業）」兵庫県立大学ひょうご

全県キャンパス事業プロジェクトチーム、2013 年 3 月 

 

【口頭発表】 

豊田光世、話し合いがまちを変えるー佐渡めぐりトキを語る移動談義所の活動、龍谷大学政策学部

GP 企画講演会 2012 年 10 月 

 

豊田光世、コミュニティーのための哲学、東京大学共生のための国際哲学研究センター（UTCP）

ワークショップ「哲学をすべての人に」、東京大学駒場キャンパス 21KOMCEE402、2012 年 11 月 

 

豊田光世、移動談義所—多様性を回復するための社会的装置、国連大学高等研究所いしかわ・かな

ざわオペレーティング・ユニット、研究プロジェクト「都市と生物多様性」2012 年度第２回研究会、

石川県政記念しいのき迎賓館、2013 年 1 月 

 

Mitsuyo Toyoda, Cultivating Environmentally Autonomous Community: The Power of 

Democratic Inquiry (Mitsuyo Toyoda) University of Hawaii at Manoa Uehiro Academy for 

Philosophy and Ethics in Education First International Seminar, University of Hawaii at 

Manoa, 2013. 3 

 

【社会活動】 

NPO 佐渡島加茂湖水系再生研究所の自然再生活動推進 

日米子どもの哲学交流事業コーディネーター、2011 年 6〜8 月 

子どもの哲学授業実践（西宮市香櫨園小学校） 

兵庫県地域再生大作戦検証委員会委員（2012 年 6 月〜2013 年 3 月 31 日） 

岡山市自然環境保全審議会委員（2011 年 8 月 23 日〜2015 年 3 月 11 日） 

倉敷市生物多様性地域戦略策定委員会委員（2012 年 8 月 28 日〜2014 年 8 月 31 日） 

加茂湖環境改善対策協議会委員（2011 年 10 月 1 日〜2013 年 3 月 31 日） 

兵庫県立大学 PGV サイエンスカフェ講師「風景を見分け、地域をつくる」はまもと珈琲、2012 年

7 月 

神戸市シルバーカレッジ・水シンポジウム講演「地域の水辺を再生する」、神戸市シルバーカレッジ、

2012 年 11 月 

姫路市善意通訳者研修会講師「Finding Something Special in the Ordinary: The Power of 

Cross-Cultural Experiences」日本城郭研究センター大会議室、2013 年 1 月 

佐渡島での市民参画型環境保全活動、国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・

ユニット「都市と生物多様性」研究プロジェクト公開シンポジウム、ポスター発表、石川県政記念
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しいのき迎賓館、2013 年 3 月 

 

【研究費取得状況】 

文部科学賞科学研究費補助金（若手研究(B)）「環境倫理学的視点からの自律の概念の構築に関する

研究」 

平成２２年度〜２４年度 研究費総額310万円 

 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究(B)）「初等・中等教育における哲学教育推進のための理論

的・実践的研究」 

平成２３年度〜２４年度 分担研究者 

 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究(C)）「自然再生の順応的ガバナンスに向けた社会評価シス

テムの構築」 

平成２３年度〜２５年度 分担研究者 

 

【その他】 

大学生の地域貢献活動ワールドカップ SIFE ファカルティー・アドバイザー、国内大会第３位 

兵庫県立大学環境人間学部エコ・ヒューマン地域連携センター兼務教員 

 

 

 東   勉 

 

【学術論文】 

東  勉、「『ヘンリー五世』論─王としての資質─」言語文化学会論集第三十九号、pp.181−188、

言語文化学会、2012 年 12 月 

本研究は、王子ハルから穏健にヘンリー五世として即位し、王としての自覚が溢れ、為政者とし

ての資質が顕在化する劇の展開に注目し、国民的英雄として描かれる王の姿を通して、シェイクス

ピア歴史劇の特徴を分析し、歴史の流れに翻弄される人間模様を論考した。 

 

 

 保坂 裕子 

 

 

 元田 與市 

 

 

  吉川 洋                                     

 

【学術論文】 

吉川 洋 「自・他交替－非対格性(unaccusativity)について－」  

『兵庫県立大学環境人間学部研究報告』第 15 号、pp.73-88、2013 年 3 月 

動詞には自動詞と他動詞があり、自動詞と他動詞は形態の違いで両用法が区別されている場合
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がある。例えば、rise(自動詞) / raise(他動詞)や lie(自動詞) / lay(他動詞)のような場合である。しか

し、ある動詞では、形態上では同一形で自・他動詞両用法が可能な場合がある。その一例が、動詞

break である。この動詞は、The window broke. と John broke the window.のように自動詞とも、

他動詞とも同一形態形で使用される。このような用法が可能な動詞は、他に open, sink, がある。 

 これらの動詞においても、動詞が採る内項(internal argument)によっては、この自・他両用法が

成立する訳ではない。例えば、動詞 break が内項として his promise を採った場合、他動詞用法 John 

broke his promise.は成立するが、自動詞用法*His promise broke.は成立しない。 この研究では、

なぜこのような現象が生じるかを、意味論の観点より考えてみた。 
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ヒューマン・サイエンス 

 

【著書】 

Araki, K., & Gill, D. L. (2012). Development and validation of the sport perfectionism scale. 

In R. Schinke (Ed.), Athletic insight's writings in sport psychology (pp. 273-288). New York: 

Nova Science Publishers. 

 

【学術論文】 

Araki, K., Kodani, I., Gupta, N., & Gill, L. D. (2013). Experiences in physical activity among 

Asian Buddhist, Christian, and Hindu adolescent girls. Journal of Preventive Medicine and Public 

Health, 46, 43-49. 

 

荒木香織 (2013). ラグビー選手の完全主義傾向と心理的スキルの関係. Japanese Journal of Rugby 

Science, 24, 16-20. 

 

青木敦英・荒木香織・田路秀樹(2012). 肘屈曲運動における力-速度関係からみた両側性および一側性の

筋パワー発揮特性. 運動とスポーツの科学, 18(1), 9-15. 

 

荒木香織 (2012). トップアスリートに対する心理的サポートの世界的潮流. 体育の科学, 62(8), 

566-570. 

 

【報告書】 

荒木香織、小谷郁 「トップスポーツに関わる女性のアスリート・コーチ・理事の経験を探る」 SSF ス

ポーツ政策研究 第1巻 第 1号 ―2011年度 笹川スポーツ研究助成 研究成果報告書― pp.12-17、

2012年 4 月 

 

【翻訳】 

マートン(2013). 選手のモチベーションの向上(荒木香織,翻訳). In大森俊夫・山田茂(Ed.), スポーツ

・コーチング学 指導理念からフィジカルトレーニングまで(1ed.,pp.83-97). 東京都千代田区:西村書

店. <Martens, R. (2004) Successful Coaching. Champaign, IL.> 

 

【学会口頭発表】 

荒木香織 （2012 年 11 月）自主シンポジウム 日本スポーツ心理学会第 39 回「トップスポーツにおけ

るコーチの経験～日本及びアメリカの観点から～」「トップスポーツにおける女性アスリート・コーチ・

理事・レフリーの経験を探る」金沢星稜大学 

 

荒木香織、小谷郁 （2012年 7月）「Colonize This!～女性のアスリート・コーチ・理事・レフリーの経

験から～」日本スポーツとジェンダー学会第 11回大会、学習院女子大学 

 

【社会活動】 

日本スポーツ心理学会 理事 

 荒木 香織 

http://www.labome.org/exp/japan/university/araki/kaori-araki-2217469.html
http://www.labome.org/exp/japan/university/araki/kaori-araki-2217469.html
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Asia South-Pacific Association for Sport Psychology Managing council 

Association for Applied Sport Psychology Diversity committee member 

International Association of Applied Psychology Division 12 Sport psychology Asian representative 

京都府立乙訓高校スポーツ健康科学科アドバイザー 

日本ラグビーフットボール協会普及・競技力向上委員 

男子ラグビー日本代表メンタルコーチ 

 

【査読】 

Athletic Insight 

Japan Journal of Physical Education, Health and Sport Sciences 

Journal of Applied Sport Psychology 

Journal of Preventive Medicine and Public Health 

 

【講演】 

日本ラグビーフットボール協会 第 12回男子セブンズアカデミー 

「ラグビーのためのメンタルトレーニング 基礎編」 J-Green 堺 2013年 2 月 

 

日本ラグビーフットボール協会レフリー研修会 

「モチベーションについて」 クライトン新大阪ホテル 2012 年 12月 

 

平成 24年度 スポーツメンタルトレーニングフォーラム in 関西 

「アセスメント」 大阪体育大学 2012年 9月 

 

日本ラグビーフットボール協会トップレフリー研修会 

「メンタルのコンディショニング」味の素ナショナルトレーニングセンター 2012 年 7 月 

 

日本ラグビーフットボール協会 IRB ジュニアワールドラグビートロフィー U-20日本代表 

「スポーツ心理学＆メンタルトレーニング」明海大学 2012 年 6月 

 

日本ラグビーフットボール協会トップレフリー研修会 

「覚醒・不安とレフリングについて」味の素ナショナルトレーニングセンター 2012年 5月 

 

厚木市ラグビーフットボール協会 あつぎラグビーフェスタ 

保護者のためのスポーツ心理学「チャンピオンの育て方」萩野陸上競技場 2012年 5月 

 

【研究費取得状況】 

兵庫県立大学特別教育研究助成金 「スポーツにおける完全主義傾向とメンタルタフネスとの関係」研

究費総額 15 万 
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【原著論文】 

 

1. Furutani J*, Segawa H*, Aranami F*, Kuwahara S*, Sugano M*, Bannai K*, Yamato H*, Ito 

M, Miyamoto KI*.(2013) Dietary Inorganic Phosphorus Regulates the Intestinal Peptide 

Transporter PepT1. J Ren Nutr. 23(2) e11-20  2013年3月 *徳島大学大学院ヘルスバイオサ

イエンス研究部分子栄養学分野 

 リンは肉や魚などタンパク質を多く含む食品に多い。腸管ペプチド輸送担体PepT1は、腎不

全時にタンパク質吸収に関与していると考えられている。そこで本研究では、食餌性のリンが

PepT1発現に及ぼす影響を検討した。その結果、腸管のペプチド輸送活性とPepT1の発現レベ

ルは腎不全時に上昇することを明らかにした。 

 

2. Yamada F*, Horie D*, Nakamura A*, Tanimura A*, Yamamoto H*, Segawa H*, Ito M, 

Miyamoto K*, Taketani Y*, Takeda E*. Role of Serine 249 of Ezrin in the Regulation of 

Sodium-Dependent Phosphate Transporter NaPi-IIa Activity in Renal Proximal Tubular 

Cells. J Med Invest. 2013;60(1-2):27-34 2013年2月、*徳島大学大学院ヘルスバイオサイエン

ス研究部分子栄養学分野   

 IIa型ナトリウム依存性トランスポーター(NaPi-IIa)は、腎近位尿細管に発現し、リンの再吸

収を担う分子である。NaPi-IIaはNHERF-1,ezrinと複合体を形成することが膜に局在するため

には必要である。本研究では、ヒトezrinの249SerがNaPi-IIaの膜局在化に重要であることを

明らかにした。 

 

【教科書】 

 

1. 伊藤美紀子 CKD（慢性腎臓病）：臨床栄養学 (栄養科学シリーズ NEXT) 武田英二/中坊幸

弘/竹谷豊編 講談社サイエンティフィック p132-134（総ｐ178） 2013 年 3 月 

 本書は、栄養士・管理栄養士養成施設で教科書として多く採用されている。本書において、

慢性腎臓病（CKD）の項目を、ガイドライン 2012 に基づき全面修正を行った。 

 

 

【学会口頭発表】 

 

1. 塩崎雄治，木戸愼介、辰巳佐和子、伊藤美紀子、杉野紗貴子，大井彰子，瀬川博子、宮本

賢一  Cell density regulates expression of type II Na+-dependent phosphate 

cotransporter Npt2a and Npt2c in Proximal Tubule Epithelial Cell. 近位尿細管上皮細

胞における細胞密度を介した Na+依存性無機リン酸輸送担体 Npt2a および Npt2c の発現

調節機構 第 35 回日本分子生物学会年会 12/11 福岡 *徳島大学大学院ヘルスバイオサイ

エンス研究部分子栄養学分野 

 

2. 荒木祐佳子、伊藤美紀子、加藤陽二、菊崎泰枝、北元憲利、松本大樹、室田佳恵子 (2013)  

酵素グルコシダーゼや腸管モデル細胞を用いた配糖体 Leptosin の代謝研究 日本農芸化

学会 2013 年度大会 仙台 3/24〜3/28  

 

 伊藤 美紀子 
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3. 古戎なな惠、新納英実、神村和仁、伊藤美紀子、坂上元祥 (2012) 血液透析を受ける糖

尿病性末期腎症患者のリン摂取量調査 第 49 回日本糖尿病学会近畿地方会 11/17 国立

京都国際会館 

 

4. 津本佳奈、茶木田真唯、伊藤美紀子、神村和仁、坂上元祥(2013) 血液透析患者のリン摂

取量に影響する加工食品の利用頻度と食意識の調査 第 16 回日本病態栄養学会年次学術

集会 1/12,13 国立京都国際会館 

 

【講演等】 

 

1. 神戸大学 エキスパート・コメディカル育成拠点 高齢者医療分野「高齢者の栄養学」「腎臓

病の栄養管理」 2012 年 7 月 3 日 兵庫 

 

2. 平成 24 年度 姫路市シニアオープンカレッジ・まちの寺子屋師範塾 「骨粗鬆症の予防はい

つから？」 兵庫県立大学新在家キャンパス 2012 年 10 月 13 日 

 

【社会活動】 

 

1. 日本病態栄養学会 評議員 

2. 日本栄養改善学会 評議員 

3. 「食未来エクステンション講座」オーガナイザー 

 

【研究費取得状況】 

 

1. 文部科学省 科学研究費 基盤研究（C）「骨と血管の臓器相関による異所性石灰化の分子基盤解

明と CKD 栄養療法の開発」平成 23 年度〜平成 25 年度 代表  

 

2. 科学研究費 基盤研究（B）新規バイオマーカーを組み入れた糖尿病末期腎症患者のための食生

活環境評価法の開発 平成 22 年度〜平成 24 年度  分担  

 

【その他】 

 先端食科学研究センター 準備 WG メンバー 

 

 

 

【著書】 分担執筆 

乾 美紀、「ラオス―教員の量的拡大・質的向上に向けて」、『アジアの教員』小川佳万・服部美奈編著、

ジアース教育新社、2012年 5月 

本書は、東南アジアの国々の教員養成システムについて各国の現状と課題について分析したもので

ある。筆者はラオスを担当した。ラオスでは慢性的な教員不足に対し、教員の絶対数を増加させる

ことが課題である。しかしながら教員養成システムが確立しておらず、教員給与も低いため、質的

な向上を目指す必要がある。そのため、教員の訓練や予算の確保などの側面でも改善が必要となるこ

とを指摘した。 

 乾 美紀 
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【学術論文】 

乾 美紀「ラオスの初等教育における市民性教育の変容―社会主義とグローバル化の狭間で」『比較教育

学研究』第 46 号 日本比較教育学会 pp.180～193、2013 年 2 月 

本研究では、ラオス政府がこれまで教育を手段としてどのような国民を育成しようとしてきたか、市民

性教育の方向性と課題は何かについて明らかにすることを試みた。教科書分析とアンケート調査の分析

を行ったところ、グローバル化に対応する裏で、社会主義も堅持しなければならないというジレンマを

抱えており、その方針が教育内容にも表れていることが明らかになった。 

 

【口頭発表】 

乾 美紀、平良那愛*、 

*京都女子大学 

ラオスにおける教員養成制度の改革動向～教員資格の弾力化を中心に～、日本比較教育学会第 48

回大会、九州大学、2012年 6月 

本発表は、近年のラオスの教員養成制度の改革動向を明らかにすることを目的とする。 特に教員資

格の弾力化について注目し、弾力化がもたらす課題について追究することを目的とした。研究の結

果、弾力化を認めているものの、短期間の研修で資格を付与していること、実施者が主導する受け

身的な研修など現状が課題として浮かび上がった。 

 

Miki Inui・Soupany Huankeo*,  

*ラオス国立大学 

Possibilities and Challenges for Citizenship Education in Lao PDR, The 8th Biennial Conference 

of The Comparative Education Society of Asia (CESA), Chulalongkorn University, THAILAND, 

June 2013  

本発表では、ラオスはこれまで教育を手段としてどのような国民を育成しようとしてきたか、市民

性教育の方向性と課題は何かについて明らかにすることを試みる。教科書分析とアンケート調査を

行ったところ、現在のラオスはグローバル化に対応する裏で、社会主義も堅持しなければならない

というジレンマを抱えており、その方針が教育内容にも表れていることが明らかになった。 

 

乾 美紀、海外フィールドスタディーを通した国際理解―タイ・ラオス国境での調査を中心として、

第 22回 国際理解教育学会、埼玉大学、2012年６月 

本発表では、スタディツアーの中で実施されたフィールド調査が、スタディツアーの目的を達成す

るために、どのように計画・実施され、教育効果を生み出したかについて報告することを試みる。

事前教育を綿密に計画し、知識を得てから現地で調査を行ったことで、学生に教育的な効果が生ま

れ、スタディツアー後の学生の行動にも結びついたことを報告した。 

 

【解説（事例紹介）】 

乾 美紀「海外派遣プログラムの実践に基づいた仕掛けづくりの考案」、ウェブマガジン『留学交流』

14 号 日本学生支援機構 pp.1～6 

近年、内向き志向と言われる学生を海外に送り出すようなシステム作りには何が求められるかにつ

いて、これまでの実践経験をもとに明らかにする。海外派遣プログラムの参加者を増やす為には、

学生の動機を高める事前教育、派遣時期の考慮、単位の互換化を進めていくことが必要であること

を提言した。 

【社会活動】 
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平成 24 年度授業づくりネットワーク in 東京 講演「子どもにやさしい学校づくりをめざして」、成蹊

大学、2012 年 8 月 

 

兵庫教育文化研究所 研究所員（多文化共生担当） 

こうべ子どもにこにこ会 運営委員 

神戸外国人救援ネット 運営委員 

 

 

 

【著書】 

内田勇人, 『多様化社会をつむぐ世代間交流－次世代への「いのち」の連鎖をつなぐ－』（草野篤子・内

田勇人・溝邊和成・吉津晶子編著），三学出版（滋賀），2012 年 7 月，第 12 章「シニアボランティアに

よる小学校教育支援活動（pp.134-145）」を担当した。 

 兵庫県・小学校において実施している「シニアボランティアによる小学校教育支援活動が児童の心身

の機能に及ぼす影響」の 3 年間の追跡調査結果について論述した。シニアボランティアとの触れ合いを

通じて、子どもの他者への理解が進み、クラス仲間との学校生活に対する意識に変化がみられたことが

示唆された。 

 

【学術論文】 

田中千晶*，藤原佳典**，安永正史**，桜井良太**，斎藤京子**，金 憲経**，深谷太郎**，野中久美子

**，小林和成***，吉田裕人****，内田勇人，新開省二**，渡辺修一郎*．桜美林大学，**東京都健康長

寿医療センター研究所，***群馬パース大学，****東北文化学園大学，「複合健康増進プログラムが地域

在住高齢者の日常的な身体活動量へ与える影響－無作為化比較試験による検討－」，日本老年医学会雑誌，

49(3)，372-374，2012年 5月  

 複合健康増進プログラムによる介入が高齢者の日常の身体活動量（PA）に反映されるか、無作為割付

による介入調査を実施した。研究参加者数は介入群 20 名(72±7 歳)、対照群 14 名(72±5 歳)であった。

分析の結果、同プログラムの実施により地域在住高齢者の握力と開眼片足立ち時間といった身体機能に

は有意な改善が認められるものの、PA 低下の予防には寄与できないことが示唆された。介入内容や頻度

を熟慮することの必要性が示唆された。 

 

濵口郁枝*，奥田豊子**，内田勇人，大喜多祥子***，福本タミ子****，北元憲利．*兵庫県立大学大学院

環境人間学研究科，**帝塚山学院大学，***大阪大谷大学，****大阪大谷大学短期大学，「大学生に対す

る食育の効果の検証」，日本食育学会誌，6(3)，249-255，2012年 7月 

 大学生に対する食育の効果を明らかにすることを目的に、大阪府内の 3 大学の学生 229 名を対象に食

生活と健康に関する授業を行い、授業前後のアンケート調査を比較検討した。その結果、「外食・中食に

対する抑制の意識と行動」「作法・食環境に対する意識と行動」「薄味重視の意識と行動」「食事作りに対

する行動」の項目で授業後に有意な上昇がみられた。 

 

濵口郁枝*，奥田豊子**，内田勇人，大喜多祥子***，福本タミ子****，北元憲利．*兵庫県立大学大学院

環境人間学研究科，**帝塚山学院大学，***大阪大谷大学，****大阪大谷大学短期大学，「大学生に対す

る食育が食行動に及ぼす影響」，日本食育学会誌，6(3)，257-264，2012年 7 月 

 大学生の食行動に影響を及ぼす動機付けとそのプロセスを明らかにすることを目的に、影響力の概念

 内田 勇人 
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として教員、家族、友達の「主観的規範」因子を想定し、大阪府内の 3 大学の学生 229 名を対象にアン

ケート調査を行った。「(主観的規範)教員」は、「食事バランスに対する行動」「外食・中食に対する抑制

行動」へ、「(主観的規範)家族」は、「食事バランスに対する行動」「外食・中食に対する抑制行動」へそ

れぞれ関連していることが示唆された。 

 

桜井良太*，藤原佳典*，深谷太郎*，齋藤京子*，安永正史*，鈴木宏幸*，野中久美子*，金憲経*，金美

芝*，田中千晶**，西川武志***，内田勇人，新開省二*，渡辺修一郎**. *東京都健康長寿医療センター

研究所，**桜美林大学，***北海道教育大学，「運動に対する充足感が高齢者および高齢者の運動介入効

果に与える影響－運動充足感と身体活動量からの検討－」，日本公衆衛生雑誌，59(10)，743-753，2012

年 10 月 

 運動充足感の違いが高齢者の心身機能に与える影響と、運動を中心とした介入終了後の運動充足感に

よる介入効果の違いを明らかにすることを目的とした。介入研究に参加した地域在住高齢者 260 人(70.4

±6.0 歳)を解析対象とした。分析の結果、身体活動量にかかわらず、主観的な運動充足感が高い高齢者

ほど精神・心理的健康度は高いことが明らかとなった。また、運動を中心とした介入後に運動充足感が

低い者においても、身体機能に対する一定の改善が認められたが、介入終了後に高運動充足感を有して

いる者との間には、精神・心理的健康度に有意な差があることが示された。 

 

【査読付き国際会議論文】 

Hayato Uchida, Fujio Hirata*, Nobuyuki Mino*, Masahiro Toyoda*, Masahiro Yamashita**, Toshimitsu 

Tachibana***, Toshio Nishigaki, Hideki Toji. *Graduate School of Landscape Design and Management, 

University of Hyogo, **College of Nursing Art and Science, University of Hyogo, ***Hyogo 

Prefectural Government, The related factors of frailty risk in Japanese Elderly Women, Proceedings 

of World Automation Congress 2012, Puerto Vallarta, Mexico. 2012.6 

This study was to determine the level of frailty risk and to clarify its related factors among 

the community-dwelling Japanese elderly women. The participants were 120 (aged 73.2±4.3) elderly 

women who lived in Hyogo, Japan. This study found that walking activity and mental health status 

were predictive of frailty risk in the community-dwelling elderly women and that these 

associations were independent of related factors. 

 

【報告書】 

世代間交流事業が児童養護施設入所児童と高齢者の心身の健康に及ぼす影響 

内田勇人, 西垣利男, 江口善章 

平成 24年度科学研究費補助金（基盤研究（C））実績報告書 

2013年 3 月 

世代間交流事業として、自然体験活動プログラムを設定した。高齢者と児童養護施設入所児童の間で、

同プログラムを実施したところ、児童の高齢者イメージがプログラムの前後で改善することが示唆され

た。具体的には、プログラム後に「強い」「やさしい」「頼りがいがある」といった力量性因子、および

倫理性因子の各得点が有意に高くなっていた(各 P＜0.05)。 

 

高齢者の生きがい感の実態とその関連要因、及びあんしんサポーターの活動実態に関する調査研究内田

勇人 

平成 24年度姫路市介護予防支援活動研究事業報告書 

2013年 3 月 
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あんしんサポーター（63.1 歳：38 歳～81 歳）は高いボランティア意識を持ち、積極的に高齢者の日

常生活に役立ちたいといった意識を有していることが示唆された。その一方で、サポーター登録はして

いるが、活動に踏み出すことができずにいる者も多くみられ、地域包括支援センター等からのより一層

の業務依頼や声掛けを期待していることが伺われた。 

 

【学会口頭発表】 

Hayato Uchida, Fujio Hirata*, Nobuyuki Mino*, Masahiro Toyoda*, Masahiro Yamashita**, Toshimitsu 

Tachibana***, Toshio Nishigaki, Hideki Toji. *Graduate School of Landscape Design and Management, 

University of Hyogo, **College of Nursing Art and Science, University of Hyogo, ***Hyogo 

Prefectural Government, The related factors of frailty risk in Japanese Elderly Women, World 

Automation Congress 2012, Puerto Vallarta, Mexico. 2012.6 

 

【学会ポスター発表】 

内田勇人, 藤原 佳典*, 森山 知恵, 矢野 真理, 松浦 伸郎**，*東京都健康長寿医療センター研究所，

**松浦診療所, 高齢者による自然体験活動支援が児童養護施設入所児童の高齢者イメージに及ぼす影響，

第 71 回日本公衆衛生学会総会，2012年 10月，山口  

 

矢野 真理, 内田勇人, 森山 知恵, 藤原 佳典*，*東京都健康長寿医療センター研究所, 地域在住高齢女

性における介護予防に関する縦断的研究 外出行動に着目して，第 71 回日本公衆衛生学会総会，2012

年 10 月，山口  

 

森山 知恵, 内田勇人, 矢野 真理, 藤原 佳典*，*東京都健康長寿医療センター研究所, 地域在住高齢女

性における介護予防に関する縦断的研究 抑うつに着目して，第 71 回日本公衆衛生学会総会，2012 年

10 月，山口  

 

鈴木 宏幸*, 佐久間 尚子*, 安永 正史*, 大場 宏美*, 小宇佐 陽子*, 野中 久美子*, 石井 賢二*, 内

田勇人, 新開 省二*, 藤原 佳典*，*東京都健康長寿医療センター研究所, 世代間交流プログラム

REPRINTS の 5 年間の縦断的検討 言語流暢性への効果，第 71 回日本公衆衛生学会総会，2012 年 10 月，

山口  

 

佐久間 尚子*, 鈴木 宏幸*, 安永 正史*, 大場 宏美*, 小宇佐 陽子*, 野中 久美子*, 石井 賢二*, 内

田勇人, 新開 省二*, 藤原 佳典*，*東京都健康長寿医療センター研究所, 世代間交流プログラム

REPRINTS の 5年間の縦断的検討 高齢者の認知機能の側面，第 71 回日本公衆衛生学会総会，2012年 10

月，山口  

 

Hayato Uchida, Toshio Nishigaki, Hideki Toji, Mari Yano, Jiro Kuroda*, Teiji Okamoto**, Yoshinori 

Fujiwara***. *Kinki University, **Himeji Dokkyo University, ***Tokyo Metropolitan Institute of 

Gerontology, The risk of developing a need for long-term care and the associated factors in 

Japanese elderly women, 8th World Congress on Active Ageing, Glasgow, UK. 2012.8  

 

Masaharu Kagawa*, Tomoko Imai**, Satomi Maruyama***, Hayato Uchida, Toru Takahashi****, *Kagawa 

Nutrition University, **Doshisha Women’s College of Liberal Arts, ***Kinjo Gakuin University, 

****Fukuoka Women’s University, Is subjective health status by young Japanese females associate 
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with their current physique, lifestyle and body image?, International Convention on Science, 

Education and Medicine in Sport, Glasgow, UK. 2012.7 

 

Hayato Uchida, Yoshinori Fujiwara*, Shoji Shinkai*, Toshio Nishigaki, Yukari Yamashita**, Yuko 

Hori**, Hideki Toji, Yoshihiro Hasegawa**, *Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, **Himeji 

City Office, The Changes of Frailty Risk in Japanese Elderly Women and its Related Factors, 65th 

Annual Scientific Meeting of Gerontological Society of America, San Diego, USA. 2012.11 

 

 

【社会活動】 

＜委員＞ 

関西行動医学会世話人 

東京都健康長寿医療センター研究所協力研究員 

兵庫県中播磨圏域健康福祉推進協議会介護・福祉部会委員 

ひめじ健康プラン（姫路市保健計画）策定委員 

姫路市健康福祉局指定管理者選定委員 

健康ひょうご 21県民運動中播磨会議学識委員 

日本世代間交流学会理事 

NPO法人はりまキッズランド理事 

国際ゾンタ SENひめじゾンタクラブ理事 

特別養護老人ホーム星陽監事 

独立行政法人科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）専門委員 

 

 

＜講演＞ 

福岡 FP 会情報セミナーにて講演。「人と交わることの大切さ-ストレス軽減からうつ予防まで-」（福

岡 FP 会主催、対象者：企業管理職、参加者数：50 名）、2012 年 8 月 

国際ゾンタ SEN 姫路ゾンタクラブにて講演。「多様化社会をつむぐ世代間交流」（国際ゾンタ SEN

姫路ゾンタクラブ主催、対象者：SEN 姫路ゾンタクラブ会員、参加者数：20 名）、2012 年 9 月 

姫路市夢前町上菅校区老人クラブにて講演。「介護予防について」（姫路市市民局生涯現役推進部生

きがい推進課地域活動助成事業、姫路市夢前町菅生老人クラブ主催、対象者：上菅校区老人クラブ会員、

参加者数：50 名）、2012 年 10 月 

姫路市公衆衛生委員大会にて講演。「高齢者の健康と体力」（姫路市主催、対象者：姫路市公衆衛生

委員、参加者数：200 名）、2013 年 2 月 

兵庫県姫路市健康福祉局福祉部長寿・介護保険課にて講演。「介護支援ボランティアを行うにあたって」

（兵庫県姫路市健康福祉局福祉部長寿・介護保険課主催、対象者：認知症予防サポーター、介護予防サ

ポーター、生活支援サポーター、参加者数：80 名）、2013 年 2 月 

 

【産官学連携】 

石川病院との共同研究、「介護職員の疲労度・行動量計測」 

東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チームとの共同研究「高齢者の生きがい

づくりと社会参加に関する研究」 

社会福祉法人あいむ（姫路市広畑区）との共同研究「発達障害児を対象とした高齢者との世代間交流
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事業」 

姫路市介護保険課との共同研究「姫路市生活支援サポーター養成講座」「介護支援事業」 

野里小学校との共同研究「地域在住高齢者による小学校教育支援事業」 

NPO法人はりまキッズランドとの共同研究「子どもの王国プロジェクト」 

NPO法人姫路シーマンズクラブとの共同青少年育成事業「せとうち海洋プロジェクト」 

SEN 姫路ゾンタクラブとの共同社会貢献事業「女性の地位向上、および地域社会に対する福祉貢献活

動」  

 

【研究費取得状況】 

平成24年度～26年度 基盤研究（C）「世代間交流事業が児童養護施設入所児童と高齢者の心身の健康

に及ぼす影響」（研究代表者：内田勇人, 分担研究者：西垣利男，江口善章）, 補助金額（平成24年度143

万円） 

平成 24年度受託研究, 姫路市「介護予防支援活動研究事業」（113万円） 

                                                                              

 

                 

【学術論文】 

Masayoshi ETO: “ Synthesis of Avian-teratogenic Organophosphorus and Methylcarbamate 

compounds: Pyrimidine Derivatives ” . Research Reports, School of  Human Science and 

Environment, University of Hyogo, No.15, pp.27-34 (2013). 

     Seven pyrimidinyl dialkyl phosphorothionates, ethyl phenylphosphonothionate, four dialkyl 

phosphates, and dimethylcarbamate were synthesized by the reaction of primidinols with dialkyl 

phosphorothionochloridates, ethyl phenylphosphonothionochloridate, dialkyl phosphorochloridates 

and dimethylcarbamoyl chloride in 5-99 % yields. 

     Thermal thiono-thiol conversion of pyrimidinyl O,O-diethyl phosphorothionate in the synthesis 

reaction of the diethyl phosphorothionate  gave pyrimidinyl O-ethyl S-ethyl phosphorothiolate.  

     Oxidation of pyrimidinyl ethyl phenylphosphonothionate and dimethyl phosphorothionate by 

the use of m-chloroperbenzoic acid (MCPBA) gave their corresponding phosphates. 

      Five pyrimidinediyl bis(diethyl phosphorothionates) were synthesized from pyrimidinediols 

and two-equivalent amounts of diethyl phosphorothionodichloridate in 6-48% yields.  

These products were purified by preparative thin-layer chromatography (tlc) or distillation, 

and characterized by chemical ionization mass spectrometry and proton NMR spectroscopy. 

 

【講演】 

➀ 平成 24年度兵庫県地域高齢者大学 4年制大学講座「但馬文教府みてやま学園」教養講座(兵庫県立大

学連携講座)講師 平成 24 年 8 月 3 日 講義テーマ「食べ物に含まれる化学物質は安全か」（受講者

222名） 

② 平成 24 年度公開講座「～安全安心な食生活～食品と健康障害（その１）～化学物質、農薬、放射性

物質など～」講師 平成 24 年 8月 4日（受講者 20名） 

③ 平成 24年度姫路市立生涯学習大学校講師 くらしの科学コース （受講者、約 70 名） 

平成 24年 4 月 13日テーマ「食品機能成分と生活習慣病」 

④ 平成 24年 4 月 27日テーマ「食べ物の光と陰 日本と世界から考える」 

 江藤 正義 
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⑤ 平成 24年 5 月 11日テーマ「食品の安全と安心」 

⑥ 平成 24年 5 月 25日テーマ「病気を起こす食生活」 

⑦ 平成 24年 6 月 8日テーマ「活性酸素の光と陰 その役割と引き起こす病気およびその予防法」 

⑧ 平成 24年 6 月 22日テーマ「アレルギーを起こす食生活」 

⑨ 平成 24年 7 月 13日ヤマサ蒲鉾見学引率および講義「かまぼこに関する用語」 

⑩ 平成 24年 7 月 27日テーマ「心と脳および食べ物との関係 心安らかに生きるには」 

⑪ 平成 24年 8 月 31日テーマ「人と微生物の共生と戦い－食物の獲得を巡って」 

⑫ 平成 24年 9 月 14日テーマ「近年の食品に関わる事件と、食生活と健康および食糧危機について考え

る」 

⑬ 平成 24年 11月 16 日  テーマ「からだの構造と機能」 

⑭ 平成 24年 12月 7日   テーマ「マクロ栄養素とその代謝」 

⑮ 平成 24年 12月 21 日テーマ「ミクロ栄養素とその代謝」 

⑯ 平成 24年 1 月 18日   テーマ「食糧需給とハイテクが生んだ食品」 

⑰ 平成 25年 2 月 1日   テーマ「特殊環境と食生活」 

⑱ 平成 25年 2 月 15日   テーマ「食文化と生活環境」 

⑲ 平成 25年 3 月 1日   テーマ「食生活の「ウソ」「ホント」？」 

 

【社会活動】 

1．平成 24年度兵庫県農林水産技術連携推進協議会会員 

 

 

 

【学術論文（査読付き）】 

Noritoshi Kitamoto, Tomoichiro Oka*, Kazuhiko Katayama**, Tian-Chang Li**, Naokazu Takeda***, 

Yoji Kato, Tatsuya Miyoshi***, Tomoyuki Tanaka****  

『Novel monoclonal antibodies broadly reactive to human recombinant sapovirus-like particles.』 

Microbiol. Immunol. 56:760-770. 2012. 

* Ohio State University, USA, **National Institute of Infectious Diseases, ***Thailand-Japan 

Research Collaboration Center,Thailand, ****Sakai City Institute of Public Health. 

   Sapovirus (SaV) is an important cause of acute epidemic gastroenteritis in humans. Human SaV 

is genetically and antigenically diverse and can be classified into four genogroups (GI, GII, 

GIV, and GV). Sixty-five monoclonal antibodies (MAbs) were obtained and classified: (i) MAbs 

broadly cross-reactive to all GI, GII, GIV and GV strains; (ii) genogroup-specific; and (iii) 

genotype-specific manner. The MAbs will be useful tools for further study of the antigenic and 

structural topography of the human SaV virion and for developing new diagnostic assays for human 

SaV. 

『Identification of a Novel Glycoside, Leptosin, as a Chemical Marker of Manuka Honey』 

加藤陽二の項参照 

 

『大学生に対する食育の効果の検証』 

内田勇人の項参照 

 北元 憲利 
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『大学生に対する食育が食行動に及ぼす影響』 

内田勇人の項参照 

 

【報告書など】 

北元憲利、田中智之*、岡智一郎**、片山和彦*** 

『サポウイルス VLPsに対する新規単クローン抗体の樹立とその解析』 

平成 23年度 厚生労働科学研究費補助金 食品の安全確保推進研究事業「食品中の病原ウイルスのリス

ク管理に関する研究」協力研究報告書 2012年３月 

* 堺市衛生研究所、**オハイオ大学、***国立感染症研究所 

 レコンビナントサポウイルス様中空粒子（VLPs）に対する新規単クローン抗体の樹立し、その解析を

行った。サポウイルスに対してロードに反応する新規抗体が得られた。 

 

村上耕介* 岡智一郎**、李天成*、片岡紀代*、片山和彦*、北元憲利、田中智之*** 他７名 

『バキュロウイルスタンパク質発現系を用いたサポウイルス様中空粒子の作成』 

平成 22年度 厚生労働科学研究費補助金 食品の安心・安全確保推進研究事業「食品中の病原ウイルス

のリスク管理に関する研究」協力研究報告書 2012年３月   

*国立感染症研究所、**オハイオ大学、***堺市衛生研究所 

 バキュロウイルスタンパク質発現系を用いてレコンビナントサポウイルス様中空粒子(VLPs)の作成に

成功した。いくつかの異なる遺伝子系の VLPs が得られ、それぞれ電子顕微鏡にて確認した。 

 

田中智之*、北元憲利、他８名 

『サポウイルス感染症における immunochromatography（IC）法の開発』 

平成 22 年度 厚生労働科学研究費補助金 食品由来感染症調査調査における分子疫学的手法に関する

研究 研究分担報告書 2012 年３月 

* 堺市衛生研究所 

 レコンビナントサポウイルス様中空粒子（VLPs）に対する新規単クローン抗体が得られ、その抗体を

用いてサポウイルスの迅速簡便診断法（イムノクロマト法）の開発を試みた。 

 

【学会発表】 

北元憲利、三好龍也、田中智之 

『サポウイルス単クローン抗体による迅速診断法の可能性』 

第 53 回日本臨床ウイルス学会 2012年 6 月 大阪  

 バキュロウイルスタンパク質発現系を用いてレコンビナントサポウイルス様中空粒子(VLPs)の作成に

成功した。そこで VLPsに対する単クローン抗体の作製を試みたところ、ブロードに反応する新規抗体を

得ることができ、抗体の解析を行うとともに、サポウイルスの迅速簡便診断法（イムノクロマト法）の

開発を試みた。 

 

北元憲利、岡智一郎、片山和彦、三好龍也、田中智之 

『サポウイルス genogroup に特異的な単クローン抗体の作製とその解析』 

第 60 回日本ウイルス学会 2012年 11 月 大阪 

 上記と同様に、単クローン抗体の作製を試みたところ、すべてのブロードに反応する新規抗体、遺伝

子系グループ特異的を得ることができた。抗体の解析を行うとともに、サポウイルスの迅速簡便診断法
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（イムノクロマト法）の開発を試みた。 

 

片山舞奈美、北元憲利、加藤陽二、横田正春*、田中智之* 

『食中毒細菌に対する単クローン抗体を用いた迅速簡便診断法の基礎的検討』  

第 82 回日本感染症学会 2012 年 11 月 福岡 

＊堺市衛生研究所  

 単クローン抗体を用いて食中毒細菌の迅速簡便診断法の開発を試みた。今回は、腸管出血性大腸菌産

生ベロ毒素および黄色ブドウ球菌産生エンテロトキシンについて検討を行った。 

 

北元憲利、片山舞奈美、加藤陽二 

『次亜塩素酸のガス化による空間殺菌効果』 

第 82 回日本感染症学会 2012 年 11 月 福岡  

 一定内のボックス内および室内において、次亜塩素酸の噴霧試験および蒸散（ガス化）試験を行った

ところ、数時間で落下細菌数は検出限界まで激減することが分かった。このことより医療機関や食品機

関などの空間殺菌が期待できる。 

 

『ELISAによるヒト尿中ジチロシン測定 -酸化ストレスマーカーの比較-』、 

加藤陽二の項参照 

 

『妊娠中期における尿及び羊水中の酸化ストレスマーカーの検出』、 

加藤陽二の項参照 

 

『マヌカ蜂蜜から発見された新規配糖体の単離と酵素を用いた構造解析』、 

加藤陽二の項参照 

 

『Tryptamine-4,5-dioneによるタンパク質修飾を抑制する食品成分の探索法』、 

加藤陽二の項参照 

 

『蛍光色素FITC修飾タンパク質に対する抗体の作製とその応用』、 

加藤陽二の項参照 

 

『酵素グルコシダーゼや腸管モデル培養細胞を用いた配糖体Leptosinの代謝研究』、 

加藤陽二の項参照 

 

【講演など】 

北元憲利 

『食品と兼行障害〜食中毒、食物アレルゲン、遺伝子組み換え食品など〜』 

平成 24 年度兵庫県立大学公開講座『安全・安心な食生活』 2012 年 8 月 環境人間学部新在家キャン

パス 

 安心・安全な食生活をおくるためには、食品中の有害物質、微生物やアレルゲンなどをよく知ること

が重要であることを説明した。またその予防について解説した。 

 

北元憲利  

『アレルギーの現状と予防対策』  
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平成 24年度兵庫県龍野北高校職員研修会 2012年 12 月  

 アレルギーの現状、発生機序、その予防などについて講演した。特に、その素因は胎児の時から獲得

する可能性があることを解説した。 

 

【問題集等】 

日本給食指導協会編『管理栄養士国家試験問題集 2013』中央法規出版 2012.7 

 2012年度の管理栄養士国家試験の解答とその解説をした。例年のように「社会・環境と健康（公衆衛

生学）」の分野を担当した。 

 

【学会活動等】 

日本ウイルス学会（評議員）、日本細菌学会、日本獣医学会、日本免疫学会、日本感染症学会、日本細菌

学会、日本臨床ウイルス学会、日本農芸化学会、日本食品化学会、日本環境学会、日本公衆衛生学会、

日本小児保健協会、ウイルス下痢症研究会など会員 

 

【社会活動（国内外交流）】 

１）Baylor College of Medicine（Dr.Mary K.Estes,Tx.USA、1989年〜、ノロウイルスの研究） 

２）堺市衛生研究所（1993年〜、下痢症感染、ノロウイルス、サポウイルスの研究，抗体の分与） 

３）国立感染症研究所（1993 年〜、下痢症感染、ノロウイルス、サポウイルスの研究、抗体の分与） 

４）大阪大学微生物病研究所（1998 年〜、下痢症感染、サポウイルスの研究） 

５）旭川医科大学（1998年〜、免疫物質の研究、抗体の分与） 

６）愛知学院大学（2003年〜、酸化バイオマーカーの研究、加藤陽二准教授共同） 

７）ヤエガキ発酵技研株式会社（2006年〜、腸管免疫の働きと腸内フローラ改善に有効な食品開発） 

８）ヒガシマル醤油株式会社（2006 年〜、食物繊維の生理異能に関する研究） 

９）金沢工業大学（2012年〜、塩麹の抗菌作用について，新田陽子助教共同） 

10) Ohio State University（Dr. Tomoichiro Oka、2012 年〜、サポウイルスの研究） 

 

【研究費取得状況】 

１）日本学術振興会学術研究助成基金助成金・基盤研究（C）「イムノクロマト法により数種の異なる食

中毒を一度に迅速鑑別診断する」研究代表者 平成 23 年度〜25年度 

２）厚生労働科学研究費補助金 食品の安全確保推進研究事業「食品中の病原ウイルスのリスク管理に

関する研究」研究協力者 平成 22年度〜24年度  

 

 

 

 

                   

【学術論文】 

岡村吉隆、坂上元祥、「睡眠状態と食行動がBMIに及ぼす影響について -女子学生とその両親を対象とし

て-」『日本栄養士会雑誌』55(6)，pp31-37，2012 

 

福山悦子、坂上元祥、「背部皮膚白癬症から膿瘍に進行した2型糖尿病患者への 行動変容理論を用いた栄養

 木村 幸子 

 坂上 元祥 
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教育の効果」、『日本糖尿病情報学会誌』10,pp14-19, 2012 

 

Ryuko S*, Ma Y*, Ma N*, Sakaue M, Kuno T. *, Genome-wide screen reveals novel mechanisms for 

regulating cobalt uptake and detoxification in fission yeast. Mol Genet Genomics 287(8) pp651-62, 

2012 

*Kobe University Graduate School of Medicine 

 

Nitta Y, Kikuzaki H*, Azuma T*, Ye Y*, Sakaue M, Higuchi Y*, Komori H*, Ueno H*, Inhibitory 

activity of Filipendula ulmaria constituents on recombinant human histidine decarboxylase. Food 

Chem. 138(2-3) pp1551-6, 2012 

*Graduate School of Life Science, University of Hyogo 

 

【口頭発表】 

井垣誠 坂上元祥、2型糖尿病患者に対する運動療法は血流依存性血管拡張反応を改善させる、第55回糖尿

病学会年次学術集会、パシフィコ横浜（神奈川県）、2012年05月 

 

古戎なな恵 他4名、血液透析を受ける糖尿病末期腎症患者のリン摂取雨量の調査、第49回日本糖尿病学会

近畿地方会、京都国際会館（京都府）、2012年11月 

 

岡村吉隆 他4名、40歳台、50歳台男女の睡眠状態、食行動、運動習慣がBMIに及ぼす影響、第16回日本病

態栄養学会年次学術集会、京都国際会館（京都府）、2013年1月 

 

天野未也 他3名、精神医療機関の入院患者におけるMNA-SFの有用性の検討、第16回日本病態栄養学会

年次学術集会、京都国際会館（京都府）、2013年1月 

 

津本佳奈 他4名、液透析患者のリン摂取量に影響する加工食品の利用頻度と食意識調査、第16回日本病態

栄養学会年次学術集会、京都国際会館（京都府）、2013年1月 

 

森本里枝 他3名、診療所に通院する2型糖尿病患者の血糖コントロールやセルフケアと自尊感情の関係、第16

回日本病態栄養学会年次学術集会、京都国際会館（京都府）、2013年1月 

 

【報告書】 

平成23年度科学研究費補助金実績報告書（基盤研究(B)）「新規バイオマーカーを組入れた糖尿病末期腎症

患者のための食生活環境評価法の開発」 

平成23年度科学研究費補助金実績報告書（挑戦的基盤研究）「単科精神科病院の入院患者の身体合併症を

予防する連携型栄養支援プログラムの開発」 

 

【社会活動】 

精神疾患に関する身体合併症を考える会「精神疾患患者の糖尿病と身体合併症の診断と治療」西宮神社

会館、2012年9月 

まちの寺子屋師範塾・姫路シニアオープンカレッジ「日本の糖尿病の現状－正しく食べることはなぜ難

しいのか－」県立大学姫路環境人間キャンパス、2012年10月 

精神科身体合併症講演会（淡路）「精神疾患患者の糖尿病と身体合併症の診断と治療」 
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ホテルニュー淡路、2012年10月 

第13回三木小野DMマネージメントカンファレンス 「糖尿病の食事療法」三木市文化会館、 

2012年11月 

精神科身体合併症を考える会「精神疾患患者の糖尿病と身体合併症の診断と治療」 

高良病院（丹波市）、2013年3月 

姫路市感染症対策審議会委員（結核診査担当） 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究(B)）「新規バイオマーカーを組入れた糖尿病末期腎症患者のための

食生活環境評価法の開発」 

平成22年度～24年度 研究費総額（直接経費）1,520万円、（間接経費）456万円 

文部科学省科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）「新規バイオマーカーを組入れた糖尿病末期腎症患者のた

めの食生活環境評価法の開発」 

平成24年度～25年度 研究費総額（直接経費）300万円、（間接経費）90万円 

その他に民間からの助成金2件、研究費総額180万円 

 

 

 

【著書】 

「災害時炊き出しマニュアル」（東京法規出版、2012年 10 月、共著、日本語） 

東日本大震災でも活躍した「災害時の炊き出しマニュアル」を大幅に書き直し、NPO CAMPER と日本

調理科学会との共著で東京法規出版より出版したものである。この近畿地域 2 週間メニューについて担

当した。 

 

【学術論文】 

坂本薫、森井沙衣子、澤村弘美「災害時の食事に関する検討―野菜・果物摂取及びビタミン C 確保にお

ける真空調理の有効性と献立への応用―」兵庫県立大学環境人間学部研究報告 第 15 号 pp.55-60、

2013年 3 月 

災害時の食事は、空腹を満たし栄養を補給するだけでなく、食事を通して、災害時の精神的なストレ

スを少しでも軽減できるように工夫する必要がある。その地域に合った日ごろ食べ慣れた温かい食べ物

を、落ち着いた雰囲気で、朝、昼、晩の食事どきに食べられるようにし、また、同じものばかりになら

ないように心がけることが大切である。真空調理品を加える等の一工夫により、食事は栄養バランスの

取れたものとなり、災害時に摂取しにくい野菜や果物の摂取を補うことができると考えられた。 

 

【学会発表】 

坂本薫、森井沙衣子、作田はるみ、岸原士郎「融点の異なる高純度グラニュ糖におけるスクロース分子

の安定性」第 110回精糖技術研究会年次大会（全国大会）（東京 学士会館）2012 年 5 月 

 

森井沙衣子、加藤舞子、坂本薫「真空調理によるりんごのコンポートにおける砂糖の影響」日本調理科

学会東海・北陸、近畿支部合同研究発表会（園田学園女子大学）2012年 7月 

 

富永しのぶ*、片寄眞木子*、坂本薫、田中紀子*、原 知子*、本多佐知子*、升井洋至*、「近畿における通

 坂本 薫 
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過儀礼食の認知・経験の世代間比較（兵庫県）」日本調理科学会平成 24 年度大会（全国大会）、2012年 8

月 

日本伝統の行事や行事食は、生活様式や食生活が変化するにつれて次第に関心が薄れ、親から子への

伝承の機会が減少しつつあることが危惧されている。兵庫県における学生と親の世代での通過儀礼食の

認知・経験、喫食経験を調査し、通過儀礼食伝承の現状を把握することを目的として解析を行った。 

 

澤村弘美、森井沙衣子、坂本薫「災害時の食事に関する検討（１）－ビタミン C の確保について－」日

本栄養改善学会第 59回学術総会（全国大会）（名古屋）2012 年 9月 

 

森井沙衣子、澤村弘美、坂本薫「災害時の食事に関する検討（２） －果物摂取における真空調理の有

効性－」日本栄養改善学会第 59 回学術総会（全国大会）（名古屋）2012年 9月 

 

坂本薫、森井沙衣子、澤村弘美「災害時の食事に関する検討（３） －真空調理の献立への応用－」日

本栄養改善学会第 59回学術総会（全国大会）（名古屋）2012 年 9月 

 

渡邊敏明、坂本薫、榎原周平、澤村弘美、山本あい子「災害栄養の啓発活動による栄養管理マニュアル・

システムの整備についての検討」兵庫県立大学シンポジウム、2012年 9月 

 

坂本薫、森井沙衣子、「砂糖の調理加工特性に影響する新因子－知られざる砂糖の加熱熔融特性－」、兵

庫県立大学シンポジウム、2012 年 9 月 

 

坂本薫、吉村美紀、井上泰光、「介護施設における給食施設での災害時対策についての現状と課題」、本

給食経営管理学会（全国大会）2012年 11月 

 

坂本薫、森井沙衣子、「大量調理施設における衛生管理の重要性についての認識を深める教育方法の検討」、

日本給食経営管理学会（全国大会）2012年 11 月 

 

上田眞理子、清水美衣、由井可奈子、森井沙衣子、坂本薫、「災害時利用を想定した新調理システムによ

る大量炊飯―スチームコンベクションオーブンを用いた炊飯に与える添加材料の影響―」、第 29 回兵庫

県栄養改善研究発表会、2013 年 3月 

 

【社会活動】 

<講演> 

坂本 薫、姫路市立大津茂小学校教員研修会 

「学校教育における食育」2012 年 7 月 

 

坂本 薫、兵庫県中播磨地区食育実践研究発表大会記念講演 

「「食事」の意義を考える―子どもにとって本当に大切なものは何か―」（姫路市立大津茂小学校）2012

年 11 月 

 

坂本 薫、姫路市立大津茂小学校教員研修会 

「研究授業に対する指導助言」2012年 11月 
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坂本 薫、神戸大学附属幼稚園保護者会 

幼児の食事とおやつ研修会、2012年 11 月 

 

坂本 薫、平成 24 年度姫路市保育所調理員業務研修会 

「調理場における調理技術（その 2）」、2012年 11月 

 

<委員等> 

姫路市男女共同参画プラン推進懇話会 会長 

西播磨ビジョン委員会専門委員 

日本家政学会代議員 

日本栄養改善学会評議員 

日本調理科学会近畿支部常任委員 

日本調理科学会近畿支部兵庫地区世話役 

日本調理科学会東海・北陸支部、近畿支部平成 24年度合同研究発表会実行委員長 

日本栄養改善学会第 60回学術総会実行委員（総務委員会副委員長） 

兵庫県栄養士会理事 

日本調理科学会第 25回実行委員 

兵庫県中播磨地区食育実践研究 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（基礎研究 C） 

「砂糖の調理特性に影響を及ぼす新因子」平成 22年度～24年度 研究費総額 312万円 

 

共同研究  

タイガー魔法瓶株式会社 平成 24年度 研究費 60万円 

 

共同研究 

大阪ガス株式会社 平成 24 年度 研究費 157万円 

 

研究助成  

（株）チャプターワン 平成 24 年度 研究費 7.5万円 

 

 

 

【著書】 

澤村弘美，渡邊敏明（共著） 

ビタミンの新栄養学．柴田克己、福渡努編、講談社、東京、2012年7月 

ビオチンの不足と欠乏の診断、生細胞中の形態と摂取時の形態、消化過程、吸収機構、輸送形式、貯蔵形態、

活性型への合成経路、異化代謝、成人における推定平均必要量あるいは目安量の算出根拠、外挿方法につい

て解説した。 

 

【学術論文】 

 澤村 弘美 
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Negoro M, Sawano M, Sawamura H, Ebara S, Watanabe T 

Analysis of glucose-protein interaction using p-hydroxyacetophenone-Sepharose affinity 

resin-Glucose decreases alcohol dehydrogenase activity in vitro-.  

J Electrophoresis, 56: 19-24, 2012. 

 渡邊敏明の項参照 

 

坂本薫，森井沙衣子，澤村弘美．「災害時の食事に関する検討－野菜・果物摂取およびビタミンCの確保

における真空調理の有効性と献立への応用－」兵庫県立大学環境人間学部研究報告 第15号，61-71，2012 

坂本薫の項参照 

 

【冊子】 

渡邊敏明，吉村美紀，伊藤美紀子，加藤陽二，澤村弘美．「棚田で栽培した酒米の特徴を生かした日本酒

造り」 pp10 

 棚田米から造った日本酒の特徴について解説した。 

 

【学会口頭発表】（国際学会） 

Excessive intake of biotin affects spermatogenesis in young male rats 

Ryoko Shimada, Chieko Ikeda, Hiromi Sawamura, Shuhei Ebara, Toshiaki Watanabe 

52nd Annual Meeting Teratology Society, Baltimore, June23-27, 2012. 

 渡邊敏明の項参照 

 

Excessive biotin intake affects liver and reproductive function in growing male rats 

Toshiaki Watanabe, Ryoko Shimada, Yuasa Masahiro, Hiromi Sawamura, and Shuhei Ebara  

The 6th Thailand Congress of Nutrition (TCN 2012), Bangkok, Sept. 10-12,2012. 

 渡邊敏明の項参照 

 

【学会口頭発表】（国内学会） 

根來宗孝，澤村弘美，榎原周平，渡邊敏明．「ナイアシン添加によるヒドロキシアセトフェノン酵素増

殖阻害防御機構の探索」日本ビタミン学会第 64 回大会，岐阜，2012 年 6 月 

渡邊敏明の項参照 

 

島田良子，澤村弘美，渡邊敏明．「ラットにおけるビオチン過剰摂取が肝臓に及ぼす影響」日本ビタミ

ン学会第 64 回大会，岐阜，2012 年 6 月 

 渡邊敏明の項参照 

 

石井佳江，澤村弘美，渡邊敏明．「母体のビオチン欠乏によって起こる胎児の口蓋裂の誘発因子の検討」

日本ビタミン学会第 64 回大会，岐阜，2012 年 6 月 

渡邊敏明の項参照 
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【学術論文】 

Zhang W*, Iso H*, Date C,他 2 名. 

*: Osaka University 

Associations of dietary magnesium intake with mortality from cardiovascular disease: the JACC 

study. 

Atherosclerosis, 221(2):587-95, 2012.4 

 食事性マグネシウム摂取と心疾患の死亡との関連を、40-79歳の日本人 58,615 名を対象としたコホー

ト研究（追跡期間の中央値 14.7 年）により解析した。マグネシウム摂取量は男性の脳出血、脳梗塞、女

性の脳梗塞、虚血性心疾患、心不全、総循環器疾患の死亡と逆相関を示した。食事からのマグネシウム

摂取は、日本人では特に女性において心疾患の死亡率の低減と関連していることを明らかにした。 

 

Nagao M*, Iso H*, Date C, 他 2名. 

*: Osaka University 

Meat consumption in relation to mortality from cardiovascular disease among Japanese men and 

women.  

Eur J Nutr. 66(6): 687-93, 2012.6 

肉類摂取量の多少は、虚血性心疾患の死亡率の高低と関連しているとする研究が多いが、中等度の肉類

の摂取量と虚血性心疾患との関連に関する研究はなされていない。本研究は、男女とも 1 日当たり 100

ｇまでの中等度の肉類摂取は虚血性心疾患、脳卒中の死亡を増加させないことを明らかにした。 

 

Toji C*, Okamoto N, Date C,他 5名. 

*：Nara Women’s University 

Effectiveness of diet versus exercise intervention on weight reduction in local Japanese 

residents. 

Environ Health Prev Med. 17(4):332-40, 2012. 7 

 日本人の地域住民を対象として、効果的な減量方法を介入研究により検討した。40-69歳、BMIが24kg/m2

以上 28kg/m2未満の男女 62 名を無作為配置により、食事教育＋運動教育：16 名、食事教育のみ：15 名、

運動教育のみ：15名、対照群：16名に分けた。同量のエネルギー削減では、食事教育と運動教育を組み

合わせることが減量に効果的であることが示された。 

 

永井成美、伊達ちぐさ、他 7 名 「実践経験 10 年以内の管理栄養士の専門的実践能力－コンピテンシー

測定項目を用いた到達度評度」『日本栄養士会雑誌』 56巻 2号 pp.28-39、2013 年 2 月 

 卒後概ね 10 年以内の管理栄養士（日本栄養士会会員、3,055 名）の専門的実践能力到達度を 58 のコ

ンピテンシー測定項目を自己評価により調査した。平成 14 年に開始された新カリキュラムによる管理栄

養士養成教育を受けた者や、管理栄養士養成施設卒業でない者に比べて、平成 13 年までの旧カリキュラ

ムで養成教育を受けた者は、58 項目中 39 項目で点数が高かった。コンピテンシー到達度には、経験年

数や養成教育カリキュラムの関連が示唆された。 

 

【教科書】 

徳留裕子*1、伊達ちぐさ 編著 『公衆栄養学 地域・国・地球レベルでの栄養マネジメント』 

*1:名古屋学芸大学   

 伊達 ちぐさ 
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医歯薬出版 2012.9 

 本書は、日本栄養改善学会が公表した管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュラムに準拠し

て、公衆栄養学を教育のための教科書として制作された書籍である。「第 1章 公衆栄養学の概念」を執

筆するとともに、編集者としても携わった。 

 

【学会口頭発表】 

田村茉莉、伊達ちぐさ、他 7 名、携帯電話のカメラ機能を補助的に用いた 24 時間思い出し法の妥当性、

第 59 回日本栄養改善学会学術総会、名古屋、2012年 9月  

 

長幡友実*、伊達ちぐさ、他 7名、管理栄養士養成施設に在籍する大学院生の専門的実践能力（コンピデ

ンシー）の到達度把握、第 59 回日本栄養改善学会学術総会、名古屋、2012年 9月  

*:東海学園大学 

 

橋本真梨代、伊達ちぐさ、他 5名、タブレット型 PCを用いた小児用食物摂取頻度調査法の開発、第 11

回日本栄養改善学会近畿支部学術総会、西宮、2012年 12 月  

 

【社会活動】 

食の安全安心と食育審議会委員  （2010年 7月～現在に至る） 

 

管理栄養士国家試験委員会副委員長（2011年 8月～現在に至る） 

 

明石市中学校給食検討委員会（2012年 5月～2012年 12 月まで) 

 

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業中間・事後評価委員会委員（2012 年 10 月～現在に

至る） 

 

科学研究費委員会専門委員（平成 24年 12 月～現在に至る） 

 

【研究費取得状況】 

科学研究費補助金（基盤研究(C)）「食事調査のための食物・栄養データベース構築に関する研究」 

平成 22年度～24年度 研究費総額 429万円 

 

 

 

【研究論文】 

田中智子、村田順子*、藤平眞紀子**、*和歌山大学教育学部、**奈良女子大学「まちづくり活動の評価

と高齢期における地域生活の課題 高齢期の在宅生活継続を支える住民主体の活動に関する研究 その

1」 『日本建築学会近畿支部研究報告集』第 52号、pp.213-216、2012年 6月 

 地域住民の活動が高齢期の在宅生活を支える方策を考えるために，住民のまちづくり活動への評価

と生活支援要求についてアンケート調査を行った。地域住民がまちづくり活動を行っている地区の全

世帯 962 人に配布，719 票の有効回収を得た。調査の結果、ライフステージ、街道沿いに居住するか

否かにより、まちづくり活動への関わり方は異なる。しかし活動に対しては肯定的に評価している住

 田中 智子 
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民が多数である。リタイア期以降は良好な近隣関係の中で生活しているが、日常の生活や介護サービ

スなどに不便・不安を感じていることが明らかになった。 

 

村田順子*、田中智子、藤平眞紀子**、*和歌山大学教育学部、**奈良女子大学「高齢期における介護お

よび生活支援に関する意識 高齢期の在宅生活継続を支える住民主体の活動に関する研究 その 2」 『日

本建築学会近畿支部研究報告集』第 52 号、pp.217-220、2012年 6 月 

 老後も自宅に住み続けたいと考えている人は多数だが，75 歳を越えると身体状態が顕著に低下する。

また、介護が必要になった時には自宅から施設などへ住み替えるのも仕方ないと考える人も若い世代

ほど多い。住み替えに至る要因としては日常生活への不便感があると考えられるが，日常的な家事や

雑事に対する支援要求に対し、買物や外出付添、話相手などはボランティアが活用できる可能性があ

る。若い世代ほどサービスの利用に抵抗感がなく、ボランティアの受入にも柔軟であることがわかっ

た。 

 

藤平眞紀子**、村田順子*、田中智子、*和歌山大学教育学部、**奈良女子大学「伝統的木造住宅におけ

る維持管理からみた居住の継続性 その２-奈良県内の歴史的街道における」『日本建築学会近畿支部研

究報告集』第 52号、pp.681-684、2012年 6月 

伝統的木造住宅における維持管理手法の現代的継承について、奈良県内の歴史的街道における母屋

の維持管理に関する調査より検討を行った。水回りの改修を中心に現代の生活に合うように、補修・

改修、建替えが行われている。また，屋根や外壁など建物の耐久性に大きく影響する箇所もこまめに

手入れされている。しかし、維持管理にかかる経済的な負担は大きく、次世代への継承は難しいと考

える居住者も多い。さらに、改修などの依頼先についても危惧する声がきかれた。伝統的木造住宅の

継承のためには、維持管理を行う居住者への支援体制や職人の養成および技術の継承もあわせて考え

ていく必要があることがわかった。 

 

田中智子「カナダ・トロントの小学生」『住宅問題』№85、ｐｐ. 40-42、2012年 6月 

小学生の放課後に関する施策と実際の子どもたちの生活についてヒアリングを行った。トロン

ト市の学童保育所の大部分は NPO などが運営する民営保育所であり，民営ではカバーできない

貧困地区などに市営学童保育所が設置されている。市営学童保育所は設備・スタッフともに充実

しているが、必要数に比べて定員が非常に少ない。そのため ARC(After-School Recreation 

Care)という利用料の安いプログラムが近年開発されたが、必要数に比べてまだ少ない状況にあ

る。更に 2011 年に教育省に移管された幼稚園の延長保育によって低学年の学童保育をカバーし

ようとしている。小学生は、これらの学童保育だけでなく、市営・民営のクラブ活動へも盛んに

参加しているが、家庭の経済状況によってその内容は大きな差があることが分かった。 

 

【学会口頭発表】 

林綾子*、小伊藤亜希子*、畑千鶴乃**、中山徹***、田中智子、*大阪市立大学、**鳥取大学、***奈良女

子大学「カナダ・トロントの子どもの放課後と ARC における取り組み」日本学童保育学会第３回研究大

会、早稲田大学戸山キャンパス、2012年 6月 24日 

トロント市では学童保育とは別に、特別に支援が必要な地域で、安全で健全な子どもの居場所の提

供を目的とした ARC(Afterschool Recreation Care)プログラムが実施されている。充実した設備・ス

タッフを備えた学童保育が実施されているが、費用が高額で受け入れ人数が少ない状況にある。その

中で ARC は、犯罪多発地区などに安全に外遊びできる居場所を確保するために導入された。運営内容

は現場の工夫で充実したプログラムを提供しているが、専用施設がないこと、パート中心の不安定な
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身分のスタッフが中心であることなどの問題がみられた。 

 

田中智子、村田順子*、藤平眞紀子**、*和歌山大学教育学部、**奈良女子大学「まちづくり活動の評価

と高齢期における地域生活の課題 高齢期の在宅生活を支える住民主体の活動に関する研究 その 1」

日本建築学会大会、名古屋大学（名古屋市）、pp. 1047-1048、2012年 9月 

 前掲論文参照。 

 

村田順子*、田中智子、藤平眞紀子**、*和歌山大学教育学部、**奈良女子大学「高齢期における生活支

援に関する意識 高齢期の在宅生活を支える住民主体の活動に関する研究 その 2」日本建築学会大会、

名古屋大学（名古屋市）、pp. 1049-1050、2012年 9月 

 前掲論文参照。 

 

藤平眞紀子*、村田順子**、田中智子、*奈良女子大学、**和歌山大学教育学部「歴史的街道における木

造住宅の維持管理 伝統的木造住宅における維持管理手法の現代的継承 その 1」日本建築学会大会、

名古屋大学（名古屋市）、pp. 311-312、2012年 9 月 

 前掲論文参照。 

 

田中智子、村田順子*、*和歌山大学教育学部「介護施設における園芸活動が高齢者に与える影響 その

１ 研究の概要と園芸活動に対する評価」第 34回日本家政学会関西支部研究発表会、奈良女子大学（奈

良市）、p. 24、2012年 10月 13 日 

園芸活動を実施している 6 施設・８事業の要介護高齢者施設（グループホーム 3 カ所、特別養護

老人ホーム 2カ所、デイサービス 2 カ所、リハビリ病棟 1カ所）において、各施設の園芸活動参加者

のうち１施設 4～5 名を選定し、活動中の高齢者の言動などの観察調査、スタッフの聞き取り調査、

施設関係者に対するアンケート調査を実施した。園芸活動とは、NPO スタッフが対象施設を月 1 回訪

問し、1 時間程度の園芸活動と植物を利用した工作などのプログラムを実施するものである。調査の

結果施設管理者、施設スタッフの園芸活動に対する評価は高く、入居者の会話が増えた、笑顔が多く

なった、意欲が向上した等の効果が指摘されている。 

 

村田順子*、田中智子、*和歌山大学教育学部「介護施設における園芸活動が高齢者に与える影響 その

１ 高齢者への影響」第 34 回日本家政学会関西支部研究発表会、奈良女子大学（奈良市）、p. 24、2012

年 10 月 13日 

その 1 の調査対象のうち、日常生活の様子を把握しやすいグループホームと特別養護老人ホーム

における園芸活動参加者（24 名）を対象とした。各回の園芸活動では、参加者は積極的に活動に取り

組み、笑顔や楽しそうな表情が多く観察された。3 カ月毎に評価した結果、顕著な変化はみられない

ものの、全体的に活動に対する意欲・満足感の向上がみられた。個別事例では、部屋に閉じこもりが

ちの男性や耳が遠いため他の入居者に馴染もうとしなかった男性が、園芸活動には積極的に取り組み、

他者と少しずつ関わりを持てるようななった例がみられ、活動時だけではなく、日常生活に良い影響

を与える可能性が示唆された。 

 

【研究助成金】 

平成 23年度～25年度 基盤研究(C) （研究分担者） 補助金額総額 2,600 千円 

「住民の主体的活動による在宅生活システム構築に関する研究」 

平成 22年度～24年度 基盤研究(B) （連携研究者） 補助金額総額 8,809 千円 
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「放課後の子どもの生活を地域で支えるにあたって学童保育が果たす役割に関する研究」 

 

【社会活動】 

神戸市大規模小売店舗立地審議会委員（平成 17年 1月～平成 27 年 1月） 

姫路市社会福祉審議会委員（平成 17年 4月～平成 26年 3月） 

姫路市社会福祉法人等設置委員会委員（平成 18年 11月～）    

姫路市建築紛争調停委員会委員（平成 20年 3 月～平成 26 年 2月） 

姫路市ホテル等建築審議会委員（平成 21年 10月～平成 25 年 9月） 

姫路市事業評価監視懇話会委員会委員（平成 24年～平成 26年 3 月） 

生駒市建築審査会委員（平成 24 年～） 

科学研究費委員会専門委員（平成 24年 12 月～平成 25 年 11月） 

日本家政学会関西支部地区幹事（平成 22年～） 

 

【講演】 

兵庫県いなみ野学園 『高齢者のための住環境』 

日時：2012年 12月 3日（月）13：15～14：45 

場所：加古川市いなみ野学園 

対象：いなみ野学園健康福祉学科受講生 

主催：（財）兵庫県生きがい創造協会 

 

 

 

【原著論文】 

田路秀樹、金子公宥*、「足関節筋群の力―速度―パワー関係からみた高齢者の特徴」『体育学研究』第

57 巻、第 1号、pp. 1-8、日本体育学会、2012年 6月、*NPO 法人みんなのスポーツ協会  

本研究において、足関節の底屈・背屈の等張力性収縮における特徴は、高齢者と若年者ともに Hill

の特性方程式に合致するが、高齢群は若年群に比して全体的に低い力－速度－パワー関係にあること

を示唆した。 

 

青木敦英*、荒木香織、田路秀樹、「肘屈曲運動における力―速度関係からみた両側性および一側性の筋

パワー発揮特性」『運動とスポーツの科学』第 18巻、第 1号、pp.9-15、日本運動・スポーツ学会、2012

年 12 月．* 兵庫県立大学環境人間学研究科 

本研究では、肘屈曲運動の力－速度－パワー関係においても両側性機能低下がみられ、特に筋パワ

ーにおける軽負荷条件での著しい両側性機能低下が認められることを示唆した。 

 

【Proceeding】 

Uchida, H., Hirata, F., Mino, N., Toyoda, M., Yamashita, M., Tachibana, T., Nishigaki, T., Toji, 

H. The related factor of frailty risk in Japanese elderly women. World Automation congress 2012, 

Puerto Vallarta, Mexico, 2012.6. 

 内田勇人の項参照 

 

【口頭発表】 

 田路 秀樹 
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矢野卓也*、賀屋光晴**、田路秀樹、ほか 4名、ひょうごジュニアースポーツアカデミーの事業評価に関

する研究Ⅱ、兵庫体育・スポーツ科学学会第 23回大会、兵庫県立大学、2012年 5月．*兵庫大学、**兵

庫医療大学 

ひょうごジュニアースポーツアカデミーにおける授業評価として、年 3 回実施た体力測定結果をもと

に考察した。 

 

Uchida, H., Hirata, F., Mino, N., Toyoda, M., Yamashita, M., Tachibana, T., Nishigaki, T., Toji, 

H. The related factor of frailty risk in Japanese elderly women. World Automation congress 2012, 

Puerto Vallarta, Mexico, 2012.6. 

 内田勇人の項参照 

 

【ポスター発表】 

青木敦英*、荒木香織、西垣利男、田路秀樹、一側性・両側性筋力トレーニングが筋パワー発揮に及ぼす

効果、第 63 回日本体育学会、東海大学、2012年 8月．* 兵庫県立大学環境人間学研究科 

 本研究は、一側性・両側性筋力トレーニングが筋パワー発揮に及ぼす効果について、若年者と高齢者

との比較から検討した。 

 

Uchida, H, Nishigaki, T., Toji, T., Yano, M., Kuroda, J., Okamoto, T., Fujiwara. Y., The risk 

of developing a need for long-term care and the associated factors in Japanese elderly women, 

8th World Congress on Active Ageing, Glasgow, UK. 2012.8  

 内田勇人の項参照 

 

Uchida, H., Fujiwara, Y., Shinkai, S., Nishigaki, T. Yamashita, Y., Hori, Y., Toji, H., Hasegawa, 

Y. The Changes of Frailty Risk in Japanese Elderly Women and its Related Factors, 65th Annual 

Scientific Meeting of Gerontological Society of America, San Diego, USA. 2012.11 

 内田勇人の項参照 

 

【社会的活動】 

兵庫体育・スポーツ学会編集委員会委員 

 

【研究費取得状況】 

平成 22～24 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））「高齢者の筋パワー発揮に及ぼす一側性・

両側性筋力トレーニングの効果」研究代表 

 

 

                                              

【著書】 

永井成美（分担執筆）、「食育とは」、「ライフステージと栄養」、「学校給食」、「単純性肥満実践編・学童

期」、『子どもの病気・栄養管理・栄養指導ハンドブック』（編集 武田英二，伊藤善也）、pp.10-23, 29-36, 

40-41, 57-60化学同人（京都），2012年 7月 

 本書は、子どもの栄養に関わる専門職のハンドブックとして作成したものであり、主に「食育」「学校

給食」「小児肥満」にかかわる部分を担当執筆した。 

 永井 成美 
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永井成美（分担執筆）、「第 6 章学童期・思春期の栄養教育 6.2 学校を拠点とした食育と栄養教育」、『栄

養教育論』（編集中山玲子，宮崎由子）、pp.133-140、化学同人（京都）2012年 10 月（改訂新版） 

 本書は管理栄養士課程の学生が学ぶ「栄養教育論」の教科書であり，学童期の栄養教育の項を執筆し

た。 

 

 

【学術論文】（国際誌・原著・査読あり） 

Yamaguchi M, Kotani K*,**, Sakane N*, Tsuzaki K*, Wakisaka S, Takagi A, Moritani T**, Nagai N. The 

CLOCK 3111 T/C SNP is associated with morning gastric motility in healthy young women. Physiology 

& Behavior 107:87-91,2012, DOI: 10.1016/j.physbeh.2012.06.006 
*京都医療センター、**自治医科大学、***京都大学大学院 

 時計遺伝子の 1つである Clock 遺伝子多型（-3111 T/C）が朝の心・胃機能に及ぼす影響を若年健常女

性において精査し、関連を報告した。 

 

Wakisaka S, Nagai H*, Mura E*, Matsumoto T**, Moritani T***, Nagai N. The effects of carbonated water 

upon gastric, cardiac activities and fullness in healthy young women. Journal of Nutritional 

Science & Vitaminology 58: 333-338, 2012   
*サントリーホールディングス価値創造セクション、**サントリーホールディングス水科学研究所、***京

都大学大学院 

 19名の若年健常女性において、炭酸水摂取が満腹感に及ぼす影響について胃運動や心拍の反応ととも

に検討した。その結果、炭酸水は短時間だが有意に飲水後の満腹感を高めること、その作用は交感神経

活動亢進または副交感神経活動低下、あるいはその両方による胃と心臓の活動亢進により惹起される可

能性が示唆された。 

 

Nozue M*, Jun K**, Ishihara Y***, Taketa Y****, Naruse A******, Nagai N, Yoshita K*******, Ishida H**. How 

does the distribution of calcium and vitamin B1 intake at the school lunch for fifth-grade children 

change? Journal of Nutritional Science & Vitaminology 59: 22-28, 2013 
*国立栄養・健康研究所、**女子栄養大学、***お茶の水大学付属小学校、****山陽学園短期大学、*****東京学

芸大学附属小学校、******大阪市立大学 

 小学 5 年生の学校給食のある 2 日と学校給食のない 1 日を含めた 3 日間の食事調査の栄養素等摂取

量について習慣的な摂取量の分布を推定し、日本人の食事摂取基準 2010 の指標を用いて摂取量を評価

した。 

 

 

【学術論文】（国内誌・査読つき論文） 

永井成美、日比壮信*、亀尾洋司*、小林 滋**、片嶋充弘*．視覚的アナログ目盛り（Visual analogue scale: 

VAS）を用いた日本語版食欲質問紙の開発と再現性、妥当性の検討．『肥満研究』、日本肥満学会誌、第

18 巻第 1 号、39-51、2012年 4月 
*花王株式会社 ヘルスケア食品研究所、**東京臨海病院  

 食欲感覚の評価のために視覚的アナログ目盛り（Visual analogue scales: VAS）が広く用いられてい

るが、信頼性が確認された日本語版 VAS 食欲質問紙はまだ報告されていない。本研究では、既報の質問

紙を翻訳して日本語版 VAS 食欲質問紙を作成し、既報の実験方法に従った食欲測定試験によりその再現
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性と妥当性を検討した。その結果、本研究で用いた日本語版 VAS 食欲質問紙には信頼できる再現性と妥

当性が確認され、食欲の評価法として有用であることが示された。 

 

赤松利恵*、永井成美、長幡友実**、吉池信男***、石田裕美****、小松龍史*****、中坊幸弘******、奈良信雄*******、

伊達ちぐさ. 管理栄養士に関する基本コンピテンシーの高い学生の特徴－卒業年次の学生の自己評価

による調査結果の解析－．『栄養学雑誌』、日本栄養改善学会誌、第 70 巻第 2号 17-27、2012 年 4月 
*お茶の水女子大学、**修文大学、***青森県立保健大学、****女子栄養大学、*****同志社女子大学、******川崎

医療福祉大学、********東京医科歯科大学 

 厚生労働省研究班での全国調査結果（卒業年次の管理栄養士学生対象にした研究：基本コンピテンシ

ーが高い学生の特徴）を論文としてまとめたものである。 

 

長幡友実*、吉池信男**、赤松利恵***、永井成美、石田裕美****、小松龍史*****、中坊幸弘******、奈良信雄*******、

伊達ちぐさ. 卒業時点における管理栄養士養成課程学生のコンピテンシー到達度．『栄養学雑誌』、日本

栄養改善学会誌、第 70巻第 2号 152-161、2012 年 4月 
*修文大学、**青森県立保健大学、***お茶の水女子大学、****女子栄養大学、*****同志社女子大学、******川崎

医療福祉大学、********東京医科歯科大学 

 厚生労働省研究班での全国調査結果（卒業年次の管理栄養士学生の各コンピテンシー得点や属性など

の統計データ）を論文としてまとめたものである。 

 

永井成美，赤松利恵*，長幡友実**，吉池信男***，石田裕美****，小松龍史*****，中坊幸弘******，奈良信雄*******，

伊達 ちぐさ．実践経験 10 年以内の管理栄養士の専門的実践能力－コンピテンシー測定項目を用いた到

達度評価－．『日本栄養士会雑誌』、第 56 巻第 2 号 98-109、2013年 2月 
*お茶の水女子大学、**東海学園大学、***青森県立保健大学、****女子栄養大学、*****同志社女子大学、******

川崎医療福祉大学、********東京医科歯科大学 

厚生労働省研究班での全国調査結果（栄養士会員で実践経験 10年以内の管理栄養士の各コンピテンシ

ー得点や属性などの統計データ）を論文としてまとめたものである。 

 

高木絢加*、山口光枝*、脇坂しおり*、坂根直樹**、森谷敏夫***、永井成美．若年女性の安静時エネルギー

消費量，および中性温度域における体温と温度感覚の変化－日常的な冷え感の有無による 2群の比較－．

『女性心身医学』、日本女性心身医学会雑誌、第 17巻第 2号 193-205、2012年 11 月 
*京都医療センター、**京都大学大学院 

 「若年女性の冷え感は，体熱産生が低いために深部体温は保持されるものの末梢体温が低下し，その

自覚症状として表れている」との仮説の検証を目的とした実験を行った。その結果、日常的に強い冷え

感を有する若年女性は，①低い安静時エネルギー消費量，②深部体温には差がないが 26℃60 分の曝露で

深部－末梢体温較差が増加，③体温較差が大きいほど冷え感を強いという特徴を有することが明らかと

なり、仮説をサポートすると考えられた。 

 

高木絢加*、武田一彦*、御堂直樹*、駒居南保、山口光枝、永井成美．温スープ摂取後の主観的温度感覚

と深部・末梢体温の変化『栄養学雑誌』、日本栄養改善学会誌、受理（印刷中） 

*クノール食品工業株式会社 

 温度の異なるスープをサンプルとして，飲食物の温度が摂食者の主観的温度感覚と深部・末梢体温に

及ぼす影響を調べた。飲食物に含まれるエネルギー基質や美味しさなどの要因に加え，飲食物の温度自

体も主観的温度感覚や体温に影響を及ぼすことが示唆された。 
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【報告書】 

永井成美．共同研究報告書（サントリービジネスエキスパート株式会社価値創造セクション）「飲水及び

摂取する水の種類が朝の胃周期的運動に及ぼす効果」2012年 12月 

 

永井成美．共同研究報告書（クノール食品工業株式会社）「スープ摂取後の体温の変化－深部体温，末梢

体温，皮膚温，および体感温度 VAS を用いた評価－」2012年 2 月 

 

永井成美．科学研究費基盤研究（C）「胃のリズム解析で評価した朝食の目覚まし効果－朝型夜型タイプ

と時計遺伝子に着目して（1 年目報告書）」2013年 3月 

 

 

【学会】（口頭発表）    

永井 成美、足立智佳子、佐藤恵美、山口光枝、高木絢加、北山大輔、角谷和俊．携帯電話を利用した大

学新入生への朝食支援プロジェクトの評価、第 66回日本栄養・食糧学会大会（東北大学）、2012年 5月 

 

高木絢加、武田一彦*、御堂直樹*、山口光枝、永井成美．温かいスープ摂取後の体温と主観的温度感覚

の変化．第 59回日本栄養改善学会学術総会（名古屋国際会議場）、2012年 9月 

*クノール食品工業株式会社 

 

長幡友実*、永井成美、赤松利恵**、吉池信男***、石田裕美****、小松龍史*****、中坊幸弘******、奈

良信雄*******、伊達ちぐさ．管理栄養士養成施設に在籍する大学院生の専門的実践能力（コンピテンシ

ー）の到達度把握. 第 59回日本栄養改善学会学術総会（名古屋国際会議場）、2012年 9月 

*東海学園大学、**お茶の水女子大学、***青森県立保健大学、****女子栄養大学、*****同志社女子大学、

******川崎医療福祉大学、*******東京医科歯科大学 

 

永井成美、駒居南保、谷口彩子、高木絢加、山口光枝、森谷敏夫*．咀嚼が非肥満若年女性の食事誘発性

体熱産生に及ぼす効果、第 32 回日本肥満学会（ホテルグランヴィア京都）、2012年 10 月、 

*京都大学大学院 

 

脇坂しおり*、武田一彦**、御堂直樹**、山口光枝、森谷敏夫*、永井成美．スープ摂取後の満腹感・満

足感をもたらす生理的要因の検討．第 32回日本肥満学会（ホテルグランヴィア京都）、2012年 10月、 

*京都大学大学院、**クノール食品工業株式会社 

 

高木絢加、山口光枝、永井成美．日常的に冷え感を有する若年女性の体温、エネルギー代謝の特徴．第

11 回日本栄養改善学会近畿支部学術総会（武庫川女子大学）、2012年 12月 

 

 

【国際学会】（ポスター発表） 

Nagai N, Yamaguchi M, Sakane N, Kotani K, Tsuzaki K, Wakisaka S, Moritani T. CLOCK 3111 T/C SNP 

is associated with morning gastric motility in healthy, young women. 19th European congress on 

Obesity, Lyon, France, 9th-12th May 2012 
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【教材作成】DVD 健康教育教材  

1. 住田 実（監修・企画）、鈴木正成（医科学監修）、永井成美（制作協力：栄養教育学）、小野礼子（制

作協力）、DVD 教材：「新・朝食と生活リズムおもしろ大実験」、NHK エンタープライズ（発行）、東山

書房、2012年 8 月 

 

 

【社会活動】（委員・学会） 

国・自治体からの依頼 

管理栄養士国家試験委員（H23.7～H25.8） 

科学研究費委員会専門委員（H23.12.1～H24.11.30） 

姫路市食育推進会議委員（H21.4.1～H25.3.1） 

 

学会における活動 

日本栄養改善学会評議員（H22.11.1～H26.10.31） 

日本栄養改善学会 栄養学雑誌編集委員（H23.11.1～H25.10.31） 

第 60 回日本栄養改善学会学術大会実行委員長（H24.2～H26.9） 

日本栄養士会雑誌査読委員（H20.4～現在） 

 

査読（欧文誌）4編 

International Journal of Obesity（国際肥満学会誌、H24.5、H25.2）2 編 

Journal of Nutritional Science & Vitaminology（日本栄養・食糧学会・日本ビタミン学会英文誌、H24.7） 

BioPsychoSocial Medicine（日本心身医学会オンライン英文誌、H24.11） 

 

査読（和文誌）10編 

栄養学雑誌（日本栄養改善学会誌、H24.4～H25.3） 

 

 

【講演・研修会講師】 

講演・研修会講師（行政・教育関係） 

1．高砂市学校保健会総会「知的好奇心を刺激する 子への食育・親への食育」高砂市福祉保健センター、

2012年 7月 5日、200 名 

2．西播磨地区学校給食研究協議会栄養管理部会研修会「子どもの知的好奇心を刺激し 

行動変容を促す食育を行うために」、赤穂郡上郡町 西播磨総合庁舎、2012年 7月 18 日、30 名 

3．相生市シルバー人材センター食育研修会「子どもの食の育ちに大人はどう関わればよいか」、2012 年

8 月 28日、相生市福祉会館、50名 

4．全国栄養士養成施設協会主催特別研修会「管理栄養士のコンピテンシー開発の考え方と枠組みについ

て」、9月 3日、ハイアットリージェンシー東京、200名 

5．金沢市保育所（園）給食関係者研修会「子どもへの食育・親への食育～朝食・生活習慣を中心に～」、

9 月 18日、金沢市教育プラザ富樫、80名 

6．岡山県労働基準協会主催衛生管理講習会「ダイエットの常識・非常識－正しい方法を知って上手にや

せよう－」、2012年 9月 19日、岡山県安全衛生会館、80 名 



  ヒューマン・サイエンス 

 

49 

 

7．姫路市地域活動栄養士グループキャロッピー交流会・研修会「幼児の咀嚼力を高める食育」、2012年

11月 19日、兵庫県立大学、16名 

8．近畿聾教育研究会保健指導研究会「聴覚特別支援学校における食育～咀嚼力向上にむけての取り組み」

ほか、2012年 12月 5日、兵庫県立こばと聴覚特別支援学校、20名 

9．宍粟市山崎西中学校区育成委員会・山崎幼稚園合同研修会「子どもが変わる生活を変える食育４つの

ステージ～ライフスタイル変容のために～」、2013年 1 月 16日、宍粟市立山崎幼稚園、60 名 

10．食育パートナーシップ事業食育後援会「おとなは子どもの食の育ちにどうかかわるべきか～健康を

資源とした最高の成長を願って～」、平成 25年 2 月 5日、芦屋市保健福祉センター、40名 

11．神戸市教職員組合食育セミナー「知的好奇心を刺激する ～子への食育・親への食育～」、2013年 2

月 26 日、神戸市教育会館、60名 

 

 

【研究費取得状況】（研究代表者） 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））（研究費総額 533万円、直接経費 410万円，間接経費 123

万円） 

名称：科学研究費 基盤研究 C 平成 24-26年度 

研究課題名：胃のリズム解析で評価した朝食の目覚まし効果－朝型夜型タイプと時計遺伝子に着目して 

研究代表者：永井成美、研究分担者：坂根直樹、 

平成 24～26 年度 

 

共同研究：サントリービジネスエキスパート株式会社（100 万円） 

「水や炭酸水、あるいはその味刺激が生体に与える生理学的変化の検討」  

研究代表者：永井成美 

平成 24年度 

 

共同研究：クノール食品株式会社（30万円） 

「スープの品温が体温に及ぼす影響」 

研究代表者：永井成美 

平成 24年度 

 

 

【産学連携・研究指導】 

研究テーマ「主観的食欲スケールの開発と妥当性・再現性の検討」 

相手先  花王ヘルスケア食品研究所 

アウトカム 肥満研究（掲載済み）1編、肥満研究（続編投稿準備中）1 編 

 

 

【現職管理栄養士・栄養教諭への研究指導】 

研究テーマ「聴覚への支援を必要とする幼児への咀嚼力向上をめざした食育プログラム実施と評価」 

相手    特別支援学校栄養教諭   

アウトカム 栄養学雑誌（続編投稿準備中）1編 
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【研究成果発信】（テレビ） 

ためしてガッテン 平成 24 年 5月 23日放映 

「発見！トクホでやせる本当のコツ」 

肥満解消を目指す一つの方法として咀嚼で体熱産生アップの実験の様子と結果が紹介された。 

http://www9.nhk.or.jp/gatten/archives/P20120523.html 

 

 

【研究成果発信】（学校保健だより記事） 

永井成美．「知的好奇心を刺激する 子への食育・親への食育」、高砂市保健だより第 25 号、高砂市学校

保健会・高砂市教育委員会発行、2012年 12月 10 日 

 

 

 

【学術論文】 

Hayato Uchida, Fujio Hirata, Nobuyuki Mino, Masahiro Toyoda, Masahiro Yamashita, Toshimitsu 

Tachibana, Toshio Nishigaki, Hideki Toji. 「The related factors of frailty risk in Japanese Elderly 

Women,」Proceedings of World Automation Congress 2012, Puerto Vallarta, Mexico. 2012.6  

内田隼人の項、参照 

 

【報告書】 

内田勇人, 西垣利男, 江口善章、「世代間交流事業が児童養護施設入所児童と高齢者の心身の健康に及ぼ

す影響」 

平成 24年度科学研究費補助金（基盤研究（C））実績報告書、2013年 3月 

内田隼人の項、参照 

 

【学会口頭発表】 

Hayato Uchida, Fujio Hirata, Nobuyuki Mino, Masahiro Toyoda, Masahiro Yamashita, Toshimitsu 

Tachibana, Toshio Nishigaki, Hideki Toji. 「The related factors of frailty risk in Japanese Elderly 

Women」World Automation Congress 2012, Puerto Vallarta, Mexico. 2012.62．  

内田隼人の項、参照 

 

【学会ポスター発表】 

1.Hayato Uchida, Toshio Nishigaki, Hideki Toji, Mari Yano, Jiro Kuroda, Teiji Okamoto, Yoshinori 

Fujiwara. 「The risk of developing a need for long-term care and the associated factors in Japanese 

elderly women」 

8th World Congress on Active Ageing, Glasgow, UK. 2012.8 

内田隼人の項、参照 

 

2.Hayato Uchida, Yoshinori Fujiwara, Shoji Shinkai, Toshio Nishigaki, Yukari Yamashita, Yuko 

Hori, Hideki Toji, Yoshihiro Hasegawa,「The Changes of Frailty Risk in Japanese Elderly Women 

and its Related Factors」65th Annual Scientific Meeting of Gerontological Society of America, San 

Diego, USA. 2012.11 

 西垣 利男 
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内田隼人の項、参照 

 

3.青木敦英、荒木香織、西垣利男、田路秀樹、「一側性・両側性筋力トレーニングが筋パワー発揮に及

ぼす効果」 

第 63 回日本体育学会、東海大学、2012年 8月． 

田路秀樹の項 参照 

 

【社会活動】 

1.体力測定の実際、兵庫県高齢者生きがい創造協会、2012 年５月 

 

2.強くしなやかなカラダを作るために、 姫路市南保健センター、2012年 9 月 

 

3.体力診断と運動処方、兵庫県高齢者生きがい創造協会、2012 年 11 月 

 

4. 高齢者の体力と日常生活活動能力について-体力測定から- 、西播磨文化会館、2013 年 1 月 

 

5.いつでもどこでも出来るストレッチ、 西播磨文化会館、 2013 年 3 月 

 

 

 

【著書】 

1) H. Komori, Y. Nitta, H. Ueno, Y. Higuchi, Purification, crystallization, and preliminary X-ray analysis of 

human histidine decarboxylase. Acta Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst Commun. F68, 675-677 (2012)  

Human histidine decarboxylase was purified and co-crystallized with the inhibitor L-histidine 

methyl ester.  Using synchrotron radiation, a data set was collected from a single crystal at 100 

K to 1.8 Å resolution. The crystal belongs to the space group C2 with the unit-cell parameters a = 

215.16, b = 112.72, c = 171.39 Å, and beta = 110.3 °.  It contains 3 dimers per asymmetric unit, 

with a Matthews coefficient (VM) of 3.01 Å3 Da-1 and an estimated solvent content of 59.1%. 

The initial structure was determined by the molecular replacement method using the structure 

of DOPA decarboxylase as a search model. 

 

2) 新田陽子、寺畑吏得子、松葉直子、永廣美代子、牧野舞、吉村美紀、佐野元昭、尾関健二、植野洋

志「麹菌グルタミン酸デカルボキシラーゼ遺伝子の発現様式の検討」『ビタミン』 86, 508-514 (2012)  

The genome sequencing of Aspergillus oryzae completed in 2005 predicted eight genes of 

glutamate decarboxylase (GAD) isoforms.  A detailed amino-acid-sequence analysis of those 

GAD isoforms and gene expression study were performed.  The homology comparison of A. 

oryzae GAD isoforms with those of other species showed that they can be divided into four 

groups based on their high-shared sequence identities; two with human GAD 65 both with 31% 

homology, two with rice GAD 1 with 55 and 58%, two with yeast (Pichia stipitis) with 45 and 

48%, and two unidentified.  RT-PCR analysis of these genes showed that eight GAD genes 

were expressed in the rice solid medium while four GAD genes in the yeast liquid medium. The 

presence of the eight genes for GAD isoforms in A. oryzae suggests that GADs must be utilized 

 新田 陽子 
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for specific purposes, which should be explored in future studies. 

 

3) H. Komori,Y. Nitta, H. Ueno, Y. Higuchi, Structural study reveals Ser354 determines substrate 

specificity on human histidine decarboxylase. J. Biol. Chem. 287, 29175-29183 (2012)  

Histamine is an important chemical mediator for a wide variety of physiological reactions. 

L-histidine decarboxylase (HDC) is the primary enzyme responsible for histamine synthesis 

and produces histamine from histidine in a one-step reaction. In this study, we determined the 

crystal structure of human HDC (hHDC) complexed with the inhibitor histidine methyl ester 

(HME). This structure shows the detailed features of the pyridoxal-5 ′ -phosphate 

(PLP)-inhibitor adduct (external aldimine) at the active site of HDC. Moreover, a comparison of 

the structures of hHDC and aromatic L-amino acid (L-dopa) decarboxylase showed that Ser354 

(S354) was a key residue for substrate specificity. The S354G mutation at the active site 

enlarged the size of the hHDC substrate-binding pocket and resulted in a decreased affinity for 

histidine, but an acquired ability to bind and act on L-dopa as a substrate. These data provide 

insight into the molecular basis of substrate recognition among the group II PLP-dependent 

decarboxylases. 

 

4) Y. Nitta, H. Kikuzaki, T. Azuma, Y. Ye, M. Sakaue, Y. Higuchi, H. Komori, H. Ueno, Inhibitory 

activity of Filipendula ulmaria constituents on recombinant human histidine decarboxylase. 

Food Chem. 138, 1551-1556 (2013)  

Histidine decarboxylase (HDC) catalyzes the formation of histamine, a bioactive amine. 

Agents that control HDC activity are beneficial for treating histamine-mediated symptoms such 

as allergies and stomach ulceration. We searched for inhibitors of HDC from the ethyl acetate 

extract of the petal of Filipendula ulmaria, also called meadowsweet. Rugosin D, rugosin A, 

rugosin A methyl ester (a novel compound), and tellimagrandin II were the main components; 

these 4 ellagitannins exhibited a noncompetitive type of inhibition, with Ki values of 

approximately 0.35–1 M. These Ki values are nearly equal to that of histidine methyl ester (Ki 

= 0.46 M), an existing substrate analog inhibitor. Our results show that food products contain 

potent HDC inhibitors and that these active food constituents might be useful for designing 

clinically available HDC inhibitors. 

 

【学会発表】 

1) 新田陽子  

ヒト由来ヒスチジンデカルボキシラーゼの基質特異性 

酵素補酵素研究会 名古屋大学（愛知）2012 年 7 月（口頭） 

 

2) 新田陽子、小森博文*、樋口芳樹*、植野洋志*2 

*兵庫県立大理学部、*2奈良女子大学 

ヒト由来ヒスチジンデカルボキシラーゼの基質特異性と触媒機構の研究   

日本生物高分子学会 大学コンソーシアムあきたカレッジプラザ（秋田）2012 年 9 月（口頭） 

 

3) 夫津木大輔*、新田陽子、厳原美穂*2、鶴田宏樹*、柘原岳人*、宇野雄一* 

*神戸大学、*2株式会社ビオスタ 
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イチゴアレルゲンをコードする Fra-a1 遺伝子の単離と発現解析 

園芸学会 福井県立大学（福井）2012 年 9 月（ポスター） 

 

4) 新田陽子、小森博文*、樋口芳樹*、植野洋志*2  

ヒト由来ヒスチジンデカルボキシラーゼの基質認識機構  

日本ヒスタミン学会 岡山プラザホテル（岡山）2012 年 10 月（口頭） 

 

5) 小森博文*、新田陽子、植野洋志*2、樋口芳樹* 

*兵庫県立大理学部、*2奈良女子大学 

ヒト由来ヒスチジン脱炭酸酵素の構造解析 

日本生化学会 福岡国際会議場・マリンメッセ福岡（福岡）2012 年 12 月（ポスター） 

 

【研究費取得状況】 

1) 文部科学省科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）「イチゴのアレルギー誘発性評価システムの開発」 

2012 年度 34 万円 分担 

 

2) 兵庫県立大学特別教育研究助成金「ヒスタミン合成酵素の構造化学的研究」 

2012 年度 25 万円 分担 

 

【報告】 

1) Yoko Nitta, Hirohumi Komori, and Koichi Matsuo, The Structure prediction of human histidine 

decarboxylase in a solution. HiSOR Activity Report 2012 

 

2) 新田陽子、小森博文「新規抗アレルギー評価系の候補となる酵素の安定的供給のための研究」 

兵庫県科学技術振興助成金研究成果発表会 2013 年 1 月（口頭） 

 

 

 

【学会口頭発表】 

平松直子、清野尚美、White Wendy、Liechty Laura、Farhat Rachael、日米学生の食生活比較－

n-3/n-6PUFAsを中心として－、第59回日本栄養改善学会学術総会、名古屋国際会議場、2012年 9月 

 本研究は兵庫県立大学とアイオワ州立大学の一般学生を対象に食事調査を実施し、脂質栄養に焦点を当て

栄養摂取量と食習慣を国際比較したものである。n-3系多価不飽和脂肪酸摂取量(n-3PUFAs)や魚の摂取頻度、

並びにn-6/n-3PUFAs摂取比では日米間で有意差が認められたが、その他の栄養摂取量の体重１kg換算値は

日米間で有意な差はなかった。若者の食の欧米化・魚離れが進んで久しいが、n-3PUFAsに関しては日米の食

環境の違いが依然として浮き彫りにされる結果となった。 

 

【ポスター発表】 

平松直子、“地域連携卒業研究”よもぎ摂取による生活習慣病予防とアンチエイジング効果の研究、

一日・はりま産学交流会in書写キャンパス、2012年6月22日 

 ヨモギ成分の機能性（ヒトLDL抗酸化能、HepG2細胞培養系におけるLDL合成分泌抑制能、CaCo-2細胞培

養系におけるカイロミクロン合成分泌抑制能）に関する研究内容の紹介ならびに地域連携卒業研究の研究課題

 平松 直子 
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と研究計画について紹介するポスター発表を行なった。 

 

平松直子、Jean Anderson、平松研ゼミ生6名（維田まるみ、大西恵生、中嶋愛弓、森朝梨絵、石橋一馬、高橋

くるみ）、アイオワ州立大インターン３名（Lauren Mitchell, Emily Morton, AmberKae Senn）、“アイオワ州立

大インターンと平松研ゼミ生との交流について”、環境人間フォーラム、環境人間学部、2012年11月 

 日本の食育、学校給食システム、栄養健康行政について研修する目的で来日したアイオワ州立大学管理栄養

士コースインターン、引率教員、平松研ゼミ生・卒研生とで開催したジョイントセッションⅠ・Ⅱを開催した。セッシ

ョンⅠ・Ⅱを通して、同じ管理栄養士という専門職を目指す者同士が、日米の食を囲み、食環境や管理栄養士と

いう職を取り巻く環境、教育システム、将来の夢などについて語り合い、互いの違いや類似点を発見し視野を広

げる場となった。これらのことについて、ポスター発表した。 

 

【社会貢献・講演】 

平松直子、「脂質の働きと健康」、平成24年度姫路市シニアオープンカレッジ講師－医・栄養・食からみた家族

の未来と健康－第2回目、兵庫県立大学新在家キャンパス、2012年10月 

脂肪の栄養は量と共に質も重要で、日々の食生活の中で様々な脂肪酸をバランスよく摂ることが大切であるこ

と、特にω3系およびω6系多価不飽和脂肪酸の健康への影響を中心に紹介した。 

平松直子、「生活習慣病予防と食生活～ヨモギの可能性～」西播磨高齢者文化大学専門講座健康福祉コース

講師、兵庫県立西播磨文化会館、平成24年12月7日 

 ヨモギの機能性に関するデータを紹介し、ヨモギを使ったペスト ジェノベーゼの試食も取り入れながら、ヨモギ

の健康効果について解説した。 

 

【国際学術交流】 

平松直子、「Andy Lee教授のセミナー開催、環境人間学部学生、新在家キャンパス、2012年9月25日 

 Andy Lee教授が本学を訪問された機会を捉え、フィールドワーク受講生・ゼミ生を対象に、“Effects of a 

Physical Activity and Nutrition program for Seniors on Body Mass Index and Waist-to-Hip Ratio”」

についてお話いただき、レクチャー内容を通訳・解説した。 

 

平松直子、Wendy S White、Jean Anderson, アイオワ州立大インターンと兵庫県立大生とのオンラインジョイ

ントセッション開催、新在家キャンパス、2012年9月 

アイオワ州立大学人間科学部管理栄養士コースインターン3名来日前の顔合わせを兼ねて、フィールドワーク

受講生ならびに平松ゼミ卒研生が参加し、研究テーマの紹介や食生活インタビューなどを主とする交流セッショ

ンを持った。 

 

平松直子、アイオワ州立大学人間科学部管理栄養士コースインターンのための海外インターンシップ実施、兵

庫県立大学-福崎町保健センター-姫路市立御国野小学校-地元食品企業、2012年10月〜11月 

日本の食育、学校給食システム、栄養健康行政について研修する目的で来日したアイオワ州立大学管理栄

養士コースインターン3名の日本側受け入れ窓口となり、アイオワ州立大学引率教員のMs Jean Andersonと連

絡を取り合いながら、研修先との研修内容やスケジュールの調整など約10ヵ月間にわたって、コーディネーター

の役割を担った。また、インターンの滞在中は、福崎町保健センター-姫路市立御国野小学校-地元食品企業訪

問時など、案内と通訳の役割も果たした。 

 

平松直子、アイオワ州立大学-兵庫県立大学、大学間学術交流協定覚書「MOU」締結、2012年１１月 

2011年7月環境人間学部教授会承認を経て、学部国際交流委員会より全学委員会へ提案した「アイオワ州立
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大学と兵庫県立大学の大学間学術交流協定の締結」に関して、日本側窓口教員として、アメリカ側窓口教員

Wendy S White博士とともに相談を重ね協定締結のために力を尽くした。 

 

【研究費取得状況】 

平松直子（研究代表者）産学連携機構「地域連携卒業研究」研究助成金（西播磨信用金庫 100,000円）・共同

研究費（高見設備株式会社 500,000円） 

 

【その他】 

科学研究費審査専門委員、平成 22年度～24年度 

 

 

 

【社会活動】 

日本オリンピック委員会ロンドンオリンピックマルチサポート事業および日本陸上競技連盟科学委員会 

「男子短距離チームバイオメカニクスサポート」協力員（動作分析担当）， 

2012年4月～2013年3月 

 

大阪体育大学陸上競技部春季合宿 臨時コーチ，2013年2月28日～3月5日 

 

【査読】 

大阪体育学研究 2012年11月 

 

 

 

【学術論文】 

坂本薫,森井沙衣子,澤村弘美,災害時の食事に関する検討－野菜・果物摂取およびビタミンCの確保にお

ける真空調理の有効性と献立への応用－,pp.61-72, 兵庫県立大学環境人間学部研究報告,2012年3月 

 

本研究では災害時に有効な調理法としての真空調理の有効性について検討した。災害時の食事には野菜

や果物が不足しがちであり，ビタミン類，特にビタミンCの大幅な不足が指摘された。野菜や果物が不足

しがちであるのは，洗浄水が十分得られないため，衛生的な処理が困難であるからである。真空調理品

は，消費期限の延長が可能であるので，運搬ルートさえ確保できれば洗浄水の得られる被災地以外で真

空調理を行い，避難所に運搬することが可能である。そこで，真空調理品を災害時に利用することを検

討し，りんごのコンポート，トマトサラダ，キャベツの浅漬けを真空調理にて調製し，それらの保存後

の細菌検査，官能評価，残存ビタミンCの測定等を行った。その結果，細菌検査上，官能評価上，栄養上

すべての上で問題はなく，真空調理の利用が災害時に大変有効であることが明らかとなった. 

 

【学会口頭発表】 

坂本 薫，森井 沙衣子，作田 はるみ，岸原 士郎,粉砕スクロース結晶における加熱による還元糖の

生成, 第110回製糖技術研究会,2012年5 

 

 福田 厚治 

 森井 沙衣子 
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澤村弘美,森井沙衣子,坂本薫,災害時の食事に関する検討（１）－ビタミンCの確保について－, 第

59回日本栄養改善学会学術総会,2012年9月 

 

森井沙衣子,澤村弘美,坂本薫,災害時の食事に関する検討（２） －果物摂取における真空調理の有

効性－, 第59回日本栄養改善学会学術総会,2012年9月 

 

坂本薫,澤村弘美,森井沙衣子,災害時の食事に関する検討（３） －真空調理の献立への応用－, 第

59回日本栄養改善学会学術総会,2012年9月 

 

森井沙衣子,坂本薫,大量調理施設における衛生管理の重要性の認識を深める教育方法の検討, 第8

回日本給食経営管理学会学術総会, 2012年9月 

 

上田眞理子，清水美衣，由井可奈子，森井沙衣子，坂本薫,災害時利用を想定した新調理システムに

よる大量炊飯―スチームコンベクションオーブンを用いた炊飯に与える添加材料の影響―, 第29回兵

庫県栄養改善研究発表会, 2013年3月 

 

 

 

【著書】 

吉村美紀（分担） 

「Nブックス 調理科学」建帛社、東京、森高初恵、佐藤恵美子編著（森高初恵、佐藤恵美子、石

原三妃、岡田希和子、楠瀬千春、佐川敦子、高橋まき子、山本淳子、吉村美紀）pp.96－107,177

－183、2012年10月 

本書は、管理栄養士カリキュラムにおける調理学分野であり、専門基礎分野の食べ物と健康に

位置づけられる。食べ物の特性をふまえた食事設計及び調理の役割について述べた。（第４章食事

設計３献立作成の条件と手順、４食環境、第５章食品素材の調理機能４抽出食品素材３ゲル用食

品素材を担当） 

 

吉村美紀（分担） 

「ゲル化・増粘安定剤の技術と市場」シーエムシー出版、梶原莞爾監修（執筆者20名、多数につき

省略）pp．11－19、2012年10月 

 本書は、ゲル化、増粘、安定の目的使われる多糖類などについて、その応用の技術と市場につ

いて最近ものをまとめたものである、第２章で「きざみ食とゲル」を担当し、咀嚼・嚥下困難者

用食品に応用されるゲルときざみ食について、現状と将来について述べた。 

 

【学術論文】 

江口智美、吉村美紀、神山かおる、「タピオカ澱粉配合麺の力学特性と若年者および高齢者による咀

嚼特性」『日本食品科学工学会誌』第59巻6号、pp.268－278、日本食品科学工学会 2012年6月 

 本研究は、高齢者向け食品としての適正の検討を目的として、タピオカ澱粉配合麺の力学的特性、

咀嚼性および嗜好性について、水分含量、形状変化、貫入試験、若年者と高齢者を対象とした咀嚼

筋筋電位測定および官能評価から検討し、最適条件を見出した。 

 

 吉村 美紀 
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新田陽子、寺畑吏得子、松葉直子、牧野舞、佐野元昭、尾関健二、吉村美紀、植野洋志、「麹菌グル

タミン酸デカルボキシラーぜ遺伝子の発現様式の検討」『日本ビタミン学会誌』第86巻9号、pp.508

-514、日本ビタミン学会、2012年10月 

本研究は、麹菌が日本の国菌として醸造酒、醗酵食品に広く用いられ、GABAを生成することが知

られていることより、麹菌GADと推定された8つの遺伝子についてゲノムデータに基づき遺伝子発現

の確認を行い、麹菌がGADのアイソフォームを活用しているかを検討したものである。 

 

山下麻美、加藤陽二、吉村美紀、「LS-MS/MSを用いたシカ肉に含まれる遊離およびアシルカルニチ

ン含有量の測定」『日本食品科学工業学会誌』第59巻12号、pp.637-642、日本食品科学工学会、2

012年12月 

 本研究では、シカ肉について、牛肉、豚肉、鶏肉と比較し、遊離およびアシルカルニチンのい

ずれにおいてもシカ肉と牛肉に多く含まれていたことを報告したものである。特に長鎖脂肪酸が

結合したカルニチンは、シカ肉よりも牛肉に多く含まれていた。能機能の向上などの機能性が期

待されるカルニチンを多く含むことから、シカ肉の機能性食品としての可能性を見出すことがで

きた。 

 

畦西克己、舘村 卓、外山義雄、奥田豊子、吉村美紀、北元憲利、西成勝好、「針入式簡易粘度計

を用いた市販各種とろみ調整食品の粘性比較と官能評価および塩分添加への影響」『日本健康体力

栄養学会誌』第16巻1号、pp.10-20、日本健康体力栄養学会、2012年12月 

 本研究は、とろみ調整食品の使用について、主原料による分類に従うだけではなく、同じ主原

料を用いている場合でも、製品ごとの物性の比較に基づく必要があることを述べたものである。

今後、対象者の摂食・嚥下機能状態ととろみ調整食品の物性との関係を検討し、最適なとろみ調

整食品を提供する。 

 

吉村美紀、加藤陽二、新田陽子、横山真弓、「兵庫県丹波地域におけるニホンジカ肉の栄養特性」 

『日本栄養・食糧学会誌』第66巻2号、pp.95-99、日本栄養・食糧学会、2013年3月 

 本研究では、シカの栄養特性について検討したもので、メスジカはオスジカより小さいが、肉

の歩留率は同等で、脂質量は増加傾向にあった。オスジカ、メスジカとも捕獲月による肉重量お

よび栄養成分値の差異は小さかった。肉の部位別では、モモとスネの重量割合が高く、肉の部位

間での栄養的特徴の違いは小さかった。 

 

【総説】 

吉村美紀「特集 ニホンジカの食資源化における衛生の現状と将来展望 シカ肉のタンパク質に着

目した食品の開発」『獣医畜産新報』2012年Vol.65No.6 1091号pp.491-496、文栄堂出版 

 シカ肉に豊富に含まれるタンパク質に着目した食品の開発について述べた。シカ肉の多穀麹添

加により、シカ肉加工品の肉汁放出量は減少し軟らかく、総アミノ酸含量が増した。官能評価に

より，軟らかくうま味があり、飲み込みやすいと判断された。シカ肉は鉄分を多く含み，多穀麹

で熟成させたハムなどの加工食品にすることで，若年者の鉄欠乏性貧血予防や高齢者の低栄養予

防の食品としての可能性が見出された。 

 

【学会発表】 

江口智美、吉村美紀、タピオカデンプン配合麺の調製時におけるむらし操作導入の効果、日本家

政学会第 64 回大会、大阪市立大学、2012 年 5月 
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 タピオカ澱粉配合麺の調製時に、消火後の余熱を利用したむらし操作導入した場合の、省エネ

ルギー効果と麺の嗜好性、澱粉の糊化について検討した。 

 

山下麻美、福永知里、吉村美紀、ニホンジカの肉質に及ぼす変動要因の影響～兵庫県丹波地域の

ニホンジカ～、第 35 回バイオレオロジー学会年会、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター、

2012年 6 月 

 丹波地域のニホンジカの肉質に及ぼす変動要因（性、年齢）の影響と麹添加の影響について、

物性測定、栄養成分測定から検討した。 

 

池浦友美、江口智美、深江亮平、吉村美紀、コラーゲンペプチドの保水特性、第 35回バイオレオ

ロジー学会年会、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター、2012 年 6月 

 平均分子分布状態の異なるコラーゲンペプチドを用い、平均分子量の違いがコラーゲンペプチ

ドの保湿性と吸湿性に及ぼす影響について検討した。 

 

江口智美、吉村美紀、神山かおる、タピオカ澱粉配合麺の力学特性と若年者と高齢者による咀嚼特

性の比較、第 35回バイオレオロジー学会年会、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター、2012

年 6 月 

エステル化タピオカ澱粉を配合したうどんの、高齢者向け食品としての適正の検討を目的として、

力学特性、若年者と高齢者の咀嚼性及び嗜好性の比較による評価を行った。 

 

江口智美、北元憲利、鈴木道隆、吉村美紀、白玉粉の粒子に及ぼす水挽き条件の影響、平成 24年

度日本調理学会東海・北陸,近畿支部合同発表会、園田学園女子大学、2012 年 7月 

 水挽きによる粒子径の異なる白玉粉を調整し、物性に及ぼクリアランス、速度の水挽き条件の

影響を検討した。 

 

山下麻美、吉村美紀、加藤陽二、シカ肉に含まれる遊離及びアシルカルニチン含有量、平成 24年

度日本調理学会東海・北陸,近畿支部合同発表会、園田学園女子大学、2012 年 7月 

 シカ肉に含まれる遊離及びアシルカルニチン含有量について、LCMSMSを用いて、一斉分析を

行なった。 

 

高田佳和、吉村美紀、中川究也、冷凍プロセスがデンプン老化に与える影響、第60回レオロジー

討論会、名古屋大学東山キャンパス、2012年9月 

 糊化米飯の冷凍プロセス（温度・速度）がデンプンの老化に及ぼす影響について検討した。 

 
江口智美、北元憲利、吉村美紀、うどんの力学特性と食べやすさに及ぼすタピオカ澱粉混合の影
響、家政学会関西部第34回研究発表会、奈良女子大学、2012年10月 
 タピオカ澱粉を混合したうどんの力学的特性と高齢者の食べやすさを咀嚼活動と官能評価から
検討した。 
 
 
高田佳和、吉村美紀、中川究也、冷凍プロセスがデンプン老化に与える影響、化学工学会中国四
国支部大会、サンポートホール高山、2012年10月 

 糊化米飯の冷凍プロセス（包装容器）がデンプンの老化に及ぼす影響について検討した。 

 

塚本健太、吉村美紀、マイクロ波を利用した食品の加熱～かりんとうの膨化に及ぼす影響～、平

成 24年度地域連携卒業研究発表会、兵庫県立大学書写キャンパス、2013 年 3 月 
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 マイクロ波加熱による、かりんとうの膨化と水分調整について検討を行った。かりんとう表面の

SEM 画像から、通常のかりんとうとの比較を行った。 

 

【冊子】 

 渡邊敏明、吉村美紀、伊藤美紀子、澤村弘美、加藤陽二、棚田で栽培した酒米の特徴を生かし

た日本酒造り、食環境の変化と食料自給率、兵庫県立大学 環境人間学部 先端食科学研究セン

ターpp．2－3 2013 年 3月  

 

【講演会など】 

吉村美紀「兵庫県産ニホンジカの調理と機能性・ニホンジカの調理と機能性」 

平成 24 年度日本調理科学会 東海・北陸支部 近畿支部合同発表会シンポジウム、兵庫県尼崎市 

園田学園女子大学、日本調理科学会近畿支部、2012年 7月 

 

吉村美紀「安全・安心な生活のために～高齢者の食事」 

平成24年度「安全・安心な食生活」兵庫県立大学環境人間学部公開講座 兵庫県姫路市 兵庫県

立大学環境人間学部 2012年7月 

 

吉村美紀「米粉を利用した製品開発について」 

棚田を通じた地域づくりのための棚田シンポジウム 棚田での酒米づくりの事例から 兵庫県姫路

市 兵庫県立大学環境人間学部、2013年2月 

 

【表彰】  

 江口智美、北元憲利、吉村美紀、うどんの力学特性と食べやすさに及ぼすタピオカ澱粉混合の

影響、江口智美：日本家政学会関西支部若手優秀発表賞 第 34 回研究発表会、奈良女子大学、2012

年 10月 

 

【社会活動】 

姫路市立公民館運営審議会 副委員長 

姫路市シニア社会貢献活動助成事業審査会 委員 

近畿ブロック商工会女性部交流会発表大会 審査委員 

日本調理科学近畿支部 支部委員 

日本家政学会関西支部 役員 

日本バイオレオロジー学会 監事 

平成24年度日本調理科学会 東海・北陸、近畿支部合同研究発表会実行委員  

第 60回日本栄養改善学会学術総会実行委員 

学会誌査読（日本調理科学誌 1報、日本家政学会誌 1 報、食品工科学学会誌 1 報、Food Science and 

Technology Research 2 報） 

 

【研究費取得状況】 

旭陽化学工業（株）助成金（50万円） 

「コラーゲンペプチド食品への応用研究」（吉村美紀） 

（株）チャプターワン助成金（18万円） 

「レトルトパックを使用した高齢者及び嚥下障害者向け非常食と惣菜パックの開発」（吉村美紀） 
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（有）ムッシュ助成金（30万円） 

 「アーモンドバターの熱的特性の変化」（吉村美紀） 

（株）上野商店助成金（22万5千円） 

 「コンニャクグルコマンナンを使ったユニバーサルデザインフードの開発」 

（株）アトラステクノサービス（20万円） 

「真空フライ調理による性状の変化」（吉村美紀） 

科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究C） 

「大豆たんぱく質・米粉混合系食品の物性と咀嚼性」（吉村美紀） 

直接経費：平成24年度2600千円、平成25年度700千円、平成26年度700千円 

 

【特許関連】 

特許証 特許第 5132076 「消化酵素反応抑制・遅延剤」 

 特許権者：兵庫県・三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 

 発明者：吉村美紀・船見孝博 登録日 平成 24年 11月 16日 

 

特許証 特許第5203336号 「小麦粉・米粉を材料とするマドレーヌケーキの品質改良剤」 

特許権者：兵庫県・旭陽化学工業株式会社 

発明者：吉村美紀・深江亮平・土居昌裕 登録日 平成25年2月22日 

 

【その他】 

全ての生き物に捧ぐ・おいしくヘルシーな鹿料理でマルチソリューションを生み出す愛 deer料理教

室、MYプロ showcase関西編記事、2013年 3月 

 

 

 

【著書】 

分担（共著） 

榎原周平、渡邊敏明 

葉酸 

ビタミンの新栄養学．柴田克己、福渡努編、講談社、東京、2012年7月 

葉酸の不足と欠乏の診断、生細胞中の形態と摂取時の形態、消化過程、吸収機構、輸送形式、貯蔵形態、活

性型への合成経路、異化代謝、成人における推定平均必要量あるいは目安量の算出根拠、外挿方法について

解説した。 

 

澤村弘美、渡邊敏明 

ビオチン 

ビタミンの新栄養学．柴田克己、福渡努編、講談社、東京、2012年7月 

ビオチンの不足と欠乏の診断、生細胞中の形態と摂取時の形態、消化過程、吸収機構、輸送形式、貯蔵形態、

活性型への合成経路、異化代謝、成人における推定平均必要量あるいは目安量の算出根拠、外挿方法につい

て解説した。 

 

 

 渡邊 敏明 
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【総説】 

松井朝義、渡邊敏明 

カルニチンの基礎と応用 

生物試料分析、35：271-274、2012年 

カルニチンは、肉、魚、乳製品などの食品に含まれている。機能としては、脂肪酸をβ酸化するためにミトコン

ドリア内に運搬するため必須である。2002年から脂質代謝、とくに脂肪酸燃焼と関連したいわゆる健康食品とし

て注目されている。遺伝性疾患としては、全身性カルニチン欠乏症が知られており、カルニチンとビオチン欠乏

症との関連が指摘されている。そこで、本稿ではカルニチンの基礎、測定法および臨床についてご執筆を頂い

た。 

 

湯浅正洋、松本希美、渡邊敏明 

わが国の特殊調製粉乳による乳幼児におけるビオチン欠乏症の特徴 

ビタミン 86：６７８－６８４、2012年12月 

 わが国における乳児の食事性ビオチン欠乏症について、これまでの報告をまとめ、紹介した。調整粉乳へのビ

オチン添加の必要性については10年以上にわたって報告されているが、いまだに添加できない現状にある。人

工栄養児においてビオチン摂取量が不十分であり、重篤な皮膚炎などの欠乏症状がみられることがあり、調整粉

乳へのビオチン添加は急務であると考えられる。 

 

【原著論文】 

Negoro M, Sawano M, Sawamura H, Ebara S, Watanabe T 

Analysis of glucose-protein interaction using p-hydroxyacetophenone-Sepharose affinity 

resin-Glucose decreases alcohol dehydrogenase activity in vitro-.  

J Electrophoresis, 56: 19-24, 2012. 

The purpose of the present study was to find the possibility of a glucose-protein interaction 

using p-hydroxyacetophenone (p-HAP)-Sepharose resin. Additionally, two proteins were identified 

as p-HAP-Sepharose binding proteins. In this study, seven polypeptides were found to have an 

affinity with p-HAP in the liver cytosolic fraction. More specifically, this study demonstrated that 

the four polypeptides from the seven also have an affinity with glucose. Moreover, to confirm the 

results from this experiment using a p-HAP affinity column, a commercially available horse liver 

alcohol dehydrogenase (HLADH) was examined. HLADH bound to p-HAP affinity column was 

eluted by both glucose and p-HAP. The in vitro enzymatic activity of the HLADH, in the presence of 

ethanol as a substrate, was significantly decreased by incubation with glucose (up to 250mM). These 

results suggested that glucose has an affinity with HLADH and decreases its activity in vitro. 

 

木岡未央、渡邊敏明 

日本食品標準成分表（2010）に新規収載されたビオチンの栄養学的特徴 

ビタミン、86：562-568、2012年10月 

ビオチンの摂取基準値としては、2005年版および2010年版「日本人の食事摂取基準」において目安量が策

定された。しかし、日本標準食品成分表には含有量が掲載されていなかったため、ビオチンの摂取量を算出す

ることができず、ビオチン摂取量についてのデータ蓄積が十分に行われていなかった。そこで、本稿においては、

ビオチンの基礎的特徴と役割、定量方法、先行研究との比較、収載における課題などについて解説した。 

 

女子大生おける血清葉酸値と食事摂取量との検討 
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Examination with a serum folic acid level and the dietary intake in Japanese female college 

students 

松本希美、溝畑秀隆、渡邊敏明、亀田隆 

＊神戸松陰女子学院大学 

＊＊亀田マタニティ・レディースクリニック 

微量栄養素研究、29：32-35、2012年12月 

Folate is a water-soluble B vitamin that should be part of any well-rounded diet. Because of 

folate deprivation, there is apprehension about the high risk of the development-of-symptoms risk of 

a neural-tube-closure obstacle becoming high. Therefore a woman with the ability to become 

pregnant must be advised about the intake of folic acid. Consequently, we investigated female 

college students of Kobe (n= 17) in Japan. The dietary folate intake was 208±104µg/day for the 

annual average. However the concentration in the serum was 2.3±1.0ng/ml for the annual average 

and the concentration in folate serum was lower than nomal range. One of rich folete intake is found 

in vegetables with a deep-yellow-vegetable. Therefore, a positive intake of deep-yellow-vegetables is 

desired. 

 

Effect of green tea on porcine intestinal glutamate carboxypeptidase II activity 

Shuhei Ebara, Kei Shibagaki, Misa Ohgushi, Toshiaki Watanabe 

Trace Nutr Res, 29:81-83, Dec 2012 

【榎原周平の項と同じ】 

 

Shibata K, Fukuwatari T, Imai E, Hayakawa T, Watanabe F, Takimoto H, Watanabe T, Umegaki K 

Dietary reference intakes for Japanese 2010: Water-soluble vitamins.  

J Nutr Sci Vitaminol, 59: S67-S82、2013. 

A potential approach for determining the estimated average requirement (EAR) is based on 

the observation that a water-soluble vitamin or its catabolite(s) can be detected in urine. In this 

approach, the urinary excretion of a water-soluble vitamin or its catabolite(s) increase when the 

intake exceeds the requirement. This approach is applied to vitamin B1, vitamin B2 and niacin. A 

second approach is to determine the blood concentration. In this case, the requirement is indicated 

by a value rather than a threshold level. The second approach is applied to vitamin B6, vitamin B12, 

folate, and vitamin C. The recommended dietary allowance (RDA) was calculated by multiplying the 

EAR by 1.2. For pantothenic acid and biotin, there were insufficient data for determining the EAR. 

Thus, adequate intakes were set based on food surveillance data. 

 

【シンポジウム】（コーディネーター） 

渡邊敏明、吉池信夫 

災害後における栄養・食糧問題とその対策を考える 

第66回日本栄養・食糧学会大会、仙台、2012年5月 

 

【シンポジウム】（シンポジスト） 

渡邊敏明、吉池信夫 

青森県立保健大学 

災害後における栄養・食糧問題とその対策を考える-はじめに- 
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第66回日本栄養・食糧学会大会、仙台市、2012年5月 

東日本大震災および福島第一原子力発電所事故から1年が経過した。本学会では災害発生直後から被災者

のために栄養・食糧の専門家としての支援活動を行ってきた。第65回大会では緊急企画としてシンポジウム

「Emergency Nutrition- 災害時における栄養・食糧問題とその対策を考える-」を企画した。今回は、被災

者の健康維持のためには、災害時のみでなく災害後における適切な食糧供給と栄養管理が必要であり、それら

の具体的な対策について紹介した。 

 

湯浅正洋、渡邊敏明 

災害後のビタミン栄養状態の把握と評価 

第66回日本栄養・食糧学会大会、仙台市、2012年5月 

東日本大震災では実際に被災者のビタミン栄養状態は正確に把握されていない。ビタミンの欠乏を判断する

ためには、一般に血液や尿中のビタミン量やその代謝産物を測定する必要がある。しかし、避難所においては、

被災者の血液・尿検査は極めて困難であり、ビタミン栄養状態を把握できないのが現状である。そこで、ビタミン

栄養状態の簡易評価法を作成し、迅速な栄養評価、適切な栄養指導を行っていく必要性について紹介した。 

 

湯浅正洋、渡邊敏明 

被災者のビタミン栄養状態と健康についての課題 

第１１回日本栄養改善学会近畿支部学術総会、奈良市、2012年１２月 

東日本大震災では実際に被災者のビタミン栄養状態は正確に把握されていない。ビタミンの欠乏を判断する

ためには、一般に血液や尿中のビタミン量やその代謝産物を測定する必要がある。しかし、避難所においては、

被災者の血液・尿検査は極めて困難であり、ビタミン栄養状態を把握できないのが現状である。そこで、ビタミン

栄養状態の簡易評価法を作成し、迅速な栄養評価、適切な栄養指導を行っていく必要性について紹介した。 

 

渡邊敏明 

道徳教育を高める学校・家庭・地域の連携 

栃木県道徳協議会、宇都宮市、２０１２年８月  

 大学でのこれまでの学生指導に基づいて、現在行われている社会人基礎力の育成として、スタディースキル：

読む、聞く、書く、話す、調べる、発表する、議論することを学習することやキャリア教育として、学士力や人間力

（自ら考え、行動する力）を身につけさせることに重点を置いていることを紹介した。また、現在の学生に最も必要

されているものとして、経験して学ぶ：動物を育てること、失敗して学ぶ：体験や実験をすることなど、学習して学

ぶことの重要性を指摘した。 

 

【学術集会】（主催） 

渡邊敏明他 10名（学術集会実行委員） 

第 2９回日本微量栄養素学会、京都市、2012年 5月 

 大会の企画、プロクラムの作成、抄録集の作成および大会の実施を担当した。 

 

渡邊敏明他７名（プログラム委員） 

第52回日本先天異常学会学術集会、2012年6月 

 学術集会の企画およびプログラムの作成について担当した。 

 

【学術集会】（教育講演） 

渡邊敏明 
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ビオチン物語 

日本ビタミン学会第３回近畿懇話会、神戸市、2013年２月 

ビオチンは、水溶性ビタミンの一つで生体内においてはカルボキシラーゼの補酵素として、炭酸固定反応に

関与し、糖新生やアミノ酸の異化代謝において重要な役割を果たしていることが知られている。しかし近年、科学

技術の著しい進歩により、細胞シグナル伝達、遺伝子の発現、ヒストンのビオチン化などビオチンの新規な機能

が解明されつつある。本講演では、これまでの研究成果を中心に、ビオチンの生殖生理機能、とくに精子や卵子

の形成、胎児の形態形成や発育、さらに新生児の発育における役割について紹介した。 

 

【口頭発表】（国際学会） 

Excessive intake of biotin affects spermatogenesis in young male rats 

Ryoko Shimada, Chieko Ikeda, Hiromi Sawamura, Shuhei Ebara, Toshiaki Watanabe 

52nd Annual Meeting Teratology Society, Baltimore, June23-27, 2012. 

We investigated biochemically and histologically the effects of an excessive intake of biotin 

on growing male rats. Young rats were given the control diet (0.00445 mg biotin/kg diet), 

biotin-control diet, biotin-supplemented diets (0.1, 1, 5 and 10g biotin /kg diet), and pair-fed diet for 

8 weeks. In the protein analysis of the liver using IEF and SDS-PAGE, some spots such as 55- and 

60-kDa were confirmed around the position of pI 6.5-8.0 in the biotin-control group, but these 

proteins were not present in the 5 g/kg biotin-supplemented group. From the MS/MS database of 

peptides, glutamate dehydrogenase 1 (GDH 1) and catalyses were detected in the liver. Also, the 

level of GDH 1 mRNA was decreased in this group, suggesting that an excessive intake of biotin 

affects the biotinylation of histon and the transcription of genes. In the testes, the size and weight of 

the testes in the 5 and 10 g/kg biotin-supplemented rats was half of the biotin control group. 

Considerable atrophy of the seminiferous tubules and no mature sperm cells were histologically 

detected in these biotin-supplemented groups. These findings suggest that the expression of some 

proteins may be down-regulated by an excessive amount of dietary biotin, producing the inhibited 

regulation of physiological functions related to biotin, such as spermatogenesis. 

 

Excessive biotin intake affects liver and reproductive function in growing male rats 

Toshiaki Watanabe, Ryoko Shimada, Yuasa Masahiro, Hiromi Sawamura, and Shuhei Ebara  

The 6th Thailand Congress of Nutrition (TCN 2012), Bangkok, Sept. 10-12,2013. 

We investigated the effects of an excessive intake of biotin on young male rats to elucidate 

the adverse effects of biotin. In young rats treated with biotin diets (0.1, 1, and 5 biotin /kg diet), the 

relative weight and the biotin concentration in the liver were increased in the 5 g/kg biotin group. 

Also, the activity of AST and ALT increased, but TG and TC levels in the serum decreased in the 5 

g/kg biotin group. In the protein analysis of the liver using IEF and SDS-PAGE, some spots such as 

55- and 60-kDa were confirmed around the position of pI 6.5-8.0 in the biotin-control group, but 

these proteins were not present in the 5 g/kg biotin-supplemented group. From the MS/MS database 

of peptides, glutamate dehydrogenase 1 (GDH 1) and catalyses were detected in the liver. Also, the 

level of GDH 1 mRNA was decreased in this group, suggesting that an excessive intake of biotin 

affects the biotinylation of histone and the transcription of genes. 
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【口頭発表】（国内学会） 

根来宗孝＊、澤村弘美、榎原周平、渡邊敏明 

＊宇部高等工業専門学校 

ナイアシン添加によるヒソロキシアセトフェノン酵母増殖阻害防御機構の探索 

日本ビタミン学会第64回大会、岐阜市、2012年6月． 

 アセトフェン類縁体であるp-ヒドロキシアセトフェン（p-HAP）は、酵母を用いてバイオエタノールを生産する際、

増殖抑制効果を示す。p-HAPの酵母に及ぼす薬理作用については詳細が明らかにされていない。そこで、

p-HAP添加培地にNADPを補充することによる酵母増殖能への影響について検討した。この結果、ｐ-HAPによ

る増殖抑制は、酵母が酸化ストレスを受けることによる細胞内のNADP/NADPHといったレドックス代謝産物の

変化が原因である可能性を見出した。 

 

石井佳江、澤村弘美、渡邊敏明 

母体のビオチン欠乏によって起こる胎児の口蓋裂の誘発因子の検討 

日本ビタミン学会第64回大会、岐阜市、2012年6月 

 妊娠中にビオチンが欠乏すると、胎児に先天奇形が高い確率で発生する。我々はこれまでの研究で口蓋裂に

おいてADP-ribosyl factor2およびα-crystallinが口蓋裂の発症に関わっていることを報告した。しかし、この

ほかにも関わっている因子について検討を行った。胎児の口蓋突起においては、二次元電気泳動の結果、ｐ

I=3-４、15-20ｋDAの２つのたんぱく質が増加し、ｐI=6-7、10-15ｋDaのたんぱく質が減少することが明らかとなっ

た 

 

島田良子、澤村弘美、渡邊敏明 

ラットにおけるビオチン過剰摂取が肝臓に及ぼす影響 

日本ビタミン学会第64回大会、岐阜市、2012年6月 

 ビオチン過剰摂取によりラットで生殖生理学的な影響があることが報告されているが、詳細については十分に

検討されていない。そこで、ビオチン過剰摂取による肝臓への影響について検討をした。この結果、血清総コレ

ステロールが低下していたことから、過剰ビオチンによってコレステロール合成が阻害されることが明らかとなった。

また血糖値が低下したにもかかわらず、肝臓グリコーゲンの蓄積がみられたことから、グリコーゲン分解酵素を抑

制していることが示唆された。 

 

松本希美、吉田宗弘＊、渡邊敏明 

＊関西大学化学生命工学部 

食事調査法の違いによる微量栄養素摂取量の評価 

第66回日本栄養・食糧学会大会、仙台、2012年5月 

日本食品標準成分表（2010）では、新たに５つの微量栄養素（セレン、クロム、ヨウ素、モリブデン、ビオチン）

が追加された。しかし、これらの新規収載微量栄養素については、摂取量や必要量が十分に検討されていない。

そこで、給食施設において実際に提供されている食事と献立の微量栄養素について比較を行った。この結果、

セレンとモリブデンは両者の値が近似していたが、ヨウ素は大きな違いがあり、クロムは献立値が低値であった。 

 

香西彩加＊、鈴木敦子＊、松本希美、服部優紀、渡邊敏明、前川隆嗣＊ 

＊マエカワテイスト（株）TSH研究所 

日本と中国の成人における味覚閾値と嗜好性に関する研究 

第66回日本栄養・食糧学会大会、仙台、2012年5月 

味の嗜好性は国や地域により特徴がある。そこで本調査においては、国ごとの味の嗜好性は何に起因するの



  ヒューマン・サイエンス 

 

66 

 

かを明らかにするために、兵庫県と中国・上海において、味を感じる濃度（閾値）や好まれる味の濃度を比較した。

この結果、閾値調査では、日中間で苦味に有意差があったが、他の４つの基本味について差異は見られなかっ

た。官能調査では、中国のほうが濃い味を好み、実際中国の汁物は日本よりBrix濃度と塩分ともに高値であっ

た。 

 

溝畑秀隆＊、渡邊敏明 

妊娠期における葉酸状態についての検討 

＊神戸松蔭女子学院大学 

第29回日本微量栄養素学会学術集会、京都市、2012年5月 

妊娠早期に葉酸が不足すると二分脊椎症、無脳症などの発症リスクが高まることが知られている。しかし、わが

国では、葉酸の摂取について一般女性の意識が低い。そこで、妊婦を対象に妊娠中の血中葉酸量の動態につ

いて検討した。この結果、葉酸の一日当たりの摂取量は、平均値で妊娠初期227μg、中期217μg、末期259μ

gであり、差異は認められなかった。妊娠期間中の平均は234μg/日であり、妊娠前から摂取量に注意する必要

がある。 

 

榎原周平、柴垣圭、林智里、塩谷麻衣、大串美沙、渡邊敏明 

葉酸コンジュガーゼ活性に及ぼす食品成分の影響 

第29回日本微量栄養素学会学術集会、京都市、2012年5月 

葉酸が吸収されるには小腸刷子縁膜に存在するグルタミン酸カルボキシペプチダーゼ(GCPII)によって、モノグ

ルタミン酸型となる必要がある。本研究ではGCPIIに及ぼす食品成分の影響について検討をおこなった。この結

果、オレンジジュース、トマト、緑茶において、GCPII活性の阻害が認められた。特に緑茶の阻害が大きく、濃度

依存的な阻害も認めた。反応系に亜鉛を添加し、再度活性を測定したが、緑茶による阻害の回復は認められな

かった。 

 

成人女性における葉酸摂取と血清葉酸量との関連についての検討 

松本希美、溝畑秀隆＊、渡邊敏明、亀田隆＊＊ 

＊神戸松陰女子学院大学 

＊＊亀田マタニティ・レディースクリニック 

第29回日本微量栄養素学会学術集会、京都市、2012年5月 

やせ願望の強い女性においては、妊娠前後に必要とする葉酸が不足し、胎児の神経官閉鎖障害の発症リス

クが高くなることが危惧されている。本研究では妊娠可能な女性を対象に血中葉酸量および葉酸摂取量につい

て検討した。この結果、女子学生の血中葉酸量はすべての時期において基準値より低い値であり、緑黄色野菜

の摂取量も国民健康栄養調査の平均値より低値であった。葉酸を増加させるには緑黄色野菜の積極的な摂取

が重要であることが示唆された。 

 

血清葉酸ならびにビタミンB12測定の標準化： WHOの動向 

渭原 博＊、橋詰 直孝＊＊、渡邊敏明 

＊東邦大学理学部 

＊＊人間総合科学技術大学  

第429回ビタミンB研究協議会 

WHOでは葉酸欠乏症の判断値を3 ng/mLから4 ng/mLと修正した。ビタミンB12欠乏症の判断値を203 

pg/mLとした。我々の研究では栄養学的に充足される血清葉酸濃度は 6 ng/mL，血清ビタミンB12濃度は 200 

pg/mLと考えている。現在，市場には2つの国際標準品が流通している（SRM 1955とIS, 03/178） 。しかし
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SRM 1955とIS, 03/178で行った校正の一致性については検証されていない。BC社ではIS, 03/178による校正

を開始する予定であるが、それにより報告値は0.67 ng/mL 高くなり、検証が必要である。 

 

【講演会】 

渡邊敏明 

災害後の食と健康についての現状を課題 

平成２４年度南但給食施設協議会研修会、養父市、２０１２年７月 

 

渡邊敏明 

胎児および新生児におけるビオチン栄養 

第5回 京都大学新生児科関連施設懇話会、京都市、２０１２年１０月 

妊娠および胎児発育におけるビオチンの重要性および乳児の微量栄養素としてビオチンの必要性について、

これまでに得られた研究成果を紹介した。とくにビオチン欠乏胎児で見られる特徴的な奇形である口蓋裂につい

て、最近得られたタンパク質および遺伝子レベルでの結果を基に、口蓋突起の発生機序から口蓋裂誘発のメカ

ニズムについて説明した。 

 

渡邊敏明 

災害時におけるビタミン・ミネラルの問題 

平成２４年度兵庫県栄養士研修会、神戸市、２０１２年１１月 

 

渡邊敏明 

災害時に起こる栄養問題とその対応について 

長崎国際大学健康管理学部市民講演会および長崎県栄養士会佐世保支部研修会、佐世保市、２０１２年１２月 

 

渡邊敏明 

災害時の栄養と食糧についての課題 

大阪府立大学栄養療法学専攻特別講義、羽曳野市、２０１３年１月 

 

渡邊敏明 

健康食生活をめざして 

平成２４年度姫路市立生涯学習大学校 第３回公開教養講座、姫路市、２０１３年２月 

 

渡邊敏明 

微量栄養素の最近の話題 

平成２４年度大阪府栄養士会生涯学習研修会、大阪市、２０１３年３月 

 

【社会活動】（ラジオ出演） 

渡邊敏明 

産学連携 

Kiss Everyday Health～毎日を健康に、Kiss FM、２０１２年６月 

 

渡邊敏明 

長寿食-塩と寿命 
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Kiss Everyday Health～毎日を健康に、Kiss FM、２０１２年７月 

 

渡邊敏明 

ビタミンと血圧 

Kiss Everyday Health～毎日を健康に、Kiss FM、２０１２年１０月 

 

【研究費取得状況】 

・文部科学省科学研究費補助金（基礎研究（C））平成２３年度～２５年度  

HPLCによるビオチンおよび異化生成物の新規高感度測定法の確立 

・平成２４年度戦略的基盤技術高度化支援事業 

多糖類パラミロンの高度培養生産技術及び利用に関する研究開発 

・平成２４年度兵庫県立大学特別教育研究助成金  

無農薬の棚田米を利用した新しい日本酒の研究開発 

・㈱マエカワテイス 食品に含まれる生体機能物質の栄養学的研究ト 

・（公益財団法人）エリザベス・アーノルド富士財団 ビタミン・ミネラル強化ロングライフパンの製造に関する

基礎的研究 

・㈱ユーグレナ ユーグレナによる花粉症の予防効果についての検討 

・平成２４年度「ひめしん研究開発支援助成金」 

棚田で栽培した酒米の特徴を生かした日本酒の製造 

・ビタミンB研究委員会  

ビタミンB群の研究 

 

【学会活動】 

・日本ビタミン学会会員（業務担当理事・学術・広報委員会委員長・編集委員・学会賞選考委員） 

・日本微量栄養素学会会員（理事・評議員・編集委員・第29回学術集会実行委員） 

・日本栄養・食糧学会会員（支部理事・評議員・食事摂取基準検討委員会「ビタミン分科会」委員） 

・Journal of Nutritional Science and Vitaminology, Editor 

・日本先天異常学会会員（評議員・奨励賞審査委員会委員長・学術プログラム委員・専門家資格審査作題

委員） 

・Congenital Anomalies, Editor 

・日本衛生学会会員（評議員） 

・日本臨床栄養協会会員（評議員） 

・日本臨床栄養学会（評議員） 

・生物試料分析科学会会員（評議員・編集委員） 

・ビタミンB研究委員会会員（委員） 

 

【社会活動】 

・タイ国Chiang Mai大学人文学部日本研究センター 客員教授 

・和洋女子大学生活科学学群 客員教授 

・厚生労働省薬事・食品衛生審議会 専門委員 

・厚生労働省薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会新開発食品評価調査部会委員 

・内閣府食品安全委員会 専門委員 

・日本ビタミン標準化検討委員会 理事 ワーキンググループ委員長 
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・ビタミンB研究委員会 委員 

・兵庫県立姫路西高等学校 学校評議員 

・健康ひょうご21中播磨会議 会長 

・地球温暖化対策加古川流域協議会 会長 

・（財）兵庫県立大学科学技術後援財団 理事 

・中播磨圏域健康福祉推進協議会 委員 

・栃木県道徳研究協議会 相談役 

・（財）日本中毒センター 中毒専門家 

・ひょうご農商工連携ファンド事業審査委員会 委員長 

・姫路市救急医療 理事 

 

【特許】 

ユーグレナの機能性についての研究 

 

 

 

【著書】 

Kobayashi, M 

“Nutritional Functions of Polysaccharides from Soy Sauce in the Gastrointestinal Tract” 

Bioactive Food as Dietary Interventions for Liver and Gastrointestinal Disease, First Edition (Ed. Watson, R. 

R. and Preedy, V. R.), p.139-147, Academic Press, San Diego, 2012 年 12 月 

醤油多糖類 SPS の機能性として鉄吸収促進作用および中性脂肪低下作用について解説した。 

 

古林万木夫 

「鉄分吸収を促進する醤油多糖類 SPS 強化醤油」 

地域食材大百科, 第 10 巻, p.253-258, 農文協, 東京, 2013 年 2 月 

醤油多糖類 SPS の鉄吸収促進作用について解説した。 

 

【口頭発表】 

橋本忠明*、松下裕昭*、鈴木誠*、真岸範浩*、古林万木夫、築山良一* 

*ヒガシマル醤油 

「醤油多糖類ＳＰＳの構造的特徴とその機能性について」 

日本醤油技術センター研究発表会、成田、2012 年 10 月 

醤油多糖類 SPS の化学的構造と抗アレルギー活性の機能発現について解析した。 

 

古林万木夫 

「醤油醸造がもたらす恵み（特別講演）」 

生物試料分析科学会、大阪、2013 年 2 月 

 日本を代表する発酵調味料の一つである醤油の機能性を解説した。特に、醤油醸造における小麦

アレルゲンの分解機構や、醤油多糖類 SPS の機能性について解説した。 

 

【報告書】 

 古林 万木夫 



  ヒューマン・サイエンス 

 

70 

 

なし 

 

【研究発表会など】 

なし 

 

【教育活動など】 

大阪樟蔭女子大学学芸学部食物栄養学科、食品機能学特別講義、2012 年 12 月 

 

【社会活動など】 

日本農芸化学会関西支部参与 

日本応用糖質学会近畿支部評議員 

日本生物工学会スローフード微生物工学研究部会運営委員 

日本醤油技術センター地区編集委員 

日本醤油協会表示等委員会委員 

日本醤油協会安心安全委員会委員 

兵庫県バイオ技術研究会副会長 

はりま産学交流会企画委員 

 

【研究費取得状況】 

なし 

 

 

 

【学術論文】 

OKAZAKI Y, SITANGGANG Vivi Novita, SATO S, OHNISHI N, INOUE J, IGUCHI T, WATANABE 

T, TOMOTAKE H, HARADA K, KATO N, Burdock Fermented by Aspergillus awamori Elevates 

Cecum Bifidobacterium, and Reduces Fecal Deoxycholic Acid and Adipose Tissue Weight in Rats Fed 

a High-Fat Diet, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 77, 1, pp.53-p57, 2013 

 高脂肪食ラットに発酵ごぼうを与えると盲腸内のビフィズス菌の量が増え、デオキシコール酸が減少することを

確認した。同時に内臓脂肪量が減少することも明らかとなり、発酵前のごぼうに比べて、発酵ごぼうのほうが、これ

らの機能が増加した。 

 

【口頭発表】 

永汐祐紀、竹之下柳一郎、渡辺敏郎、石 知史、高橋俊成、近藤紗代、鈴木卓弥、田辺創一 

「生もと乳酸菌による皮膚炎症抑制効果」 

日本農芸化学会大会、2012 年 3 月 

 生もと乳酸菌の死滅菌体を正常ヒト細胞およびマウスの肌に直接塗布することで皮膚炎症の抑制効果

を評価した。生もと乳酸菌菌体には皮膚炎症抑制効果が認められた。乳酸菌の菌体を肌に塗って炎症抑

制効果を確認した例は他にはない。 

 

近藤紗代、増田康之、高橋俊成、渡辺敏郎、石 知史、田辺創一、溝口晴彦 

「生もと乳酸菌を用いた米ヌカ発酵液のヒアルロン酸産生促進効果」 

 渡辺 敏郎 
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日本農芸化学会大会、2012 年 3 月 

 米ヌカを培地として生もと乳酸菌を培養し、得られた発酵エキスについて、正常ヒト細胞を用いて評

価するとヒアルロン酸の産生を促進させる効果のあることがわかった。 

 

Sitanggang Vivi Novita、井上淳詞、渡辺敏郎、岡崎由佳子、大西奈々恵、佐藤怜子、友竹浩之、原田

和樹、加藤範久 

「麹菌発酵ごぼうのラット腸内環境への影響」 

日本栄養・食糧学会大会、2012 年 5 月 

 ごぼうを麹菌で発酵させた発酵ごぼうをラットに与えると腸内のビフィズス菌を増やし、腸内の乳酸

含量を高めることを明らかにした。盲腸内容物の含量も多く、麹菌発酵ごぼうは腸内環境を改善する効

果があることを明らかにした。 

 

渡辺敏郎、井口隆文、鈴木杏子、高岡素子 

「酒粕甘酒の摂取がヒトの体温に及ぼす影響」 

日本醸造学大会、2012 年 9 月 

 砂糖入りのお湯は、中指指先および手のひらの温度が時間の経過とともに低下したが、酒粕甘酒およ

びショウガ入り酒粕甘酒では、砂糖入りお湯と比べて有意に体温低下を抑制した。これらの現象は、酒

粕に含まれるアルコールの影響も考えられたため、酒粕を凍結乾燥した酒粕パウダーで試験したが、同

様の結果が得られ、アルコールの影響によるものではないことがわかった。 

 

坊垣知佳、金岡美里、川端幸奈、鈴木杏子、井口隆文、渡辺敏郎、川上佐知子、高岡素子 

「発酵ショウガ麹の摂取がヒトの体温に及ぼす影響」 

日本栄養・食糧学会近畿支部会、2012 年 10 月 

 冷え性の女子大学生を被験者としてプラセボ、ショウガ、発酵ショウガ麹を摂取したところ、プラセ

ボではほとんど効果が見られなかったが、ショウガおよび発酵ショウガ麹には皮膚温度を上昇させる効

果が見られた。発酵ショウガ麹は、麹菌の産生するタンパク質分解酵素を有しており、タンパク質摂取

における食事誘導性体熱産生効果とショウガの皮膚温度上昇効果の相乗効果が期待できた。 

 

渡辺敏郎、峰時俊貴、加藤範久 

「酒粕発酵物の機能性」 

生物試料分析科学会、2013 年 2 月 

 酒粕中に豊富に残存している栄養素を再度、酵母で発酵させることで酒粕の食物繊維やレジスタント

プロテインなど、いわゆる難消化性成分含量を工業的に高めることに成功した。酒粕発酵物は、ラット

の肥満を抑制し、それは筋肉重量を減少させずに、脂肪重量を減少させた。またヒトにおいても体重や

体脂肪率の低下、血清脂質レベルの改善がみられた。 

 

【研究費取得状況】 

平成 23 年度兵庫県 COE プログラム推進事業「新規スキンケア製品開発のための発酵食品由来乳酸菌の

活用および高機能化に関する技術研究」（兵庫県：2 年間） 

 

ひょうご科学技術協会  技術高度化研究開発支援助成事業「兵庫県産イチジクの発酵処理による新規化

粧品エキスの開発」 
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【その他】 

特許出願：特願 2012-078724「発酵ごぼう食品の製造方法およびそれにより製造された食品」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コミュニーケーション環境 

73 

 

コミュニケーション環境 

 池野 英利                                       

【学術論文】 

H. Ikeno, T. Kazawa*, S. Namiki*, D. Miyamoto*, Y. Sato*, S. S. Haupt*, I. Nishikawa**, R. Kanzaki* 

(2012) Development of a Scheme and Tools to Construct a Standard Moth Brain for Neural Network 

Simulations, Computational Intelligence and Neuroscience, doi:10.1155/2012/795291. 
* The University of Tokyo 
** Ritsumeikan University 

Understanding the neural mechanisms for sensing environmental information and 

controlling behavior in natural environments is a principal aim in neuroscience. One approach 

towards this goal is rebuilding neural systems by simulation. We focus on a unique behavior 

of the silkmoth to investigate neural mechanisms of sensory processing and behavioral control. 

Standard brains are used to consolidate experimental results and generate new insights through 

integration. In this study, we constructed a silkmoth standard brain and brain image, in which 

we registered segmented neuropil regions and neurons. Our original software tools for 

segmentation of neurons from confocal images, KNEWRiTE, and the registration module for 

segmented data, NeuroRegister, are shown to be very effective in neuronal registration for 

computational neuroscience studies. 

 

A. Nakano, H. Ikeno, T. Kimura, H. Sakamoto, M. Dannoura*, Y. Hirano**, N. Makita*, L. Finér***, 

M. Ohashi. (2012) Automated analysis of fine-root dynamics using a series of digital images. 

J. Plant Nutr. Soil Sci. DOI: 10.1002/jpln.201100316.  
* Kyoto University 
** Nagoya University 
*** Finnish Forest Research Institute 

「大橋瑞江の研究」参照 

 

N. Makita*, R. Yaku, M. Ohashi, K. Fukuda, H. Ikeno, Y. Hirano**. (2012) Effects of excising 

and washing treatments on the root respiration rates of Japanese cedar (Cryptomeria japonica) 
seedlings. J. For. Res. DOI 10.1007/s10310-012-0355-0. 
* Kyoto University 
** Nagoya University 

「大橋瑞江の研究」参照 

 

R. Okada*, T. Akamatsu, K. Iwata, H. Ikeno, T. Kimura, M. Ohashi, H. Aonuma **, E. Ito* (2012) 

Waggle dance effect: dancing in autumn reduces the mass loss of a honeybee colony. The Journal 

of Experimental Biology 215, 1633-1641.  
* Tokushima Bunri University 
** Hokkaido University 

A honeybee informs her nestmates about the location of a profitable food source that 

she has visited by means of a waggle dance: a round dance and a figure-of-eight dance for 

a short- and long-distance food source, respectively. Consequently, the colony achieves an 

effective collection of food. However, it is still not fully understood how much effect the 

dance behavior has on the food collection, because most of the relevant experiments have been 

performed only in limited locations under limited experimental conditions. Here, we examined 

the efficacy of the waggle dances by physically preventing bees from dancing and then analyzing 

the changes in daily mass of the hive as an index of daily food collection. When the dance 

was prevented, the daily reduction in mass change was greater than when the dance was allowed, 

i.e. the dance inhibited the reduction of the hive mass. This indicates that dance is effective 

for food collection.  
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R. Okada*, H. Ikeno, T. Kimura, M. Ohashi, H. Aonuma**, E. Ito* (2012) Mathematical analysis 

of the honeybee waggle dance. Acta Biologica Hungarica 63, 75–79. 
* Tokushima Bunri University 
** Hokkaido University 

The waggle dance of honeybee encodes both the direction of and distance to the flower 

from the hive. To reveal how the waggle dance benefits the colony, we created a Markov model 

of bee foraging behavior and performed simulation experiments by incorporating the biological 

parameters that we obtained from our own observations of real bees as well as from the 

literature. When two feeders were each placed 400 m away from the hive in different directions, 

a virtual colony in which honeybees danced and correctly transferred information (a normal, 

real bee colony) made significantly greater numbers of successful visits to the feeders 

compared to a colony with inaccurate information transfer. Howerer, when five feeders were 

each located 400 m from the hive, the inaccurate information transfer colony performed better 

than the normal colony. These results suggest that dancing’s ability to communicate accurate 

information depends on the number of feeders.  

 

T. Kimura, M. Ohashi, R. Okada*, K. Crailsheim, T**. Schmickl**, H. Ikeno. (2012) Tracking 

of Multiple Honey Bees on a Flat Surface.  International Conference on Emerging Trends in 

Engineering and Technology, DOI 10.1109/ICETET.2012.25. 
* Tokushima Bunri University 
** Graz University 

「木村敏文の研究」参照 

 

【学会口頭発表】 

<国際学会> 

T. Kimura, M. Ohashi, R. Okada*, K. Crailsheim**, T. Schmickl**, H. Ikeno. Tracking of Multiple 

Honey Bees on a Flat Surface. Apidologie, 42, 607-617. Fifth International Conference on 

Emerging Trends in Engineering and Technology, October 2012, Himeji. 
* Tokushima Bunri University 

** Graz University 

 

I. Nishikawa*, Y. Yamagishi*, H. Ikeno, T. Kazawa**, S. Namiki**, R. Kanzaki**, Estimation of 

the information pathway in an insect brain based on the physiological data, Information 

Science and Service Science and Data Mining (ISSDM), 2012 6th International Conference on 

New Trends in Information Science, Service Science and Data Mining (ISSDM2012), 23-25 Oct. 

2012, Taipei. 
* Ritsumeikan University 
** The University of Tokyo 

 

I. Nishikawa*, Y. Yamagishi*, H. Ikeno, T. Kazawa**, S. Namiki**, R. Kanzaki**, Estimation of 

the information pathway for a motor command generation in an insect brain based on the 

physiological data, Proc. 10th International Workshop Neural Coding 2012. 
* Ritsumeikan University 
** The University of Tokyo 

 

<国内学会> 

加沢知毅*、宮本大輔*、森友亮*、Haupt Stephan 周一*、並木重宏*、神崎亮平*、池野英利、五十嵐

吉輝**、 山岸嘉彦**、 小野島隆之**、 小杉展弘**、西川郁子**, IOSSIM（昆虫全脳シミュレータ）

の開発と応用, 文部科学省「革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）

の構築, グランドチャレンジ・アプリケーションの研究開発」公開シンポジウム, 2013 年３月 11

日,東京. 
* 東京大学 
** 立命館大学 
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中野愛子, 平野恭弘*、Timo Domisch**、Leena Finer**、池野英利、大橋瑞江．フィンランド北方林

の単一樹種林と混交林の細根バイオマス．第 124 回日本森林学会, 2013 年 3 月, 盛岡 
* 名古屋大学 
** フィンランド森林研究所 

 

M. Fujii, T. Isokawa, H. Ikeno, N. Kamiura, A. Saitoh, N. Matsui. On detecting waggle dance 

behaviors from spatio-temporal sectional images, SICE Annual Conference (SICE), 20-23 Aug. 

2012, Akita 

 

近藤佳子*、木村敏文、小林碧*、森岡律*、池野英利、大橋瑞江、尾崎まみこ*. 新規な歩行解析プロ

グラムによるアルゼンチンアリの寛容性/攻撃性検証の試み、日本動物学会近畿支部研究発表会、

2012年5月12日、奈良 
* 神戸大学 

 

【学会ポスター発表】 

<国際学会> 

H. Ikeno, T. Yamazaki* , Yoshihiro Okumura**, Shunji Satoh*, Yoshimi Kamiyama***, Yutaka Hirata+, 

Keiichiro Inagaki**, Akito Ishihara++, Takayuki Kannon** , Hiroaki Wagatsuma+++ , Shiro Usui**, 

Improvement of Simulation Platform for providing reliable and easy use model simulation 

environment, INCF Congress Neuroinformatics 2012, 10-12 Sep. 2012, Munich, Germany. 
* University of Electro-Communications 
** RIKEN-BSI 
*** Aichi Prefectural University 
+ Chubu University 
++ Chukyo University 
+++ Kyushu Institute of Technology 

 

A. Takashima*, T. Kazawa*, S. Namiki*, D. Miyamoto*, S. S. Haupt*, H. Ikeno, R. Kanzaki*, S. 

Usui**, Interactive brain map in the Invertebrate Brain Platform, INCF Congress 

Neuroinformatics 2012, 10-12 Sep. 2012, Munich, Germany 
* The University of Tokyo 
** RIKEN-BSI 

 

A. Hiroyuki*, S. Haupt**, P. Rautenberg***, M. Stransky***, T. Wachtler***, H. Ikeno, Robust 

automated protocol for extraction and comparison of single neuron morphology, INCF Congress 

Neuroinformatics 2012, 10-12 Sep. 2012, Munich, Germany. 
* Fukuoka University 
** The University of Tokyo, RCAST 
*** Ludwig-Maximilians-Universität München 

 

P. L. Rautenberg*, M. Stransky*, S. S. Haupt**, H. Ikeno, H. Ai***, T. Wachtler*, Morphological 

properties of neurons in the honeybee auditory system, Bernstein Conference 2012, Munich, 

Germany, 12 - 14 Sep, 2012. 
* Ludwig-Maximilians-Universität München 
** The University of Tokyo, RCAST 
*** Fukuoka University 

 

<国内学会> 

木村敏文、岡田龍一 *、大橋瑞江、Karl Crailsheim**、Thomas Schmickl**、池野英利. 平面アリー

ナ内における複数個体行動の自動追跡システムの開発, バイオイメージ・インフォマティクスワー
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クショップ2012, 2012年11月, 神戸. 
* 徳島文理大学 
** Graz University 

 

藍浩之*, Stephan S. Haupt**, Philipp Rautenberg***, Michael Stransky***, Thomas Wachtler***, 池

野英利. 単一ニューロンの３次元形態を再現、評価するための客観的プロトコルとその自動化, バ

イオイメージ・インフォマティクスワークショップ2012, 2012年11月, 神戸. 
* 福岡大学 
** 東京大学 
*** Ludwig-Maximilians-Universität München 

 

H. Ikeno, N. Nishimura, Y. Katada, M. Ohashi. Spatio-temporal variation of honeybee fanning 

with the changes in environment. 日本比較生理学会第34回大会, 2012年7月, 葉山. 

 

【招待講演】 

池野英利、昆虫の行動とそのしくみ－小さな隣人の秘密に迫る－、MIT研究会、2012年12月8日、神

戸. 

 

【受賞】 

日本神経回路学会最優秀研究賞（西川郁子，小野島隆之，加沢知毅，池野英利，神崎亮平）、昆虫脳

における運動司令生成のための神経回路の推定（NC2011-95, 2011年12月） 

 

【社会活動】 

・ 電子情報通信学会 会員 

・ 情報処理学会 会員 

・ 日本神経回路学会 会員 

・ 日本神経科学会 会員 

・ 日本比較生理生化学会 会員、評議員 

・ 日本動物学会 会員 

・ Organization of Computational Neuroscience      Reviewer 

・ ニューロインフォマティクス日本ノード        運営委員 

・ NIJC Simulation Platform委員会          委員長 

・ NIJC Invertebrate Brain Platform 委員会    委員 

・ ミツバチミニシンポジウム 兵庫県立大学新在家キャンパス 2013年2月 

・ 環境フロンティア教育研究センター「環境科学セミナー」 兵庫県立大学新在家キャンパス 

2013年2月 

 

【研究費取得状況】 

1) 文部科学省科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）「動的環境下におけるミツバチコロニーのエ

ネルギー収支と社会性行動との関わり」(分担) 平成 24 年度～26 年度  研究費総額 

3,200 千円 

2) 文部科学省科学研究費補助金（基礎研究（C），研究分担者）「ミツバチの尻振りダンス解読に

関わる異種感覚統合神経機構の解明」 平成 22 年度～26 年度 研究費総額 2,860 千円 

3) 共同研究（理化学研究所），「脳・神経数理モデルシミュレーションプラットホームの整備」研

究費総額 100 千円 
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4) 研究助成金（アース製薬）、「殺虫剤の効力に関する試験研究」 522 千円 

 

 

 井関 崇博                                   

【学術論文】 

井関崇博、豊田光世、中嶌一憲、三宅康成、山村充、「地域連携による初年次教育プログラムの実践

的研究—学生による地域プロモーションビデオ制作―」『兵庫県立大学環境人間学部研究報告』第15

号、兵庫県立大学環境人間学部、2012年 

本研究は初年次教育の新しい方法として、学生が複数のグループをつくり、地域で活動する複数

団体をそれぞれ取材し、プロモーションビデオをつくるというプログラムを開発し、それを本学部

基礎ゼミBにおいて実施し、その可能性と課題を明らかにしたものである。本プログラムによって学

生の能動性、創造性、協働性、社会性での向上が確認されるとともに、プログラム実施上の課題等

も明らかになった。 

 

【報告書】 

井関崇博、豊田光世、中嶌一憲、三宅康成、山村充、「姫路プロモーションビデオ制作プロジェクト

平成24年度報告書」、2013年3月 

 初年次教育の新しい方法として、学生が複数のグループをつくり、地域で活動する複数団体をそ

れぞれ取材し、プロモーションビデオをつくるというプログラムを開発し、それを本学部基礎ゼミB

において実施した。報告書にはプログラムに参加した全学生の自己評価とともに、受講者アンケー

トの結果を掲載し、本プログラムの意義や課題について考察した。 

 

【口頭発表】 

井関崇博、「三層連動型の市民活動人材育成プログラムの開発」、平成24年度兵庫県立大学研究発表

会、2012年11月 

 本研究では、まちづくりの場面においてしばしば用いられる、参加市民がいくつかのグループに

分けて何らかの活動を企画、実施するという営みを、個人、グループ、全体集団の三つの層にまた

がる活動を通した人材育成の試み、すなわち「三層連動型の人材育成」として定式化し、それを事

例研究とアクションリサーチによって検証したものである。 

 

【学会口頭発表】 

井関崇博、「自治体環境ガバナンスにおける二頭立てモデルの有効性」、日本計画行政学会第35回全

国大会、2012年9月 

 本研究は自治体環境ガバナンスネットワークのあり方について論じたものである。本研究では一

方の極に行政がガバナンスネットワークの運営者として、他方の極に民間セクターの代表として環

境NPOが牽引者として配置されるようなガバナンスのネットワークが有効なのではないかとの仮説

（二頭立てモデル）をもとに、静岡県沼津市の環境基本計画の策定と推進のプロセスを事例に、そ

のモデルの有効性と課題を明らかにした。 

 

【社会活動】 

沼津市環境基本計画推進委員会委員 

加古川市環境審議会委員 

京都市未来まちづくり100人委員会アドバイザー会議委員 
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はりま市民創造基金運営委員会委員 

 

 

 市川 一夫                                 

【社会活動】 

姫路市文化国際交流財団理事 

国際教養学会副会長 

国際高等教育基準協会理事 

コンソシアムひょうご神戸国際交流委員会委員 

コンソシアムひょうご神戸学生交流委員会委員 

姫路市入札監視委員会委員長 

姫路市特別職報酬審議会会長 

 

 

 江口 義章                                 

【学術論文】 

「観光需要と補助金政策についての一考察」地域創造学研究 XIV、奈良県立大学研究季報、第 22 巻

第 4 号、2012 年 3 月、pp.33－57 

 

【口頭発表】 

 「観光施設等の需要予測モデルの一例」、観光経済経営研究会、2013 年 1 月 12 日 

 

【社会活動】 

地域創造機構、第 2 回地域づくり講座「地域振興と観光－姫路の観光統計から」 

（2012.11.3） 

地域創造機構、第 4 回地域づくり講座「トークセッション」（2012.12.15） 

 

【その他】 

「キャリア教育プログラム研究会」（県立大学助成）において、姫路商工会議所及び姫路経営者協会

の協力を得て、地域の企業の新卒者採用についてのアンケート調査を行った。 

 

 

 糟屋 美千子                                 

【口頭発表】 

Michiko Kasuya. How the discourse of Japanese television news produces interpretive 

frameworks for understanding environmental issues in relation to economic and political 

contexts.ⅡInternational Conference on Communication, Cognition and Media: Political and 

Economic Discourse. Catholic     University of Portugal, Braga. 2012. 9. Abstracts 

pp.107-108. 

This paper examines the Japanese television news discourse that reports on environmental 

problems, using critical discourse analysis as an approach, in order to decipher ideologies 

produced by the news discourse. The analysis shows how the features of news discourse present 

environmental issues in relation to social, economic and political contexts.    
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Michiko Kasuya. A multi-modal comparative analysis of British and Japanese news discourses 

in the representation of environmental issues. 45th Annual Meeting of the British Association 

for Applied Linguistics. University of Southampton, UK. 2012. 9. Book of Abstracts p.148.  

This study conducts a multi-modal comparative analysis of British and Japanese news 

discourses in the representation of environmental issues, in order to expose how the ways 

the two discourses produce interpretive frameworks do and do not vary between the British 

news items and the Japanese news items.   

 

【研究費取得状況】 

科学研究費（挑戦的萌芽研究）「環境問題に関する日英のテレビニュースのディスコースのマルチ・

モダリティ分析」平成23年度～平成24年度 研究費総額130万円（代表） 

 

 

 木村 敏文                                         

【学術論文】 

T. Kimura, M. Ohashi, R. Okada*, K. Crailsheim**, T. Schmickl**, H. Ikeno. (2012) Tracking 

of Multiple Honey Bees on a Flat Surface.  International Conference on Emerging Trends in 

Engineering and Technology, DOI 10.1109/ICETET.2012.25. 
* Tokushima Bunri University 
** Karl-Franzens-University Graz 

 

Social insects interact extensively with their mates. To reveal the mechanism of their 

sociality, it is important to observe the behavior of each individual in a colony and to analyze 

their social contexts. Recently, digital video cameras have become less expensive despite 

increases in their performance, enabling researchers to record the behavior in various places 

easily. However, much labor and time is needed to analyze the social behavior manually from 

the video footage. In this study, we propose a new method to detect and track multiple bees 

moving on a flat surface. Our proposed method consists of three core processes: (i) detecting 

the bee candidate regions using a background subtraction method and binarization, (ii) 

identifying individuals by a combination of overlapping information in temporal changes of 

position and simple prediction of the candidate regions based on the bee’s movement, and 

(iii) outputting the locations and trajectories of the identified bees. Our system succeeds 

in processing a video of sixteen bees moving freely on a flat arena for three minutes. More 

than 95% of the bees’ central points were successfully extracted and their trajectories 

precisely traced. 

 

S. Kernbach*, D. Häbe**, O. Kernbach*, R. Thenius***, G. Radspieler***, T. Kimura, T. Schmickl*** 

(2013) Adaptive collective decision-making in limited robot swarms without communication. 

The International Journal of Robotics Research 32(1) 35–55, DOI: 10.1177/0278364912468636 
*Institute of Parallel and Distributed Systems, University of Stuttgart, Germany 
**Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO, Germany 
***Department for Zoology, Karl-Franzens-University Graz, Austria 

 

In this work we investigate spatial collective decision-making in a swarm of microrobots, 

inspired by the thermotactic aggregation behavior of honeybees. The sensing and navigation 

capabilities of these robots are intentionally limited; no digital sensor data processing 

and no direct communication are allowed. In this way, we can approximate the features of 
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smaller mesoscopic-scale systems and demonstrate that even such a limited swarm is nonetheless 

able to exhibit simple forms of intelligent and adaptive collective behavior. 

 

A. Nakano, H. Ikeno, T. Kimura, H. Sakamoto, M. Dannoura*, Y. Hirano**, N. Makita*, L. Finér***, 

M. Ohashi. (2012) Automated analysis of fine-root dynamics using a series of digital images. 

J. Plant Nutr. Soil Sci. DOI: 10.1002/jpln.201100316.  
* Kyoto University 
** Nagoya University 
*** Finnish Forest Research Institute 

「大橋瑞江の項」参照 

 

R. Okada*, T. Akamatsu, K. Iwata, H. Ikeno, T. Kimura, M. Ohashi, H. Aonuma**, E. Ito* (2012) 

Waggle dance effect: dancing in autumn reduces the mass loss of a honeybee colony. The Journal 

of Experimental Biology 215, 1633-1641.  
* Tokushima Bunri University 
** Hokkaido University 

「池野英利の項」参照 

 

R. Okada*, H. Ikeno, T. Kimura, M. Ohashi, H. Aonuma**, E. Ito* (2012) Mathematical analysis 

of the honeybee waggle dance. Acta Biologica Hungarica 63, 75–79. 
* Tokushima Bunri University 
** Hokkaido University 

「池野英利の項」参照 

 

【学会口頭発表】 

<国際学会> 

T. Kimura, M. Ohashi, R. Okada*, K. Crailsheim**, T. Schmickl**, H. Ikeno. Tracking of Multiple 

Honey Bees on a Flat Surface. Apidologie, 42, 607-617. Fifth International Conference on 

Emerging Trends in Engineering and Technology, October 2012, Himeji. 
* Tokushima Bunri University 

** Karl-Franzens-University Graz 

 

<国内学会> 

近藤佳子*、木村敏文、小林碧*、森岡律*、池野英利、大橋瑞江、尾崎まみこ*. 新規な歩行解析プロ

グラムによるアルゼンチンアリの寛容性/攻撃性検証の試み、日本動物学会近畿支部研究発表会、

2012年5月12日、奈良 
* 神戸大学 

 

【学会ポスター発表】 

<国内学会> 

木村敏文、岡田龍一 *、大橋瑞江、Karl Crailsheim**、Thomas Schmickl**、池野英利. 平面アリー

ナ内における複数個体行動の自動追跡システムの開発, バイオイメージ・インフォマティクスワー

クショップ2012, 2012年11月, 神戸. 
* 徳島文理大学 
** Karl-Franzens-University Graz 

 

【社会活動】 

木村敏文、行動解析のための複数ミツバチ同時追跡システムの開発、ミツバチミニシンポジウム、

兵庫県立大学新在家キャンパス、2013年2月22日 



コミュニーケーション環境 

81 

 

・ 電子情報通信学会 会員 

・ 日本教育工学会 会員 

・ 日本比較生理生化学会 会員、大会準備委員会 委員 

・ 日本動物学会 会員 

・ JIUSSI 会員 

・ ICETET-12 (5th International Conference on Emerging Trends in Engineering & 

Technology), Technical Program Committee 

 

【研究費取得状況】 

1) 文部科学省科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究，研究代表者）「個体の行動を考慮したミツバ

チの社会性行動解析のための複数個体追跡システムの構築」平成 23 年度～24 年度 研究費総

額 3,000 千円 

2) 文部科学省科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究, 研究分担者）「動的環境下におけるミツバチ

コロニーのエネルギー収支と社会性行動との関わり」平成 24 年度～26 年度 研究費総額 

3,200 千円 

 

 

 木村 玲欧                                  

【著書】 

木村玲欧, 「歴史災害を防災教育に生かす－1945 三河地震－」(シリーズ繰り返す自然災害を知る・

防ぐ 第 7 巻), 古今書院, 196p., 2013.3. 

 本書は、第 2 次世界大戦の末期、1945 年（昭和 20 年）1 月 13 日未明に愛知県東部の三河地方で

発生した「三河地震」について、人間の被災体験を中心にしながら災害の全体像を明らかにし、そ

れを地域や学校教育現場においてどのように伝えていくか、どのように未来への防災に生かしてい

くかについて纏めたものである。 

 

北原糸子・松浦律子・木村玲欧（編纂）, 「日本歴史災害事典」, 吉川弘文館, 896p., 2012.6. 

（事典全体の企画・編纂、写真等提供、避難行動と防災教育（特集 東日本大震災）pp.11-12、災

害心理と社会 pp.72-77、災害観の変遷 pp.81-83、防災教育 pp.120-121、明治 22年大水害 pp.358-359、

1943 鳥取地震 pp.497-499、1944 東南海地震 pp.503-506、1945 三河地震 pp.507-512、1948 福井地

震 pp.536-543、1978 伊豆大島近海地震 p.639、1978 宮城県沖地震 pp.641-642、1995 阪神・淡路大

震災 pp.693-700、2000 鳥取県西部地震 p.719、2005 福岡県西方沖地震 p.735、災害基本用語 pp.764, 

766, 767, 769, 773, 774, 775, 776, 777, 789, 801) 

 本書は、貞観年間から東日本大震災・平成 23 年豪雨まで、日本列島を襲った地震・津波・噴火・

台風・火災などの災害を収録した事典である。人文・社会科学、理・工学など関連分野の第一人者

100 人を結集し、災害のメカニズム・被害・復興・防災などの総合的な視点から書き下ろしたもの

で、個別の災害項目に加え、専門用語解説・コラムを充実させ、これからの防災・復興を考えるた

めの災害総合事典となることを目的としたものである。 

 

日本環境教育学会（編）, 東日本大震災後の環境教育（日本の環境教育 第１集）, 東洋館出版社, 

212p., 2013.3.（分担執筆（木村玲欧・永田俊光, 第 6 章 「いのちを守る」ための防災教育・防災

訓練のあり方, p.68-75）） 

 本書は、東日本大震災後の環境教育のあり方に関する論考を収録したもので、「東日本大震災から

何が見えるのか」「巨大地震と津波被災から何を学ぶのか」「原発事故から何を学ぶのか」「原発と環

境教育」の 4 部構成となっている。筆者はその中で、「いのちを守る」ための防災教育・防災訓練の
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あり方として、埼玉県が行っている緊急地震速報を利用した避難訓練のあり方についてまとめたも

のである。 

 

【学術論文】 

＜査読付＞ 

木村玲欧・田村圭子・井ノ口宗成・堀江啓・林春男, ID 理論を活用した東京都における生活再建支

援の知識・技術向上のための教育・訓練プログラム設計手法の構築, 地域安全学会論文集, No.18, 

pp.433-442, 2012.11. 

 本論文は、地方自治体の災害対応に関する教育・訓練について、「長期的な生活再建・復興を対象

とした教育・訓練が少ない」ことと「学習を促進するような理論的背景をもとに設計された教育・

訓練が少ない」という 2 点の問題に対する 1 つの解として、東京都の生活再建支援システムを事例

に「地方自治体職員の生活支援能力向上のための教育・訓練プログラムの設計」を行った。 

 

KIMURA, R., INOGUCHI, M., TAMURA, K., FURUYA, T. and HAYASHI, H. "A Methodology for the 

Standardization of Information Processing following the Great East Japan Earthquake of 2011, 

15th World Conference on Earthquake Engineering Conference Proceedings, CD-ROM (8pp.), 

2012.9. 

 Our group worked as part of the Cabinet Office Mapping Team, beginning on the day after 

the earthquake, to provide a common operational picture by providing spatial visualization 

services using maps.  Through this experience we determined that it was necessary to establish 

an initial response system.  This system could be used to determine disaster response policies 

based on damage estimation calculated from hazard observation information. 

 

KIMURA, R., INOGUCHI, M., TAMURA, K., NAWA, Y. and HAYASHI, H.. "Implementation of a Web-Based 

and Cloud-Based Participatory GIS System to Certify Property Damage due to Tsunami", 

International Conference on Information Society (i-Society) 2012 Proceedings, pp.319-323, 

2012.6. 

  The objective of this research was to develop the cloudbased participatory WEB-GIS system 

constructing the common operational picture in order to facilitate the decision-making 

process of disaster response. The team set the research aim to create the web service of 

certifying property damage due to Tsunami. Using developed service the team conducted the 

demonstration experiment to survey to identify buildings that were washed away in the three 

afflicted prefectures of Iwate, Miyagi, and Fukushima by Tohoku Earthquake. 

 

古屋貴司・木村玲欧・井ノ口宗成・田村圭子・林春男, 効果的な災害対応を目指した状況認識の統

一のための可視化スキル −内閣府・東北地方太平洋沖地震緊急地図作成班での実践活動を通して−, 

災害情報, No.10, pp.68-76, 2012.5. 

 

古屋貴司・木村玲欧・井ノ口宗成・田村圭子・林春男, 緊急地図作成チームにおける業務支援のた

めの地理空間情報の活用－復旧期の岩手県医療・保健・福祉分野での実践活動を通して－, 地域安

全学会論文集, No.18, pp.363-372, 2012.11. 

 

FURUYA, T., KIMURA, R., INOGUCHI, M., TAMURA, K. and HAYASHI, H. "Geospatial Information 
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Improves the Decision-Making Process during the Disaster Response: The Experience of the 

Emergency Mapping Team in the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake , 15th World 

Conference on Earthquake Engineering Conference Proceedings, CD-ROM (8pp.), 2012.9. 

 

INOGUCHI, M., TAMURA, K., KIMURA, R., FURUYA, T. and HAYASHI, H. "Structure of Web-Based 

Victims Master Database of the Life Rebuilding Process -A Study of the Great East Japan 

Earthquake of 2011-, 15th World Conference on Earthquake Engineering Conference Proceedings, 

CD-ROM (7pp.), 2012.9 

 

TAMURA, K., INOGUCHI, M., KIMURA, R., FURUYA, T. and HAYASHI, H. "Supporting Life Recovery 

Process with the Management System Based on the Victims Master Database - A study of Crisis 

Management Following Tokyo Metropolitan Near Field Earthquake Disaster- , 15th World 

Conference on Earthquake Engineering Conference Proceedings, CD-ROM (7pp.), 2012.9. 

 

井ノ口宗成・田村圭子・木村玲欧・小原亜希子・林春男, 広域災害を対象としたウェブ配信型被災

者台帳システムの実装－岩手県・宮古市を中心とした東日本大震災被災自治体の試み−, 地域安全学

会論文集, No.18, pp.351-361, 2012.11. 

 

中地弘幸・牧紀男・林春男・木村玲欧, 広域・大規模災害におけるヘリコプターの有効活用－阪神・

淡路大震災以降で残された課題の解消−, 地域安全学会論文集, No.18, pp.333-341, 2012.11. 

 

田村圭子・井ノ口宗成・鈴木進吾・岡本晃・尾崎智彦・木村玲欧・林春男, 参画型による災害対応

マニュアルの実現性検証に効果的な「Business Impact Map」の提案－NEXCO 西日本和歌山事務所の

事業継続計画を事例として−, 地域安全学会論文集, No.18, pp.289-299, 2012.11. 

 

＜査読なし＞ 

KIMURA, R., INOGUCHI, M., TAMURA, K., FURUYA, T. and HAYASHI, H. "Clarifying the Function 

of the Emergency Mapping Team in order to Allocate the Limited Resources in the Time of 2011 

Great East Japan Earthquake", Proceedings of TIEMS Workshop on the 2011 East-Japan Earthquake 

Disaster (Japan Chapter), pp.72-78, 2012.5. 

The Great East Japan Earthquake that occurred in 2011 caused a tremendous amount of damage 

spanning over multiple prefectures due to severe vibrations and tsunami. In order to provide 

quick and appropriate disaster responses, prefectures must establish a common operational 

picture regarding damage situations and disaster response statuses among cities, "cho" 

districts, and villages. This is especially important along the coast to supplement basic 

functions of those municipalities.  

 

INOGUCHI, M., FURUYA, T., KIMURA, R., TAMURA, K. and HAYASHI, H. "How to Construct the Common 

Operational Pictures with Dynamic Maps Using the Mashup Technology - EMT at National and 

Municipal Level in 2011 Great East Japan Earthquake", Proceedings of TIEMS Workshop on the 

2011 East-Japan Earthquake Disaster (Japan Chapter), pp.64-71, 2012.5. 

 

TAMURA, K., INOGUCHI, M., KIMURA, R., FURUYA, T. and HAYASHI, H. "Building a Victims Master 
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Database Using the GeoWrap Method without a Primary Key", Proceedings of TIEMS Workshop on 

the 2011 East-Japan Earthquake Disaster (Japan Chapter), pp.79-85, 2012.5. 

 

【雑誌等連載エッセ－】 

木村玲欧, 大地震の直後、誰もが陥る「失見当」とは？（Family Academy 兵庫県立大学 木村玲欧

先生インタビュー）, 2012 栄冠めざして Family（親と子の大学受験情報誌）, 河合塾／全国進学情

報センター, p.52-55, 2012.4.10. 

木村玲欧 , 外国人は災害弱者か？！ , SISTAR Japan Newsletter（ Society for Intercultural 

Education Training and Research: 異文化コミュニケーション学会）, pp.15-17, Spring 2012, 

2012.4. 

木村玲欧, 歴史災害が防災意識を高める～なぜ人は防災から興味が逸れるのか（『日本歴史災害事

典』（吉川弘文館）刊行）, 週刊読書人（読書人）, 第 2945 号 (2012.6.29), 3 面, 2012.6. 

北原糸子・松浦律子・木村玲欧, ＜鼎談＞災害の歴史から学ぶ～『日本歴史災害事典』刊行によせ

て～, 本郷（吉川弘文館）, No.100 (2012.7), 2012.7. 

木村玲欧, 2012年上半期の収穫から 特集－印象に残った本 144冊, 週刊読書人（読書人）, 第 2949

号 (2012.7.27), 4 面, 2012.7. 

木村玲欧, 東海・東南海地震の発生に備え、60 年以上も前にこの地域で起きた三河地震を参考に, 

ACT（JA あいち中央）, VOL198(2012 年 9 月号), p.5, 2012.9. 

木村玲欧, 子どもたちの命を守る防災教育の必要性, 教育時報（岡山県教育委員会）, 第 64 巻 11

号(平成 24 年 11 月号), p.4-7, 2012.11. 

木村玲欧, 紀伊半島大水害を「わがこと意識」で見つめ直してください！, 犯罪や災害に強いまち

づくり情報誌 安全・安心通信, vol.23, 奈良県安全・安心まちづくり推進課, p.1, 2013.1.31. 

 

【口頭発表】 

（本人発表のもののみ、学術論文で掲載したものは除く） 

木村玲欧, 社会は地震や火山の研究に何を期待しているか～防災研究者の立場から, 地震及び火山

噴火研究の将来構想シンポジウム, 東京大学鉄門記念講堂（文京区）, 2012.7.6. 

木村玲欧, 復興を測る～質的・量的社会調査による生活再建過程の解明, 第 393 回 KSP(関西社会心

理学研究会）, 大阪経済大学（大阪市）, 2012.9.15. 

木村玲欧, 産官学民で災害状況を「見える化」する～「東北地方太平洋沖地震緊急地図作成チーム」

の活動～, 兵庫県立大学シンポジウム（兵庫県立大学研究テーマ集セレクション 2012, p.73）, イ

ーグレひめじ（兵庫県姫路市）, 2012.9.24. 

木村玲欧, 東日本大震災被災地でのアクション・リサーチを通した、効果的な災害対応・災害支援

のあり方の解明と検証, 平成 24 年度兵庫県立大学研究発表会（概要集, p.72）, 兵庫県立大学（兵

庫県姫路市）, 2012.11.28. 

木村玲欧, 防災リテラシーハブが目指すもの, 第 13 回比較防災学ワークショップ・平成 24 年度第

4 回災害対応研究会公開シンポジウム「国難と都市災害：来るべき国難にどのように備えるべきか」, 

神戸国際会議場（神戸市）, 2013.1.22. 

木村玲欧, 防災リテラシーハブによる知の体系化・共有化, 都市減災サブプロジェクト第 1 回成果

発表会, 帝国ホテル東京（千代田区）, 2013.2.22. 

木村玲欧, 被災地の人間心理・行動を測定する～質的・量的社会調査の実施～, 兵庫ニューメディ

ア推進協議会・検討会, 兵庫県民会館（神戸市）, 2013.3.29. 
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【社会活動】 

＜委員等＞ 

内閣府：防災教育チャレンジプラン実行委員会委員 

関西広域連合：関西広域防災計画策定委員会委員 

奈良県：奈良県自主防災・防犯活動推進協議会委員 

奈良県：奈良県紀伊半島大水害復旧・復興計画アドバイザー 

和歌山県：和歌山県地震・津波被害想定検討委員会委員 

岡山県：地域防災に係る専門家検討会委員 

岡山県：岡山県実践的防災教育総合支援事業推進委員会委員 

名古屋市：地震対策専門委員会専門委員 

神戸市消防局：防災福祉コミュニティ事業の推進に関する検討会委員（副会長） 

兵庫県姫路市：姫路市学校園防災マニュアル作成検討委員会委員 

兵庫県姫路市：ひめじ防災プラザリニューアルプラン検討会委員（委員長） 

兵庫県姫路市：地域防災におけるＩＣＴ利活用・風水害時の避難行動に関する検討専門委員会（委

員長） 

東京大学地震研究所：首都直下地震の地震ハザード・リスク予測のための調査・研究運営委員会委

員 

 

＜講演等＞ 

東日本大震災が「他人ごと」ではない理由，防災講話番組（デジタル 12ch KATCH チャンネル） 

（2012 年 4 月 11 日 10：30－11：30 株式会社キャッチネットワーク(愛知県刈谷市)) 

災害過程論, 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター・災害対策専門研修ベーシックコース 

（2012 年 6 月 5 日 16：15－17：30 人と防災未来センター(神戸市)) 

「三河地震」を知り、来るべき南海トラフ地震に備える, 講演会「三河地震を語る」 

（2012 年 6 月 9 日 14：00－15：30 安城市歴史博物館(愛知県安城市)) 

楽しく防災学習, 安城市教育センター開設講座 

（2012 年 8 月 3 日 13：30－16：10 安城市教育センター(愛知県安城市)) 

笠岡市の防災教育への提言～大地震・津波に備えて取り組まなければならない防災教育とは～, 笠

岡市教育委員会・防災教育研修会 

（2012 年 8 月 6 日 10：00－12：00 笠岡市中央公民館(岡山県笠岡市)) 

身の回りの危機と対応を「見える化」する, 備前市教育委員会・防災教育研修会 

（2012 年 8 月 7 日 13：00－16：45 伊里中学校・緑陽会館(岡山県備前市)) 

大規模災害で身の周りに起こる様々なこと－発災直後から時間とともに起こる事象とその心構え－, 

愛知県知多保健所・災害時における地域保健活動連携推進講演会 

（2012 年 8 月 8 日 14：00－16：30 東海市しあわせ村・健康ふれあい交流館(愛知県東海市)) 

災害時における栄養士の役割～栄養士が被災者のいのちとくらしに影響を与える現実を知る, 島根

県県央保健所・浜田保健所・益田保健所・特定給食施設等栄養管理担当者研修会 

（2012 年 8 月 20 日 13：10－14：50 浜田合同庁舎・大会議室(島根県浜田市)) 

21 世紀の「地震活動期」を乗り切る～孤立する室生地区の問題, 南和地域等の地域防災力向上支援

事業（宇陀市室生地区） 

（2012 年 8 月 21 日 13：00－16：45 宇陀市室生振興センター(奈良県宇陀市)) 

防災ワークショップの進め方～参加型防災対策のススメ～，平成 24 年度 阪神地域ひょうご防災リ

ーダー講座 
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（2012 年 8 月 25 日 12：30－16：45 尼崎市中小企業センター(兵庫県尼崎市)) 

巨大地震が発生したときの諸対応と防災教育の充実, 倉敷市教育委員会・防災教育研修会 

（2012 年 8 月 29 日 10：00－12：00 倉敷市立黒崎中学校(岡山県倉敷市)) 

その時に備えて、私たちにできること（パネルディスカッション）, 草加市防災講演会 

（2012 年 9 月 8 日 14：50－16：00 獨協大学天野貞祐記念館(埼玉県草加市)) 

わが地域が災害多発地帯になる理由～まずはじめに考えること, こころ豊かな美しい西播磨推進会

議・研修会 

（2012 年 9 月 12 日 15：20－16：30 兵庫県西播磨総合庁舎(兵庫県上郡町)) 

大災害時代を乗り切るチカラ～災害心理・行動を知り心構えをつくる, 平成 24 年度中部大学防災講

演会 

（2012 年 10 月 3 日 15：20－16：50 中部大学三浦幸平メモリアルホール(愛知県春日井市)) 

「地震列島日本」を学び、来るべき南海トラフ巨大地震に備える , エレゼミナール（NPO 法人

WARP-LEE NET) 

（2012 年 10 月 19 日 13：30－15：00 中之島センタービル(大阪市)) 

防災と市民力～東日本大震災を踏まえて, 京都 SKY シニア大学・総合学習コース 

（2012 年 10 月 26 日 13：30－15：30 舞鶴西総合会館(京都府舞鶴市)) 

過去の大震災の教訓と今後の課題, 平成 24 年度千葉県災害対策コーディネーター（中核リーダー）

養成講座 

（2012 年 11 月 16 日 13：00－14：30 山武市役所(千葉県山武市)) 

新「防災時代」を知る，平成 24 年度安城市防災会議・防災講話 

（2012 年 11 月 21 日 13：30－14：30 安城市役所(愛知県安城市)) 

大規模災害で身の回りで起こる様々なこととその対応～尾張西部圏域が生き残るために，平成 24

年度尾張西部圏域災害時保健医療福祉対策研修会 

（2012 年 11 月 22 日 13：30－15：30 一宮保健所(愛知県一宮市)) 

災害発生！「命」と「生活」を守る応急対策を学ぶ，奈良県自主防犯・防災リーダー研修 

（2012 年 11 月 24 日 13：20－14：30 王寺町やわらぎ会館(奈良県王寺町)) 

地震から根崎が生き残るために 私たちが知っておかなければならないこと，安城市根崎町自主防災

会防災訓練 

（2012 年 12 月 2 日 10：00－11：20 根崎町公民館(愛知県安城市)) 

1945 年三河地震が教えてくれる未来への備え，安城市民防災フェア６０ 

（2012 年 12 月 2 日 14：00－15：00 安城市文化センター(愛知県安城市)) 

これからの防災教育～自ら考え、行動するために～，中河内地区学校園保健連絡協議会 

（2012 年 12 月 11 日 14：30－16：30 八尾市文化会館プリズムホール(大阪府八尾市)) 

大災害時代を市民力で乗り切る～まずはじめに考えること～，第１回 市民とつくる防災フォーラム 

（2012 年 12 月 16 日 13：00－14：30 こうち男女共同参画センター(高知市)) 

災害時に役立つ人材とは～わが地域を守るためにまずはじめに考えること～，平成 24 年度 災害時

ボランティア研修 

（2013 年 1 月 26 日 13：30－15：30 たつの市はつらつセンター(兵庫県たつの市)) 

想定を超える災害にどう備えるか～今求められる個人・地域の防災力～水害・津波への備え，平成

24 年度ひょうご防災リーダー講座 

（2013 年 2 月 16 日 10：30－12：00 兵庫県広域防災センター(兵庫県三木市)) 

想定を超える災害にどう備えるか～今求められる個人・地域の防災力～，平成 24 年度 相生市防災

講演会 
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（2013 年 2 月 17 日 13：30－15：00 相生市総合福祉会館(兵庫県相生市)) 

平常時に取り組む健康危機管理対策, 平成 24 年度健康危機管理関係職員研修会 

（2013 年 2 月 27 日 13：00－16：00 苫小牧地域保健室(北海道苫小牧市)) 

奈良市でいのちを守るために考えるべきこと～大地震時代の生き抜きかた～, 奈良市中部公民館主

催事業 

（2013 年 3 月 2 日 13：30－15：00 奈良市中部公民館(奈良市)) 

播磨但馬エリアの地震・水害リスクとその備えについて, コープこうべ第 6 地区「平和の会」主催

企画 

（2013 年 3 月 25 日 13：30－15：30 じばさんびる(兵庫県姫路市)) 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（若手研究（Ｂ））代表「新学習指導要領における「生きる力」を育む

ための防災教育プログラム・教材の開発」平成 23 年度～24 年度 研究費総額 455 万円 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ａ））分担「防災福祉学の構築」平成 19 年度～24 年度 研

究費総額 250 万円 

文部科学省、都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト「サブプロジェクト 3．都

市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究」平成 24 年度～28 年度 研究費総額

3,000 万円 

 

 

 佐藤 宏子                                  

【学術論文】 

佐藤宏子、金美辰、韓国高齢女性の経済生活と老後意識に関する質的研究、兵庫県立大学環境人間

学部研究報告第 15 号、1-13 

釜山市郊外に居住する高齢女性を研究対象とし、韓国高齢者の際立った特徴として指摘されてい

る経済的脆弱性と老後生活における自立志向の高まりを明らかにすることを目的として、釜山市機

張郡の老人福祉館を利用する 65 歳以上の高齢女性 25 人の質的研究を行った。本論文では、高齢者

たちが「子どもに負担をかけたくないという心情」をどのようなプロセスで「自立的に生きていこ

うとする意識や行動」へと変換していくのか、高齢者自身が変化する社会的状況に適応し高齢期に

おける「生活の質」を高めるために、どのような社会的支援や介護・福祉サービスを受け入れ利用

し、家族以外の外部システムとの関係性を形成していくのかなどの課題について明らかにした。 

 

金美辰、佐藤宏子、韓国における老人長期療養保険制度と療養保護士の課題について、大妻女子大

学人間関係学研究 Vol.14、145-152 

本研究では、2008 年に韓国でスタートした老人長期療養保険制度の現状を把握するとともに、韓

国釜山市機張郡の老人福祉館利用者を対象とした事例調査を実施し、老人長期療養保険制度の問題

点を明らかにした。本研究から、韓国社会における老親扶養意識が大きく変化していること、高齢

者は療養保護士などによる質の高い専門的介護を希望していること、今後は療養保護士の労働条件

改善や専門性の向上が課題であることを明らかにした。 

 

【教科書】 

文部科学省検定教科書高等学校『家庭総合』、「第１章 家族・家庭を支える社会保障制度」pp20-21、

「第３章 充実した生涯へ－高齢社会と福祉－」pp49-65、第一学習社、2013 年２月発行（2012
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年３月検定済） 

文部科学省検定教科書高等学校『家庭基礎』、「第３章 高齢期－充実した生涯へ」「第４章 共生社

会と福祉」pp42-57、第一学習社、2012 年２月発行（2012 年３月検定済） 

高等学校『家庭総合 指導と研究』、「家族を支える社会保障制度」pp40-43、「みんなが迎える高齢

期」pp90-93、「高齢期をアクティブに生きる」pp94-97、「高齢期の暮らし」pp98-101、「介護保険

制度による支援」pp102-105、「高齢期の尊厳を支える」pp106-109、「高齢者への理解と介護」

pp110-113、「高齢者に対する介助体験」pp114-115、「支えあって生きる」pp116-119、第一学習社

編集部、2013 年３月 

高等学校教科書および教員の授業用指導書における家族、高齢化の現状、社会保障制度、介護福

祉・社会福祉、ノーマライゼーションの実現、高齢者の尊厳、ソーシャルインクルージョン（社会

包摂）、エイジレス社会などの領域について執筆した。 

 

【学会口頭発表】 

佐藤宏子、金美辰＊、韓国釜山市における「老人福祉館」の利用が高齢者の QOL に及ぼす影響－地

域高齢者の交流拠点が果たす役割と高齢者生活の変化－、日本老年社会科学会第 54 回大会、老年

社会科学 2012．Vol.34-2、pp193、佐久大学、2012 年６月９日 
＊大妻女子大学人間関係学部 

近年韓国では家族、親族による扶養機能・互助機能が弱体化している。そこで、地域福祉事業の

一環として整備されている「老人福祉館」が展開している教育支援事業、就労支援事業、健康支援

事業、社会参加事業が、高齢者の孤立化や貧困化をどのように防止し、高齢者のＱＯＬの向上、コ

ミュニティの活性化を促しているかについて報告した。 

 

佐藤宏子、ベトナムにおける老親扶養と在宅療養高齢者の生活支援－ハノイ市郊外における事例調

査から－ 第 22 回日本家族社会学会、報告要旨集 26-27、お茶の水女子大学、2012 年９月 16 日 

ハノイ市郊外に居住する在宅療養高齢者の家族・親族、近隣・友人との交流、子どもとの相互援

助関係、地域活動等の社会参加の実態を明らかにし、ベトナムにおいて高齢者の生活の質や幸福感

に果たす家族・親族・地域の役割、「高齢者法」および「婚姻・家族法」における高齢者扶養規定と

の関連性について明らかにした。 

 

Kim Ngan＊ Hiroko Sato、Home Convalescet among the elderly in the suburbs of HaNoi，The 8th 

Annual Scientific Conference of Vietnam Public Health Association "For the Future 

Sustainable Development of Public Health in Vietnam”，pp60，2012 年 10 月 12 日 
＊タンロン大学健康科学部（ベトナム） 

ハノイ市郊外での質的調査研究から、在宅療養高齢者の生活自立レベル、医療へのアクセス、医

療保険をはじめとする公的支援、在宅療養生活の支援体制、在宅療養生活の問題点などについて報

告した。 

 

佐藤宏子、中山間地域における高齢期ライフスタイルの変化と集落の共同性、第 85 回日本社会学会

大会、報告要旨集、札幌学院大学、2012 年 11 月４日 

 農業就業人口の高齢化が急速に進展しているにもかかわらず、静岡県最高単価額の高品質茶ブラ

ンド茶を生産し続けている中部日本の中山間地域に着目し、家族変動や農業労働等の変化が、高齢

期のライフスタイルに及ぼしている影響、集落の共同性や凝集性がどのように形成、維持されてい

るかを明らかにした。 
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【社会活動】 

ひょうご震災記念 21 世紀研究機構「高齢者就業・社会参加拡大」研究会委員 

兵庫県県民生活審議会委員 

第 5 期兵庫県男女共同参画審議会委員 

日本家族社会学会会員、「家族社会学」専門委員 

日本老年社会科学会会員、「老年社会科学」専門委員 

日本大学社会学会会員、「社会学論叢」編集委員会専門委員 

日本家政学会家族関係学部会役員、庶務・日韓学術交流担当 

日本社会学会会員、家族問題研究学会会員、日本村落研究学会会員、シニア社会学会会員 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究 C）「人口減少地域の地域資源を機能させる地域共生型学校

モデルの模索－日韓比較の視点から」（課題番号：24531015）（研究分担、研究代表者・尾崎公子

教授）、平成 24～26 年度 研究費総額 325 万円 

 

 

 篠原 光児                                      

 

 

 角谷 和俊                                           

【著書】 

情報推薦システム入門－理論と実践－ (翻訳) 

(Recommender Systems: An Introduction, Dietmar Jannach, Markus Zanker, Alexander Felferning, 

Gerhard Friedrich) 

角谷 和俊・田中克己 監訳 

奥 健太・北山 大輔・手塚 太郎・牛尼 剛聡・中島 伸介・土方 嘉徳・湯本 高行・河合 由

起子・原田 史子・木村 文則 訳 

共立出版，2012 年 6 月 

 

【学術論文】 

若 宮 翔 子 氏 ， 李 龍 氏 * と の 共 同 報 告 ， "Exploring Reflection of Urban Society through 

Cyber-Physical Crowd Behavior on Location-based Social Network"，3rd International Workshop 

for Social Network and Social Web Mining (SNSM2012), Busan, Korea, April 15, 2012  

*独）情報通信研究機構 

Due to the explosive growth of cyber-real space and crowds over the recent social networking 

sites, the real space in which we are making daily lives is also storongly tied with the 

imaginary cyber-social space. In this respect, it would be more and more crucial to understand 

the relationships and the interactions of crowds, physical-real space and cyber-social space. 

In this paper, we derive images of city in terms of cyber-physical crowds who are nowadays 

quite common people sharing their lifelogs over social networking sites with location-aware 

information. Especially, we attempt to explore urban characteristics which are 

reflected on the social networks through crowd behavior. For this purpose, we model crowd 

http://www.kyoritsu-pub.co.jp/shinkan/shin1104_03.html
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behavior in urban areas by utilizing crowd’s daily lifelogs. Then, we explore latent 

relationships between urban regions and the crowd behavior by means of NMF (Non-negative 

Matrix Factorization). In the experiment, we show the urban characteristics based on 

significant crowd behavioral patterns. 

 

北山大輔氏との共同報告， "A Deformation Analysis Method for Artificial Maps Based on 

Geographical Accuracy and Its Applications"，The 2nd Joint WICOW/AIRWeb Workshop on Web 

Quality in conjunction with WWW 2012 in Lyon, France on April 16, 2012  

Artificial maps are widely used for a variety of purposes, including as tourist guides to help 

people find geographical objects using simple figures. We aim to develop an editing system 

and a navigation system for artificial maps. Artificial maps made for tourists show suitable 

objects for traveling users. Therefore, if the artificial map has a navigation system, users 

can get geographical information such as object positions and routes without performing any 

operations. However, artificial maps might contain incorrect or superfluous information, such 

as some objects on the map being intentionally enlarged or omitted. For developing the system, 

there are two problems: 1. extraction of geographical information from the raster graphics 

of the artificial map and 2. revision of inaccurate geographical information on the artificial 

map. We propose a deformation-analyzing method based on geographical accuracy using optical 

character recognition techniques and comparing gazetteer information. That is, our proposed 

method detects the tolerance level for deformation according to the purpose of the artificial 

map. Then, we detect a certain position on the artificial map using deformation analysis. In 

this paper, we develop a prototype system and we evaluate the accuracy of extracting 

information from the artificial map and detecting positions. 

 

小林加織里氏，北山大輔氏との共同報告，"Recommender System for Mobile Devices based on 

Extracting Criteria of Local Search using User's Operation"，The 11th International Working 

Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI2012) ，May 2012 

We propose a geographical information recommender system for mobile devices that uses a local 

search to optimize the number of geographical objects and displayed regions, based on the 

users' criteria. Users have various search criteria such as area, category, price, score, 

and situation. It is easy for users to set the factors of price, score, and situation because 

these factors have clear and a limited number of values. In addition, we think that changing 

we believe that these factors do not change very frequently. Conversely, the factors of area 

and category change often because their values are unclear and are of a wide range. We propose 

a method that enhances the user’s retrieval by extracting the intensity of a search criterion 

from the pattern of a user’s operation and adjusting the appropriate search criteria. In 

this manner, we realize an exploratory search using a local search method. 

 

王元元氏との共同報告，"Skeleton Generation for Presentation Slides based on Expression 

Styles", 5th International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and 

Services (KES IIMSS 2012), Gifu, Japan, May 23-25, 2012  

With the advent of PowerPoint and Keynote that can effectively create attractive presentation 

slides, people can use them to exchange and discuss ideas together. However, because it is 
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necessary to prepare many slides to enable audiences to understand the content, authors need 

to prepare the best possible slides. Our skeleton generation method is designed to help authors 

to prepare slides with ease by constructing slide layouts based on the expression styles that 

the level positions of words expressing their role in slides from the text in the textbooks 

they use. By analyzing the role of the words in the slides, our method can then extract the 

differences between the important elements in both the texts and slides. To generate skeletons 

for slides from target texts in a textbook, our method derives the expression styles of the 

words from pre-existing texts and their slides. Finally, it generates slide skeletons by using 

the same expression styles of the correspondingwords from the target texts arranged in slides, 

which are the same as the layouts of pre-existing slides. We also present the results of an 

evaluation of the method’s effectiveness.  

 

松尾純輝氏，北山大輔氏*，李龍氏**との共著，"Analyzing Effective Features based on User 

Intention for Enhanced Map Search"，"Journal of Software"，Vol 7, No 6 , pp．1393-1402，

2012 年 6 月 

*工学院大学 **独）情報通信研究機構 

Map would be the most critical information in daily real-world activities. Due to the advance 

of the Web and digital map processing techniques, we can now easily find various maps of 

different presentations appropriate to diverse user purposes such as trivial searching for 

a restaurant or consulting a path during a trip. However, maps served by today’s 

representative map search engines such as Google Maps cannot satisfy all users whose 

map-reading ability and search purposes are quite different. Thus, map search engine need 

to provide maps well represented for specific needs. Nowadays, there are numerous numbers 

of map contents available on the web, which are appropriately well drawn and shared on various 

web sites. However, it is not an easy task for users to find out appropriate maps on the Web. 

In order to support user’s map search on the Web, we developed a map search system, which 

can search for map contents drawn in various viewpoints by interacting with users based on 

a relevance feedback. In particular, we analyze each map content according to two 

distinguishing features, geographical features and image features. Significantly, the 

proposed system can deal with visual map contents by considering how the map contents are 

represented. In this paper, we analyze effective features based on user intention for map 

search. 

 

李龍氏*，若宮翔子氏との共著，「Tweet 分析による群衆行動を用いた地域特徴抽出」，『情報処理学

会論文誌：データベース(TOD54)』，pp. 36-52，情報処理学会，2012 年 6 月 

*独）情報通信研究機構 

都市を特徴付けることは，人々が日々の生活や様々な活動の中で行っている情報処理過程の一部で

あり，都市での意思決定を行う際に重要となる．従来は，物理的な構造形態に基づく都市の機能や

都市に対する人々の意識といった都市の外観に基づく特徴付けが行われていたが，実際に都市で生

活する人々の活動を支援するためには，人々のライフスタイルを中心とした特徴付けが重要となる．

都市における人々の活動は多様であり容易に把握することは困難であるが，近年のソーシャル・ネ

ットワーク(SNS)の発達とスマートフォンの普及により，多くのユーザが実空間における活動や感情

を自らの居場所の位置情報とともに自発的に発信するようになり，実世界の物理的空間と密接に関
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連した位置ベース SNS を通して，都市における群衆のライフスタイルを把握することが可能になっ

ている．本研究では，位置ベース SNS に蓄積されている大量のユーザの時空間ライフログを用いて

都市空間における群衆行動をモニタリングし，都市の地域特徴を抽出する手法を提案する．具体的

には，Twitter に投稿されているジオタグ付き Tweets を用いてモニタリングした群衆行動をベクト

ル化し，地域と群衆行動特徴によって構成した行列を分析することで，特徴的な行動パターンとそ

れに対応する都市を抽出する手法を提案する．実験では，Twitter から取得した大量のジオタグ付

き Tweets を用いて群衆行動を分析し抽出した地域特徴の意味付けを行うために，Yahoo!ロコが提供

している店舗や施設のジャンルを調査した結果について示す． 

 

若宮翔子氏，李龍氏*との共著，"Social Cognitive Map Generation based on Crowd's Movement over 

Twitter"，Proc. of the 3nd Social Computing Symposium (SoC2012), pp.49-54, 2012 年 6 月  

*独）情報通信研究機構 

Urban area is a complicated space where we often need to know where various facilities of 

our interests are spread. However, due to complicated transportation networks, lots of 

landmarks or facilities and social events, urban space is endlessly changing its utilization 

of lands especially affecting numerous crowd’s daily lives. Thus, catching up the dynamics 

of urban space would be critical for people to understand their newly visiting and ever 

evolving living spaces. In this paper, we attempt to exploit crowd’s experiences in urban 

space being reflected on the recent social networks to derive much understandable and useful 

urban maps which can clearly depict the landmark spaces attracting crowds with their 

influential areas and inter-relationships among them. For the purpose, we collect crowd’s 

lifelogs on Twitter are publicly shared and analyze social urban clusters and their 

inter-relationships with crowd’s movements in urban space. In addition, we show a 

socio-cognitive map generated based on social relationships of clusters. 

 

Shinsuke Nakajima*, Daisuke Kitayama, Yoshitaka Sushita*, Naiwala P. Chandrasiri** and 

Kazunari Nawa**  

との共同報告，"Route Recommendation Method for Car Navigation System based on Estimation of 

Driver's Intent",the 2012 IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety 

(ICVES' 12), pp.318-323, Istanbul, Turkey, July 24-27, 2012" 

*京都産業大学 **トヨタＩＴ開発センター  

Nowadays, car navigation systems are widely used in cars to aid drivers by providing directions 

to a destination. However, these systems do not always recommend a route that perfectly matches 

the driver’s intent. Even when drivers intentionally select a route that is different from 

the recommended one, the system leads them back to the original route. Such recommendations 

do not adequately reflect the driver’s intent. This study proposes a route recommendation 

method for a car navigation system that estimates the driver’s intent and rerecommends a 

route that matches this intent when the driver deviates from the originally recommended route. 

We developed a simulator based on the proposed method and used it to experimentally verify 

the effectiveness of the proposed method.  

 

若宮翔子氏，李龍氏 *との共同報告， "Generating Socio-Cognitive Urban Maps with Crowd's 

Experiences over Location-based Social Networks" ，The 4th International Workshop 
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with Mentors on Databases, Web and Information Management for Young Researchers (iDB Workshop 

2012), B4-1, Nagoya University, Nagoya, August 1, 2012 

*独）情報通信研究機構 

On behalf of the rapid urbanization, urban areas are gradually becoming a sophisticated space 

where we often need to know ever evolving features to take the most of the space which we 

work or live in. Therefore, keeping up with the dynamic change of urban space would be necessary, 

while it usually requires lots of efforts to understand newly visiting and daily changing 

living spaces. In order to explore and exploit the urban complexity from crowd-sourced 

lifelogs, we focus on location-based social network sites. In fact, due to the proliferation 

of location-based social networks, we can easily acquire massive crowd-sourced lifelogs 

interestingly indicating their experiences in the real space. In particular, we can conduct 

various novel urban analytics by monitoring crowd’s experiences in an unprecedent way. In 

this paper, we particularly attempt to exploit crowd-sourced locationbased lifelogs for 

generating a socio-cognitive map, whose purpose is to deliver much simplified and intuitive 

perspective of urban space. For the purpose, we measure socio-cognitive distance among urban 

clusters based on human mobility to represent accessibility of urban areas based on crowd’s 

movement. Finally, we generate a socio-cognitive map reflecting the proposed socio-cognitive 

distances which have computed with massive geo-tagged tweets from Twitter. 

 

王元元氏との共同報告，"A Generation Method of Presentation Slides based on Expression Styles 

using Slide Structure"，The 4th International Workshop with Mentors on Databases, Web and 

Information Management for Young Researchers (iDB Workshop 2012), B4-2, Nagoya University, 

Nagoya, August 1, 2012 

A presentation-based communication environment can now be created in which people can use 

presentation slides to exchange and discuss ideas together. However, presenters need to 

prepare the best possible slides to enable audiences to understand the content. Although most 

of the slides generated by conventional methods follow a structured summary of documents (e.g., 

academic papers), our method attempts to generate skeletons for lecture slides with expression 

styles of slides are referred from textbook chapters they use specified by presenters. Our 

idea is to organize slide layouts from target chapters in textbooks as the expression styles 

of the referred slides. To achieve this, we analyze the expression styles that level positions 

of words presented in the referred slides by using slide structure. By arraying words from 

the target chapters to generate skeletons, our method can then extract the differences between 

tendency of word appearance in chapters and their slides are referred. Therefore, it generates 

skeletons by using the expression styles of the corresponding words from the target chapters 

arranged in slides, which are the same as the layouts of the referred slides. We also show 

skeletons in a presentation generated by our method with the results of an evaluation of its 

effectiveness. 

 

若宮翔子氏，李龍氏*との共同報告，"Measuring Crowd-sourced Cognitive Distance between Urban 

Clusters with Twitter for Socio-cognitive Map Generation"，The 4th International Conference 

on Emerging Databases-Technologies,Applications, and Theory (EDB 2012), 5-2, Seoul, Korea, 

August 23-25, 2012 
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[August, 2012 EDB 2012 Best paper award]" 

*独）情報通信研究機構 

When conducting location-based decision makings, people often rely on geospatial cognition 

to the real space than the exact physical distance in the real world. In fact, distance based 

on people’s geospatial cognition is useful in many respects of urban life. In this paper, 

we measure psychological proximity of urban areas by borrowing crowd’s experiences easily 

available from location-based social networks. In particular, we propose a method to measure 

socio-cognitive distance between urban areas by monitoring crowd’s mobility using geo-tagged 

tweets on Twitter. In particular, in order to intuitively and simply represent cognitive 

distance between urban areas, we generate a socio-cognitive map by deforming a topology of 

urban areas based on the measured cognitive distance with MDS (Multi-Dimensional Scaling). 

In the experiment, we show a sociocognitive map generated by crowd’s movements based urban 

area relations with massive number 

of geo-tagged tweets from Twitter. 

 

若宮翔子氏，李龍氏*との共同報告，"Crowd-sourced Cartography: Measuring Socio-cognitive 

Distance for Urban Areas based on Crowd's Movement"，the 4th International Workshop on 

Location-Based Social Networks (LBSN 2012), pp. 935-942, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, Sept 

8, 2012 [Best Student Paper Award] 

[September, 2012 LBSN 2012 Best Student Paper Award]" 

*独）情報通信研究機構 

On behalf of the rapid urbanization, urban areas are gradually becoming a sophisticated space 

where we often need to know ever evolving features to take the most of the space. Therefore, 

keeping up with the dynamic change of urban space would be necessary, while it usually requires 

lots of efforts to understand newly visiting and daily changing living spaces. In order to 

explore and exploit the urban complexity from crowd-sourced lifelogs, we focus on 

location-based social network sites. In fact, due to the proliferation of location-based 

social networks, we can easily acquire massive crowd-sourced lifelogs interestingly 

indicating their experiences in the real space. In particular, we can conduct various novel 

urban analytics by monitoring crowd’s experiences in an unprecedented way. In this paper, 

we particularly attempt to exploit crowd-sourced location-based lifelogs for generating a 

socio-cognitive map, whose purpose is to deliver much simplified and intuitive perspective 

of urban space. For the purpose, we measure socio-cognitive distance among urban clusters 

based on human mobility to represent accessibility of urban areas based on crowd’s movement. 

Finally, we generate a socio-cognitive map reflecting the proposed socio-cognitive distances 

which have computed with massive geo-tagged tweets from Twitter. 

 

若宮翔子氏，李龍氏*との共著，"Looking into Socio-cognitive Relations between Urban Areas 

based on Crowd Movements Monitoring with Twitter"，DBSJ Journal, Vol. 11, No. 2，pp. 19-24，

2012 年 10 月  

*独）情報通信研究機構 

Due to the proliferation of location-based information services, there is abundant urban 

information which makes us difficult to catch up with the characteristics and dynamics of 
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our living space. However, nowadays, crowd lifelogs shared over social network sites are 

attracting a great deal of attention as a novel source to search for local information from 

the massive voices and lifelogs of crowds. In this regard, we can further look into urban 

images representing how we recognize a city in mind through the direct massive crowd 

experiences. In this work, we explore crowd-experienced local information over location-based 

social network sites to derive much better understandable and useful urban images. In detail, 

we propose a method to generate a socio-cognitive map where characteristic urban clusters 

are projected based on cognitive distance between urban areas. Specifically, in order to 

measure cognitive distances between urban clusters and examine their influential strengths, 

we observe crowd’s movements over Twitter. Finally, we show an experimental result of 

generating a socio-cognitive map illustrating crowd-sourced cognitive relations between 

urban clusters in Kinki area, Japan. 

 

北山大輔氏*との共同報告，"Geographical information Search using Estimated Search Criteria 

based on User Operations"，The 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent 

Systems (SCIS 2012), Kobe, Japan, November 20-24, 2012  

*工学院大学 

We propose a geographical information search system for use on mobile devices based on user 

search operations in local services such as Yelp. We aim for intelligent interaction such 

as adjusting the search properties to estimate user criteria from user operations on a general 

geographical search interface. In this paper, we use regions and categories as search property. 

When a user searches for restaurants in an unfamiliar location by interested category, and 

retrieved objects are few, our method enlarges current region for adding related objects 

automatically. We propose an estimating method of user’s search criteria using 

user’s operation, and develop geographical information search system based on estimated 

criteria. 

 

松尾純輝氏，北山大輔氏*との共同報告，"Extracting Emphatic Degree of Geographical Objects for 

Searching Suitable Maps"，The 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent 

Systems (SCIS 2012), Kobe, Japan, November 20-24, 2012  

*工学院大学 

Various digital maps are available on the Web. However, common online map systems are unable 

to meet the demands of all users because these systems consider neither the specific purpose 

nore the map-reading ability of a particular user. Artificial maps such as sightseeing maps 

and route maps are useful when the map’s perspective is aligned with their users’ requests. 

Artificial maps express geographical information using a variety of mechanisms, such as 

emphasis, deletion, and transformation. In this work, we focus on the different kinds of 

emphasis applied to geographical objects, and discuss a method for extracting the degree of 

emphasis of objects on maps. In addition, we propose a map search system on the basis of the 

degree of emphasis. 

 

友安 航太, 王 元元との共同報告，「ポスターとスライドの構造に基づくズーミングを用いたポス

ター閲覧方式」， 情報処理学会研究報告，Vol.2012-DBS-155 No.1，2012 年 11 月  
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研究発表において発表者が所持するスライドを素材として作られたポスターを用いる場面が存在す

る. ポスターは研究内容を簡潔に伝える際に有用なコンテンツであるが，閲覧者にはポスターをど

こから見るべきか一見して分からないという問題がある．そこで本研究ではポスターとその素材で

あるスライドの構造分析に基づき，閲覧者のナビゲーションのためのズーミング効果を用いたトラ

ンジションを自動的に生成するシステムを提案する． 

 

王元元氏との共著，"A Method for Generating Presentation Slides based on Expression Styles 

using Document Structure""，"International Journal of Knowledge and Web Intelligence 2013， 

pp. 93-112，March 2013 

A communication environment in which people use presentation slides to exchange and discuss 

ideas can be created. Presenters, however, must clearly communicate content for audience 

understanding. Although most slides generated by conventional methods follow structured 

document summaries (e.g. academic papers), our method has been designed to generate outlines 

for lecture slides from textbook chapters. We aimed to organise slide layouts from target 

chapters based on the expression styles of referred slides. Therefore, we analysed level 

positions of words in the referred slides and arranged words from target chapters to generate 

slide outlines based on difference in document structure (i.e. text structure, slide 

structure). To achieve this, we extracted differences between tendency of word appearance 

in chapters and their slides. This method generated slide outlines by using the expression 

styles of the corresponding words from the target chapters. In this paper, we have also 

included an evaluation of our method’s effectiveness. 

 

橘 明穂, 若宮 翔子との共同報告，「レシピサイトにおける 料理名の修飾表現に着目したネーミン

グコンセプト抽出」，第 5 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)，福島県

郡山市，P3-5, [DEIM 2013 優秀インタラクティブ賞] ，2013 年 3 月 

ユーザ投稿型レシピサイトの料理名には，料理の特徴を表すために多種多様な修飾表現が用いられ

ており，料理名を見ただけではコンセプトがわかりにくいレシピも存在している．本研究では，料

理名の修飾表現の付与傾向をネーミングコンセプトとして定義し，あるレシピに類似しているレシ

ピとの差異を分析することにより，ネーミングコンセプトを抽出するための手法を提案する．また，

抽出したネーミングコンセプトをレシピ検索の結果にアノテーションとして付与することで，ユー

ザが料理名を直感的に理解するための支援になると期待される． 

 

財前 元希, 松尾 純輝, 北山 大輔氏*との共同報告, 「使用目的の多様性に基づく商品推薦システ

ム」，第 5 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)，福島県郡山市，P3-6, 

[DEIM 2013 優秀インタラクティブ賞]，2013 年 3 月 

*工学院大学 

商品の使用目的は単一ではなく，複数存在する．例えば酢は一般的には料理に用いられるが，重曹

と組み合わせることで掃除のための道具として用いられる．しかし，ユーザの購買履歴に基づく従

来の商品推薦では，商品の使用目的の多様性を扱っておらず一律に表示される．そのため，ユーザ

は使用目的に合致する商品であるかの判断が困難である．そこで本研究では，Web 上で商品と共起

されている動詞を用いて使用目的を表現する手法を提案する．具体的には，各商品の動詞集合と，2 

つの商品を組み合わせた際に得られる動詞集合の差異から商品の使用目的を判定する．このように

して，使用目的の多様性に基づく商品推薦システムを構築する． 
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本田 達也, 松尾 純輝, 北山 大輔氏*との共同報告, 「商品選択支援のための推薦関係グラフのパ

ターン抽出」，第 5 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)，福島県郡山市，

B9-4，2013 年 3 月 

*工学院大学 

楽天市場や Amazon などのショッピングサイトでは閲覧商品に関連する推薦商品が提示される．

我々は，この推薦関係をエッジと捉え，商品集合は推薦による有向グラフの構造を持つと考えた．

本稿では，この推薦グラフにおける商品の推薦，被推薦のパターンを分析することで商品の使用目

的を表す商品を判定する手法を提案する．例えば，ある「プリンタ」に対してのみ「DVD-R」が推薦

されており，その他のプリンタには推薦されていない場合，このプリンタは「レーベル印刷」の使

用目的を持つと考える．これは他の類似商品に出現していない推薦商品が商品の使用目的を表すと

いうパターンであり，このような推薦関係グラフのパターンから抽出した商品を用いて商品選択支

援を行う． 

 

友安 航太, 王 元元との共同報告, 「スライドの構成要素と意味的関係に基づくインタラクティブ

ポスター生成システム」，第 5 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)，福

島県郡山市，C8-4，2013 年 3 月 

プレゼンテーションコンテンツにおけるスライドはテキストや図といった要素から構成される．こ

れらの構成要素は汎化・詳細化・並列関係といった意味的な関係を持つ．本研究ではスライドの構

成要素間の意味的関係に基づくインタラクティブポスターの生成システムを提案する．提案システ

ムでは，意味的関係に基づいてスライドの構成要素を配置し，プレゼンテーションの全体像を表現

するポスターを生成する．本研究では全体像の表現においてプレゼンテーションの表題となる研究

テーマ名に含まれる語を図示することに着目した．また，ズーミングを用いたスライドの構成要素

のインタラクティブな提示により，個々の構成要素間の繋がりの直観的な理解を支援する． 

 

松尾 純輝, 北山 大輔氏*との共同報告, 「地理情報検索システムにおける操作コンテキストに基づ

く検索プロパティ連動方式」，第 5 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)，

福島県郡山市，D8-5，2013 年 3 月 

*工学院大学 

地理情報を検索する際，ユーザはカテゴリ，評価，価格，現在地からの距離などの複数の検索プロ

パティを指定することにより，要求に合致する店舗を探す．この時，あるコンテキストでは「評価

が高いなら距離が遠くても良い」が，別のコンテキストでは「評価が高いなら予算が高くても良い」

というようにプロパティ間の関係が変化する場合が存在する．そこで本研究ではユーザの操作履歴

からプロパティ間の関係を抽出し，検索時のプロパティ操作に応じて他のプロパティを自動調整す

る方式を提案する． 

 

王 元元との共同報告, "Context-based Word Clouds of Presentation Slides for Quick Browsing"， 

第 5 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)，福島県郡山市，A10-4,  

2013 年 3 月  [DEIM 2013 学生プレゼンテーション賞，優秀インタラクティブ賞] 

With the advent of online education services such as iTunes U and SlideShare, students are 

able to access various presentation files from many universities for study purposes. However, 

self-learners retrieving such files still need support to decide which files in candidate 

presentations are worth learning because it can be difficult to understand the context of 



コミュニーケーション環境 

98 

 

each file. In this paper, we introduce a quick browsing system to help a user effectively 

decide whether a presentation content is appropriate for his/her specific learning needs. 

Our method provides context-based word clouds that summarize slide information to help the 

user visually understand the context of a presentation content. In our method, words important 

to the “presentation context,” that is, the relevant information on the slides, are first 

extracted based on components of the presentation content (i.e., intra-slide structure and 

inter-slide structure). Then the word cloud is generated by weighting the words within the 

presentation context for each slide. Finally, the words in the word clouds are interactively 

presented with visual effects that reflect their semantic meanings. 

 

若宮 翔子, 李龍氏*との共同報告, 「Twitter における群衆の経験に基づく近接地域検索システム」，

第 5 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)，福島県郡山市，A3-3, 2013

年 3 月[DEIM 2013 学生プレゼンテーション賞] 

*独）情報通信研究機構 

都市空間における地域間の近接性は人々の生活における意思決定の際の重要な判断基準であり，地

理的な距離だけでなく，移動にかかる時間や親近性などに影響される．実際に，今日の都市では交

通ネットワークの複雑化や人々の活動領域の拡大などの影響により，従来の検索システムだけでは

場所間の近接関係を把握することは困難である．この問題に対して都市空間で生活する人々の経験

を借りて地域間の近接性を測定することができれば，なじみのない都市におけるユーザの行動支援

などのために活用できると期待される．本研究では，ソーシャルネットワークに投稿されているラ

イフログから取得可能な実空間における人々の経験を活用して，都市空間における人々の生活を中

心とした地域間の近接性を測定し，近接地域検索に応用する手法を提案する．具体的には，Twitter 

のジオタグ付きツイートを用いて群衆の移動経験を地域間の移動距離，移動時間，移動量の観点で

抽出し，ユーザ操作によってカスタマイズされた三つの尺度を統合して測定される地域間の近接性

に基づき，ユーザが指定した地域の近接地域を検索して提示するシステムを提案する． 

 

濱田恵輔*，須下善隆*，中島伸介*，北山大輔氏**との共同報告, 「カーナビ利用時の選択経路を考

慮した運転者意図推定に基づく経路推薦手法」，第 5 回データ工学と情報マネジメントに関するフォ

ーラム(DEIM2013)，福島県郡山市，P3-1，2013 年 3 月 

*京都産業大学 **工学院大学 

自動車に搭載されたカーナビは非常に利便性の高いものであるが，必ずしも運転者の意図を反映し

た経路推薦を行うことはできていない．例えば，カーナビの推薦経路から意図的に別の経路を走行

した場合，カーナビが元の推薦経路に戻るような経路を再推薦することがあるが，これは運転者の

意図を反映したものとはいえない．我々は，カーナビの推薦経路と運転者の選択経路の比較によっ

て推定した意図に基づいた経路推薦手法を提案した．ただし，考慮できるコスト（距離など）が１

つのみであり，複数のコスト（距離，道幅，信号数など）を考慮することができていなかった．そ

こで本稿では，複数のコストの考慮が可能とし，さらに各運転者が重要視するコストの学習が可能

な手法の提案を行う． 

 

【報告書】 

北山大輔氏*，若宮翔子との共同報告，「画像メディアと異種メディアの融合」，2012 年 11 月，映像

情報メディア学会誌，Vol.66, No.11 映像情報メディア学会，pp.896-902，映像情報メディ

ア学会誌 11 月号ベストオーサー賞 
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*工学院大学 

近年， T w i t t e r のようなユーザ参加型メディアや，Google Maps のようなコンテンツ統合の

基盤となるメディアなど，新たなメディアが登場し，さまざまな用途に利用されている．本稿では，

画像メディアとこのような異種メディアの融合について，いくつかの例を紹介し，その可能性につ

いて述べる．まず，ニコニコ動画，Youtube，Twitter といった，ユーザ参加型のマルチメディアコ

ンテンツに関して，ソーシャルマルチメディアと画像メディアというテーマでの取組みについて紹

介する．ソーシャルマルチメディアにおいては，ユーザのコンテンツに対するアクションを分析す

ることによる，動画のシーン検索や動画の視聴率調査のような応用への展開を紹介する．次に

Google Maps やストリートビュー，略地図画像などの地理コンテンツについての取組みを地理コン

テンツと画像メディアというテーマで紹介する．地理コンテンツにおいては，コンテンツ作成者に

よる地理的な意味付けを自動的に抽出し，その地理的な意味を補間できる映像の自動生成や地図画

像の正確性を抽出する技術への応用を紹介する． 

 

【招待講演】 

Less-Conscious Information Retrieval Techniques for Location Based Services, Kazutoshi 

Sumiya, The Naval Academy Research Institute, Brest, France, March 18, 2013 

 

Less-Conscious Information Retrieval Techniques for Location Based Services, Kazutoshi 

Sumiya, Universita degli Studi di Napoli Gederico II, Napoli, Italy, May 18, 2012 

 

【国際技術交流】 

  The Naval Academy Research Institute, Brest, France（フランス・ブレスト） 

 Universita degli Studi di Napoli Gederico II, Napoli, Italy（イタリア・ナポリ） 

University College Dublin (アイルランド・ダブリン) 

 

【論文誌等編集】 

「情報処理学会論文誌：データベース」（電子情報通信学会データ工学研究専門委員会共同編集） 

TOD54 号,  2012 年 6 月発行 (編集委員) 

「情報処理学会論文誌：データベース」（電子情報通信学会データ工学研究専門委員会共同編集） 

TOD55 号,  2012 年 9 月発行 (編集委員) 

「情報処理学会論文誌：データベース」（電子情報通信学会データ工学研究専門委員会共同編集） 

TOD56 号,  2012 年 12 月発行 (編集委員) 

「情報処理学会論文誌：データベース」（電子情報通信学会データ工学研究専門委員会共同編集） 

TOD57 号,  2013 年 3 月発行 (編集委員) 

 

【学会活動】 

〔役員等〕 

Web and Wireless Geographical Information Systems (Steering Committee) 

Korea-Japan Database Working Group (Steering Committee) 

情報処理学会論文誌：データベース (編集委員) 

 

〔会議委員等〕 
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The 4th International Workshop on Location Based Social Network Symposium (LBSN 2012) 

(Program Committee) 

Korea-Japan Database Workshop (Member) 

The 12th  International Symposium on Web and Wireless Geographical Information Systems 

(W2GIS 2013) (Program Committee) 

The 27th  International Symposium on Applied Computing (ACM SAC 2012), Multimedia and 

Visualization Technical Track (MMV) (Program Committee) 

The 4th  International Workshop on Social Networks and Social Web Mining (SNSM'2012) 

(Program Committee) 

World Wide Web Journal, Springer (Reviewer) 

第 3 回ソーシャルコンピューティングシンポジウム (プログラム委員) 

 

【研究費取得状況】 

株式会社ミックウェア共同研究費・平成 24 年度 3,400 千円 

株式会社ミックウェア研究助成金・平成 24 年度 3,000 千円 

 

【知的財産権（特許）】 

〔特許登録〕  計 1 件 

 

地図情報処理装置，ナビゲーションシステム，およびプログラム 

特許登録日 2012/7/27  

特許番号 5046055（特願 2009-124831） 

 

〔特許出願〕  計 2 件 

地図情報処理装置，地図情報処理方法，およびプログラム 

特願 2012-100542 2012/4/26 

地図情報処理装置，地図情報処理システム，地図情報処理方法，およびプログラム 

特願 2012-172910 2014/8/3 

 

〔特許分割出願〕  計 1 件 

地図情報処理装置，ナビゲーションシステム，およびプログラム   

特願 13/598,200（特願 12/225,846 の分割出願）2012/8/29 

 

〔出願人変更〕  計 4 件 

地域情報出力装置，地域情報出力方法，およびプログラム 

特願 2009-179813  

連携表示装置，連携表示方法，及びプログラム 

特願 2009-184111  

地図情報処理装置，地図情報処理方法，およびプログラム 

特願 2009-271263   

地図情報処理システム，地図情報処理装置，サーバ装置，ナビゲーションシステム，およびプログ

ラム 

特願 2009-271264  
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【受賞等】 

[EDB 2012 Best paper award] 

若宮翔子氏，李龍氏*との共同報告，"Measuring Crowd-sourced Cognitive Distance between Urban 

Clusters with Twitter for Socio-cognitive Map Generation"，The 4th International Conference 

on Emerging Databases-Technologies,Applications, and Theory (EDB 2012), 5-2, Seoul, Korea, 

August 23-25, 2012 

*独）情報通信研究機構 

 

[LBSN 2012 Best Student Paper Award] 

若宮翔子氏，李龍氏*との共同報告，"Crowd-sourced Cartography: Measuring Socio-cognitive 

Distance for Urban Areas based on Crowd's Movement"，the 4th International Workshop on 

Location-Based Social Networks (LBSN 2012), pp. 935-942, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, Sept 

8, 2012  

*独）情報通信研究機構 

 

[映像情報メディア学会誌 11 月号ベストオーサー賞] 

北山大輔氏*，若宮翔子との共同報告，「画像メディアと異種メディアの融合」，2012 年 11 月，映像

情報メディア学会誌，Vol.66, No.11，映像情報メディア学会，pp.896-902 

*工学院大学 

 

[DEIM 2013 優秀インタラクティブ賞] 

橘 明穂, 若宮 翔子との共同報告，「レシピサイトにおける 料理名の修飾表現に着目したネーミン

グコンセプト抽出」，第 5 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)，福島県

郡山市，P3-5，2013 年 3 月 

 

[DEIM 2013 優秀インタラクティブ賞] 

財前 元希, 松尾 純輝, 北山 大輔氏*との共同報告, 「使用目的の多様性に基づく商品推薦システ

ム」，第 5 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)，福島県郡山市，P3-6, 

2013 年 3 月 

*工学院大学 

 

[DEIM 2013 学生プレゼンテーション賞，優秀インタラクティブ賞] 

王 元元との共同報告, "Context-based Word Clouds of Presentation Slides for Quick Browsing"， 

第 5 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)，福島県郡山市，A10-4,  

2013 年 3 月  

 

[DEIM 2013 学生プレゼンテーション賞] 

若宮 翔子, 李龍氏*との共同報告, 「Twitter における群衆の経験に基づく近接地域検索システム」，

第 5 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2013)，福島県郡山市，A3-3, 2013

年 3 月 

*独）情報通信研究機構 
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 鄧 秀                                                                   

 

 

 中桐 斉之                                  

 

 

 中松 和已                                  

【著書】 

Roumen Kountchev*, Kazumi Nakamatsu: 

*Technical University of Sofia, Bulgaria 

Advances in Reasoning-Based Image Processing and Pattern Recognition: Conventional and 

Intelligent Paradigms, Chap.1 in R.Kountchev, K.Nakamatsu(Eds.), Advances in Reasoning-Based 

Image Processing, Intelligent Systems Reference Library, Vol.29, pp.3-8 Springer-Verlag, 

2012.4  

   The chapter introduces the outline of each chapter of the book titled Advances in 

Reasoning-Based Image Processing and presents the preface of it. 

 

Jair M. Abe*, Helder F.S.Lopes**, Kazumi Nakamatsu:  

*University of Sao Paulo,Brazil **Paulista University, Brazil  

Paraconsistent Artificial Neural Networks and delta, Theta, Alpha, and Beta Bands Detection, 

Chap.11 in R.Kountchev, K.Nakamatsu(Eds.), Advances in Reasoning-Based Image Processing, 

Intelligent Systems Reference Library, Vol.29, pp.331-363 Springer-Verlag, 2012.4 

   In this work, we present a study of brain EEG waves – delta, theta, alpha and gamma bands 

employing a new ANN based on Paraconsistent Annotated Evidential Logic Eτ which is capable 

manipulating concepts impreciseness, inconsistency and paracompleteness in a non-trivial 

manner. We present Paraconsistent Artificial Neural Network – PNN with some details and 

discuss some applications. 

 

Jair M. Abe*, Kazumi Nakamatsu:  

*University of Sao Paulo, Brazil 

Paraconsistent Artificial Neural Networks and Pattern Recognition: Speech Production 

Recognition and Cephalomeric, Chap.12 in R.Kountchev, K.Nakamatsu(Eds.), Advances in 

Reasoning-Based Image Processing, Intelligent Systems Reference Library, Vol.29, pp.365-381 

Springer-Verlag, 2012.4 

   In this expository work we sketch a theory of artificial neural network, based on a 

paraconsistent annotated evidential logic Eτ. Such a theory called Paraconsistent Artificial 

Neural Network – PANN – is built from the algorithm inconsistent and paracomplete concepts. 

Some applications are presented in speech production analysis and cephalometrich variable 

analysis. 

 

Lakhmi C.Jain*, Kazumi Nakamatsu :  

*University of South Australia, Australia  

Advances in Intelligent Systems, Chap.1 in K.Nakamatsu, L.C. Jain(eds.): The Handbook on 
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Reasoning-Based Intelligent Systems, pp.1-4, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2013.3 

   The chapter presents the outline and achievement of the handbook and introduces each 

chapter and its authors. 

 

Kazumi Nakamatsu, Jair M. Abe*:  

*University of Sao Paulo, Brazil 

A Paraconsistent Annotated Logic Program Before-after-EVALPSN and its Application, Chpt.9 

in K.Nakamatsu, L.C. Jain(eds.): The Handbook on Reasoning-Based Intelligent Systems, 

pp.207-241, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2013.3 

   A paraconsistent annotated logic program called EVALPSN has been developed for dealing 

with defeasible deontic reasoning and applied to various kinds of intelligent control and 

safety verification. Moreover, in order to deal with before-after relation between 

processes(time intervals), bf(before-after)-EVALPSN has also been developed recently. In 

this chapter, bf-EVALPSN and its application to real-time process order control based on 

safety verification are introduced with simple examples. The bf-EVALPSN reasoning system 

consists of two kinds of inference rules in bf-EVALPSN called basic and transitive 

bf-inference rules. 

 

Jair M. Abe*, Kazumi Nakamatsu:  

*University of Sao Paulo, Brazil  

Paraconsistent Artificial Neural Networks and Applications, Chap.12 in K.Nakamatsu, L.C. 

Jain(eds.): The Handbook on Reasoning-Based Intelligent Systems, pp.307-329 World Scientific 

Publishing Co. Pte. Ltd. 2013.3 

   In this expository wok we present a new class of ANN – Paraconsistent Artificial Neural 

Networks based on Paraconsistent Annotated Evidential Logic E. Basic concepts are discussed 

followed with some applications in Biomedicine. Automation and Robotics are fields that have 

growing very fast, theoretically and in applications. Very imaginative theories has been 

proposed to overcome where classical logic are not suitable; perhaps the most famous is the 

so-called Fuzzy set theory, as proposed by Zadeh. This chapter is destined to present a new 

non-classical logic, namely the Paraconsistent Annotated Evidential Logic E. 

 

Jair M. Abe*, Kazumi Nakamatsu:  

*University of Sao Paulo, Brazil 

Paraconsistent Annotated Evidential Logic Eτ and Applications in Automation and Robotics, 

Chap. 13 in Kazumi Nakamatsu, Lakhmi C. Jain(eds.): The Handbook on Reasoning-Based 

Intelligent Systems, pp.331-351, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2013.3 

   Automation and robotics are fields that are growing very fast theoretically and in 

applications. Very imaginative theory has been proposed where classical logic is not suitable. 

In this paper we illustrate with some applications of automation and robotics with automated 

mobile robots showing their specific capabilities. We think that paraconsistent logical 

systems are very useful for applications in general opening applied techniques.  
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【招待編書】 

Kazumi Nakamatsu, Lakhmi C. Jain*(eds.):  

*University of South Austaralia, Australia 

The Handbook on Reasoning-Based Intelligent Systems, total 700 pages, World Scientific 

Publishing Co. Pte. Ltd. 2013.3 

   This publication is the great result of invited editing of one handbook with the designated 

title: The Handbook on Reasoning-Based Intelligent Systems by World Scientific Publishing 

Co. Pte. Ltd. as the same title as the international journal edited by Prof. Kazumi Nakamatsu, 

Univ. Hyogo. 

 

【編書】 

Kazumi Nakamatsu(Editor-in-Chief), International Journal of Reasoning-based Intelligent 

Systems, Vol.4, nos.2-4(2012), Vol.5, no.1(2013), Inderscience Publisher Ltd., UK. 

   This journal is an interdisciplinary forum that publishes original and significant work 

related to intelligent systems based on all kinds of formal and informal reasoning, which 

is edited by Kazumi Nakamatsu (Univ. Hyogo). 

 

【学術論文】 

Kazumi Nakamatsu, Toshiaki Imai*, Haruhiko Nishimura*:  

Graduate School of Applied Informatics, Univ.Hyogo 

Intelligent Safety Verification for Multi-car Elevator System Based on EVALPSN.  

Intelligent Information and Database Systems Part 1, Lecture Notes on Computer Science 

Vol.6591 pp.496-505, Springer 2012.4 

   In this paper, we introduce the basic idea of a multi-car elevator safety verification 

based on an paraconsistent annotated logic program called EVALPSN with taking a 

three-car/shaft elevator system as an example for the safety verification. The EVALPSN based 

multi-car elevator safety verification system is constructed by formalizing the system safety 

properties to be secured in EVALPSN. 

 

Seiki Akama*, Jair M. Abe**, Kazumi Nakamatsu:  

*C-corporation, Tokyo, **University of Sao Paulo 

Constructive Discursive Logic with Strong Negation. 

Logique et Analyse Vol.54 no.215, 6th paper, National center for Logical Investigation, 2012.5 

   Discursive reasoning is based on the nature of our ordinary discourse. Namely, several 

participants exist and have some information, beliefs, and others. Then, truth is formalized 

by means of the sum of opinions supplied by participants in discursive reasoning. Even if 

each participant has consistent information, some participant could be inconsistent with 

other participants. We propose a constructive discursive logic with strong negation CDLSN 

based on Nelson’s constructive logic N − as a refinement of Jaskowski’s discursive logic. 

We give an axiomatic system and Kripke semantics with a completeness proof. We also discuss 

some applications in decision making. 

 

Nashwa El-Bendary*, Hossam M. Zawbaa**, Mahmoud S**. Daoud, Aboul Ella Hassanien**, Kazumi 

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/i/Imai:Toshiaki.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/n/Nishimura:Haruhiko.html
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Nakamatsu  

*Egypt Academy of Science, **Cairo University, Egypt 

ArSLAT: Arabic Sign Language Alphabets Translator, The International Journal of Computer 

Information Systems and Industrial Management Applications (IJCISIM) , Vol. 3, pp. 498–506, 

2012.6 

   This paper presents an automatic translation system of gestures of the manual alphabets 

in the Arabic sign language. The proposed Arabic Sign Language Alphabets Translator (ArSLAT) 

system does not rely on using any gloves or visual markings to accomplish the recognition 

job. As an alternative, it deals with images of bare hands, which allows the user to interact 

with the system in a natural way. The proposed system consists of five main phases; 

pre-processing phase, best-frame detection phase, category detection phase, feature 

extraction phase, and classification phase. The extracted features used are translation, 

scale, and rotation invariant, which make the system more flexible. Experiments revealed that 

the proposed ArSLAT system was able to recognize the 30 Arabic alphabets with an accuracy 

of 91.3%. 

 

Jair Minoro Abe*, Helder F. S. Lopes**, Kazumi Nakamatsu:  

*University of Sao Paulo, Brazil, **Paulista University,Brazil 

Applications of Paraconsistent Artificial Neural Networks in EEG.  

Computational Collective Intelligence: Technologies and Applications, Lecture Notes on 

Computer Science Vol.6922  pp.82-92, Springer 2012.7 

   In this work we summarize all our studies on Paraconsistent Artificial Neural Networks 

applied to electroencephalography.  

 

Kazumi Nakamatsu, Jair M. Abe*, Seiki Akama**:  

*University of Sao Paulo, Brazil, **C-corporation, Tokyo 

Intelligent Safety Verification for Pipeline Process Order Control Based on bf-EVALPSN,  

Proc. The Seventh International Conference on Systems, pp. 175-182, IARIA, 2012.8 

   A paraconsistent logic program called Extended Vector Annotated Logic Program with Strong 

Negation(abbr. EVALPSN) has been developed for dealing with defeasible deontic reasoning and 

plausible reasoning, and also applied to various kinds of intelligent safety verification 

and control. Moreover, in order to deal with before-after relation between processes (time 

intervals), another EVALPSN called bf(before-after)-EVALPSN has been developed recently. In 

this paper, we review the reasoning system for before-after relation between processes based 

on bf-EVALPSN and introduce how to apply the reasoning system to real-time pipeline process 

order safety verification and control with an example.   

 

Kazumi Nakamatsu: An Application of EVALPSN to Multi-car Elevator Control and Safety 

Verification. 

Proc. 1st Taibah University International Conference on Computing and Information Technology, 

pp.690-695, Taibah Univ. 2012.8 

   In this paper, we introduce an application of a paraconsistent annotated logic program 

called EVALPSN(Extended Vector Annotated Logic Program with Strong Negation) to multi-car 

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/a/Abe:Jair_Minoro.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/l/Lopes:Helder_F=_S=.html
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elevator control and safety verification. First, we review the safety verification for 

multi-car elevator system for for avoiding elevator car crash in the same shaft, and newly 

propose a preferable elevator car selection system for passenger service based on EVALPSN 

defeasible deontic reasoning. 

 

Roumen Kountchev*, Kazumi Nakamatsu:  

*Technical University of Sofia, Bulgaria 

One Approach for Grayscale Image Decorrelation with Adaptive Multi-level 2D KLT, Frontiers 

in Artificial Intelligence and Applications, 

Vol. 243: Advances in Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, 

pp.1303-1312, IOS Press, 2012.9 

   In this work is presented one new method and algorithm for block two-dimensional (2D) 

Karhunen-Loeve transform of grayscale images, based on transform matrices of size 2×2. In 

correspondence with the method, the couples of neighbor elements for each block of size 2n×2n 

are transformed and rearranged n times: first in horizontal, and after that - in vertical 

direction. In result is obtained full decorrelation of the transformed block elements. Here 

is also offered an algorithm for parallel and recursive calculation of the transform and its 

computational complexity is compared to that of the separable 2D Karhunen-Loeve transform 

for a block of same size. The evaluation of the basic characteristics of the new method outlines 

its advantages in respect to the well-known 2D Karhunen-Loeve transform, applied for grayscale 

images. 

 

Jair M. Abe*, Kazumi Nakamatsu, Seiki Akama*:  

*University of Sao Paulo, Brazil, **C-corporation, Tokyo 

Aspects of Curry Algebras, Computability, Constructibility, and Topological Spaces, 

Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 243: Advances in Knowledge-Based 

and Intelligent Information and Engineering Systems,Proc.KES2012, pp.1342-1349, IOS Press, 

2012.9 

   This paper illustrates some applications of the notion of Curry algebras. Formerly 

introduced as a concept to study algebraic version of some non-classical systems, such 

structures also generalize some fundamental logical notions as computability, 

construtibility, and topological spaces. A brief study of Curry algebras Cn and algebra Cω 

is also discussed. 

 

Jair Minoro Abe*, Helder F. S. Lopes**, Kazumi Nakamatsu:  

*University of Sao Paulo, Brazil, **Paulista University,Brazil 

An Overview of Paraconsistent Artificial Neural Networks and Applications, Frontiers in 

Artificial Intelligence and Applications, Vol. 243: Advances in Knowledge-Based and 

Intelligent Information and Engineering Systems, pp.1350-1359, IOS Press, 2012.9 

   In this work we present an overview of some studies made with Paraconsistent Artificial 

Neural Network – PANN and we discuss its potential applications. PANN is a new type of 

Artificial Neural Network – ANNs based on a new paraconsistent logic, namely Paraconsistent 

Annotated Evidential Logic Eτ, which is capable of manipulating concepts like impreciseness, 

http://ebooks.iospress.nl/bookseries/frontiers-in-artificial-intelligence-and-applications
http://ebooks.iospress.nl/bookseries/frontiers-in-artificial-intelligence-and-applications
http://ebooks.iospress.nl/volume/advances-in-knowledge-based-and-intelligent-information-and-engineering-systems
http://ebooks.iospress.nl/bookseries/frontiers-in-artificial-intelligence-and-applications
http://ebooks.iospress.nl/volume/advances-in-knowledge-based-and-intelligent-information-and-engineering-systems
http://ebooks.iospress.nl/volume/advances-in-knowledge-based-and-intelligent-information-and-engineering-systems
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/a/Abe:Jair_Minoro.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/l/Lopes:Helder_F=_S=.html
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inconsistency, and paracompleteness in a non-trivial manner. 

 

Hossam M. Moftah*, Walaa H. Elmasry*, Nashwa El-Bendary**, Aboul Ella Hassanien*, Kazumi 

Nakamatsu:  

*Cairo University, Egypt, **Egypt Academy of Science, Egypt 

Evaluating the Effects of K-means Clustering Approach on Medical Images, Proc.12th IEEE 

International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, IEEE 2012.11 

   Image segmentation is an essential process for most analysis tasks of medical images. 

That's because having good segmentation results is useful for both physicians and patients 

via providing important information for surgical planning and early disease detection. This 

paper aims at evaluating the performance of the K-means clustering algorithm. To achieve this, 

we applied the K-means approach on different medical images including liver CT and breast 

MRI images. Experimental results obtained show that the overall segmentation accuracy offered 

by the K-means approach is high compared to segmentation accuracy by the well-known normalized 

cuts segmentation approach. 

 

Jair Minoro Abe*, Helder Frederico da Silva Lopes**, Kazumi Nakamatsu:  

*University of Sao Paulo, Brazil, **Paulista University,Brazil 

Paraconsistent Artificial Neural Networks and AD Analysis - Improvements. Computational 

Collective Intelligence. Technologies and Applications - 4th International Conference 

ICCCI2012, Lecture Notes on Computer Science Vol.7589, pp.259-267 Springer 2012.12 

   This work is a sequel of our study of Alzheimer Disease – AD auxiliary diagnosis through 

EEG findings, with the aid of Paraconsistent Artificial Neural Network – PANN [3], [6], [7] 

through testing a new architecture of PANN whose expert systems are based on the profile of 

the EEG examination. This profile consists of the quantification of the waves grouped in 

clinically normal frequency bands (delta, theta, alpha and beta) plus the relationship alpha 

/theta. 

 

Jair Minoro Abe*, Helder F. S. Lopes*, Kazumi Nakamatsu:  

*University of Sao Paulo, Brazil, **Paulista University,Brazil 

Paraconsistent artificial neural networks and EEG, International Journal of Knowledge-based 

and Intelligent Engineering Systems  Vol.17, no.2 pp.99-111, IOS Press 2013.3 

   In this work we summarize some of our studies on Paraconsistent Artificial Neural Networks 

applied to electroencephalography. In particular we've applied in the study of the Alzheimer 

Disease and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). 

 

【学会活動】 

国際会議 大会議長／プログラム委員(長)他 

INISTA2012・大会議長、査読委員 

ICCCI2012・国際プログラム委員長 

ICGEC2012・プログラム広報委員長 

ACCII12・国際プログラム委員、査読委員 

IIHMSP2012・国際プログラム委員、査読委員 

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/m/Moftah:Hossam_M=.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/e/Elmasry:Walaa_H=.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/h/Hassanien:Aboul_Ella.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/n/Nakamatsu:Kazumi.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/n/Nakamatsu:Kazumi.html
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BI2012・国際プログラム委員 

KES2012・国際プログラム委員 

ACM MEDES12・国際プログラム委員、査読委員 

HIS12・国際プログラム委員、査読委員 

CSTSC12・国際プログラム委員、査読委員 

SOCPAR12・国際プログラム委員、査読委員 

HAISI12・国際プログラム委員、査読委員 

ICWIT2012・国際プログラム委員、査読委員 

INC12・国際プログラム委員、査読委員 

NABIC12・国際プログラム委員、査読委員 

BICS12・国際プログラム委員、査読委員 

KEOD2012・プログラム委員、査読委員 

ICSOFT2012・国際プログラム委員、査読委員 

ISDA2012・国際プログラム委員、査読委員 

WICT2012・国際プログラム委員、査読委員 

ICEST2012・国際プログラム委員、査読委員 

ICAISC2012・国際プログラム委員 

EISIC2012・国際プログラム委員、査読委員 

OSINT-WM 2012・国際プログラム委員、査読委員 

CSNT2012・国際プログラム委員、査読委員 

ADM2012・国際プログラム委員、査読委員 

MEDI2012・国際プログラム委員、査読委員 

IC3K2012・国際プログラム委員、査読委員 

BIC-TA2012・国際プログラム委員、査読委員 

AMLTA2012・国際プログラム委員、査読委員 

FUTURE COMPUTING2012・国際プログラム委員、査読委員 

IIH-MSP2012・査読委員 

IBAIC2012・国際プログラム委員、査読委員 

HCI12・国際プログラム委員、査読委員 

SYNASC2012・国際プログラム委員、査読委員 

INISTA2013・広報議長、査読委員 

ICCCI2013・国際プログラム委員長 

ACCII2013・国際プログラム委員、査読委員 

KES IDT13・国際プログラム委員、査読委員 

KES2013・国際プログラム委員、招待セッション座長 

MIRA2013・国際プログラム委員、査読委員 

MMAML2013・国際プログラム委員、査読委員 

KEOD2013・国際プログラム委員、査読委員 

FIM2013・国際プログラム委員、査読委員 

BioCom2013・国際プログラム委員、査読委員 

AICCSA2013・国際プログラム委員、査読委員 

ACM MEDES2013・国際プログラム委員、査読委員 

KES-InMED13・国際プログラム委員、査読委員 
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ICWIT2013・国際プログラム委員、査読委員 

BHI2013・国際プログラム委員、査読委員 

ESKM2013・国際プログラム委員、査読委員 

IIHMSP2013・国際プログラム委員、査読委員 

IWSSS2013・国際プログラム委員、査読委員 

MEDI2013・国際プログラム委員、査読委員 

GLOBAL HEALTH・国際プログラム委員、査読委員 

 

国際学術誌・編集委員長 

International Journal of Reasoning based Intelligent Systems, Inderscience Publishers 

Ltd.UK,  

International Journal of Logic-based Intelligent Systems, Serial Publications, India 

 

副編集委員長 

Vietnam Journal of Computer Science, Springer-Verlag, Germany 

 

編集委員／査読委員 

Engineering Letters, International Association of Engineers, HK,  

International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Information Engineering Systems, 

IOS Press, NL, 

Journal of Intelligent Decision Technologies, IOS Press, NL,  

International Journal of Green Products, Elsevier Science, NL,  

Theoretical Computer Science, Elsevier Science, NL, 

Neurocomputing, Elsevier Science, NL, 

Engineering Application to Artificial Intelligence, Elsevier Science, NL, 

LNCS Transaction of on Computational Collective Intelligence, Springer-Verlag, Germany， 

International Journal of Process Systems Engineering, Inderscience Publishers, UK 

Journal of Knowledge and Information Technology Management, Catholic Univ. Press, Brazil 

International Journal of Real-Time Systems, Serials Publishers, India, 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（基礎研究（C））「農作物栽培における」 

平成 23 年度～25 年度 研究費総額５0７万円  

研究代表 

 

【その他】 

QS World University Ranking 評価委員 

Elsevier World University Ranking 評価委員 

 

 

 堀毛 莊市                                 

【社会活動】 

日本地域政策学会理事・・・2012 年 6 月まで 
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 宮本 節子                                 

【国内学会発表】 

箕浦康子**・宮本節子・浅井亜紀子* 

**お茶の水女子大学、*桜美林大学、 

ICT の利用は異文化体験をどのように変えたか－インドネシアから来日した EPA 看護師・介護福祉

士候補者の場合 

多くのインドネシア人看護師候補者は日本の病院に配属され職業アイデンティティの揺らぎを経験

していた。彼等のアイデンティティの様相は、日本で様々な人と交わる中で時間経過とともに変わ

っていく。「自己との関係性の中での揺らぎ」「他者との関係性」「職業アイデンティティをめぐるマ

クロ要因」の視点から、彼らの自己内での揺らぎを検討し、「意味空間の再編成」プロセスと再解

釈した。「意味空間」とは、経験を重ねるうちに個人が選択的に摂取した文化的意味から構成され

た心的世界で、モノの見方や感じ方・動機のあり方に影響を与える。日本へ移動することで意味空

間が揺らぎ、心的世界が再編され始めているといえる。再編成のパターンはいくつかあり、看護助

手の仕事を「しかたない」と甘受する場合は「意味づけの再編成」はない。「なぜ日本に来たか」と

問い直す場合は「看護師の仕事の意味の重要度は増す」。また、来日に経済的メリットを見出す場合

は「重要度の変更」が行われている。意味空間の再編成の視角からデータを見直すことで、変化す

る流動的なアイデンティティの姿は追跡しやすくなる。アイデンティティ研究に新境地を開く可能

性がある。 

日本社会心理学会第 53 回大会，2012 年 11 月つくば国際会議場 

発表論文集 pp.28 

 

浅井亜紀子*、箕浦康子**、宮本節子 

*桜美林大学、**お茶の水女子大学 

文化差とは何か？－インドネシア人介護福祉士・看護師候補者の日本体験か 

本研究からわかったことは：（１）インドネシア人が感じる差異は、どの職場に配属され、そこでど

う扱われるか、本人が職場にどのようにコミットするかで大きく変わる。日イの文化差というより、

環境との相互作用のあり方を個人がどう解釈するかである。（２）人種的宗教的言語的多様なインド

ネシア人にとり、日本体験も文かの一変種ではないか。差異の感じ方は自国とホスト国の文化的多

様性に左右されることが示唆された。（３）看護師・介護福祉士ともにインドネシア人は日本人との

対人関係のあり方に違和感があると語った。日イの集団の差異を文化差と従来はしてきたが、その

ような前提で文化差を問うより、状況限定的にサブジェクティビティに焦点をあて、「ホスト側と来

日外国人がそれぞれの出会いの場で差異をどのように乗り越えているのかを問う」研究の方が実り

ある。 

異文化間教育学会第 33 回大会，2012 年 06 月立命館アジア太平洋大学 

第 33 回大会発表抄録  

 

【その他】 

姫路シティ FM-Genki から「対人コミュニケーション」（前期講義）を放送。 

姫路市文化交流課 国際交流職員研修 「異文化コミュニーション」 

 

【社会活動】 

中播磨地域づくり活動応援事業支援委員会委員長、姫路シティ FM21 番組審議会副委員長、ひょうご

青少年社会貢献活動認定制度推進委員会委員、兵庫県中播磨県民局「中播磨ふれあいフェスティバ
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ル」の手づくり事業審査委員 

 

【研究費取得状況】 

平成 23～25 年度文部科学省科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究） 

「グローバル化と IT 革命がもたらす異文化体験の変容：アジア系医療従事者の事例」 

（課題番号：23653172）（代表） 

 

 

 山本 豊                                           

 

 

 米山 寛二                                 

【口頭発表】 

学生プロジェクトによる携帯端末を用いた学習・学生生活支援システム 

中桐斉之、上谷成生、中井穂高、内平隆之、米山寛二 

第 37 回教育システム情報学会全国大会 

千葉工業大学 2012 年 8 月 22 日 

本論文では、学生 SNS として、大学型 SNS の情報を大衆型 SNS に流すハイブリッド型 SNS を提

案する。運営は、エコ・ヒューマン地域連携センターの学生プロジェクトが行う。現在の主たる

機能は、学習支援や就職、クラブ・サークル、学生プロジェクトなどの学生生活支援であるが、

今後は地域ポータルサイトとして、商店紹介や観光にも取り組んでいく。 

 

 モバイル端末ベースの学業・学生生活支援システムの開発～地域・産官学連携の新たな道～ 

兵庫県立大学シンポジウム 

イーグレひめじ 2012 年 9 月 24 日 

   本研究では、地域連携と産官学連携を統合し、地域住民、地元企業からみて一体となるプロジ

ェクトの先駆けを目指す。そのためには、学生が地域へ飛び出し、有償の活動に貢献できる仕組

みを提案する。 

 

【学会活動】 

日本オペレーションズ・リサーチ学会関西支部運営委員 

 

【社会活動】 

 エコ・ヒューマン地域連携センター 兼務教員 

 株式会社グローバル IT ネット 技術顧問 

  

【研究費取得状況】 

ゲーミフィケーション技術を用いたモバイル就職活動支援システムの開発 

平成 24 年度姫路市産学協同研究助成 

 

【その他】 

新聞掲載 

「目指せ内定 携帯ゲーム de 就活極意」（毎日新聞 平成 24 年 7 月 2 日朝刊） 
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2011-2012 Japan Foundation fellowship Program Monthly stipend \430000 
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 井口 博夫                                 

【口頭発表】 

井口博夫・先山徹・藤本真里・松原典孝，ジオパークを大学教育に活かす，Practical Use of “Geopark” 

for University Education，山陰海岸ジオパーク国際会議（湯村会議），2012年11月，兵庫県新温泉町 

 

【社会活動】 

ひょうご講座，ジオパークと地磁気、兵庫県教育会館、2012年9月 

姫路市津波対策委員会委員長 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（基礎研究（Ｂ））「ジオパークにおける展示・学習施設の活性化を促す学

習プログラム構築と博物館の役割」平成24年度～27年度 研究費総額650万円 

 

 

 宇髙 雄志                                 

【著書】 

宇高雄志『南方特別留学生ラザクの「戦後」：広島・マレーシア・ヒロシマ』南船北馬舎刊、2012 年 7

月 （単著） 

この本は、戦時に広島で被爆し、その後、マレーシアと日本の架け橋ともなったアブドゥル・ラザク

の戦後の経験と、マレーシア社会と広島に向けた考えをまとめたものです。南方特別留学生については

これまで戦中の経験が書かれることが多かったのですが、今回はその戦後に注目しました。ラザクの経

験した、マレーシアの独立やルックイースト政策（東方政策）などマレーシア社会の変転と、広島の平

和都市としての復興など戦後の軌跡をえがきました。広島は 3 つの異なる歴史的背景－廣島、広島、ヒ

ロシマとして記述されますが、この先、どのように描かれるのか。4 つ目の広島－「ひろしま」につい

て、ささやかですが試みました。 

 

Yushi Utaka, 2013, The Himeji Castle World Heritage Site: Challenges of Sustaining Memories of 

a Revered Heritage in Japan, Edited by Kapila Silva, Neel Kamal Chapagain, Asian Heritage 

Management: Contexts, Concerns, and Prospects, Routledge, pp.143-156. （共著書）  

米国・カンザス大学の研究者グループがとりまとめたアジアにおける歴史的遺産の保全を現代社会の

文脈でとらえた一冊。各国の研究者による共著書。この本で、日本の歴史的遺産保全について、姫路城

を事例にした１章を提供しました。姫路城と城下町の造営の経緯から、明治以降の日本社会の中で徐々

に文化遺産としてとらえられ始め、戦後の経済成長の過程では観光資源として、そして世界遺産に登録

される様をえがきました。また景観形成の観点からみた姫路城と周辺地域についても論じました。 

 

【学術論文】 

Yushi Utaka, 2012, Reinventing the Historic Silver Mine Carriageway Gin-no-Bashamichi in Hyogo 

Prefecture, Japan： Renaming and Reconnecting Forgotten Mining Heritages, International 

Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, Congress 2012 in Taipei 
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国際産業遺産保存委員会（TICCIH） 11/4-6 (台北市) 「銀の馬車道」の産業遺産としての価値づけ

について研究報告した。 

 

【報告書】 

東広島市西条酒蔵地区歴史的建造物調査 2013.3 

東広島市西条酒蔵地区における重要伝統的建造物群保存対策調査を見越した予備を実施した。当該地

区における歴史的建造物および工作物、環境物件の分布状況を把握した報告書を作成した。 

 

銀の馬車道活用方策調査研究 （兵庫県中播磨県民局）2013.3 

銀の馬車道における歴史的資源の利用と活用を検討している。本報告書では姫路市色麻におけるフィ

ールドワーク、国際産業遺産会議に提出予定の当該物件の歴史的卓越性にかんする評価を行っている。 

 

【口頭発表】 

Yushi Utaka, Conserving Japan: Challenges on the World Heritage Sites in Hiroshima, Series on 

the Management and Conservation of World Heritage Sites, United Nations Institute for Training 

and Research, Hiroshima: 「国連調査訓練研究所 世界遺産の保全と管理トレーニング」国連調査訓

練研究所ＵＮＩＴＡＲ(広島市)、2011 年 4 月 

世界遺産の保全にかかわるアジア太平洋地域の専門家を対象とした世界遺産保全トレーニングの講

師をつとめた。ここではわが国の遺産保全の状況を概説するとともに「ヒロシマ」をめぐる言説と戦後

復興過程について説明を行った。 

 

【社会活動】 

「プロジェクト未来遺産」記念イベント コーディネーター  

平成２５年３月３０日（土）１３：００～１７：００ 姫路市・花の北市民広場 大ホール  

「銀の馬車道」を南北交流のシンボルに掲げ、沿線地域の元気とにぎわいづくりを進めてきた「銀の馬

車道プロジェクト」へのさらなる参画促進と交流人口の増加を図るため、未来遺産「銀の馬車道」関連

イベントでシンポジウムでパネリストをつとめた。 

 

『兵庫県立大学 地域づくり講座』（主催：兵庫県立大学地域創造機構）講師、パネリスト 

「観光と地域づくり」をテーマに４回シリーズで開催されます。第一回「兵庫の歴史の街並みと観光」

（「銀の馬車道」を中心に）と、最終回の「トークセッション」を担当しました。兵庫県立大学 地域

創造機構主催。 

 

国連訓練調査研究所（UNITAR）： 世界遺産の保全と管理・講師 

兵庫県・中播磨県民局：ネットワーク協議会委員 

兵庫県・但馬県民局： 鉱石の道推進協議会アドバイザー 

兵庫県まちづくり技術センター： 景観形成支援事業評価助言委員会・座長 

兵庫県姫路市： 姫路市歴史文化基本構想策定研究会･委員 

兵庫県姫路市： 姫路市事業評価監視懇話会･委員 

兵庫県たつの市：たつの市町並み整備委員会委員 

広島県竹原市： 竹原地区伝統的建造物群保存対策調査・委員 

 

【研究費取得状況】 

 文部科学省科学研究費補助金（基礎研究（C））「マレーシアにおける多民族混住の動向」平成23年
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度～26年度 

 銀の馬車道利活用調査（受託研究） 

 東広島市西条酒蔵地区歴史的建造物調査（受託研究） 

 

【その他】 指導学生の研究発表 

 吉田宗人、上村信行、宇高雄志 「歴史的市街地における景観の評価手法に関する研究－竹原重要

伝統的建造物群保存地区を事例として－」日本建築学会四国支部研究報告集、12 巻、PP. 107-108、 

2012.5 

 吉田宗人、上村信行、吉田倫子、宇高雄志 「重要伝統的建造物群保存地区における保存意識の比

較－竹原重要伝統的建造物群保存地区を事例として－」日本建築学会近畿支部研究報告集 計画系、

52 巻、PP. 329-332、2012.6 

 

 

 内平 隆之                                 

【学術論文】 

豊田光世、長尾翔太、寺井正幸、熊谷哲、土川忠浩、内平隆之、ツリーハウスを活用した里山環境教育

実践、日本環境教育学会第23回大会、立教大学、2012年8月（研究発表要旨集p.166参照） 

 

【制作】 

三ツ山大祭・作り物の復元プロジェクト「法道仙人飛鉢の秘法」「池田輝政の白鷺城築城」の制作指導 

 

【報告書】 

内平隆之ほか11名、地域資源を活用した地域サービスを行うための地域連携システムの開発、姫路市政

策研究課題テーマ６「地域資源を活用したまちの活性化施策の提案」,2013.3 

内平隆之編著、官学連携による福崎町特産品開発研究報告書,2013.3 

 

【冊子】 

内平隆之ほか１１名、「地域資源を活用したまちづくりと展望」、姫路市地域夢プラン大全集夢づくり未

来への路ガイド姫路市、ｐ38-48, 2013.3 

 

【口頭発表】 

内平隆之・中塚雅也、地域連携における学生活動コミュニティの生成と組織的支援、第62回地域農林経

済学会大会、大阪経済大学、2012.10 

 

【社会活動】 

＜行政関連＞ 

兵庫県宍粟市まちづくり推進部、観光計画の策定支援のための学生派遣のコーディネート 

兵庫県姫路市駅周辺整備室・姫路駅前広場活用協議会、駅間広場活用社会実験アドバイザー 

兵庫県姫路市農政経済局、商店街元気アイデアコンテスト審査員、2013.3 

平成２４年度中播磨ブロック民生委員児童委員協議会会長連絡会、講演「民生児童委員と地域連携」、

2013.3 

＜社団法人・NPO関連＞ 

一般社団法人ひとネットワーク姫路、法人の設立と運営に関するアドバイザー 
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合同会社コネクティ、ヤングクリエーター事業の窓口支援 

姫路商工会議所青年部、じゃこうあげはサミットのモデュレーター、2013.2 

姫路市青山地区民生・児童委員講演会、「民生児童委員と地域連携」,2012.12 

＜任意団体＞ 

むこっ子ロード整備実行委員会、副会長 

武庫之荘水と緑のまちづくりプロジェクト、アドバイザー 

自然と文化の森教会、会長特別補佐 

 

【研究費取得状況】 

JSPS 科研費・基盤研究(B)「市街地における生活環境資源としての『谷戸』の研究」(課題番号：

22360255)、2010年度～2012年度、分担総額70万円 

姫路市政策研究課題テーマ６「地域資源を活用したまちの活性化施策の提案」,地域資源を活用した地

域サービスを行うための地域連携システムの開発、2012年度、総額41万円 

 

【その他】 ※エコ・ヒューマン地域連携活動奨励基金関連 

官学連携による福崎町特産品開発研究、2012年度、総額20万円 

 

 

 榎原 周平                                  

【著書】 

榎原周平、渡邊敏明、「葉酸」、『ビタミンの新栄養学』、講談社、柴田克己、福渡努編、p40、p60-61、

p86-87、p157-158、p171-172 を分担執筆、2012 年 7 月 

 本書は、大学で栄養学を担当している教員および、健康・栄養化学に関する研究を行っている学生を

対象に執筆されたものである。水溶性ビタミンの一つである葉酸について、不足と欠乏症の診断、消化、

代謝、ライフステージごとの必要量について解説した。 

 

【学術論文】 

Ebara S, Shibagaki K, Ohgushi M, Watanabe T, “Effect of Green Tea on Porcine Intestinal Glutamate 

Carboxypeptidase II Activity” Trace Nutr Res 29, 81-83, 2012 年 12 月 

 食品中の葉酸（ポリグルタミン酸型）はグルタミン酸カルボキシペプチダーゼ II(GCPII)の作用を受

けてモノグルタミン酸型となってから吸収される。この GCPII 活性に及ぼす緑茶抽出物の影響について

報告した。 

 

榎原周平、「ビオチンの栄養評価法に関する最近の進歩」（ミニレビュー）、ビタミン 87(1), 21-24、2013

年 1 月 

 食品や生体試料中のビオチンの測定法について現状と課題について述べた。ビオチンの栄養評価法に

ついて、臨床的所見あるいは生化学的指標による評価について現状と課題について述べた。 

 

「Analysis of glucose-protein interaction using p-hydroxyacetophenone-Sepharose affinity resin 

—Glucose decreases alcohol dehydrogenase activity in vitro—」 

渡邊敏明の項参照 

 

【学会発表（シンポジウム）】 
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榎原周平、「ビオチンの栄養評価法に関する最近の進歩」、『ビタミン基礎研究の進展を担う若手研究者

たち』、日本ビタミン学会第 64 回大会、長良川国際会議場（岐阜市）、2012 年 6 月 

 ビオチンの栄養評価法に関する最近の進歩について講演した。 

 

【学会発表】 

榎原周平、柴垣圭、林智里、塩谷麻衣、大串美沙、渡邊敏明、「葉酸コンジュガーゼ活性に及ぼす食品

成分の影響 」、第 29 回日本微量栄養素学会学術集会（京都市）、2012 年 6 月 

 食品に含まれる葉酸はグルタミン酸が数個結合したポリグルタミル葉酸であり、吸収前に葉酸コンジ

ュガーゼによってモノグルタミル葉酸に分解される必要がある。この葉酸コンジュガーゼの活性に及ぼ

す食品成分の影響について報告した。 

 

【その他の発表】 

中西明日香、榎原周平、「食品に含まれるビオチンの生物有効性に関する研究」、兵庫県立大学シンポジ

ウム（イーグレ姫路、姫路市）、2012 年 9 月 

 

【研究費取得状況】 

平成 24 年度兵庫県立大学特別教育研究助成金・特別研究「食品に含まれるビオチンの生物有効性に関

する研究」 

平成 24 年度兵庫県立大学科学技術後援財団教育研究助成「食品に含まれるビオチン類縁体に関する研

究」 

 

【査読】 

J. Nutr. Sci. Vitaminol（2012 年 5 月） 

J. Nutr. Sci. Vitaminol（2012 年 10 月） 

 

 

 大橋 瑞江                                 

【学術論文】 

M. Ohashi, T. Domisch*, L. Finér*, M. F. Jurgensen**, L. Sundström***, J. Kilpeläinen*, A. C. Risch+, 

P. Niemelä++. (2010) The effect of stand age on CO2 efflux from wood ant (Formica rufa group) mounds 

in boreal forests. Soil Biology & Biochemistry 52, 21-28.  
* Finnish Forest Research Institute 
** Michigan Technological University 
*** University of Helsinki 
+ Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research 
++ University of Turku 

We conducted efflux measurements from the mounds and the surrounding forest floor throughout 

the ants’ active season  and during the onset of hibernation. The annual CO2 efflux was then 

estimated using mound or forest floor temperatures, which were measured for one year. The average 

annual CO2 efflux from the ant mounds was 10.2 (5.8 SD) kg m-2 year-1, increasing from 3.9 (0.3 

SD) kg m-2 year-1 in the 5 year-old stands to 14.3 (3.0 SD) kg m-2 year-1 in the 100 year-old stands. 

Temperatures was significantly higher in the ant mounds than in the forest floor, and the average 

temperature difference between mounds and forest floor increased with stand age, being the lowest 

in the 5 year-old (4.1 (3.1 SD) ℃) and highest in the 100 year-old stands (10.3 (5.2 SD)℃). 

There were no statistical differences in the mound CO2 efflux per volume among forest age classes, 

suggesting higher ant CO2 efflux in the older stands likely come from larger ant populations in 
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the bigger mounts. The different mound temperature regimes among stand age classes indicates 

that the activity of wood ants changes with forest succession, particularly after clearcutting, 

which alters CO2 efflux from the mounds. The impact of ant mounds on total CO2 efflux from the 

soil, estimated from mound area and volume, respectively, increased with forest age, from 0.05 

(0.05 SD) % to 0.31 (0.18 SD) % and from 0.05 (0.06 SD) % to 0.90% (1.11 SD). 

 

L. Finér*, M. F. Jurgensen**, T. Domisch*, J. Kilpeläinen*, S. Neuvonen*, P. Punttila***, A. C. Risch+, 

M. Ohashi, P. Niemelä++. (2012)  
* Finnish Forest Research Institute 
** Michigan Technological University 
*** Finnish Environmental Institute 
+ Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research 
++ University of Turku 

Wood ants (Formica rufa group) are regarded as keystone species in boreal and mountain forests 

of Europe and Asia by their effect on ecosystem carbon (C) and nutrient pools and fluxes. To 

quantify the impact of their activity on boreal forest ecosystems, C, nitrogen (N), phosphorus 

(P), potassium (K) and calcium (Ca) pools and fluxes in wood ant nests (WAN), and soil were assessed 

along a 5-, 30-, 60-, and 100-year-old Norway spruce (Picea abies L. Karsten) dominated 

successional gradient in eastern Finland. Amounts of C and nutrients in WAN increased with stand 

age, but contained less than 1%of total C and nutrient pools in these stands. The CO 2 efflux from 

nests was also insignificant, as compared to CO2 efflux from the forest floor. Annually, the amount 

of C brought by wood ants into their nests as honeydew, prey and nest-building materials ranged 

from2.7 to 49.3 kg ha-1 C, but this is only 0.1–0.7% of the combined net primary production of 

trees and understorey in boreal forests. The difference between wood ant nest C inputs and outputs 

was very small in the younger-aged stands, and increased in the older stands. Carbon accumulation 

rates in nests 

over a 100 year period are estimated to be less than 10 kg ha-1 a-1. In contrast to C, annual 

inputs of N, P, and K are larger compared to wood ant nest nutrient pool size, ranging from 3 

to 6% of the annual tree stand and understorey uptake. This indicates a more rapid turnover and 

transport of N, P, and K out of WAN, and suggests that wood ants increase the cycling rate of 

these nutrients in boreal forests. 

 

A. Nakano, H. Ikeno, T. Kimura, H. Sakamoto, M. Dannoura*, Y. Hirano**, N. Makita*, L. Finér***, 

M. Ohashi. (2012) Automated analysis of fine-root dynamics using a series of digital images. 

J. Plant Nutr. Soil Sci. DOI: 10.1002/jpln.201100316.  
* Kyoto University 
** Nagoya University 
*** Finnish Forest Research Institute 

Information related to the growth of fine roots is important for understanding C allocation 

in trees and the mechanisms of C cycling in ecosystems. Observations using a camera or scanner 

embedded in the soil enabled us to obtain continuous images of fine-root-growth dynamics. However, 

these methods are still labor-intensive because the image analysis has to be conducted manually. 

We developed an automated method for tracking movement or elongation of fine roots using a sequence 

of scanner images. We also show how data obtained with these methods can be used for calculating 

fine-root behavior. Two A4-size scanners were buried in a mixed forest in Japan and images were 

taken continuously from within the soil. We preprocessed these images by extracting the fine-root 

area from the images and developed an automated calculation plug-in we named A-root for tracking 

growth movement of the tips of fine roots. A-root and manual-tracking results were compared using 

the same images. The results show the A-root and manual-tracking methods yielded similar levels 

of accuracy. The average growth rate of 17 fine roots tracked using the program was 0.16mm h–1. 

The observation of the direction of growth in fine roots showed the direction may be influenced 

by the original root’s growth where the fine roots branched, distribution of soil particles, 
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other roots, and the force of gravity. The A-root analysis also suggested there may be an 

interaction between speed of growth and changes in direction of growing fine roots. 

 

N. Makita*, R. Yaku, M. Ohashi, K. Fukuda, H. Ikeno, Y. Hirano**. (2012) Effects of excising and 

washing treatments on the root respiration rates of Japanese cedar (Cryptomeria japonica) 
seedlings. J. For. Res. DOI 10.1007/s10310-012-0355-0. 
* Kyoto University 
** Nagoya University 

  Tree root respiration is an important component of the carbon balance in forest ecosystems; 

however, it is not clear whether root preparation treatments (such as excising and washing) affect 

root respiration measurements. Here, we aimed to compare the respiration rates of roots subjected 

to different treatments (i.e., washing with water vs. brushing without water, and excising vs. 

not excising) for 17-monthold seedlings of Cryptomeria japonica. Immediately after sampling an 

entire root system, the root respiration rate was measured on a mass basis using a closed static 

chamber system equipped with an infrared gas analyzer. We found that the respiration rates for 

roots that were excised 10–20 times were significantly higher than those for roots that were 

not excised. There was no significant difference in the root respiration rates between washing 

and brushing treatments. Our results indicate that large numbers of excisions ([10 times) could 

lead to bias in the measured changes in specific root respiration rates, and imply that differences 

between washing 

and brushing treatments do not affect the specific root respiration rate. We conclude that 

potential variation in recorded root respiration rates could be minimized by standardizing the 

root preparation technique, which should involve rapidly removing all. 

 

R. Okada*, T. Akamatsu, K. Iwata, H. Ikeno, T. Kimura, M. Ohashi, H. Aonuma**, E. Ito*. (2012) 

Waggle dance effect: dancing in autumn reduces the mass loss of a honeybee colony. The Journal 

of Experimental Biology 215, 1633-1641.  
* Tokushima Bunri University 
** Hokkaido University 

「池野英利の研究」参照 

 

R. Okada*, H. Ikeno, T. Kimura, M. Ohashi, H. Aonuma**, E. Ito*. (2012) Mathematical analysis 

of the honeybee waggle dance. Acta Biologica Hungarica 63, 75–79. 
* Tokushima Bunri University 
** Hokkaido University 

「池野英利の研究」参照 

 

T. Kimura, M. Ohashi, R. Okada*, K. Crailsheim, T**. Schmickl**, H. Ikeno. (2012) Tracking of 

Multiple Honey Bees on a Flat Surface.  International Conference on Emerging Trends in 

Engineering and Technology, DOI 10.1109/ICETET.2012.25. 
* Tokushima Bunri University 
** Graz University 

「木村敏文の研究」参照 

 

【解説】 

大橋瑞江、中野愛子、平野恭弘*  2012 土の中の根をみる方法 森林科学 65, 8-11. 
* 名古屋大学 

 根の動態を研究する最新の手法であるスキャナー法とミニリゾトロン法の紹介を行った。 

 

大橋瑞江  2013 土壌呼吸の発生源を探る 森林科学 67, 41. 

 土壌呼吸の発生源をどこまで詳しく正確に調べることができるのか、その手法と最新の成果を解説し

た。 
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【学会口頭発表】 

<国際学会> 

T. Kimura, M. Ohashi, R. Okada*, K. Crailsheim**, T. Schmickl**, H. Ikeno. Tracking of Multiple 

Honey Bees on a Flat Surface. Apidologie, 42, 607-617. Fifth International Conference on Emerging 

Trends in Engineering and Technology, October 2012, Himeji. 
* 徳島文理大学 

** Graz University 

 

<国内学会> 

大橋瑞江、久米朋宣、吉藤奈津子. マレーシア熱帯雨林における土壌呼吸の空間変動に対する根系の影

響. 2012 年 12 月, 京都. 

 

中野愛子, 平野恭弘*、Timo Domisch**、Leena Finer**、池野英利、大橋瑞江．フィンランド北方林の単

一樹種林と混交林の細根バイオマス．第 124 回日本森林学会, 2013 年 3 月, 盛岡 
* 名古屋大学 
** フィンランド森林研究所 

 

前川優子、橋本佳明、山根正氣*、久米朋宣**、S. Hasitorn ***、岩山紘子、大橋瑞江. 熱帯地域におけ

るアリの巣が土壌呼吸に及ぼす影響. 第 55 回日本蟻類研究会大会. 2012 年 9 月、富山 
* 鹿児島大学 
** 台湾大学 
*** Kasetsart University 

 

森谷美奈、原都、高橋勝利*、大手信人**、藤嶽暢英***、山瀬敬太郎+、中田靖++、大橋瑞江、熊谷哲、杉

山裕子．黒ボク土壌森林内における溶存有機物の動態に関する研究．日本陸水学会近畿支部会, 2013 年

3 月, 草津 
* 産業技術総合研究所 
** 東京大学大学院 
*** 神戸大学 
+ 兵庫県立農業水産技術総合センター 
++ 株式会社堀場製作所 

 

原都、大橋瑞江、Sirpa Piirainen*、Pirkko Kortelainen**、Leena Finer*、森谷美奈、熊谷哲、高橋勝

利***、杉山裕子, Compositional changes of DOM in forest ecosystem identified by FT-ICR MS, 日

本陸水学会近畿支部会, 2013 年 3 月, 草津 
* フィンランド森林研究所 
** フィンランド環境研究所 
*** 産業技術総合研究所 

 

【学会ポスター発表】 

<国際学会> 

M. Hara，M. Ohashi，S. Piirainen*，P. Kortelainen**，L. Finér*，T. Kumagai，K. Takahashi***，Y. 

Sugiyama. Changes in the compositions of DOM in forest ecosystem identified by using the Fourier 

Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry (FT-ICR MS). ASLO Aquatic Sciences Meeting. 

July 2012, Ohtsu. 
* Finnish Forest Research Institute 
** Finnish Environmental Institute 
*** National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 

 

M. Moritani, M, Ohashi, M, Hara, K. Takahashi*, N. Ohte**, N. Fujitake***, K. Yamase+, T. Kumagai, 

Y. Sugiyama. Dissolved organic matter dynamics in a managed Japanese cypress forest. ASLO Aquatic 

Sciences Meeting. July 2012, Ohtsu. 
* National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 
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** Graduate school of Agricultural and Life science, University of Tokyo 
*** Faculty of Agriculture, Kobe University 
+ Hyogo Prefectural Technology Center for Agriculture Forestry and Fisheries 

 

<国内学会> 

木村敏文、岡田龍一*、大橋瑞江、Karl Crailsheim**、Thomas Schmickl**、池野英利. 平面アリーナ内

における複数個体行動の自動追跡システムの開発, バイオ・インフォマティクスワークショップ2012, 

2012年11月, 神戸. 
* 徳島文理大学 
** Graz University 

 

H. Ikeno, N. Nishimura, Y. Katada, M. Ohashi. Spatio-temporal variation of honeybee fanning with 

the changes in environment. 第34回日本比較生理学会, 2012年7月, 葉山. 

 

【社会活動】 

・兵庫県農林水産技術連携推進協議会 会員 

・国際誌Plant Root 編集委員  

・根研究会 副会長 

・日本森林学会 会員 

・日本生態学会 会員 

・日本蟻類研究会 会員 

・「ミツバチミニシンポジウム」 兵庫県立大学新在家キャンパス 2013年2月 

・環境フロンティア教育研究センター「環境科学セミナー」 兵庫県立大学新在家キャンパス 2013

年2月 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）「動的環境下におけるミツバチコロニーのエネルギー

収支と社会性行動との関わり」(代表)  

平成 24 年度～26 年度  研究費総額 3,200,000 円 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（A））「基盤研究（A）・ 放射性核種（Cs）の森林－渓流－河川

生態系レベルの「半減期」の推定に関する基礎的研究」（分担） 

平成24 年度～27 年度  研究費総額 16,510,000円 

日本学術振興会 平成 24 年度 特定国派遣研究者（フィンランド） 

 

 

 片野 泉                                        

 

 

 加藤 陽二                                   

【学術論文】 

Yoji Kato, Natsuki Umeda, Asuna Maeda, Daiki Matsumoto, Noritoshi Kitamoto, Hiroe Kikuzaki* 

Identification of a novel glycoside, leptosin, as a chemical marker of manuka honey. J. Agric. 

Food Chem., Vol. 60, p. 3418-3423 (2012) *奈良女子大学、マヌカ蜂蜜から新規に見出したメチル
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シリンゲート配糖体に関する酵素阻害活性、構造解析、ハチミツからの定量を行った。 

 

吉村美紀の項参照「LC-MS/MS を用いたシカ肉に含まれる遊離及びアシルカルニチン含有量の測定」 

 

北 元 憲 利 の 項 参 照 「 Novel monoclonal antibodies broadly reactive to human recombinant 

sapovirus-like particles」 

 

Yoji Kato, Alexander V. Peskin*, Nina Dickerhof*, D. Tim Harwood*, Anthony J. Kettle*  

Myeloperoxidase catalyzes the conjugation of serotonin to thiols via free radicals and 

tryptamine-4,5-dione. Chem. Res. Toxicol. Vol. 25, 2322-2332 (2012)  *University of Otago、

ミエロペルオキシダーゼによりセロトニンが酸化されてタンパク質のチオール基と付加反応すること

を見出した。 

 

【国際会議（ポスター発表）】 

Biomarkers of oxidative stress in urine and amniotic fluid in the second trimester of pregnancy. 

September 28-29, 2012. 4th Slovenian Congress of Clinical Chemistry with International 

Participation and 20th International Symposium of Slovenian Association for Clinical Chemistry 

and Croatian Society of Medical Biochemists:  Portorož, Slovenia*, B Rejc*, K Geršak*, J 

Osredkar*, Y Kato, K Sakai** (Clinical chemistry and laboratory medicine, Vol. 50, no. 9) 

*リュブリャナ大学薬学部、**日研ザイル（株）日本老化制御研究所、妊娠に伴う尿や羊水中の酸化ス

トレスマーカー変化について発表した。 

 

Effect of body mass index on levels of urinary and amniotic fluid oxidative stress markers in 

pregnancy. September 28-29, 2012 4th Slovenian Congress of Clinical Chemistry with 

International Participation and 20th International Symposium of Slovenian Association for 

Clinical Chemistry and Croatian Society of Medical Biochemists : Portorož Slovenia*,B Rejc*, 

Y Kato, K Sakai**, K Geršak*, J Osredkar*  (Clinical chemistry and laboratory medicine, Vol. 

50, no. 9).、*リュブリャナ大学薬学部、**日研ザイル（株）日本老化制御研究所、妊婦の尿中及び羊

水中の酸化ストレスマーカーと BMI の関係について報告した。 

 

【国内学会（口頭及びポスター発表）】 

○室田佳恵子*、中村俊之**、加藤陽二、板東紀子**、關戸啓子**、寺尾純二**、タマネギおよび豆腐

摂取後のヒト血漿中フラボノイド代謝物の解析、2012.5、日本栄養食糧学会（仙台）、*近畿大・理工・

生命科学、**徳島大院・ヘルスバイオサイエンス、食べ合わせを意識した複数のフラボノイド摂取に伴

う代謝変化について調べた。 

 

○加藤陽二、松本亮、北元憲利、酒居一雄*、竹内征夫*、越智大倫*、吉田晃浩**、内藤通孝***、ELISA

によるヒト尿中ジチロシン測定 -酸化ストレスマーカーの比較-、2012.6、日本酸化ストレス学会（徳

島）、*日研ザイル（株）日本老化制御研究所、**中津川市民病院，***椙山女学園大学大学院・生活科

学研究科、尿中のタンパク質酸化マーカーであるジチロシンに着目し、その免疫化学的な検出定量と他

の酸化ストレスマーカーなどとの相関について調べた。 

 

○松本亮、加藤陽二、北元憲利、酒居一雄*、Rejc Barbara**、Gersak Ksenija**、Osredkar Josko**、

妊娠中期における尿及び羊水中の酸化ストレスマーカーの検出、2012.6、日本酸化ストレス学会（徳島）、



エコシステム 

 123 

*日研ザイル（株）日本老化制御研究所、**University Medical Centre Ljubljana、スロベニア人妊婦

の尿及び羊水中に含まれる酸化ストレスマーカー（アミド型付加体、チロシン修飾物）の測定、羊水の

抗酸化活性、各マーカー間の比較を行った。 

 

○竹内征夫*、酒居一雄*、越智大倫*、富田勲*、加藤陽二、新規な酸化ストレスマーカー「ジチロシン

測定キット」の開発、2012.6、日本抗加齢医学会（横浜）、*日研ザイル（株）日本老化制御研究所、ジ

チロシンを測定する ELISA キットを開発し、その定量性と信頼性について調べた。 

 

○加藤陽二、松本大樹、荒木裕佳子、北元憲利、菊﨑泰枝*、マヌカ蜂蜜から発見された新規配糖体の

単離と酵素を用いた構造解析、2012.10、日本フードファクター学会、*奈良女子大学、マヌカ蜂蜜に特

有な成分である Leptosin の単離方法を改良し、また、グルコシダーゼを用いた構造解析について調べ

た。 

 

○小野成輝、北元憲利、アンソニーケトル*、加藤陽二、Tryptamine-4,5-dione によるタンパク質修飾

を抑制する食品成分の探索法、2012.10、日本フードファクター学会、*NZ オタゴ大学、セロトニンの

酸化物であるキノン体トリプタミンダイオンによるタンパク質修飾を抑制する食品成分の探索を行っ

た。 

 

○Kazuo Sakai*, Masao Takeuchi*, Tairin Ochi*, Yoji Kato*, Masahiko Ikeda**、Evaluation of a 

new oxidative stress biomarker. Dityrosine in serum samples、2012.12、日本分子生物学会、* Japan 

Institute for the Control of Aging, Nikken SEIL Co., Ltd.、**Grad. Sch.of Environ. and Disast. 

Res., Fuji Tokoha Univ.、血清ジチロシン測定による新しい酸化ストレスマーカー評価法について紹

介した。 

 

○Kazuo Sakai*, Masao Takeuchi*, Tairin Ochi*, Narasimhan Ramarathnam**, Yoji Kato、Development 

of a new oxidative stress biomarker Dityrosine ELISA、2013.03、トキシコロジー学会（テキサス

州サンアントニオ）、* Japan Institute for the Control of Aging, Nikken SEIL Co., Ltd.、**Genox 

corporation, USA、新たな酸化ストレスマーカーとしてのジチロシン ELISA キット開発について発表し

た。 

 

○松本亮、礒見みづき、中村宜督*、北元 憲利、加藤 陽二、蛍光色素 FITC 修飾タンパク質に対する抗

体の作製とその応用、2013.03、日本農芸化学会、*岡山大学農学部、FITC 修飾タンパク質を認識する

抗体の特異性について解析を行った。 

 

○荒木裕佳子、松本大樹、北元憲利、室田佳恵子*、伊藤美紀子、菊崎泰枝**、瀧本陽介***、加藤陽二、

酵素グルコシダーゼや腸管モデル培養細胞を用いた配糖体 Leptosin の代謝研究、2013.03、日本農芸化

学会、*近畿大学、**奈良女子大学、***ヘルスケアシステムズ、マヌカ蜂蜜にのみ含まれる新規配糖体

Leptosin について、酵素やモデル細胞を用いて代謝機構を調べた。 

 

○室田 佳恵子*、中村 俊之**、熊本 舜*、生城 真一***、加藤 陽二、寺尾 純二**、小腸および肝臓

モデル培養細胞の共培養系を用いたフラボイノイドの吸収代謝評価、2013.03、日本農芸化学会、*近畿

大学、**徳島大院、***富山県大、フラボノイドの吸収代謝は未だ不明な点が多い。そこで、小腸のモ

デルとして caco2 細胞、また肝細胞モデルとして HepG2 細胞を用いてフラボノイド代謝について検討し

た。 
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北元憲利の項参照「食中毒細菌に対する単クローン抗体を用いた迅速簡便診断法の基礎的検討」、「次亜

塩素酸のガス化による空間殺菌効果」 

 

【講演会】 

○加藤陽二 「酸化ストレスマーカーと老化・加齢疾患におけるその応用」、2013.12、第 29 回臨床フ

リーラジカル会議（京都）、酸化ストレスマーカーについて紹介し、特に加齢に伴う疾患への応用につ

いて講演した。 

 

【社会活動】 

・ 日本酸化ストレス学会評議員 

・ 日本フードファクター学会評議員 

 

【研究費取得状況】 

・ ヘルスケアシステムズ、アトラステクノサービスなどから助成金 

・ 科学研究費 基盤研究Ａ及びＣ（分担研究者）、萌芽研究（研究代表者） 

 

 

 熊谷 哲                                    

【学会口頭発表】 

１．熊谷哲、土川忠浩、小島盛利、鈴木靖文、うちエコキッズの改良と活用による低炭素家庭

の実現、日本エネルギー環境教育学会第 7 回全国大会(2012) 

 家庭において親子で取り組む地球温暖化対策ソフト「うちエコキッズ」を開発し、

Windows,Mac に加え Android 対応スマートホンやタブレットでも動作するように改良を行った。

その普及とソフトウェア評価を行った。 

 

２．熊谷 哲, 小原梓、向井文恵、乾 友香、井上 悠、環境日記を使った CO2 削減の見える化に関する

研究、日本環境教育学会 第 23 回大会(2012) 

 環境日記は中播磨県民局と家庭での温暖化対策と環境学習の取り組みとして協働して行っている事

業である。県と大学教員及び学生団体の STEP が 10 年以上継続して取り組んで夏休みの課題として活用

する環境日記を作成している。1 万部近い配布数に達していて、アンケート回収も同時に行っている。

アンケートの評価等を行い、家庭での二酸化炭素削減の評価を行っている。環境学習プログラムとして

の環境日記のあり方と成果について報告を行った。 

 

３．豊田光世、寺井正幸、長尾翔太、熊谷哲、土川忠浩、内平隆之、ツリーハウスを活用した里山環境

教育実践、日本環境教育学会 第 23 回大会(2012) 

 兵庫県立大学環境人間学部 EHC 学生団体の木の子は香寺町の里山において環境教育の実践を行って

いる。その取り組みのシンボルとしてツリーハウスを製作した。このシンボルを中心にいくつかの環境

学習プログラムを実施し、その成果を報告した。 

 

４．Sugiyama, Y., Hatcher, P. G., Sleighter, R. L., Wada, C., Hashida, S., Kumagai, T., Mitamura, 

O., Nakano, S., Mimura, T., Sato, Y., Watanabe, Y., Drucker, V., Fialkov, A., Sugiyama, M.: 

Dissolved Organic Matter Dynamics in River Yenisei  
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Studied by Ultrahigh Resolution Mass Spectrometry, Aquatic Sciences Meeting 2012, Association 

for the Science of Limnology and Oceanography, 大津 (2012) 

杉山裕子の項を参照 

 

５．杉山 裕子, Patrick Hatcher, Rachel Sleighter, 和田 千弦, 橋田 紳乃介, 熊谷 哲, 中野 伸一, 

三村 徹郎, 渡辺 泰徳, 佐藤 泰哲, Valentin Drucker, Vladimir Fialkov, 杉山 雅人: バイカル湖・

エニセイ川流域における溶存有機物の遷移過程, 日本陸水学会第 77 回大会, 名古屋大学 (2012) 

杉山裕子の項を参照 

 

６．Hara, M., Ohashi, M., Piirainen, S., Kortelainen, P., Fin?r, L., Kumagai, T., Takahashi, 

K., Sugiyama, Y.: Changes in the Compositions of DOM in Forest Ecosystem Identified by using 

the Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry (FT-ICR MS), Aquatic Sciences 

Meeting 2012, Association for the Science of Limnology and Oceanography, 大津 (2012) 

杉山裕子の項を参照 

 

７．内海 理伽, 早川 和秀,藤嶽 暢英,高田 明弘,小島 礼慈,北野 史子,熊谷 哲,杉山 裕子: C18, DAX

固相抽出法によって分離された琵琶湖溶存有機物の分布と化学的特徴の比較, 日本陸水学会第 77 回大

会, 名古屋大学 (2012) 

杉山裕子の項を参照 

 

８．森谷美奈, 原都, 高橋勝利, 大手信人, 藤嶽暢英, 山瀬敬太郎, 大橋瑞江, 熊谷哲, 杉山裕子: 黒

ボク土壌森林内における溶存有機物の動態に関する研究, 日本陸水学会近畿支部会, 滋賀大学 (2013) 

内海 理伽, 早川 和秀,藤嶽 暢英,高田 明弘,小島 礼慈,北野 史子,熊谷 哲,杉山 裕子: C18, DAX 固

相抽出法による琵琶湖溶存有機物の分離と特徴の比較, 日本陸水学会近畿支部会, 滋賀大学 (2013) 

杉山裕子の項を参照 

 

９．Moritani, M., Ohashi, M., Hara, M., Takahashi, K., Ohte, N., Fujitake, N., Yamase, K., Kumagai, 

T., Sugiyama, Y.: Dissolved Organic Matter Dynamics in a Managed Japanese Cypress Forest, Aquatic 

Sciences Meeting 2012, Association for the Science of Limnology and Oceanography, 大津 (2012)  

杉山裕子の項を参照 

 

１０．早川和秀, 小島礼慈, 和田千弦, 杉山裕子, 熊谷哲: 琵琶湖水中の紫外吸収・蛍光物質の分布と

特性の評価, 日本陸水学会第 77 回大会, 名古屋大学 (2012) 

杉山裕子の項を参照 

 

【社会活動】 

講演活動 

放射線-正しい知識を身につけよう-（2012.6.21）木曜サイエンスサロン ：姫路科学館 

放射能と私たちのくらし～安全・安心な食生活について考えよう～ （2012.7.1） 

消費生活サポーター研修 ：兵庫県立丹波の森公苑 

子育てにおける放射能と環境問題（2012.11.2） 杉の子教室 ：姫路市立曽左幼稚園 

放射能と私たちのくらし～安全・安心な食生活について考えよう～ （2012.5.21） 

 西播磨消費生活センター ：西播磨総合庁舎 

国産の食べ物は安全！？私たちの吸っている空気は？この場所は？（2013.3.4） 
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ひめままさろん ：フィールステーション 

委員会等 

兵庫県西播磨地域ビジョン委員会専門委員、環境日記検討委員会委員長、中播磨 BDF 普及促進協議会会

長 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（基礎研究（C））「低炭素家庭を目指した環境教育に関する研究」 

平成23年度～25年度 研究費総額357万円 

 

 

 杉山 裕子                                   

【国際学会発表】 

M. Hara, M. Ohashi, S. Piirainen1, P. Kortelainen2, L. Finer1, T. Kumagai, K. Takahashi3, Y. 

Sugiyama: Changes in the Compositions of DOM in Forest Ecosystem Identified by using the Fourier 

Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry (FT-ICR MS), Aquatic Sciences Meeting 2012, 

Association for the Science of Limnology and Oceanography, Otsu, Japan, 2012 年 7 月  

1 Finish Forest Research Institute, 2 Finish Environment Institute, 3 産業技術総合研究所 

 

M. Moritani, M. Ohashi, M. Hara, K. Takahashi1, N. Ohte2, N. Fujitake3, K. Yamase4, T. Kumagai, 

Y. Sugiyama: Dissolved Organic Matter Dynamics in a Managed Japanese Cypress Forest, Aquatic 

Sciences Meeting 2012, Association for the Science of Limnology and Oceanography, Otsu, Japan, 

2012年7月 

1 産業技術総合研究所, 2 東大農学生命科学研究科, 3 神戸大農学研究科, 4 兵庫県農林水産技術総合

センター 

 

R. Utsumi, Y. Sugiyama, K. Hayakawa1, F. Kitano, R. Kojima, M. Hara, A. Takata2, N. Fujitake2: 

Comparison of Dissolved Organic Matter (DOM) in Lake Biwa Separated by C18 and DAX Solid Phase 

Extraction, Aquatic Sciences Meeting 2012, Association for the Science of Limnology and 

Oceanography, Otsu, Japan 2012年7月 

1 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター, 2 神戸大農学研究科 

 

K. Tsuda1, A. Takata1, K. Kozaki1, H. Shirai1, F. Kitano, M. Hara, R. Kozima, Y. Sugiyama, K. 

Hayakawa2, N. Fujitake1: Development and Application of a Method for Quantitative Analysis of 

Aquatic Humic Substances in Clear Water, Aquatic Sciences Meeting 2012, Association for the 

Science of Limnology and Oceanography, Otsu, Japan 2012年7月 

1 神戸大農学研究科, 2滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 

 

Y. Sugiyama, P. G. Hatcher1, R. L. Sleighter1, C. Wada, S. Hashida, T. Kumagai, O. Mitamura2, 

S. Nakano3, T. Mimura4, Y. Sato5, Y. Watanabe6, V.V. Drucker7, V.A. Fialkov8, M. Sugiyama9: 

Dissolved Organic Matter Dynamics in River Yenisei Studied by Ultrahigh Resolution Mass 

Spectrometry, Aquatic Sciences Meeting 2012, Association for the Science of Limnology and 

Oceanography, Otsu, Japan 2012 年 7 月 
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1 オールドドミニオン大学, 2 滋賀大教育学部, 3 京大生態学研究センター, 4 神戸大理学研究科, 5 山

形大理学部, 6 立正大地球環境学部, 7 ロシア科学アカデミー陸水学研究所, 8 バイカル博物館, 9 京

大人間・環境学研究科 

 

M. Ohnishi1, A. Anegawa1, R. Sasaki2, Y. Sugiyama, M. Yamazaki3, K. Aoki4, C. Shichijo1, H. Fukaki1, 

T. Mimura1: Post-genome analyses of plant intact vacuoles, International symposium of New 

Frontiers of Metabolism Research in Biomedical Sciences, Tokyo, Japan 2012年9月 

1 神戸大理学研究科, 2 かずさDNA研究所, 3 千葉大薬学研究科, 4 大阪府立大生命環境科学研究科 

 

C. Xu1, H. Chen2, Y. Sugiyama, S. Zhang1, H. LI1, C. Chuang1, K. A. Schwehr3, D. I. Kaplan2, P. 

G. Hatcher2, P. H. Santschi1: Novel Molecular-level Evidence of Iodine Binding to Natural Organic 

Matter from Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry, ASLO 2013 Aquatic 

Sciences Meeting, New Orleans, USA  2013 年 2 月 

1 テキサス A&M 大学, 2 オールドドミニオン大学, 3 Savannah River National Laboratory 

 

【国内学会発表】 

杉山 裕子, P.G. Hatcher1, R.L. Sleighter1, 和田 千弦, 橋田 紳乃介, 熊谷 哲, 中野 伸一2, 三

村 徹郎3, 渡辺 泰徳4, 佐藤 泰哲5, Valentin Drucker6, Vladimir Fialkov7, 杉山 雅人8 「バイカル

湖・エニセイ川流域における溶存有機物の遷移過程」 日本陸水学会第77回大会, 名古屋大学 2012年9

月 

 

内海 理伽, 早川 和秀 1, 藤嶽 暢英 2, 高田 明弘 2, 小島 礼慈, 北野 史子, 熊谷 哲, 杉山 裕子 「C18, 

DAX 固相抽出法によって分離された琵琶湖溶存有機物の分布と化学的特徴の比較」 日本陸水学会第 77

回大会, 名古屋大学 2012 年 9 月 [優秀ポスター賞受賞] 

1 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター, 2 神戸大農学研究科 

 

早川和秀 1, 小島礼慈, 和田千弦, 杉山裕子, 熊谷哲 「琵琶湖水中の紫外吸収・蛍光物質の分布と特

性の評価」 日本陸水学会第 77 回大会, 名古屋大学 2012 年 9 月 

1 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 

 

大西美輪 1, 姉川彩 1, 杉山裕子, 金谷重彦 2, 七條千津子 1, 深城英弘 1, 三村徹郎 1 「植物液胞のポス

トゲノム解析」 日本植物学会第 76 回大会, 兵庫県立大 2012 年 9 月 

1 神戸大理学研究科, 2 奈良先端科技大学院大学情報科学研究科 

 

森谷美奈, 原都, 高橋勝利 1, 大手信人 2, 藤嶽暢英 3, 山瀬敬太郎 4, 大橋瑞江, 熊谷哲, 杉山裕子 「黒

ボク土壌森林内における溶存有機物の動態に関する研究」 日本陸水学会近畿支部会, 滋賀大学 2013

年 3 月 

1 産業技術総合研究所, 2 東大農学生命科学研究科, 3 神戸大農学研究科, 4 兵庫県農林水産技術総合

センター 

 

内海 理伽, 早川 和秀1, 藤嶽 暢英2, 高田 明弘2, 小島 礼慈, 北野 史子, 熊谷 哲, 杉山 裕子 「C18, 

DAX固相抽出法による琵琶湖溶存有機物の分離と特徴の比較」 日本陸水学会近畿支部会, 滋賀大学 

2013年3月 

1 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター, 2 神戸大農学研究科 



エコシステム 

 128 

  

【国内招待講演】 

水圏に溶存する有機物の組成を探る, 第 1回環境科学セミナー, 兵庫県立大学環境人間学部, 2013年 2

月 22 日 

 

【社会活動】 

日本分析化学会近畿支部 幹事  

日本陸水学会近畿支部会庶務幹事 

日本腐植物質学会 会計監査 

 

【研究費取得状況】 

平成 24 年度-25 年度 日本学術振興会 2 国間交流事業 アメリカとの共同研究 (研究代表者)「土

壌・天然水における有機ヨウ素の生成と移動に関する研究」研究費総額 500 万円 

平成 24 年度-25 年度 科学研究費補助金挑戦的萌芽研究 (研究分担者 代表：鹿児島大学理工学部山

根正氣)「モンゴル西部の湖沼における湖岸性昆虫群集の起源 

平成 24 年度-26 年度 科学研究費補助金基盤研究 C (研究分担者 代表：滋賀県琵琶湖環境科学研究セ

ンター早川和秀)「湖沼に蓄積する難分解性溶存有機物の藻類影響評価試験法の開発」 

平成24年度-27年度 科学研究費補助金基盤研究A (研究分担者 代表：東京大学農学生命科学研究科大

手信人)「福島原発事故で沈着した137Csの集水域生態系における移動の実態把握とモデル化」 

 

 

 土川 忠浩                                 

【原著論文】 

藏澄美仁*1、土川忠浩、近藤恵美*2、石井仁*3 ほか、屋外環境における至適温熱環境域に関する研究、

人間と生活環境、19(2),115-127,2012.11 

*1 椙山女学園大学、*2 名古屋工業大学、*3 岐阜大学 

本研究の目的は、屋外環境における至適温熱環境の範囲を被験者実験を基に提案することである。実

験は、夏期と冬期の屋外温熱環境における人体の生理・心理的反応を求める実測を被験者 38 名を用い

て行った。延べ実測数は 906 条件であった。筆者らが提案する温熱環境指標 ETFe との関係を示し、そ

の有効性を検証した。 

 

【学術論文】 

田村康子、土川忠浩、堀慎輔、藏澄美仁*1、大和義昭*2、松原斎樹*3、堀越哲美*4、冬季の屋外移動時

における頸髄損傷者の生理・心理反応に関する研究、日本建築学会近畿支部研究報告集（環境系）、第

52 号 pp.245-248,2012.6  

*1 椙山女学園大学、*2 呉高専、*3 京都府立大学大学院、*4 名古屋工業大学大学院 

頸損者の日常生活・屋外温熱環境への適応反応を把握するために，冬季屋外環境における頸損者の心

理・生理反応を測定した．その結果，頸損者の耳内温は気温に影響されることがわかった．特に冬季屋

外環境における移動では耳内温が大きく低下し，屋外から室内に移動した際や飲食した後は耳内温が大

きく上昇していた． 

 

堀慎輔、土川忠浩、田村康子、藏澄美仁*1、大和義昭*2、松原斎樹*3、堀越哲美*4、屋外温熱環境設計

のための車いす乗車人体の日射投影面積の測定, 日本建築学会近畿支部研究報告集（環境系） 、第
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52 号 pp.289-292,2012.6  

*1 椙山女学園大学、*2 呉高専、*3 京都府立大学大学院、*4 名古屋工業大学大学院 

本研究では、屋外空間における日射の影響を評価する基礎的段階として、写真撮影法により投影面積

を測定し、投影面積率の算出を行なった。人体と直方体モデルにおける椅座位状態と車いす乗車状態に

ついて、方位(12 条件)、高度(6 条件) の組み合わせ計 72 条件について、各々の測定を行なった。ま

た、人体を部位毎に分割した投影面積率についても、算出を行なった。 

 

土川忠浩、石井仁*1、住宅模型による住環境教育用教材の開発、日本環境教育学会第２３回大会要旨集、

p.181、2012 年 8 月 

*1 岐阜大学 

 住まいの健康性・快適性と省エネルギーの両立は住環境教育の重要な課題のひとつである。特に東日

本大震災以降、節電策を含めた家庭での省エネルギーの実践が求められ、益々重要になってきていると

考えられる。こうした背景を鑑み、学校や地域社会での住環境に対する理解を補助するための教材を開

発するため、本研究では安価で拡張性のある住宅模型の試作を行う。さらに、単に定性的な特性のみな

らず、将来的にはパソコン等により定量的にも分析できるように模型素材の基本的な熱的性能（熱伝導

率）を実測により把握する。 

 

豊田光世、熊谷哲、土川忠浩、内平隆之、寺井正幸、長尾翔太、里山におけるツリーハウスを活用した

環境教育実践、日本環境教育学会第２３回大会要旨集、p.166、2012 年 8 月 

 

堀慎輔、土川忠浩、田村康子、服部託夢*1、屋外温熱環境下での車いす使用者の体温維持支援システム

構築 -日射受熱量算定のための人体投影面積の測定- 、日本福祉のまちづくり学会第 15 回大会概要集

2012 12E 

*1 奈良先端科学技術大学院大学 

本研究は、車いす使用者の外出や屋外活動を支援するため、屋外空間における車いす使用者の体温調

節反応の予測・提示を行なう体温調節モデルの開発を目的とする。今回は、屋外空間における車いす乗

車人体の日射の影響を評価するため、人体の立位・椅座位・車いす乗車状態の３条件における人体の全

身及び各部位毎の投影面積の測定を写真撮影法により行なった。 

 

田村康子、土川忠浩、堀慎輔、服部託夢*1、頸髄損傷者の冬季外出時における体温調節反応と温熱感覚、

日本福祉のまちづくり学会第 15 回大会概要集 2012 12E 

*1 奈良先端科学技術大学院大学 

本研究では頸髄損傷者の日常生活・屋外温熱環境への適応反応の把握を目的とし, 被験者( 頸損者) 

のスポーツ観戦に同行し、冬季屋外における体温( 耳内温) の測定と温熱感覚アンケートを実施した。

結果、耳内温は気温に影響され、特に冬季屋外環境における移動では耳内温が大きく低下し，屋外から

室内に移動した際や飲食した後は耳内温が大きく上昇していた．また，耳内温が大きく低下していても，

温熱感覚に顕著な反応はなかった． 

 

岩田三千子*1、 安部信行*2、 土川忠浩、 土田義郎*3、延原理恵*4、 村上泰浩*5、二井るり子*6、福

祉施設設計・評価のための総合的屋内環境指標構築に関する基礎的研究 その１ 調査概要・空気環

境・省エネルギーについて、日本福祉のまちづくり学会第 15 回大会概要集 2012 14E 

*1 摂南大学、*2 八戸工業大学、*3 金沢工業大学、*4 京都教育大学、*5 崇城大学、*6 奈良女子大学 

福祉施設設計・評価のための、光、音、温熱、空気などの建築環境工学的観点からの総合的な屋内環

境指標を構築することを目的に、現状の問題点や意識について施設側に対してアンケート調査を行った。
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その１では全体的な調査の概要を述べるとともに、空気環境および省エネルギー対策について、各種施

設のうち高齢者施設（N=99）における現状の問題点および改善策について結果を示す。概して、空気環

境に対する重要度は顕著に高く認識されていることが分かった。また、省エネルギー対策について、夏

は特にさまざまな工夫があることが分かった。 

 

安部信行*1、岩田三千子*2、土田義郎*3、土川忠浩、延原理恵*4、村上泰浩*5、二井るり子*6、福祉施

設設計・評価のための総合的屋内環境指標構築に関する基礎的研究 その２ 光環境について、日本福

祉のまちづくり学会第 15 回大会概要集 2012 14E 

*1 八戸工業大学、*2 摂南大学、*3 金沢工業大学、*4 京都教育大学、*5 崇城大学、*6 奈良女子大学 

本報では前報に続き、福祉施設側に対するアンケートから、各種施設のうち高齢者施設（N=99）につ

いて、実際に現場で生じている光環境の現状と問題点について考察する。光環境の調査項目は、明るさ、

自然採光、雰囲気、満足度・重要度、改善希望などである。光環境に対する重要度は非常に高く認識さ

れており、明るさや満足度に対する肯定的な回答率が高いことが分かった。 

 

土田義郎*1、安部信行*2、岩田三千子*3、土川忠浩、延原理恵*4、村上泰浩*5、二井るり子*6、福祉施

設設計・評価のための総合的屋内環境指標構築に関する基礎的研究 その３ 音環境について、日本福

祉のまちづくり学会第 15 回大会概要集 2012 14E 

*1 金沢工業大学、*2 八戸工業大学、*3 摂南大学、*4 京都教育大学、*5 崇城大学、*6 奈良女子大学 

本報では前報に続き、各種福祉施設職員に対するアンケートから、高齢者施設（N=99）、知的障がい

者施設（N=29）について、実際に現場で生じている音環境の現状と問題について考察する。音環境に関

する調査項目から室内のうるささ、放送の聞き取りやすさ、音響的改善に対する要望を分析したところ、

音の問題について施設職員は認識しているが、それに対する妥当な解決手段を提起できない可能性が高

いことが示された。 

 

土川忠浩、岩田三千子*1、 安部信行*2、土田義郎*3、延原理恵*4、 村上泰浩*5、二井るり子*6、福祉

施設設計・評価のための総合的屋内環境指標構築に関する基礎的研究 その４ 温熱環境について、日

本福祉のまちづくり学会第 15 回大会概要集 2012 14E 

*1 摂南大学、*2 八戸工業大学、*3 金沢工業大学、*4 京都教育大学、*5 崇城大学、*6 奈良女子大学 

本報では前報に続き、福祉施設側に対するアンケートから、各種施設のうち高齢者施設（N=99）につ

いて、温熱環境に関する現状の把握を行う。温熱環境の調査項目は、温熱感、快適感、満足度・重要度、

設定温度・湿度、改善希望などである。利用者の滞在時間が比較的長時間となると考えられる食堂、談

話室、居室では、温冷感、快適感、温冷感満足度の評価が高かった。冬季よりも夏季の温熱環境に対す

る不満がやや多かった。 

 

堀慎輔、土川忠浩、田村康子、藏澄美仁*1、大和義昭*2、松原斎樹*3、堀越哲美*4、屋外温熱環境評価･

設計のための人体の日射投影面積の測定、日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）、環境工学 II,56-57, 

2012 年 8 月 

*1 椙山女学園大学、*2 呉高専、*3 京都府立大学大学院、*4 名古屋工業大学大学院 

本研究では、屋外空間における日射の影響を評価する基礎的段階として、投影面積率の算出を行なっ

た。人体の投影面積率は方位角や高度角の他に、椅子・車いすの形状、姿勢による影響を受けることが

考察された。 今後は、車いす座面と人体の熱交換や地表面からの照り返し熱による影響、人体を皮膚

分節( デルマトーム)分割した投影面積率について考察していく。 

 

田村康子、土川忠浩、堀慎輔、藏澄美仁*1、大和義昭*2、松原斎樹*3、堀越哲美*4、建築空間設計にお
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ける頸髄損傷者のための深部温予測に関する研究、日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）、環境工

学 II,58-59, 2012 年 8 月 

*1 椙山女学園大学、*2 呉高専、*3 京都府立大学大学院、*4 名古屋工業大学大学院 

自律神経障害によって体温調節機能に障害をもつ頸髄損傷者を対象とした，深部温予測・表示モニタ

を作成するために，人工気候室での定常温熱環境条件で実験をし，深部温代用測定部位の検討を行った．

その結果，断熱皮膚温は定常暑熱環境条件において，深部温代用測定部位として有用であると判明した．

その中でも下腿前の断熱皮膚温が手背，前腕よりも有用性が高いことがわかった．また車いす接触部温

度の中では，座面温度が定常温熱環境条件における深部温代用測定部位として有用性が高いことがわか

った． 

 

安部信行*1、 岩田三千子*2、延原理恵*3、 村上泰浩*4、土田義郎*5、土川忠浩、二井るり子*6、福祉

施設の屋内環境設計に向けたアンケート調査 その１調査概要及び光環境について、日本建築学会大会

学術講演梗概集（東海）、環境工学 II,1036-1037, 2012 年 8 月 

*1 八戸工業大学、*2 摂南大学、*3 京都教育大学、*4 崇城大学、*5 金沢工業大学、*6 奈良女子大学 

本報では、高齢者施設の光環境に対するアンケート結果の概要を示した。光環境に対する重要度は非

常に高く認識されているとともに、現状では明るさや満足度に対する肯定的な回答率が高かった。 

 

土田義郎*1、安部信行*2、 岩田三千子*3、延原理恵*4、 村上泰浩*5、土川忠浩、二井るり子*6、福祉

施設の屋内環境設計に向けたアンケート調査 その２音環境について、日本建築学会大会学術講演梗概

集（東海）、環境工学 II,1038-1039, 2012 年 8 月 

*1 金沢工業大学、*2 八戸工業大学、*3 摂南大学、*4 京都教育大学、*5 崇城大学、*6 奈良女子大学 

各種施設のうち、成人施設と知的障がい者施設においてうるささ、聞き取りにくさに関わる問題が存

在することがわかった。しかし、施設職員は妥当な解決手段を設定できない事が示された。よりよい施

設設計には、建築音響の専門家が関与することが必要であるといえる。 

 

岩田三千子*1、安部信行*2、延原理恵*3、 村上泰浩*4、土田義郎*5、土川忠浩、二井るり子*6、福祉

施設の屋内環境設計に向けたアンケート調査その３温熱環境及び空気環境について、日本建築学会大会

学術講演梗概集（東海）、環境工学 II,1040-1041, 2012 年 8 月 

*3 摂南大学、*2 八戸工業大学、*3 京都教育大学、*4 崇城大学、*5 金沢工業大学、*6 奈良女子大学 

本報では高齢者施設の温熱環境と空気環境に対するアンケート結果概要を示した。温熱環境について

は食堂・居室などの主たる生活場所はほぼ適切との回答が多かった。空気環境では、湿気に関する項目

や臭いに対する指摘が比較的多く改善希望項目としても指摘が多かった。 

 

室 恵子*1、兼子朋也*2、土川 忠浩、 齋藤輝幸*3、梅宮典子*4、長野和雄*5、温冷感尺度の構成に関

する基礎的検討－ 大学生を対象とした冬期における調査結果 －、日本建築学会大会学術講演梗概集

（東海）、環境工学 II,363-364, 2012 年 8 月 

*1 足利工業大学、*2 関東学院大学、*3 名古屋大学大学院、大阪市立大学、奈良女子大学 

本報では，大学生を対象として冬期にアンケートを実施し、寒暑涼暖の語（以下，温熱評価語）に関

する寒暑および快適の程度、並びに、程度の副詞による用語間の間隔等について確認した結果を示す。

冬期における温熱評価語の使用状況と各語に対する意味づけを確認した。夏期についても同様の調査を

行ない、温冷感測定のための適切な尺度構成を検討していく。 

 

田村康子、土川忠浩、堀慎輔、藏澄美仁*1、大和義昭*2、松原斎樹*3、堀越哲美*4、冬季屋外移動時に

おける頸髄損傷者の深部温予測に関する研究、日本生気象学会雑誌、49(3),S46,2012 
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*1 椙山女学園大学、*2 呉高専、*3 京都府立大学大学院、*4 名古屋工業大学大学院 

自律神経に障害をもつ頸髄損傷者( 以下, 頸損者) に対して，著者らは体温予測提示システム開発の

ために, 人工気候室において，頸損者に負担の少ない深部温代用部位の検討を行ってきた 1)2)．本報

では冬季屋外環境における頸損者の深部温代用部位を検討した。本報では，冬季屋外環境において，頸

損者の負担が少ない深部温代用部位を検討した．その結果，座面温度が深部温指標として用いられるこ

とが示唆された。 

 

堀慎輔、土川忠浩、田村康子、藏澄美仁*1、大和義昭*2、松原斎樹*3、堀越哲美*4、車いす使用者の主

体的行動を支援する体温予測提示システムの開発に関する研究、日本生気象学会雑誌、49(3),S47,2012 

*1 椙山女学園大学、*2 呉高専、*3 京都府立大学大学院、*4 名古屋工業大学大学院 

 人体各部位の生理反応を体温調節モデル計算により予測し、予測結果を提示する体温予測提示システ

ムの開発行なった。このシステムでは、任意の時刻の体温分布を視覚的に確認することができる。現在

は予測の設定条件を任意の値で設定するようにしているが、今後は、実測値( 人体各部位の温度, 気温, 

湿度, 気流速, 放射温度等) を直接システムに入力し、リアルタイムで予測値を 

提示できるようにする予定である。また、温熱感覚等の個人差把握による温熱適応プロフィールの作成

を行ない、予測制度の向上についても検討していく。 

 

堀慎輔、土川忠浩、田村康子、服部託夢*1、藏澄美仁*2、大和義昭*3、松原斎樹*4、堀越哲美*5、頸髄

損傷者の夏季屋外外出における体温調節反応の予測に関する研究、第 36 回人間－生活環境系シンポジ

ウム報告集、人間-生活環境系学会、pp.45-46,2012.12 

*1 奈良先端科学技術大学院大学、*2 椙山女学園大学、*3 呉高専、*4 京都府立大学大学院、*5 名古屋

工業大学大学院 

本報では、車いす使用者の体温調節モデルによる計算値と被験者実測値( 頸髄損傷者を対象とした夏

季屋外外出にみられる体温調節反応の測定実験) との比較を行い、モデルの予測精度について検討を行

う。体温調節モデルによる計算値( 頭部深部温度) と被験者実測値( 耳内温) の変動量を比較したとこ

ろ、屋外移動時において、計算値と実測値には差がみられた。非定常温熱環境である屋外空間における

頸髄損傷者の体温調節反応を予測するには、被験者の行動および気流を考慮したモデルについて検討す

る必要があるということが考察された。 

 

田村康子、土川忠浩、堀慎輔、服部託夢*1、藏澄美仁*2、大和義昭*3、松原斎樹*4、堀越哲美*5、夏季

屋外外出時における頸髄損傷者の生理・心理反応に関する研究、第 36 回人間－生活環境系シンポジウ

ム報告集、人間-生活環境系学会、pp.161-164,2012.12 

*1 奈良先端科学技術大学院大学、*2 椙山女学園大学、*3 呉高専、*4 京都府立大学大学院、*5 名古屋

工業大学大学院 

本研究では，頸髄損傷者( 以下，頸損者) の屋外環境への生理・心理反応を把握するために，夏季屋

外における深部温 ( 耳内温) の測定と主観申告記録を行った. 被験者は自立生活をしている男性 1 

名を対象とし，深部温 ( 耳内温) は被験者の自宅から屋外競技場( 自宅から直線距離で約 40km) での

スポーツ観戦を経て，帰宅するまでほぼ連続的に測定した. 主観申告記録は，被験者の移動時に行った. 

その結果，本報では冬季屋外外出時と比べ，耳内温の変動があらわれなかったが，頸損者の耳内温は気

温に影響されることが示唆された．また温冷感について，耳内温の変動に応じて変動しておらず，温冷

感を感じにくいことがうかがえた． 

 

堀慎輔、土川忠浩、田村康子、服部託夢*1、藏澄美仁*2、大和義昭*3、松原斎樹*4、堀越哲美*5、都市・

建築空間における車いす使用者の主体的行動支援のための体温予測に関する研究、第 35 回情報･システ
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ム･利用･技術シンポジウム論文集、日本建築学会情報システム技術委員会、pp.283-286,2012.12 

*1 椙山女学園大学、*2 呉高専、*3 京都府立大学大学院、*4 名古屋工業大学大学院、 

本報では、車いす使用者のための体温調節モデルの熱収支式に日射受熱量の項を与え、被験者実測値

と体温調節モデル計算値との比較を行った。被験者実測において、被験者は使い捨てカイロの貼付や食

事等により、低温環境での外出にも関わらず耳内温が比較的安定していた。そのため、モデル計算値と

の差がみられたと考察された。また、車いす使用者の主体的行動及び介助者の介助行動の促進を支援す

るような体温予測提示システムについての報告を行なった。 

 

【社会活動・講演等】 

招待講演 

NPO 法人バイオクリマ研究会、バイオクリマ研究会 第 16 回研究成果発表会、2013 年 3 月 2 日 

講演題目：体温調節障碍者の主体的行動を促進・支援する人体－福祉機器－環境の連携 －「バイオク

リマティック・デザイン」への期待－ 

 体温調節が困難となっている環境弱者（障碍者等）にとって、体温調節に対する不安は主体的な意欲

や行動を抑制してしまう。だが「環境弱者」を見つめることで新しいコンセプトや未来を考えることに

つながり、そしてバイオクリマティック・デザインの役割が期待される。 

 

 

 中嶌 一憲                                  

【著書】 

東北大学生体適応グローバル COE 編、『生体適応科学: 自然のしくみを活かし、持続可能な未来を拓く』、

日経 BP 社、2013 年 2 月 

http://gema.biology.tohoku.ac.jp/textbook/ 

 本書は、生物システムや生態系が本来持っている適応力のメカニズム(自然がうまく機能し続けられ

るしくみ)を活かすことで、持続可能な社会を目指す学際的な学問領域としての生態適応科学の体系化

を試みたものである。その中で、「第 8 章 生態適応科学における経済評価」を野原克仁(北星学園大学

経済学部)と共同執筆した。 

 

【学術論文】 

阪田和哉*、瀧本太郎**、中嶌一憲、生川雅紀***、坂本直樹****、阿部雅浩*****、「「心拍再開」の内

生性を考慮したウツタイン統計データによる救命曲線の推定」『 Faculty of Economics Kyushu 

University Discussion Paper』、No.2012-1、pp.1-21、九州大学、2012 年 9 月 

https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/handle/2324/25222 

*宇都宮大学大学院工学研究科、**九州大学大学院経済学研究院、***岡山大学大学院社会文化科学研究

科、****東北文化学園大学総合政策学部、*****東北大学大学院経済学研究科 

 本論文では、2008 年度のウツタイン統計データを用いて、救急活動の時間が心肺停止傷病者の 1 ヵ

月以内死亡確率に与える影響を分析するために、2 方程式プロビット・モデルを用いて救命曲線の推定

を行った。分析結果として、心拍再開がない場合では、接触から病院収容までの時間が 10 分を超える

と 1 ヵ月以内死亡確率は 80％を超えること、心拍再開があった場合では病院収容までに 30 分かかった

としても 1 ヵ月以内死亡確率は 30％程度であることを明らかにした。また、救急活動の際に、除細動

が実施されたケースでどの程度リスク削減効果があったのかを推定することにより、市民による除細動

実施の期待限界効果は、心肺停止時の目撃の有無に関わらず救急救命士による除細動の約 2 倍であるこ

とがわかった。 
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坂本直樹*、中嶌一憲、「旅行費用法と整合的な応用一般均衡モデルの開発」『土木学会論文集 G(環境)』

Vol.68、No.6、(環境システム研究論文集 第 40 巻)、pp.II_217-II_228、土木学会、2012 年 10 月 

*東北文化学園大学総合政策学部 

 本研究では、旅行費用法において用いられるレクリエーション需要関数に関して積分可能性問題を解

くことにより、気候変動により被害を受ける環境質を独立変数として持つ効用関数を導出し、その効用

関数を統合した応用一般均衡モデルの理論的枠組みを開発することを目的とする。また、本研究は日本

全国の砂浜を対象として、砂浜浸食シナリオを用いた数値実験により、本研究で開発したモデルの挙動

を確認し、実証分析への適用可能性を示す。 

 

中嶌一憲、「文理融合型学部のアウェイ: 環境経済学における基礎から応用への橋渡し」『2012 年度第

18 回 FD フォーラム『学生が主体的に学ぶ力を身につけるには』レジュメ・資料集』pp.6.6-6.7、2013

年 2 月 

 本報告は、文理融合型学部での「アウェイ」環境下における環境経済学の講義事例を報告するもので

ある。以下では、兵庫県立大学環境人間学部の特徴、文理融合型学部での専門分野の「アウェイ」、そ

してこのような状況下での講義事例を順に概説する。なお、本報告は、一般教養科目の中で専門分野と

関連が分かり難い科目という観点からは異なるものの、幅広い専門領域を抱える文理融合型学部におけ

る特定専門分野という観点からは同じである。 

 

井関崇博、豊田光世、中嶌一憲、三宅康成、山村充、「地域連携による初年次教育プログラムの実践的

研究: 学生による地域プロモーションビデオ制作」『兵庫県立大学環境人間学部研究報告』第 15 号、

pp.15-25、兵庫県立大学、2013 年 3 月 

本研究では、学生が地域プロモーションビデオを制作するという初年次教育プログラムを構築し、そ

れを兵庫県立大学環境人間学部の基礎ゼミ b において実施し、その有効性や課題を、プログラム終了時

点での参加学生や来場者の意識をもとに検証する。 

 

【報告書】 

大野栄治(研究代表者)*、森杉雅史*、坂本直樹**、中嶌一憲、森杉壽芳***、「温暖化適応政策による地

域別・部門別の受益と負担の構造に関する研究」『平成 24 年度環境研究総合推進費 S-8 温暖化影響評

価・適応政策に関する総合的研究 研究報告書』2013 年 3 月 

*名城大学都市情報学部、**東北文化学園大学総合政策学部、***一般財団法人日本総合研究所 

 本報告書は、平成 24 年度における当該研究課題に関する研究成果を取りまとめたものである。本研

究課題では、温暖化自体および温暖化対策（緩和政策・適応政策）に関するトップダウン型の全国影響

評価を動学的・空間的応用一般均衡モデル（Dynamic and Spatial Computable General Equilibrium 

Model: DSCGE モデル）で展開することを最終目的とする。本年度の研究成果は①温暖化被害評価の精

緻化、②温暖化被害関数の開発、③空間的応用一般均衡モデルの開発、④温暖化適応政策に関する代替

案の設定とする 4 点である。 

 

林山泰久(研究代表者)*、阪田和哉**、坂本直樹***、瀧本太郎****、稲垣雅一*****、奥山忠裕******、

中嶌一憲、野原克仁*******、阿部雅浩*、「高速道路利用による地域固有遺産の価値認識向上に関する

研究: 東北地域の観光復興による地域活性化」『高速道路関連社会貢献協議会平成 24 年度研究助成成果

報告書』2013 年 3 月 

*東北大学大学院経済学研究科、**宇都宮大学大学院工学研究科、***東北文化学園大学総合政策学部、

****九州大学大学院経済学研究院、*****東北大学大学院生命科学研究科、******長崎県立大学経済学
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部、*******北星学園大学経済学部 

 本報告書は、平成 24 年度における当該研究課題に関する研究成果を取りまとめたものである。本報

告書では、観光を通じた東北地方の活性化を意図して、東北地方を訪れる観光客の観光満足度、東北地

方への再来訪の可能性、東北地方の地域固有遺産への認識形成に関して、特に高速道路の利用に着目し

た定量的な分析を行うことを目的とする。本年度の研究成果は、①順序型プロビット・モデルによる来

訪者の満足度分析、②訪問需要関数の推定と高速道路利用の便益計測、③共分散構造モデルによる訪問

者の価値認識向上に関する分析、とする 3 点である。 

 

井関崇博、豊田光世、中嶌一憲、三宅康成、山村充、『平成 24 年度姫路プロモーションビデオ制作プロ

ジェクト報告書』、兵庫県立大学環境人間学部、2013 年 3 月 

 本報告書は、兵庫県立大学環境人間学部における 2012 年度の「姫路プロモーションビデオ制作プロ

ジェクト」の記録と評価をまとめたものである。 

 

【口頭発表】 

中嶌一憲、経済分析、東北大学生態適応グローバル COE 生態環境人材育成プログラム(PEM) 環境学実践

マネジメント講座 生態環境ソリューション科目 環境マネジメント手法、東北大学大学院生命科学研究

科、2012 年 12 月 15 日 

 環境影響の経済分析では、市場では反映されない環境変化を貨幣価値で計測することによって評価を

行う。その評価手法として、旅行費用法、仮想市場評価法、コンジョイント分析、ヘドニック価格法、

応用一般均衡分析などが挙げられる。これらに関して事例と共に説明を行った。 

 

中嶌一憲、文理融合型学部のアウェイ: 環境経済学における基礎から応用への橋渡し、2012 年度第 18

回 FD フォーラム『学生が主体的に学ぶ力を身につけるには』: 第 6 分科会『「アウェイ」で教える教養

科目』、立命館大学衣笠キャンパス敬学館地下 1 階 217、2013 年 2 月 24 日 

 前掲「文理融合型学部のアウェイ: 環境経済学における基礎から応用への橋渡し」参照 

 

【学会口頭発表】 

中嶌一憲、坂本直樹*、旅行費用法と整合的な応用一般均衡モデルの開発: 気候変動による砂浜浸食の

経済評価、第 45 回土木計画学研究発表会(春大会)、京都大学、2012 年 6 月 3 日 

*東北文化学園大学総合政策学部 

本研究は、気候変動による自然環境への変化が及ぼす経済的影響を計測するために、旅行費用法にお

けるレクリエーション需要関数から環境質を独立変数として持つ効用関数を導出することによって、そ

の効用関数を統合した応用一般均衡モデルの理論的枠組みを示し、砂浜浸食シナリオを用いた数値実験

によってモデルの挙動を確認した。 

 

阪田和哉*、坂本直樹**、中嶌一憲、阿部雅浩***、草野秀平*、高速道路整備による死亡リスク削減便

益の計測: 栃木県真岡市におけるケーススタディ、第 45 回土木計画学研究発表会(春大会)、京都大学、

2012 年 6 月 3 日 

*宇都宮大学大学院工学研究科、**東北文化学園大学総合政策学部、***東北大学大学院経済学研究科 

本研究は、疾病・事故により発生する死亡リスクを道路整備によって削減することを念頭に、道路交

通による高次医療施設へのアクセス性の向上効果を「死亡リスク削減便益」と定義し、その計測を試み

る。本研究では、ケーススタディとして、北関東自動車道整備が栃木県真岡市の住民にもたらした死亡

リスク削減便益を計測し、その大きさは年間約 7～約 12 百万円との結果を得た。 
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中嶌一憲、坂本直樹*、気候変動による砂浜浸食の一般均衡論的影響の計測、環境経済・政策学会 2012

年大会、東北大学、2012 年 9 月 16 日 

*東北文化学園大学総合政策学部 

本研究では、(1)旅行費用法におけるレクリエーション需要関数から効用関数を導出し、理論的整合

的に応用一般均衡モデルに組み込むことにより、環境質の変化による一般均衡分析のための応用一般均

衡モデルの開発、(2)部分均衡アプローチでは捉えられない環境質の変化による合成財価格の変化およ

び所得の変化を反映した厚生分析が可能であることの 2 点を明らかにした。 

 

坂本直樹*、中嶌一憲、旅行費用法と整合的な応用一般均衡モデルの開発、第 40 回環境システム研究論

文発表会、和歌山大学、2012 年 10 月 21 日 

 前掲「旅行費用法と整合的な応用一般均衡モデルの開発」参照 

*東北文化学園大学総合政策学部 

 

中嶌一憲、坂本直樹*、旅行費用法と整合的な応用一般均衡モデルの開発: 二酸化炭素排出量の導入、

応用地域学会 2012 年度第 26 回研究発表会、青森公立大学、2012 年 11 月 18 日 

*東北文化学園大学総合政策学部 

本研究では、旅行費用法において用いられるレクリエーション需要関数に関して積分可能性問題を解

くことにより、気候変動により被害を受ける環境質を独立変数として持つ効用関数を導出し、その効用

関数を統合した応用一般均衡モデルの枠組みを基本として、環境質の変化が二酸化炭素排出量に与える

影響を評価することを目的とする。 

 

【社会活動】 

環境経済・政策学会 2012 年大会実行委員 

 

【研究費取得状況】 

環境省環境研究総合推進費 S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究（研究代表者：三村信男

（茨木大学））「温暖化適応政策による地域別・部門別の受益と負担の構造に関する研究（研究代表者：

大野栄治（名城大学））」、研究分担者 平成 22 年度～24 年度、研究費総額 3,000 万円 

(財)高速道路調査会 高速道路関連社会貢献協議会研究助成「高速道路利用による地域固有遺産の価値

認識向上に関する研究: 東北地域の観光復興による地域活性化（研究代表者: 林山泰久(東北大学)）」、

研究分担者 平成 24 年度 研究費総額 440 万円 

 

【その他】 

平成 23 年度 道路と交通論文賞、公益財団法人高速道路調査会、2012 年 5 月 

(坂本直樹(東北文化学園大学総合政策学部)、阪田和哉(宇都宮大学大学院工学研究科)と共に受賞) 

 

 

 原田 一宏                                 

【著書】 

原田一宏（2012）「村の救世主サトウヤシ」『月刊みんぱく』編集部編『食べられる生きものたち 世

界の民族と食文化 48』丸善出版, 76-77 
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【学術論文】 

Harada, K. and Wiyono* (2013) Certification of a community-based forest enterprise for 

improving institutional management and household income: A case from Southeast Sulawesi, 

Indonesia. Small-scale Forestry, online first. 

 *Vocational school, Gadjah Mada University   

 

Ratsimbazafy, L. C., Harada, K. and Yamamura, M. (2012) Forest resources use, attitude, and 

perception of local residents towards community based forest management: Case of the Makira 

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) Project, Madagascar. 

Journal of Ecology and the Natural Environment, 4(13): 321-332. 

 

【報告書, 紀要】 

原田一宏（2013）『グローバル下でのアグロフォレストリーの変容と生態系に調和した地域社会の創

出―インドネシアにおけるフェアトレードコーヒー栽培を例として』公益財団法人アサヒグループ学

術振興財団研究助成報告, 191-202. 

 

原田一宏（2012）『インドネシアのコーヒー生産者組合への国際支援活動』JICA グローバル教育コン

クール 2012, 10p. 

 

【学会発表】 

原田一宏, Wiyono（2012）「コミュニティへのフェアトレードコーヒー栽培導入の現状と課題―イン

ドネシア・北スマトラ州の生産者組合の事例」第 22 回日本熱帯生態学会年次大会（宇都宮大学）2012

年 6 月 17 日  

 

【公開セミナー, シンポジウム, 研究会】 

Isshiki, E., Inui, T., Konaka, Y., Sakata, Y., and Harada, K. (2012) Students' Grass-root 

Activities for Supporting a Coffee Producers' Cooperative- Experiences in North Sumatra, 

Indonesia. The 20th International Joint Seminar between University of Hyogo & Dong-A University, 

Two Cultures-Humanities and Sciences, University of Hyogo, 3rd of November, 2012.  

 

原田一宏（2012）「フェアトレードはコーヒー生産者組合の生産力向上の動機づけとなるのか―研究

と実践からわかったこと―」（ポスター発表）兵庫県立大学シンポジウム―知の融合で切り拓け！新

たな産学公連携―、イーグレひめじ、平成 24 年 9 月 24 日 

 

原田一宏（2012）「グローバルな森林保全のための法制度に対応したローカルな森林管理―インドネ

シアの REDD+、フェアトレードコーヒー、森林認証制度をもとに」、第 28 回アブラヤシ研究会、同志

社大学、2012 年 7 月 21 日 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金、基盤研究 A（一般）（分担）（2012 年 4 月～2015 年 3 月）『新時代に対

応した参加型森林管理の制度設計』2012 年度分 141 万円 

文部科学省科学研究費補助金、基盤研究 A（海外）（分担）（2010 年 4 月～2014 年 3 月）『ジャワ島中

部ソロ川上中流域における地域資源適正利用による環境創造型農村空間の構築』2012 年度分 47 万円 

文部科学省科学研究費補助金、基盤研究 C（一般）（代表）（2011 年 4 月～2014 年 3 月）『東南アジ
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アの熱帯林保全と地域社会の貧困緩和が実現可能な気候変動対策モデルの構築』2012 年度分 60 万円 

 

【社会活動】 

インドネシアのコーヒー生産者組合支援活動（姫路のはまもとコーヒーとの共同企画として、インド

ネシアのリントンマンデリンコーヒーを店内で提供してもらい、その売り上げの一部でコーヒー生産

者組合の活動を支援している） 

 

【学会等活動】 

International Journal of Social Forestry, Peer Reviewer 

 

【その他】 

JICA グローバル教育コンクール 2012 入選 

 

 

 深江 亮平                                 

【学術論文】 

Takehiko Midorikawa, Olayide Samuel Lawal, Yosiko Sasaki, Ryohei Fukae  

Structure and Physical Properties of Gelatin Fibers Prepared by Gel-Spinning in Ethylene Glycol 

J Appl Polym Sci 125: E332–E338, 2012 

ABSTRACT: Gelatin fibers were produced by gel-spinning using ethylene glycol as the solvent. 

Gelation conditions, drawing temperature, and draw ratio were studied. Physical properties of 

the fibers were characterized by mechanical tests, thermal analysis, X-ray diffractometry, and 

scanning electron microscopy. The mechanical strength of the fibers increased with increased 

draw ratio. The gelatin fiber prepared by extrusion of the gelatin (15 wt %)/ethylene glycol 

into methanol at 20°C and drawn up to seven times its original length at 5°C had the highest 

tensile strength (405 MPa), a Young’s modulus of 11 GPa, and a storage modulus of 7.9 GPa at 

200°C. Remarkable differences were observed between the morphology of the undrawn and the drawn 

fibers. The results show that a gelatin fiber with very good mechanical properties can be prepared 

using ethylene glycol as the dispersion medium. 

 

M. Kondo, M. Takemoto, T. Matsuda, R. Fukae, N. Kawatsuki  

Photomobile Polymers from Commercially Available Compounds: Photoinduced Deformation of 

Side-Chain Polymers Containing Hydrogen-Bonded Photoreactive Compounds 

Polymer, J. 44, 410-414, 2012 

ABSTRACT: A photomobile polymer fiber containing anthracene carboxylic acid was prepared from 

a mixture of commercially available compounds and the photomechanical effects of the fiber were 

investigated. Upon exposure to UV light, the fiber bent toward the actinic light source owing 

to photodimerization of the anthracene unit, which is similar to that for anthracene side-chain 

polymers. In addition, the photomechanical properties of the fiber were significantly enhanced 

by the introduction of liquid-crystalline (LC) properties through the addition of low molecular 

weight LC acids. 
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【特許】 

特許 研磨材及びその製造法 

特許 第 5220282 号 （平成 25 年 3 月 15 日） 発明者 深江、横田 

特許権者 兵庫県、三菱電機株式会社、旭陽化学工業 

 

【研究費取得状況】 

共同研究費（ダイネン株式会社） 「未利用バイオマス資源の有用化」 60万円 

研究助成金（旭陽化学工業株式会社）80万円 

 

 

 福島 徹                                    

【学術発表】 

大江達也、福島徹、「地区計画制度の活用実態と課題について－姫路市地区計画を事例として－」、

2012 年度日本都市計画学会関西支部研究発表会講演概要集 Vol.10 pp.45-48、2012 年 7 月 

入江菜穂子、福島徹、「地方自治体の夜間景観施策の内容について」、2012 年度日本都市計画学

会関西支部研究発表会講演概要集 Vol.10 pp.25-28、2012 年 7 月 

立花晃、福島徹、「我が国における創造都市政策の現状とその特性に関する比較考察」、2012 年

度日本計画行政学会全国大会研究報告要旨集 pp241-244、2012 年 9 月 

 

【書評】 

福島徹、「『支援力』と『受援力』に着目した広域支援活動を検証」，都市計画 Vol61/No.5 pp94-95，

2012 年 10 月 

 

【講演】 

福島徹、「策定事例に見る地区計画の使われ方」、兵庫県地区計画推進協議会総会、2012 年 7 月 

 

【社会活動】 

講義：「都市防災」、舞子高校、2012 年 11 月 

姫路市都市計画審議会会長，尼崎市都市計画審議会会長、姫路市事業評価監視懇話会会長、たつの市ま

ちづくり交付金評価委員会委員長、神戸市交通事業審議会委員、西播磨福祉有償運送運営協議会会長、

NPO 法人ひょうごまちづくりフォーラム理事長、姫路市農業振興地域整備促進協議会委員、兵庫県まち

づくり技術センター顧問、高砂市地域公共交通会議オブザーバー、日本都市計画学会会長アドバイザリ

ー会議委員、日本都市計画学会関西支部顧問、日本都市計画学会関西支部東日本大震災復興都市づくり

特別委員会副委員長 

 

 

 松本 滋                                      
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 三田村 哲哉                                

【著書】 

小林克弘、三田村哲哉、角野渉『建築転生 世界のコンバージョン建築 II』鹿島出版会、2013年3月。 

本書は、科研費（基盤B）「コンバージョン建築海外事例の開拓とデータベースの拡充およびデザイン

手法の分析」に基づいて2010年度から2013年度までの間に実施したイギリス、スペイン、デンマーク、

スウェーデン、オーストリア、スイス、ノルウェー、オランダ、ベルギー、中国ほかのコンバージョン

建築の成果の一部をまとめたものである。 

 

【学術論文】 

Sho KADONO, Katsuhiro KOBAYASHI, Tetsuya MITAMURA, “A Study on Design Methods of Recent 

Architectural Conversion in New York”, The 9th International Symposium on Architectural 

Interchanges in Asia, Korea: Architectural Institute of Korea, October 2012, pp.169-172. 

 本論は、近年のアメリカ・ニューヨークにおけるコンバージョン建築を収集し、その設計手法を解明

したものである。 

 

角野渉、小林克弘、三田村哲哉「コペンハーゲンにおけるコンバージョン建築のデザイン手法と都市的

背景」『日本建築学会計画系論文集』日本建築学会、第678号、1983-1990頁。 

 本論は科研費（基盤B）「ンバージョン建築海外事例の開拓とデータベースの拡充およびデザイン手法

の分析」に基づいて実施したコペンハーゲンにおけるコンバージョン建築に関する文献調査および実地

調査の成果の一部をまとめたものである。 

 

三田村哲哉「カサブランカにおけるアール・デコの建築に関する考察－モロッコにおけるアンリ・プロ

ストの都市計画とアール・デコの建築 その１－」『日本建築学会大会講演梗概集F-2建築歴史・意匠』

日本建築学会、2012年8月、587-588頁。 

 本論は科研費（若手B）「モロッコにおけるアンリ・プロストの都市計画とアール・デコの建築に関す

る統合的研究」に基づいて実施したカサブランカにおける都市計画とアール・デコの建築の分布状況の

実態を明らかにしたものである。 

 

岡田直樹、小林克弘、三田村哲哉、角野渉、他5名「オランダにおけるコンバージョン建築の調査研究

（その１）－アムステルダムの転用」『日本建築学会大会講演梗概集F-2建築歴史・意匠』日本建築学会、

2012年8月、553-554頁。 

 本論は科研費（基盤B）「コンバージョン建築海外事例の開拓とデータベースの拡充およびデザイン手

法の分析」に基づいて実施したアムステルダムにおけるコンバージョン建築の文献調査および実地調査

の成果の一部をまとめたものである。 

 

佐藤慎平、小林克弘、三田村哲哉、角野渉、他5名「オランダにおけるコンバージョン建築の調査研究

（その２）－ロッテルダム、デルフト」『日本建築学会大会講演梗概集F-2建築歴史・意匠』日本建築学

会、2012年8月、555-556頁。 

本論は科研費（基盤B）「コンバージョン建築海外事例の開拓とデータベースの拡充およびデザイン手

法の分析」に基づいて実施したロッテルダム、デルフトにおけるコンバージョン建築の文献調査および

実地調査の成果の一部をまとめたものである。 

 

藤井悠太、小林克弘、三田村哲哉、角野渉、他5名「ベルギーにおけるコンバージョン建築の調査研究
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（その１）－公共系・商業系・居住」『日本建築学会大会講演梗概集F-2建築歴史・意匠』日本建築学会、

2012年8月、557-558頁。 

本論は科研費（基盤B）「コンバージョン建築海外事例の開拓とデータベースの拡充およびデザイン手

法の分析」に基づいて実施したベルギーにおけるコンバージョン建築の文献調査および実地調査の成果

の一部をまとめたものである。 

 

岩井一也、小林克弘、三田村哲哉、角野渉、他5名「ベルギーにおけるコンバージョン建築の調査研究 （そ

の２）－産業系施設からの転用」『日本建築学会大会講演梗概集F-2建築歴史・意匠』日本建築学会、2012

年8月、559-560頁。 

本論は科研費（基盤B）「コンバージョン建築海外事例の開拓とデータベースの拡充およびデザイン手

法の分析」に基づいて実施したベルギーにおけるコンバージョン建築の文献調査および実地調査の成果

の一部をまとめたものである。 

 

岡崎真也、小林克弘、三田村哲哉、角野渉、他5名「ノルウェーにおけるコンバージョン建築の調査研

究（その１）－公共系・商業系・居」『日本建築学会大会講演梗概集F-2建築歴史・意匠』日本建築学会、

2012年8月、561-562頁。 

本論は科研費（基盤B）「コンバージョン建築海外事例の開拓とデータベースの拡充およびデザイン手

法の分析」に基づいて実施したノルウェーにおけるコンバージョン建築の文献調査および実地調査の成

果の一部をまとめたものである。 

 

 

津田美由貴、小林克弘、三田村哲哉、角野渉、他5名「ノルウェーにおけるコンバージョン建築の調査

研究（その２）－産業系施設からの転」『日本建築学会大会講演梗概集F-2建築歴史・意匠』日本建築学

会、2012年8月、563-564頁。 

本論は科研費（基盤B）「コンバージョン建築海外事例の開拓とデータベースの拡充およびデザイン手

法の分析」に基づいて実施したノルウェーにおけるコンバージョン建築の文献調査および実地調査の成

果の一部をまとめたものである。 

 

【報告書】 

三田村哲哉「フランスにおけるアール・デコ様式の居住施設に関する意匠研究」公益財団法人・トス

テム建材産業振興財団、私家版、2013年1月。 

 本書は、第20回（平成23年度）（公益財団法人）トステム建材産業振興財団研究助成（代表）「フラ

ンスにおけるアール・デコ様式の居住施設に関する意匠研究」に基づいて実施したフランスにおけるア

ール・デコの建築に関する文献調査および実施調査の成果をまとめたものである。 

 

三田村哲哉編著「姫路市都市景観重要建築物調査・青山地区」姫路市、私家版、2013年2月。 

 本書は、姫路市が推進する都市景観重要建築物指定のための基礎資料を制作するという委託研究で、

今年度実施した実測調査の成果をまとめたものである。本書は報告書、大型図面、大型写真の3点から

構成されるものである。 

 

三田村哲哉、山田克幸「姫路市における建築再生手法の開発」姫路市、私家版、2013年3月。 

 本書は2012年度姫路市産学連携研究助成（代表者）「姫路市における建築再生手法の開発」に基づい

て実施した市内の再生建築の実態調査の成果および同内の町家再生の基礎資料となる木造軸組模型の

制作およびそのための実地調査の成果を取りまとめたものである。 
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宇高雄志、三田村哲哉「兵庫の建築文化を対象にした学生フィールド型カリキュラムと建築研究手法

の開発」兵庫県立大学、私家版、2013年度。 

本書は、2012年度兵庫県立大学特別教育研究助成金（分担者）「兵庫の建築文化を対象にした学生フ

ィールド型カリキュラムと建築研究手法の検討」に基づいて実施した神戸市における近代建築に関する

文献調査および実地調査の成果をまとめたものである。 

 

【冊子】 

志賀咲穂、山田克幸、三田村哲哉他16名『町家の木組－町家で見つけた大工の技と知恵』 

私家版、2013年3月。 

町家は各地域ごとに異なる特徴を有している。本書は、姫路の場合、どのような町家が基本であっ

たかを明らかにするために、実地調査および模型作成を行った上で、その成果の社会還元のために制作

したものである。これは2012年度姫路市産学連携研究助成（代表者）「姫路市における建築再生手法の

開発」に基づいて行った研究成果の一つである。 

 

【講演】 

三田村哲哉「建築家・都市計画家アンリ・プロスト－保護領モロッコ上陸まで」日本建築学会、大阪科

学技術センター、2012 年 6 月 30 日。 

 本公演は科研費（若手 B）（2011－2013 年度）（代表者）モロッコにおけるアンリ・プロストの都市計

画とアール・デコの建築に関する統合的研究」に基づいて実施した研究成果の一部を講述したものであ

る。 

 

三田村哲哉「建築家・都市計画家アンリ・プロストによるモロッコ歴史的都市のアーバン・デザイン」

意匠学会、武庫川女子大学・甲子園会館、2013年2月26日。 

本公演は科研費（若手B）（2011－2013年度）（代表者）モロッコにおけるアンリ・プロストの都市計

画とアール・デコの建築に関する統合的研究」に基づいて実施した研究成果の一部を講述したものであ

る。 

 

【社会活動】 

日本建築学会・建築論・建築意匠小委員会委員  

日本建築学会・近畿支部・建築論部会委員 

相生市都市計画審議会委員  

姫路市都市景観重要建築物等指定のための調査  

姫路市総合評価審査会学識経験者  

建築新人戦・KASNET  

 

【研究費取得状況】 

科研費（若手B）（2011-2013年度）（代表者）「モロッコにおけるアンリ・プロストの都市計画とアール・

デコの建築に関する統合的研究」直接経費総額340万円 

科研費（基盤B）（2009-2012年度）（分担者）「コンバージョン建築海外事例の開拓とデータベースの拡

充およびデザイン手法の分析」直接経費総額720万円 

（公益財団法人）トステム建材産業振興財団研究助成 第20回（平成23年度）（代表）「フランスにおけ

るアール・デコ様式の居住施設に関する意匠研究」研究費総額115万円 

姫路市産学連携研究助成（2012年度）（代表者）「姫路市における建築再生手法の開発」総事業費160万



エコシステム 

 143 

円 

兵庫県立大学特別教育研究助成金（2012年度）（分担者）「兵庫の建築文化を対象にした学生フィールド

型カリキュラムと建築研究手法の検討」直接経費総額20万円 

 

 

  三宅 康成                                                           

【学術論文】 

井関崇博，豊田光世，中嶌一憲，三宅康成，山村充：地域連携による初年次教育プログラムの実践的

研究－学生による地域プロモーションビデオ制作―，兵庫県立大学環境人間学部研究報告第 15 号，

pp15-25，2013 年 3月 

本研究は大学の初年次教育に「地域連携活動」を導入し実践する試みに対して，その可能性と課題

を検証することを目的とする。対象とする初年次教育プログラムは 1 年次後期の「基礎ゼミナールｂ」

で展開する。プログラムの内容は，学生が数人でグループをつくり，地域で活動する団体を取材し，

そのプロモーションビデオを制作する。 

 

【講演等】 

ひょうご地域再生塾（講義）：「多自然地域の活性化」，2012 年 6 月 

ひょうご地域再生塾（講義）：グループワーク「地域活性化のモデルプラン」，2012 年 10 月 

銀の馬車道沿線交流フェスティバルパネルディスカッション：「これからの地域振興とは」（コーディ

ネーター），2012 年 11 月 

北播磨地域夢会議（兵庫県北播磨県民局）：「交流による元気づくりのために取組べきこと」（パネリ

スト），2011 年 12 月 

シンポジウム（NPO 法人 棚田 LOVER’s）：「棚田保全を通じた地域づくりのために今私たちにできる

こと ～棚田での酒米づくりの事例から～」，事例報告「多可町岩座神の棚田での活動事例」，パネル

ディスカッション『棚田を保全する方法を考える』(パネリスト），2013 年 2 月 

西播磨観光セミナー：基調講演「地域資源を活かした農村観光～ニュージーランドの事例から～」，

ワークショップ「わいわい会議」（コーディネーター），2013 年 2 月 

相生市矢野町ふるさと自立計画発表会：「農村地域のこれからのむらづくり」，2013 年 3 月 

 

【学会活動】 

第 16 期農村計画学会評議員 

日本環境共生学会学術・編集委員会委員 

 

【社会活動】 

 いなみのため池ミュージアム客員キュレーター 

神戸地域ビジョン委員会委員（兵庫県） 

兵庫県神戸地域パワーアップ事業審査委員（兵庫県） 

神戸地域ビジョン委員会専門委員（兵庫県） 

宍粟市観光基本計画策定委員会委員 

むらの将来検討支援事業アドバイザー（兵庫県） 

地域再生拠点等プロジェクト支援事業提案審査会委員（兵庫県） 

地域再生大作戦検証委員会委員（兵庫県） 

交流促進・自立支援事業選考委員（兵庫県） 
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姫路市指定管理者選定委員会委員 

NPO 法人地域再生研究センター理事 

 

 

 安枝 英俊                                                                   

【学術論文】 

安枝英俊、髙田光雄「京都市の高経年マンションにおける管理組合の運営実態に関する研究」『都市住

宅学』第79号、pp. 56-61、都市住宅学会、2012年10月 

特定非営利活動法人・京都マンション管理評価機構1）が優良評価を公開している部マンション7 件の

うち、入居後30 年が経過している高経年マンション5 事例を分析の対象として、京都市の高経年マン

ションの運営実態を明らかにし、運営方法を変更する至った要因について考察した。 

  

土井脩史、高田光雄、安枝英俊、加茂 みどり「可変インフィルの設置・変更における固定インフィル

の役割に関する研究 −実験集合住宅NEXT21「インフィル・ラボGlass Cube」における実験を通じて−」

『日本建築学会計画系論文集』683号、pp.11-18,日本建築学会、2013年1月 

スケルトン・インフィル型集合住宅において、住まい手の意思によるインフィルの設置・変更を実現す

るために、固定インフィルと可変インフィルの配置関係に着目し、可変インフィル設置・変更の手がか

りという固定インフィルの役割が有効に機能しうるのかどうかを検証した。 

 

【口頭発表】 

安枝英俊、髙田光雄、ツーバイフォー工法により建設された高経年タウンハウスの住環境運営プロセス

―京都市・西竹の里タウンハウスを対象として―、日本建築学会大会学術講演会、名古屋大学、2012

年9月 

京都市・西竹の里タウンハウスにおける居住実態、および、専有部分のリフォーム実態を明らかにした

上で、共用部分だけではなく専有部分を含めた住環境の運営システムを構築するに至った要因を明らか

にした。 

  

【社会活動】 

京都市空き家対策検討委員会委員 

京都市地域連携型空き家事業コーディネーター（福西学区） 

洛西ニュータウン創生推進委員会 アドバイザー 

NPO 京都マンション管理評価機構 評価委員 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（若手研究(B)）「少子高齢化の移行期におけるニュータウンレベルの住民

参加型まちづくり活動組織の役割」 平成22年度～24年度 研究費総額403万円 

 

 

 山村 充                                                                   

【原著論文】 

山村 充：大気汚染防止対策としての自動車流入規制の条例の評価と分析、兵庫県立 

大学環境人間学部研究報告、第 15 号、pp.53-60, 3 月 2013 年 
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 本研究は、自動車流入規制条例を制定している（東京都一都三県、大阪府、兵庫県）の条例を比較分

析するとともに、環境改善効果について検証したものである。 

 

Cynthia Lalaina Ratsimbazafy, Kazuhiro Harada and Mitsuru Yamamura：Forest  resources use, 

attitude, and perception of local residents towards community based forest management: Case of 

the Makira Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) Project, 

Madagascar, Journal of Ecology and the Natural Environment, Vol.4(13), pp.321-332, October 2012 

 REDD（Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation）は、発展途上国の森林の

保全を図ることによって気候変動対策や生物多様性の保全などの効果がもたらされるが、一方で地域コ

ミュニティーへの影響も考慮する必要がある。本研究は、マダガスカルの５つの REDD パイロットプロ

ジェクトのうちの一つである Makira REDD プロジェクトを対象にフィールド調査を行った結果である。 

 

 

【社会活動】 

 兵庫県環境審議会特別委員 （平成 14 年 12 月 13 日～現在に至る） 

 加古川市環境審議会委員（平成 13 年１月１日～平成 24 年 12 月 31 日） 

 姫路市環境審議会委員（平成 18 年 12 月～現在に至る） 

 にしはりま循環型社会拠点施設環境保全委員（平成 20 年 4 月 23～現在に至る） 

 豊中市環境保全審査会委員（平成 25 年 4 月１日～現在に至る） 

 平成 25 年度 建設事業外部評価委員会委員（神戸市）（平成 25 年 6 月 10 日～現在に至る） 

 姫路市生物多様性地域戦略検討会委員（平成 25 年 7 月１０日～現在に至る） 
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【著書】 

赤澤宏樹『コミュニティ再生と景観づくり 次世代まで継ぐ地域づくりの手法』，復興の風景像 ラン

ドスケープの再生を通じた復興支援のためのコンセプトブック，マルモ出版，64-67，2012年 5月 

 本書は，日本造園学会の震災復興調査委員会の成果を27のテーマ毎に，40人の執筆者が東日本震災復

興支援のコンセプトとしてまとめたものである。筆者は「コミュニティ再生と景観づくり」を担当し，

阪神淡路大震災からの復興過程も踏まえて提案をまとめた。 

 

【学術論文】 

嶽山洋志・赤澤宏樹・中瀬勲『環境教育における児童の学習に資する学校ビオトープシミュレーション

ゲームの開発』，造園技術報告集 7，日本造園学会，76-79，2013年 3月 

 本論文は，ビオトープ学習を学校現場でより効果的に行うべく開発した，Web ベースのシミュレーシ

ョンゲームの開発過程を，技術としてとりまとめたものである。 

 

下村彰男・伊藤弘・入江彰昭・水庭千鶴子・高橋俊守・赤澤宏樹『災害対策・復興に貢献する造園分野

の技術とは』，ランドスケープ研究，76（3），247-248，2012年 10月 

 本論文は，東日本大震災からの復興に向けて，ランドスケープ分野の研究ベースの知見をとりまとめ，

今後の技術供与に寄与することを意図したものである。 

 

【報告書】 

赤澤宏樹他『神戸プログラム 関西ＷＳ 震災スタジオ 2011 ＨＡＴ神戸・灘の浜地区 南芦屋浜地区 

松本地区 深江地区，東日本大震災復興支援パネル展ＰＡＲＴ1 日本造園学会学生ワークショップ作品

集』，公益社団法人日本造園学会・公益社団法人東京都公園協会，50-59，2012年 4月 

 造園学会の学生ワークショップとして，東日本大震災からの復興に向けた提案をとりまとめるべく，

被災地をサイトとした提案をまとめる「東北プログラム」と，阪神淡路大震災からの復興過程の知見を

まとめる「神戸プログラム」を実施した。筆者は「神戸プログラム」の責任者の一人としてとりまとめ

を担当した。 

 

【口頭発表】 

赤澤宏樹・中瀬勲・三橋弘宗『東日本大震災からの安心・環境による復興のあり方』，兵庫県立大学研究

発表会，兵庫県立大学，2012 年 10月 

 

【学会口頭発表】 

赤澤宏樹『災害対策・復興に貢献する造園分野の技術とは～コミュニティ～』．日本造園学会全国大会震

災復興支援ワークショップ，大阪府立大学，2012年 5月 

 

【社会活動】 

＜学会役員＞ 

日本造園学会，代議員． 

日本造園学会，ランドスケープ・マネジメント研究委員会 委員． 

日本造園学会，平成２３・２４年度造園技術報告集委員会，委員． 

日本造園学会，日本造園学会震災復興支援研究調査ワーキンググループ，コミュニティ担当 

赤澤 宏樹 



147 

 

日本造園学会関西支部，幹事． 

日本造園学会関西支部，ランドスケープ遺産研究会，世話人． 

International Federation of Park and Recreation Association Japan，理事 

＜審議会・委員会など＞ 

尼崎 21世紀の森づくり協議会森部会，アドバイザー，兵庫県県土整備部． 

尼崎 21世紀の森づくり協議会，委員，兵庫県県土整備部． 

尼崎 21世紀の森づくり協議会森部会鉄工団地小部会，アドバイザー，兵庫県県土整備部． 

尼崎の森中央緑地植栽計画推進会議，委員，兵庫県阪神南県民局． 

阪神南地域ビジョン委員会，専門委員，阪神南県民局． 

阪神南地域ビジョン委員会グループ活動支援事業審査会，委員，阪神南県民局． 

尼崎市総合計画審議会，委員，尼崎市． 

尼崎市総合計画審議会「あり方検討」専門部会，委員，尼崎市． 

西宮市都市景観審議会，委員，西宮市． 

西宮市都市景観審議会アドバイザー部会，委員，西宮市． 

大阪市立長居公園管理運営協議会，会長，大阪市． 

三田市景観形成推進員，三田市． 

三田市景観審議会審査部会，委員，三田市． 

尼崎 21世紀の森中央緑地コーディネーター会議，座長，尼崎港管理事務所． 

尼崎市きょう Do推進検証会議，副座長，尼崎市． 

県立西武庫公園移譲に伴う検討会，コーディネーター，尼崎市． 

西武庫公園ネットワーク，座長，尼崎市． 

宝塚市景観審議会，委員，宝塚市． 

宝塚市景観審議会デザイン協議部会，委員，宝塚市． 

阪神南地域ビジョン・シンボルプロジェクト会議，コーディネーター，阪神南県民局． 

加東市とひとはく協力協定連携推進会議，委員，加東市． 

大阪府民の森等指定管理候補者選定委員会，副委員長，大阪府． 

尼崎市環境審議会，委員，尼崎市． 

尼崎市環境審議会・尼崎市環境基本計画改定ワーキンググループ，委員，尼崎市． 

三田市行政改革推進会議，委員，三田市． 

篠山市東岡屋地区景観形成支援事業，アドバイザー，公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター． 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費基盤B，「ジオパークにおける展示・学習施設の活性化を促す学習プログラム構築

と博物館の役割」研究分担者 平成24年度～27年度 研究費総額80万円 

 

（財）兵庫県立大学科学技術後援財団  平成24年度教育研究助成，「産官学協働による尼崎21世紀の森づ

くりの推進に関する研究」研究代表者 平成24年度 研究費総額30万円 

 

 

 

【著書】 

秋山弘之（分担執筆） 『新しい植物分類学 II』 講談社，2012 年 8 月  

秋山 弘之 
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 本書は，植物の分類学について大学初学年生に向けて書かれた本であり，著者はこのなかで

一章「コケ植物の分布と分化」（39-49 頁）を分担執筆し，レビューを行っている．  

 

【学術論文】 

Akiyama, H., T. Matsuoka & T. Yamaguchi. (2012).  Biosystematic studies of the Dumortiera hirsuta complex 

(Dumortieraceae, Hepaticae), 2. Monoploid and diploid diversification in the Hawaiian Islands. Polish Botanical 

Journal 57(1): 81-93.  

 本研究は、大阪湾の干拓地域における浅海域の変遷について、近世前期の絵図とボーリングデータを

用いて論じたものである。 

 

Akiyama, H.  Contributions to the moss flora of Borneo, 2. Schoenobryum concavifolium (Cryphaeaceae, Musci), 

new to Borneo. Tropical Bryology 34: 12-14.  2012 年 10 月 

 本研究は，ボルネオ（マレーシア）新産となるコケ植物 Schoenobryum concavifolium を報告した． 

 

秋山弘之．アジア産蘚苔類の分類・研究ノート 25．近畿地方から見つかったイトウロコゴケ．蘚苔類研

究 10(7): 221-222.  2012 年 6 月 

 本研究は，近年新種として記載されたイトウロコゴケの 2 例目の産地を報告した． 

 

秋山弘之（2012）．アジア産蘚苔類の分類・研究ノート 26．日本産ネジレイトゴケから新たに見つかっ

た 3 細胞性無性芽と早落性小枝．蘚苔類研究 10(7): 223-225. 2012 年 10 月 

 本研究は，蘚類ネジレイトゴケからあらたに見つかった無性繁殖器官について報告した． 

 

【書評】 

秋山弘之．書評：フィールドの観察から論文を書く方法．蘚苔類研究10(8)：271-271. 2012年8月． 

 

【雑誌等連載エッセ－】 

秋山弘之．新・コケ百選 第9回 キンシゴケ科（セン類）．蘚苔類研究 10(7): 230-233. 2012年5月． 

 

秋山弘之．新・コケ百選 第11回 シッポゴケ科1（セン類）．蘚苔類研究 10(9): 309-312．2012年8

月． 

 

【学会口頭発表】 

秋山弘之・Benito C. Tan. 中国産Horikawaea dubia（蘚類ヒムロゴケ科）で新たに見いだされた胞子

体とその意義． 第41回日本蘚苔類学会北海道大会. 2012年9月．  

 

【研究費取得状況】 

日本学術振興会科学研究費(C) 広域分布する蘚苔類における地域集団間分亜の解明（代表者） 平成24

年度～26年度 研究費総額533万円 

 

日本学術振興会科学研究費(A) 東南アジア林冠部植物多様性と地理的生態的な群集分化解明のための

広域インベントリー （分担者）  平成24年度～28年度 平成24年度研究費分担配分700万円 

 

【社会活動】 
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有馬高校高校連携セミナー「環境とともに生きる-小さな植物の戦略に学ぶ」 2012 年 5 月 49 名 

丹波少年の家 「観る知る感じる紅葉のつどい（キノコ観察と講演）」 2012 年 11 月 47 名 

 

日本植物分類学会  評議員，学会誌（英文）副編集長，学会誌（和文）編集委員 

日本蘚苔類学会 会長ならびに学会誌編集委員． 

公益財団法人平岡環境科学研究所 理事． 

京都府希少野生生物生息地等保全地区検討委員 

環境省希少野生動植物保存推進員 

International Association of Bryologists, Council (2012-2016) 

 

 

 

【学術論文】 

・石田弘明・山名郁実・小舘誓治・服部 保．淡路島の森林伐採跡地に分布する外来木本ナンキン

ハゼ群落の生態的特性と成因．植生学会誌，29：1-14．植生学会．2012年 6月． 

・石田弘明・服部 保・黒田有寿茂・橋本佳延・岩切康二．屋久島低地部の照葉二次林に対するヤ

クシカの影響とその樹林の自然性評価．植生学会誌，29：49-72．植生学会．2012年 6月． 

・服部 保・南山典子・栃本大介・石田弘明・黒田有寿茂．八丈島における照葉樹林の成立要因－

特に土地利用について－．植生学会誌，29：27-40．植生学会．2012年 6月 

・石田弘明・服部 保．ニホンジカの不嗜好性植物の緑化への応用. GR 現代林業, 2012 月 10 月号: 

40-43．一般社団法人 全国林業改良普及協会．2012 年 10 月． 

・石田弘明・武田義明・塩谷智也・服部 保．ニホンジカが淡路島諭鶴羽山のアカガシ林に与えた

影響. 人と自然, 23:69-79．兵庫県立人と自然の博物館．2012年 12月. 

・三橋弘宗・北村俊平・山崎義人・上田萌子・田中哲夫・加藤茂弘・高野温子・布施静香・赤澤宏

樹・石田弘明（2012）海を題材とした移動展示における可搬式大型展示ユニットの製作．展示学，

50:132-133．2012年 12月． 

・福井 聡・石田弘明・矢倉資喜・武田義明．湧水湿地におけるヌマガヤ群落刈取り後の種組成お

よび種多様性の変化. ランドスケープ研究, 76:印刷中．日本造園学会．2013年 3月． 

 

【冊子】 

・石田弘明．発進！ゆめはく. ひとはく新聞 2012 年 10 月 13 日号．兵庫県立人と自然の博物館．

2012年 10月． 

・服部 保・武田義明・澤田佳宏・矢倉資喜・赤松弘治・浅見佳世・石田弘明・石丸京子・黒田有

寿茂・田村和也・橋本佳延・福井 聡・松村俊和．兵庫県の植物群落－森林ボランティア育成教本

－. （社）兵庫県緑化推進協会, 44p．2012年12月． 

・服部 保・南山典子・石田弘明・橋本佳延．照葉樹林構成種目録. 兵庫県立人と自然の博物館，

25p．2013年 3月． 

 

【口頭発表】 

・石田弘明・黒田有寿茂・栃本大介・江間 薫．兵庫県北部の棚田，放棄水田，圃場整備水田にお

ける畦畔法面草原の生態的特性の比較．日本生態学会第 60回大会，グランシップ（静岡県コンベン

ションアーツセンター），静岡市．2013年 3月． 

石田 弘明 
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・Sakiyama,T., Ishida, H., Fujimoto, M., Yamazaki, Y., Sawada, Y., Takano, A., and Matsubara, 

M. “Geo-Caravan” - Outreach Programs by the Museum in the San’in Kaigan Geopark. 5th 

International UNESCO Conference on Geoparks. Shimabara, Nagasaki. 2012年 6月． 

・服部 保・南山典子・黒田有寿茂・橋本佳延・石田弘明．南西諸島の照葉樹林の植物相と種多様

性. 第 17回植生学会大会, 千葉大学, 千葉．2012年 10月． 

・三橋弘宗・北村俊平・山崎義人・上田萌子・田中哲夫・加藤茂弘・高野温子・布施静香・赤澤宏

樹・石田弘明．海を題材とした移動展示における可搬式大型展示ユニットの製作．日本展示学会第

31回研究大会，東京学芸大学，東京．2012年 6月． 

 

【社会活動】 

■講演など 

・「猪名川の野草を観察しよう」，流域ネット猪名川，伊丹市．2012年6月． 

・「世界の植生①熱帯雨林の自然」，姫路生涯学習大学校，姫路市．2012年7月． 

・「第2回 北摂里山大学」，阪神北県民局，川西市．2012年10月． 

・「猪名川の野草を観察しよう」，流域ネット猪名川，伊丹市．2012年10月． 

・「シカの食害」，姫路生涯学習大学校，姫路市．2012年11月． 

・「武庫川の植物」，宝塚市立老人福祉センター，宝塚市．2012年11月． 

・「武庫川渓谷の植物観察」，宝塚市立老人福祉センター，宝塚市．2012年11月． 

・「第3回 北摂里山大学」，阪神北県民局，川西市．2012年11月． 

・「加東市ノーベル大賞授賞式講評」，加東市教育委員会，加東市．2012年12月． 

・「生物多様性たからづか戦略」，宝塚市環境政策課，宝塚市．2013年2月． 

・「身近な植物の生存戦略」，神戸県民局県民室環境課，神戸市．2013年3月． 

 

■委員など 

・加東市とひとはく協力協定連携推進会議委員会，委員，加東市． 

・野生動物育成林整備事業, アドバイザー，兵庫県豊かな森づくり課姫路市環境審議会委員． 

 

■学会 

・植生学会会計幹事 

・植生学会企画委員 

・植生学会将来計画委員 

・日本生態学会近畿地区会運営委員 

 

 

 

【学術論文】 

Dong, R. Itoh, Y., et al. (他 54 名), “The missing cavities in the SEEDS polarized scattered light 

images of transitional protoplanetary disks”, The Astrophysical Journal, 750, 161, American 

Astronomical Society, 2012.5 

 本研究は、近年多数が検出されている原始惑星系円盤について、詳細な数値シミュレーションから偏

光特性を明らかにしたものである。 

 

伊藤 洋一 



151 

 

Hayashi, M., Itoh, Y., Oasa, Y., “Near-Infrared Survey of Bright Rimmed Clouds”, Publication of the 

Astronomical Society of Japan, 64, 96, Astronomical Society of Japan, 2012.10 

 本研究は、英国赤外線望遠鏡の広視野赤外カメラを用いて、誘発的星形成が起こっていると考えられ

る大質量星形成領域のサーベイ観測を行ったものである。 

 

Currie, T., Itoh, Y., et al. (他 7 名), “Direct imaging confirmation and characterization of a 

dust-enshrouded candidate exoplanet orbiting Formalhaut”, The Astrophysical Journal, 760, L32, 

American Astronomical Society, 2012.12 

 本研究は、すばる望遠鏡の近赤外線カメラなどを用いて、近傍の残骸円盤系であるフォーマルハウト

の近傍に太陽系外惑星が存在することを再確認したものである。 

 

Tanii, R., Itoh, Y., et al. (他 66 名), “High-resilution near-infrared polarmetry of a circumstellar disk 

around UX Tau A”, Publication of the Astronomical Society of Japan, 64, 124、Astronomical Society 

of Japan, 2012.12 

 本研究は、すばる望遠鏡のステラーコロナグラフを用いて原始惑星系円盤の偏光を観測し、円盤の中

でダストが合体成長している姿を明らかにしたものである。 

 

Sato, B., Itoh, Y., et al. (他 9 名), “Substellar companions to seven evolved intermediate-mass stars”, 

Publication of the Astronomical Society of Japan, 64, L135, Astronomical Society of Japan, 2012.12 

 本研究は、長年に渡る恒星の視線速度の測定により、7 個の太陽系外惑星を発見したものである。 

 

Sato, B., Itoh, Y., et al. (他 11 名), “A double planetary system around the evolved intermediate-mass 

starHD 4732”, The Astrophysical Journal, 762, 9, American Astronomical Society, 2013.1 

 本研究は、長年に渡る恒星の視線速度の測定により、二つの惑星が存在する系を発見したものである。 

 

Kato, N., Itoh, Y., Toyota, E., Sato, B., “Determination of orbital elements of spectroscopic binaries 

using high-dispersion spectroscopy”, 2013, The Astronomical Journal, 145, 41, American 

Astronomical Society, 2013.2 

 本研究は、長年に渡る恒星の視線速度の測定により、40 個以上の連星系の軌道要素を従来の 10 倍以

上の精度で求めたものである。 

 

【口頭発表】 

伊藤洋一、西はりま天文台の現状と将来、国立天文台岡山天体物理観測所ユーザーズミーティング、国立

天文台、2012年8月 

 兵庫県立大学天文科学センターにある「なゆた望遠鏡」をはじめとする観測機器の現状について説明を行い、

将来計画について議論した。 

 

伊藤洋一、惑星形成の観測最前線、フレア星研究会、兵庫県県立大学天文科学センター、2013年3月 

 星惑星系形成領域の最新の観測状況をレビューし、未解決の問題を整理した。 

 

伊藤洋一、西はりま天文台の現状と将来、ぐんま天文台コロキウム、県立ぐんま天文台、2012年12月 

 兵庫県立大学天文科学センターにある「なゆた望遠鏡」をはじめとする観測機器の現状について説明を行い、

将来計画について議論した。 
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【社会活動】 

西はりま天文台講演会「惑星誕生」、兵庫県立大学天文科学センター、2012年 9月 

公開授業「宇宙人を探そう」、いなみの学園、2012 年 10 月 

兵庫県立大自然・環境科学研究所シンポジウム「宇宙の見方をデザインする」、六甲荘、2012 年 12月 

国立天文台 すばる望遠鏡 TAC 委員 

国立天文台 TMT 推進委員会委員 

国立天文台 光赤外専門委員会委員 

姫路市星の子館 運営委員会委員 

光赤外線天文学連絡会 中規模計画評価委員 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（基礎研究（C））「連星系に付随する原始惑星系の探査」 

平成24年度～28年度 研究費総額500万円 

文部科学省「大学間連携による光・赤外線天文学研究教育拠点のネットワーク構築」、 

平成 24 年～27 年度 研究費総額 800 万円 

兵庫県立大学特別教育研究助成金「超高感度 CCD 素子を用いた可視光分光器の開発と前主系列星にお

ける物質降着現象の観測」、平成 24 年度、研究費総額 80 万円 

 

 

 

【著書】 

江崎保男 2012 自然を捉えなおす、中公新書、東京 

【学術論文】 

前畑晃也・江崎保男 2012．兵庫県におけるカワウ Pharacrocorax carbo 個体群の確立．人と自然

23:53-60． 

Ezaki Y and Ohsako Y.  2012. Breeding biology of the Oriental White Stork that  

was reintroduced in central Japan - Effects of artificial feeding and nest-tower  

arrangement upon breeding season and nesting success. Reintroduction 2:43-50. 

江崎保男 2012 コウノトリの野生復帰とメタ個体群構築．野生復帰 2:3-10. 

江崎保男 2012．日本鳥学会創立 100周年を迎えて．日本鳥学会誌 61特別号：1． 

江崎保男 2012．歴史に学ぶ．日本鳥学会誌 61特別号：27． 

江崎保男 2012． 20世紀における日本の鳥類生態学の発展．日本鳥学会誌 61特別号：30-32． 

Ezaki, Y. 2012．Foreword to Check-list of Japanese Birds, 7th revised edition. The  

Ornithological Society of Japan, Sanda. (438pp) 

江崎保男 2012．コウノトリの野生復帰が新たなステージへ．私たちの自然 53:22-24. 

 

【学会口頭発表】 

佐川志郎・大迫義人・江崎保男「豊岡盆地コウノトリ営巣地における自活個体および給餌 

依存個体の水田餌生物量の比較」ELR2012，東京農業大学 

中川 潤・江崎保男「巨椋干拓地における鳥類群集の季節変動パターンとその要因」日本 

鳥学会 2012年度大会，東京大学． 

江崎 保男 



153 

 

脇坂英弥・脇坂啓子・中川宗孝・江崎保男「水田のハビタット構造と孵化したケリ幼鳥の 

生残」日本鳥学会 2012年度大会，東京大学． 

鳥居憲親・江崎保男「都市に進出したイソヒヨドリの繁殖とハビタット」日本鳥学会 2012 

年度大会，東京大学． 

江崎保男「野生復帰をデザインする」兵庫県立大学自然・環境科学研究所開設 20周年記念 

シンポジウム，自然・環境科学研究所のあゆみと展望－大学による地域貢献の成果を検 

証する（2012/12/2）六甲荘，神戸 

江崎保男、同，パネルディスカッション，パネリスト（2012/12/2）六甲荘，神戸 

江崎保男，総合討論・パネリスト，第 15回河川生態学術研究発表会，発明会館ホール，東 

京(2012/11/30) 

Tanida, K. Ezaki, Y. and Ichiyanagi, H. 2012. An overview of the researches on  

reservoirs, dammed rivers and their watersheds in Japan. 2012 ASLO Aquatic Meetings, Biwako 

Hall, Otsu. 

江崎保男「コウノトリの野生復帰と地域の生物多様性保全 Reintroduction of the Oriental  

White Stork as a measure for recovery of biodiversity in rural area of Japan」，国際 

シンポジウム「グリーンアクセスの実効的保証をめざして」淡路夢舞台国際会議場アン 

フィシアター，南あわじ（2013/3/30） 

 

【社会活動】 

＜学会役員等＞ 

日本鳥学会，会長（2010.1～） 

 日本鳥学会，評議員(1996.1～) 

 応用生態工学会，理事（2009.10～） 

 応用生態工学会，技術援助委員会委員（2010.4～） 

 日本鳥学会員近畿地区懇談会，世話人(1978.1～) 

学術雑誌「野生復帰」編集委員長（2011.10～） 

 平成 24年度科学研究費補助金（特定奨励費）「山階鳥類研究所データベースシステムの 

構築と公開」，外部評価委員 

（平成 24 年）山陰海岸ジオパーク国際学術会議「湯村会議」実行委員会，委員 

 

＜講演・セミナー等＞ 

江崎保男・鳥居憲親 20012.5.13 ひとはくセミナー「鳥にとっての都市生態系」，博物館．（全１

回，6名） 

江崎保男 2012.7.22 ひとはくオープンセミナー「鳥を知る」，博物館．（全１回，15名） 

江崎保男 20012.7.6 ひとはく特注セミナー「コウノトリの野生復帰と地域づくり」，博物館．（全

１回，54名） 

江崎保男 20012.8.9 ひとはくセミナー「自然とはなにか」，博物館．（全１回，18名） 

江崎保男・鳥居憲親・中川潤 2012.11.11 ひとはくオープンセミナー「鳥を知る」，博物館．（全

１回，20名） 

江崎保男・鳥居憲親・中川潤 2013.3.3 ひとはくオープンセミナー「鳥を知る」，博物館．（全１

回，20名） 

江崎保男 2012.8.11「コウノトリ野生復帰の進展」氾濫原研究会，コウノトリの郷公園(50 

名) 
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江崎保男 2012.9.16「100周年にあたっての学会長挨拶 Address from the President of  

OSJ（和英混淆）」日本鳥学会 100周年記念式典，東京大学安田講堂(200名) 

江崎保男 2012.10.19「南但馬に広がる本格的野生復帰～発展と課題～」コウノトリの野 

生復帰に関するシンポジウム（基調講演），さんとう緑風ホール(150名) 

江崎保男 2012.10.19 「野生復帰における役割」コーディネーター，コウノトリ野生復帰 

シンポジウム基調講演，さんとう緑風ホール(150名)，朝来． 

江崎保男 2012.11.25「コウノトリの野生復帰とグランドデザイン」地域の環境保全学， 

兵庫県立大学，三江公民館(150名) 

江崎保男 2012.7.24 「ラムサールセミナー」パネリスト，豊岡市，コウノトリ文化館（70 

名） 

江崎保男 2012.11.23「研究報告座長」山陰海岸ジオパーク国際学術会議湯村会議，新温 

泉町夢ホール(200名) 

江崎保男 2013.2.21「自然とはなにか」講師、シニア自然大学，福島区民ホール (150名)，大阪 

江崎保男 2013.2.24「コウノトリ野生復帰の現状と課題」講師、（社）大阪府獣医師会開業部会セミ

ナー「絶滅危惧される野鳥保護の現場より」，ホテルプリムローズ大阪 (30名)，大阪 

＜その他生涯学習：担い手の養成＞ 

溝田浩美（ひとはく地域研究員） 

楠瀬雄三（ひとはく地域研究員） 

脇坂英弥（ひとはく地域研究員） 

工 義久（ひとはく地域研究員） 

 

＜行政支援・委員会＞  

委員会等 （計 28件） 

 2009.6- 兵庫県環境審議会，委員，兵庫県． 

 2009.6- 兵庫県環境審議会，鳥獣部会長，兵庫県． 

 2008.8- 水源地生態研究委員会，委員長，（財）ダム水源地環境整備センター 

 2004.4- 川上ダム自然環境保全委員会，委員,水資源開発機構 

 2004.4- 川上ダム希少猛禽類保全検討会，委員長，水資源開発機構 

 2012.6- 安威川ダム自然環境保全対策検討委員会,委員長,大阪府 

 2004.10- 畑川ダム環境保全検討委員会,委員,京都府 

 2007.11-  近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会，委員，国土交通省 

 2012.10-  近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会大滝ダムモニタリング部会，委員，国土交

通省 

 2009.8- 与布土ダム環境保全検討委員会，委員長，兵庫県 

 2009.4.1- 河川・海岸環境機能等検討委員会，委員，リバーフロント研究所 

 2009.9.4- 外来生物対応方策検討委員会，委員，兵庫県 

 2011.10- 豊岡市生物多様性地域戦略策定検討委員会，委員，豊岡市 

 2011.4- 近畿地方整備局事業評価監視委員，国土交通省近畿地方整備局 

2006.6- 長谷ダムにおける「ダム水辺の生物調査」アドバイザー，兵庫県 

 2007.6- 金出地ダム鳥類モニタリング，アドバイザー，兵庫県 

 2007.8- 丹住谷川通常砂防事業鳥類調査，アドバイザー，京都府 

 2008.3- 上流武庫川自然を活かした治水対策，アドバイザー，兵庫県 

2010.4-  紀の川湛水域生物生態調査，アドバイザー，国土交通省，和歌山河川国道事務所 
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2010.4-  由良川河川水辺の国勢調査，アドバイザー，国土交通省，福知山河川国道事務所 

2010.10- 新名神高速道路兵庫県域自然環境保全検討会，委員，西日本道路株式会社関西支社・

西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 

2010.10- 和田山八鹿道路環境保全調査，アドバイザー，国土交通省， 

2010.10- 加古川小野線東播磨南北道路環境調査，アドバイザー，加古川土木事務所 

2010.3- コウノトリ野生復帰連絡協議会，委員，但馬県民局 

2011.6- 公益財団法人但馬ふるさとづくり協会，評議員 

2011.11- 福井県コウノトリ定着推進会議，委員，福井県安全環境部 

2011．4-  六甲山グリーンベルト生物多様性調査，アドバイザー，国土交通省 

2012.7- 播磨秦軍～山崎間自然環境保全検討会，委員，西日本高速道路（株）・西日本高速道路

エンジニアリング関西（株） 

 

【研究費取得状況】 

科学研究費基盤研究（B） アダプティブ・マネジメントによるコウノトリ野生復帰の研究 

と実行（研究代表者 500万円） 

水源地域におけるダムと周辺森林相互作用の生態学的研究.ダム水源地環境整備センター．（研究代

表者金額 70万円） 

【その他】 

 

 

 

【著書】 

太田英利. 2012. 博物館における研究. 101-121頁, 岩槻邦男 (編), みんなで楽しむ新しい博

物館のこころみ. 研成社, 東京. 

 

【学術論文】 

Nishikawa, K., M. Matsui, H.-S. Yong, N. Ahmad, P. Yambun, D. M. Belabut, A. Sudin, A. Hamidy, N. L. 

Orlov, H. Ota, N. Yoshikawa, A. Tominaga, and T. Shimada. 2012. Molecular phylogeny and biogeography 

of caecilians from Southeast Asia (Amphibia, Gymnophiona, Ichthyophiidae), with special reference to high 

cryptic species diversity in Sundaland. Molecular Phylogenetics and Evolution 63: 714-723. 

 

Honda, M., Matsui, M., Tominaga, A., Ota, H., and Tanaka, S. 2012. Phylogeny and biogeography of the 

Anderson's crocodile newt, Echinotriton andersoni (Amphibia: Caudata), as revealed by mitochondrial DNA 

sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 65: 642-653. 

 

Uno, Y., Nishida, C., Tarui, H., Ishishita, S., Takagi, C., Nishimura, O., Ishijima, J., Ota, H., Kosaka, A., 

Matsubara, K., Murakami, Y., Kuratani, S., Ueno, N., Agata, K., and Matsuda, Y. 2012. Inference of the 

protokaryotypes of amniotes and tetrapods and the evolutionary processes of microchromosomes from 

comparative gene mapping. PLoS ONE 7(12): e53027. doi:10.1371/journal.pone.0053027. 

 

太田英利. 2012. 琉球列島を中心とした南西諸島における陸生生物の分布と古地理 –これまでの流

れと今後の方向性 -. 月刊地球 34(7): 427-436. 

太田 英利 
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貴島靖仁・太田英利・那須哲夫・森田哲夫・末吉豊文・星野一三雄・岩本俊孝. 2012. 日南市に

生息する国内移入種オキナワキノボリトカゲの生息密度及び生息環境に関する研究. 九州両生爬

虫類研究会誌 (3): 57-65. 

 

Kuraishi, N., M. Matsui, A. Hamidy, D. Belabut, N. Ahmad, H.-S. Yong, J.-P. Jiang, H. Ota, H. Thong, K. 

Nishikawa. 2013. Phylogenetic and  taxonomic relationships of the Polypedates leucomystax complex 

(Amphibia). Zoologica Scripta 42: 54-70.
 

 

Böhm M., Collen B., Baillie J.E.M., Chanson J., Cox N., Hammerson G., Hoffmann M., Livingstone S.R., 

Ram M., Rhodin A.G.J., Stuart S.N., van Dijk P. P., Young B., Afuang L.E., Aghasyan A., Aguayo A.G., 

Aguilar C., Ajtic R., Akarsu F., Alencar L.R.V., Allison A., Ananjeva N., Anderson S., Andrén C., 

Ariano-Sánchez D., Arredondo J.C., Auliya M., Austin C.C., Avci A., Baker P.J., Barreto-Lima A.F., 

Barrio-Amorós C.L., Basu D., Bates M.F., Batistella A., Bauer A., Bennett D., Böhme W., Broadley D., 

Brown R., Burgess J., Captain A., Carreira S., Castaneda M.R., Castro F., Catenazzi A., Cedeño-Vázquez 

J.R., Chapple D., Cheylan M., Cisneros-Heredia D.F., Cogalniceanu D., Cogger H., Corti C., Costa G.C., 

Couper P.J., Courtney T., Crnobrnja-Isailovic J., Crochet P.-A., Crother B., Cruz F., Daltry J., Daniels R.J.R., 

Das I., de Silva A., Diesmos A.C., Dirksen L., Doan T.M., Dodd K., Doody J.S., Dorcas M.E., Duarte de 

Barros Filho J., Egan V.T., El Mouden E.H., Embert D., Espinoza R .E., Fallabrino A., Feng X., Feng Z.-J., 

Fitzgerald L., Flores-Villela O., França  F.G.R., Frost D., Gadsden H., Gamble T., Ganesh S.R., Garcia 

M.A., García-Pérez J.E., Gatus J., Gaulke  M., Geniez P., Georges A., Gerlach J., Goldberg S., Gonzalez 

J.-C.T., Gower D.J., Grant T., Greenbaum E., Grieco C., Guo P., Hamilton A.M., Hammerson G., Hare K., 

Hedges B., Heideman N., Hilton-Taylor C., Hitchmough R., Hoffmann M., Hollingsworth  B., Hutchinson 

M., Ineich I., Iverson J., Jaksic  F.M., Jenkins R., Joger U., Jose  R., Kaska Y., Kaya U., Keogh J.S., 

Köhler G., Kuchling G., Kumlutaş Y., Kwet A., La Marca E., Lamar W., Lane A., Lardner B., Latta C., Latta 

G., Lau M., Lavin P., Lawson D., LeBreton M., Lehr E., Limpus D., Lipczynski  N., Livingstone S., Lobo 

A.S., López-Luna M.A., Luiselli L., Lukoschek V., Lundberg M., Lymberakis P., Macey R., Magnusson 

W.E., Mahler D.L., Malhotra A., Mariaux J., Maritz B., Marques O.A.V., Márquez R., Martins M., 

Masterson G., Mateo J.A., Mathew R., Mathews N., Mayer G., McCranie J.R., Measey G.J., 

Mendoza-Quijano F., Menegon M., Métrailler S., Milton D.A., Montgomery C., Morato S.A.A., Mott T., 

Muñoz-Alonso A., Murphy J., Nguyen T.Q., Nilson G., Nogueira C., Nunez H., Orlov N., Ota H., 

Ottenwalder J., Papenfuss T., Pasachnik S., Passos P., Pauwels O.S.G., Pérez-Buitrago N., Pérez-Mellado V., 

Pianka E.R., Pleguezuelos J., Pollock C., Ponce-Campos P., Powell R., Pupin F., Quintero Díaz G.E., Radder 

R., Ramer J., Rasmussen A. R., Raxworthy C., Reynolds R., Richman N., Rico E.L., Riservato E., Rivas G., 

Rocha P.L.B., Rödel M.-O., Rodríguez Schettino L., Roosenburg W.M., Sadek R., Sanders K., 

Santos-Barrera G., Schleich H.H., Schmidt B.R., Schmitz A., Sharifi M., Shea G., Shi H., Shine R., Sindaco 

R., Slimani T., Somaweera R., Stafford P., Stuebing R., Sweet S., Sy E., Temple H., Tognielli M.F., Tolley 

K., Tolson P.J., Tuniyev B., Tuniyev S., Üzüm N., van Buurt G., Van Sluys M., Velasco A., Vences M., 

Veselý M., Vinke S., Vinke T., Vogel G., Vogrin M., Vogt R.C., Wearn O.R., Werner Y.L., Whiting M.J., 

Wiewandt T., Wilkinson J., Wilson B., Wren S., Zamin T., Zhou K., Zug G. 2013. The conservation status of 

the World’s reptiles. Biological Conservation 157: 372-385.
 

 

Tominaga, A., M. Matsui, N. Yoshikawa, K. Nishikawa, T. Hayashi, Y. Misawa, S. Tanabe, and H. Ota. 

2013. Phylogeny and historical demography of Cynops pyrrhogaster (Amphibia: Urodela): Taxonomic 

relationships and distributional changes associated   with climatic oscillations. Molecular Phylogenetics and 

Evolution 66: 654-667.
 

 

Kaiser, H., B. I. Crother, C. M. R. Kelly, L. Luiselli, M. O’Shea, H. Ota, P. Passos, W. D. Schleip, and W. 

Wuster. 2013. Best practices: In the 21st century, taxonomic decisions in herpetology are acceptable only 

when supported by a body of evidence and published via peer-review. Herpetological Review 44:8-23.
 

 

【口頭発表】 

太田英利. 2013. 保全生物学における「種」の功罪. 第 12 回日本分類学会連合公開シンポジウム 
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〈分類学があらためて「種」と向き合うとき〉. 国立科学博物館. 

 

太田英利. 2013. 生物多様性とその保全 -琉球弧の陸生動物を例として-.兵庫県立大学環境科学セミ

ナー. 兵庫県立大学姫路新在家キャンパス 

 

太田英利. 2013. 生物多様性モニタリングの指標としての両生類. 生物多様性ジャパンフォーラム

「大規模災害と生物多様性」. 中央大学 

 

【学会口頭発表】 

岩本俊孝・貴島靖仁・永田篤教・芳野香織・那須哲夫・武市知美・森田哲夫・加藤悟郎・星野一三

雄・末吉豊文・太田英利. 2012. 宮崎県日南市に移入・定着したオキナワキノボリトカゲの分布範

囲及び生息状況について. 日本動物学会九州支部・九州沖縄植物学会・日本生態学会九州地区会合

同佐賀大会. 佐賀大学 

 

Honda, M., T. Kurita, M. Toda, and H. Ota 2012 Phylogenetic relationships, genetic divergence 

and biogeography of Goniurosaurus kuroiwae (Squamata: Eublepharidae) from the Central 

Ryukyus, Japan. The 7th World Congress of Herpetology. University of British Columbia, Van 

Couver, Canada 

 

Ota, H., M. Takeuchi, K. Kawamura, H.-S. Oh, N. Orlov, and N. Ananjeva. 2012. Systematics 

and biogeography of the soft-shell turtles, Pelodiscus sinensis sensu lato. The 7th World 

Congress of Herpetology. University of British Columbia, Van Couver, Canada 

 

太田英利・竹内美里・呉弘植・ニコライ=オルロフ・ナターリア=アナンジェ―ワ・川瀬純也・河村

功一. 2012. 日本とその周辺におけるニホンスッポン種群の遺伝的多様性と分類. 日本爬虫両棲類

学会第 52 回大会. 愛知学泉大学. 

 

湯橋翔・太田英利. 2012. 淡路島における淡水生カメ類の分布パタン. 日本爬虫両棲類学会第 52 回

大会. 愛知学泉大学. 

 

太田英利. 2012. 自然分散か人為分散か―フィリピン北部から台湾南東部にいたる海洋島群の陸生

動物相. 第45回ヤミ族文化研究会. 慶応義塾大学日吉学舎 

 

【社会活動】 

絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討委員会 爬虫類・両生類分科会 

世界自然保護基金日本委員会（WWFジャパン）運営委員会 

雑誌「SEEDer」編集委員会 

新石垣空港環境モニタリング委員会 

西表島エコロード検討委員会 

オオヒキガエル防除事業対策会議委員 

生物多様性ひょうご戦略推進委員会委員 

アベサンショウウオ保護増殖等検討会専門委員 

「生物多様性いたみ」検討委員会委員 
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世界自然遺産指定に向けた琉球・奄美諸島評価検討会委員 

琉球列島における要注目外来種選定委員会委員 

中央環境審議会外来生物対策検討委員会委員 

兵庫県環境審議会鳥獣部会委員 

新たな世界自然遺産候補地の考えに係る懇談会委員 

日本爬虫両棲類学会, 英文誌編集委員，評議員 

沖縄生物学会, 学会誌編集委員 

Asian Herpetological Research Society, 学会誌編集委員 

BioFormosa, 学術雑誌編集委員 

Hamadryad, 学術雑誌編集委員 

Tropical Natural History, 学術雑誌編集委員 

Linnean Society of London, 特別会員（Fellow [F.L.S.]） 

日本進化学会, 評議員（７月まで） 

Russian Journal of Herpetology, 学術雑誌編集委員 

Animal Systematics, Evolution and Diversity, 学術雑誌編集委員 

投稿原稿の査読: Zootaxa, Current Herpetology, Journal of Zoology, Asian Herpoetological 

Research, 沖縄生物学会誌、soological Science, Journal of Herpetology, Biology Letters, 

Biological Invasions, Zoologica Scripta, Tropical Natural History, 人と自然, Zoo Keys, Acta 

Herpetologica, Zoological Studies, Journal of Biogeography などで計 42件 

 

【研究費取得状況】 

東アジアの広域に見られるニホンスッポン種群の個体群分類学的研究 文部科学省科学研究費基盤

研究(C)，研究代表者（平成 24 年度分 221 万円／総額 559 万円）． 

 

 

 

【学術論文】 

上道賢太・大崎浩一・大谷 剛 (2013) セイヨウミツバチの造巣初期段階における高温部分形成． 兵

庫生物 14:265-269.  

 

【解説】 

大谷 剛 (2013)  20 周年記念栗林慧写真展「アリの目の日々」2013 年 2 月 16 日から開催！「虫

の目カメラ」から「アリの目カメラ」への進化。ひとはく新聞 3/15 号（ハーモニー80 号）、

p.2. 

大谷 剛 (2013)  ひとはくでの研究と思い出「背番号付きミツバチの収穫ダンス」ひとはく新聞

3/15 号（ハーモニー80 号）、p.4. 

大谷 剛 (2013)  ミツバチは農薬を回避できるのだろうか(特集ネオニコチノイド系農薬を考え

る)。グローバルネット 269 号：4-5. 

 

【口頭発表】 

大谷 剛 (2012）ミツバチ社会に「協力」や「共同」は存在するか。日本昆虫学会第 72 回大会、 玉

川大学（町田） 

大谷 剛 
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大谷 剛 (2013）協力関係のない働きバチの分業とダンスコミュニケーション。第二回ミツバチミ

ニシンポジウム「ミツバチの不思議」、兵庫県立大学姫路新在家キャンパス音楽堂小ホール． 

 

【社会活動】 

たかつき子ども自然体験学校「昆虫標本づくり」，講師, NPO 法人たかつき，大阪府衛生会けんこ

うの里地域交流支援センター（40 名）、2012 年 7 月 

たかつき子ども自然体験学校「昆虫標本づくり、仕上げ、標本へ」，大阪府衛生会けんこうの里地域

交流支援センター（38 名）、2012 年 8 月 

「昆虫と食文化」, 神戸国際大学ゲストティーチャー講義、(79 名) 、2013 年 1 月 

 

【研究費取得状況】 

ミツバチに収穫ダンスを踊らせなかったら何が起こるか. 科学研究費助成・挑戦的萌芽研究・

H23 年 4 月 1 日～H25 年 3 月 31 日, 研究代表者(金額 500 千円/1400 千円). ←（平成 24 年度分

／総額） 

 

 

 

【社会活動】 

2nd Workshop on Building Resilience with Common Capital「Biodiversity, ecosystem functions, and 

socio-ecological conditions of irrigation ponds in Japan」, Taj Samdra Colombo Hotel, Sri Lanka, 

2012.5 

調査協力「植物・植生調査」、明石市金ヶ崎公園、2012年6月 

実演「放課後 校庭の自然たんけん隊」、明石市立鳥羽小学校、2012年10月 

実演「葉っぱで見分ける身近な樹木」、ナシオンホール、2012年10月 

講演「海岸植生」、姫路市立生涯学習大学校、2012年10月 

平成24年度兵庫県立大学生涯学習公開講座「アカデミック・ツーリズム・プログラム 六甲100年の森と

「ひとはく」展示ウォッチング（分担者）」、兵庫県立人と自然の博物館・六甲山・再度山、2012年11月 

調査協力「生物多様性に配慮した保全整備」、主池・高丘中央コミュニティセンター、2013年1月 

講演「海岸の植物」、フレミラ宝塚、2013年2月 

明石市環境審議会委員 

加東市とひとはく協力協定連携推進会議委員 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（若手研究（B））「海岸植生の生物多様性保全に向けた管理体系の構築－山

陰海岸国立公園を事例に」 

平成24年度～26年度 研究費総額286万円 

 

 

 

国際誌 

Kobayashi, F. (2012) Middle and Late Permian foraminifers from the Chichibu Belt, Takachiho area, Kyushu, 

黒田 有寿茂 

小林 文夫 
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Japan: Implications for faunal events. Journal of Paleontology, vol. 86, no. 4, p. 669-687. 

Kobayashi, F. (2012) Permian non-fusuline foraminifers of the Akasaka Limestone (Japan). Revue de 

Paléobiologie, vol. 31, no. 2, p. 313-335. 

Kobayashi, F. (2012) Additional description of Middle Permian (Wordian/Capitanian) fusulines of the Akasaka 

Limestone (Japan). Revue de Paléobiologie, vol. 31, no. 2, p. 337-345. 

Kobayashi, F. (2013) Late Permian (Lopingian) foraminifers from the Tsukumi Limestone, Southern Chichibu 

Terrane of eastern Kyushu, Japan. Journal of Foraminiferal Research, vol. 43, no. 2, p. 154-169. 

 

国内誌 

Kobayashi, F. (2012) Late Paleozoic foraminifers from limestone blocks and fragments of the Permian Tsunemori 

Formation and their connection to the Akiyoshi Limestone Group, Southwest Japan Paleontological Research, vol. 

16, no. 3, p. 219-243. 

Kobayashi, F. and Wernli, R. (2013) Latest Jurassic to earlier Early Cretaceous foraminifers from the Torinosu-type 

limestone blocks in Southwest Japan: Constraints on chronologic calibration of the Torinosu-type limestones. 

Journal of the Geological Society of Japan. vol. 119, no. 1, p. 25-38. 

小林文夫 (2013) 新潟県蒲原山地西部のペルム紀中期 (Guadalupian) フズリナ化石. 地質学雑誌，vol. 119, 

no. 3, p. 217-221. 

 

紀要 

Kobayashi, F. and Wernli, R. (2012) Late Jurassic to Early Cretaceous (Kimmeridgian to Barremian) foraminifers 

of the Southern Jura and Salève Mountains, France. Humans and Nature，no. 23, p. 101-128. 

 

すべて査読あり 

 

 

 

 

 

【学術論文】 

Kitaba, I., Hyodo, M., Katoh, S., Detman, D.L. and Sato, H. (2013) Midlatitude cooling caused by 

geomagnetic field minimum during polar reversal. PNAS (Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America), 110, 1215-1220. 

地磁気の逆転期には磁場強度が低下する。約 78 万年前と約 107 万年前の逆転期には磁場強度が現

在の 40％以下になり、気候が温暖期であったにもかかわらず、中緯度地域では寒冷化が起こったこ

とを示した。地球に降り注ぐ宇宙線量が気候変動に関係するとされる仮説を裏付けるものとして、

新聞等でも取り上げられた。 

 

Rashid, T., Suzuki, S., Sato, H., Monsur, M.H. and Saha, S.K. (2013) Relative sea-level changes during the 

Holocene in Bangladesh. Journal of Asian Earth Sciences, 64, 136-150. 

バングラデッシュの完新統の堆積相、珪藻分析および花粉分析にもとづき、バングラデッシュに

おける完新世の相対的海水準変動を初めて明らかにした。また、ベンガル湾において約 6000 年前の

坂田 宏志 

佐藤 裕司 
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相対的海水準が海抜約５ｍに及んだことを初めて示した。 

 

佐藤裕司・杉野伸儀・永野正之・米井 聡・藤本卓矢・東山真也（2013）安室川（兵庫県上郡町）

に生育する淡水産紅藻チスジノリ（Thorea okadae Yamada）の生活史と季節変化．藻類，61, 1-5. 

  兵庫県上郡町の安室川に生育する淡水産紅藻チスジノリの生活史と季節変化を明らかに

した。絶滅危惧種である本種の個体群維持にとって、胞子体（シャントランシア期）の保全

が重要であることを指摘した。 

 

【学会発表】 

北場育子*・兵頭政幸*・加藤茂弘**・David L. Dettman.***・佐藤裕司（2012）地球磁場の減少によっ

て生じた気候寒冷化．日本地球惑星科学連合 2012 年大会，幕張メッセ国際会議場、千葉市．（５

月）（*神戸大学、**兵庫県立人と自然の博物館、***アリゾナ大学） 

 

Kitaba, I.*, Hyodo, M.*, Katoh, S.**, Dettman, D.L. *** and Sato, H. (2012) Climate variations and floral 

changes during the Mid-Pleistocene transition around Osaka Bay, Japan. The 9th East Asia International 

Workshop on Present Earth Surface Processes and Long-term Environmental Changes in East Asia – from 

Continent to Island Arc -. 神戸大学 Kobe（10 月） （*神戸大学、**兵庫県立人と自然の博物館、***アリ

ゾナ大学） 

 

田中哲夫・佐藤裕司（2013）キリンビオトープ池におけるカワバタモロコの定着過程，第 60

回日本生態学会、グランシップ、静岡市（３月） 

 

【社会活動】 

博物館セミナー「ため池をさぐる」、（全４回）、兵庫県立人と自然の博物館、2012年 4、5月 

博物館セミナー「水中の微生物観察 －解説と写真撮影－」、兵庫県立人と自然の博物館、2012 年 8

月 

博物館セミナー「湧き水を訪ねる」、兵庫県立人と自然の博物館、2012年 10月 

特別セミナー「丹波の恐竜化石、展示解説」（阪南理科教育研究会）、兵庫県立人と自然の博物館、2012

年 7月 

特別セミナー「展示解説」（地域と環境科学研究会）、兵庫県立人と自然の博物館、2012年 8 

 月 

高校連携セミナー「身近な環境を調査しよう～ビオトープ池を調べる～」、キリンビール（株）神戸工場、

2012年 10月 

講演「水をめぐる諸問題」、中央公民館セミナー、三田市中央公民館、2012年 6月 

 

たんば恐竜・哺乳類化石等を活かしたまちづくり推進協議会・企画運営委員 

篠山市脊椎動物化石保護・活用委員会委員（篠山市教育委員会） 

生物多様性アドバイザー（兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課）  

希少野生動植物種保存推進員（環境省自然環境局野生生物課） 

加東市と人と自然の博物館との協力協定連携推進会議委員（加東市） 

 

【研究費取得状況】 

「恐竜化石を活かした自然史リテラシーの涵養と環境教育への展開」（科学研究費補助金・基盤研
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究（Ｃ））代表者（H.24 220万円／H.24-26 400万円）． 

「地磁気逆転期における寒冷化イベントの発生原因の解明」（科学研究費補助金・基盤研究（B））

分担者 

 

 

 

【著書】 

池田博＊（監修）黒崎史平・高橋 晃・山本伸子**（監修指導） 2013.3 ポプラディア大図鑑 WONDA

植物，p.215. ポプラ社，東京． 

 * 東京大学総合研究博物館 

 ** 岡山理科大学生物地球学部 

 本書は子ども向け大図鑑シリーズのうち植物について解説した巻で、身近な植物から、山や海などの

多様な生態系・特殊な生育環境に生える植物、さらには観葉植物まで人の生活に関わる植物について、

その分類や形態、機能にいたるまで幅広く、絵と写真を用いて解説している。とくに描き起こした絵

や解説文に、植物学的な不具合がないかどうか監修した。 

 

【冊子】 

高橋 晃（責任編集） 2012.9 兵庫の植物、その多様性と成り立ち．p 47．公益社団法人 日本植

物学会．東京 

 本冊子は、日本植物学会第 76回大会に合わせて姫路市内で開催された公開シンポジウムで、講演内容

の理解の一助にするため作成した。内容は、１．兵庫の植物、そのおもしろい分布、２．オチフジの不

思議な生活と分布、３．ショウジョウバカマ属の分類―六甲山で見られる奇妙な個体の正体は？、４．

昔々の兵庫の植物―化石からわかること、５．兵庫の植物、1 万年前と今、の 5 題で、現在の兵庫の植

物相を俯瞰して、いくつかの特徴的な植物を取り上げ、一般には知られていない植物の興味深い生態を

解き明かすとともに、兵庫の植物多様性が過去から現在までどのような過程を経て成立してきたかを解

説する冊子とした。 

 

高橋 晃（責任編集）・高野温子*・布施静香* 2012.9 写真集－兵庫の植物．p 45．公益社団法人 日

本植物学会，東京． 
* 兵庫県立人と自然の博物館自然環境評価研究部 

 本冊子は、日本植物学会第 76回大会に合わせて姫路市内で開催された公開シンポジウムで、講演内容

の理解の一助にするため作成した。内容は、海辺・山地・人里・ため池・道端の 5 つの異なる環境に生

育している兵庫県の植物を写真と解説文により紹介した。 

 

【学会発表】 

Takahashi, A., Handa*, K., Yamakawa**, C., Kato*, S., Furutani, H. & Okugishi*, A. 2012. Vegetation 

reconstruction based on the plant fossils from the Fukuchi Peat Beds along the Fukuchi River in 

the south-eastern area of the Chugoku Mountains, western Japan. IPC/IOPC 2012 Tokyo, Japan. 
* Museum of Nature and Human Activities Hyogo 
** Lake Biwa Museum 

We analyzed the wood fossils found from Fukuchi Peat Beds in western area of Hyogo Prefecture 

and reported the age of the peat beds and the scientific names of the wood fossils.  

高橋 晃 
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高橋 晃 2012.9 兵庫の植物、1万年前と今．日本植物学会第 76回大会公開シンポジウム．イーグ

レ姫路，姫路市． 

約１万年前の植物化石などをもとにして後氷期の西日本における植物変遷を推定し、兵庫の現在の植

物相がどのように成立してきたかを考察した。 

前掲「兵庫の植物、その多様性と成り立ち」の項参照 

 

【社会活動】 

委員会等 

2012.4- 環境省版レッドデータブック兵庫県主任調査員，環境省自然環境局． 

2012.4- 希少野生動植物種保存推進員，環境省自然環境局． 

2012.4- 三田市環境審議会委員，三田市経済環境部． 

2012.4- 県立北摂三田高校評議員． 

2012.4- 六甲山環境整備協議会，アドバイザー，六甲山を活用する会． 

 

市民団体・NPO等支援 

ひとはく連携活動グループ GREEN GRASS，アドバイザー，植物画展・植物画教室等運営支援，兵庫県

立人と自然の博物館ほか． 

NPO法人 六甲山を活用する会，講師・アドバイザー，六甲山環境整備・主催事業等支援，六甲山記念

碑台周辺． 

一般社団法人 ハチ北高原自然協会，講師・アドバイザー，自然案内人講座等運営支援，香美町ハチ北

高原大沼周辺．  

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））「ジオパークにおける展示・学習施設の活性化を促す

学習プログラム構築と博物館の役割」（研究分担者）．平成 24年度～27年度，研究費総額 690万円． 

委託研究（株式会社総合環境計画大阪支社）「宝塚市産維管束植物に関する資料整理業務」（研究代表

者）．平成 24年度，研究費総額 20万円． 

 

【その他】 

生涯学習支援 

2012.4-2013.3 ひとはくセミナー（14件），企画実施担当者，兵庫県立人と自然の博物館． 

2012.11 ひとはくフェスティバル，運営分担者，兵庫県立人と自然の博物館． 

2013.2 第 8回共生のひろば，運営分担者，兵庫県立人と自然の博物館． 

2012.6-7 ミニ企画展示「宍粟市でみつかった 9000 年前のタネ・はっぱ・虫」，実施分担者，兵庫県

立人と自然の博物館． 

2013.3- コレクション展「いのちの色 美術に息づく植物」，解説協力，兵庫県立美術館． 

 

外国人研修指導 

2012.10.28 JICA研修：生物多様性保全のための野生動物問題解決手法コース，博物館資料の保存と

管理，講師，EnVision環境保全事務所． 

 

相談・指導助言 
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来訪・電話・メール・手紙等による相談 18件(6名) 

 

 

 

【学術論文】 

上田萌子、田原直樹、上甫木昭春、「近世前期の絵図とボーリングデータから捉えた大阪湾の干拓地域に

おける浅海域の変遷」ランドスケープ研究、Vol.76(5)、661-664、日本造園学会、2013 年 3月 

 本稿は、大阪湾の干拓地域における浅海域の変遷について、近世前期の絵図とボーリングデータを用

いて論じたものである。 

 

【社会活動】 

兵庫県いなみ野学園 同窓研修会「てくてく歩き 今昔比較時間旅行 清盛の兵庫」兵庫県いなみ

野学園 同窓研修会、2012 年 9 月 

いなみ野学園高齢者大学講座「都市の歴史を通してみた人と自然」（公財）兵庫県生きがい創造協会、

兵庫県いなみ野学園（290 名）、2012 年 10 月 

姫路市立生涯学習大学校「人と植物−名所図会から見た風景の変遷」姫路市立生涯学習大学校、姫路

市、2013 年 2 月 

いなみ野学園高齢者大学講座（１年）「都市の歴史を通してみた人と自然」（公財）兵庫県生きがい

創造協会、兵庫県いなみ野学園、2013 年 1 月 

いなみ野学園高齢者大学講座（２年）「都市の歴史を通してみた人と自然」（公財）兵庫県生きがい

創造協会、兵庫県いなみ野学園、2013 年 3 月 

姫路市立生涯学習大学校「人と植物−都市の緑と人とのかかわり」姫路市立生涯学習大学校、姫路市、

2013 年 2 月 

 

揖保川流域委員会委員、国土交通省近畿地方整備局 

兵庫県土地収用事業認定審議会委員、兵庫県 

兵庫県国土利用審議会委員、兵庫県 

中播磨地域ビジョン委員会専門委員、兵庫県中播磨県民局 

SSH 運営指導委員会委員、兵庫県教育委員会 

姫路市都市計画審議会委員、姫路市 

姫路市景観・広告物審議会委員及び同専門部会部委員（部会長）、姫路市 

姫路市景観賞選考委員会委員、姫路市 

姫路市イベントゾーン基本計画検討懇話会委員（副会長）、姫路市 

キャスティ２１コアゾーン等開発提案競技審査委員会委員（副委員長）、姫路市 

姫路駅放置自転車対策協議会委員（会長）、姫路市 

姫路市網干西地区（木材港）利用計画検討協議会委員（会長）、姫路市 

加西市都市計画審議会委員（会長）、加西市 

加西市土地利用調整委員会委員、加西市 

加西市生物多様性地域戦略策定委員会委員、加西市 

三田市環境保全審議会委員（会長）、三田市 

（財）丹波の森公苑運営委員会委員、（財）丹波の森協会 

（財）丹波 OB 大学運営委員会委員、（財）丹波の森協会 

田原 直樹 
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【著書】 

中瀬勲他共著『みんなで楽しむ 新しい博物館のこころみ』，研成社，149-182，2012 年 9月 

  

【学術論文】 

嶽山洋志・赤澤宏樹・中瀬勲『環境教育における児童の学習に資する学校ビオトープシミュレーション

ゲームの開発』，造園技術報告集 7，日本造園学会，76-79，2013年 3月 

 本論文は，ビオトープ学習を学校現場でより効果的に行うべく開発した，Web ベースのシミュレーシ

ョンゲームの開発過程を，技術としてとりまとめたものである。 

 

【報告書】 

中瀬勲『各人･各組織のできることを』，花と緑Vol．1（特集：東日本），全国女性造園技術者の会，2-3， 

中瀬勲『魚津三太郎塾』，情報誌｢丹波の森｣No.45，（公財）兵庫丹波の森協会，1. 

中瀬勲『ランドスケープデザインの開拓・実践、そして社会化、ランドスケープ研究』VOL．76 NO2，

152-155． 

中瀬勲『ぬくもり第30号発刊によせて』，ぬくもり30周年記念号，丹波OB大学自治会，18-19． 

中瀬勲『仲間としてよろしく』，平成24年度丹波OB大学大学院2012年のまとめ，（公財）兵庫丹波の森協

会・丹波の森公苑文化振興部，1. 

中瀬勲『次世代に期待』，情報誌「丹波の森」No.46，（公財）兵庫丹波の森協会，1. 

 

【口頭発表】 

赤澤宏樹・中瀬勲・三橋弘宗『東日本大震災からの安心・環境による復興のあり方』，兵庫県立大学研究

発表会，兵庫県立大学，2012 年 10月 

 

【社会活動】 

＜学会役員＞ 

日本造園学会，校閲委員． 

日本造園学会，代議員． 

日本都市計画学会，学術研究発表論文・一般研究論文審査部会，委員． 

環境情報科学センター，環境情報科学論文集査読委員会，委員． 

兵庫県政学会，評議員． 

日本造園学会 CPDプログラム認定委員会，委員． 

環境情報科学センター，第一期企画委員． 

日本造園学会，関西支部，顧問． 

日本学術会議，日本学術会議連携会員． 

 

＜審議会・委員会など＞ 

 (財）丹波の森協会，理事． 

姫路市環境審議会，会長，姫路市． 

 (財）丹波の森協会，丹波の森研究所，所長． 

兵庫県立丹波の森公苑運営委員会，委員，（財）丹波の森公苑． 

阪神シニアカレッジ運営委員会，委員，兵庫県． 

中瀬 勲 
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建設省近畿地方建設局，自然環境アドバイザー，（国土交通省）建設省． 

環境アドバイザー，（財）ひょうご環境創造協会． 

 (財）都市緑化技術開発機構，研究顧問． 

里山保全アドバイザー，（社）大阪自然環境保全協会． 

関電公害防止協議会，委員長，兵庫県・姫路市・関西電力株式会社． 

（財）日本グラウンドワーク協会，評議員． 

兵庫県立有馬富士公園運営・計画協議会，会長，兵庫県県土整備部． 

尼崎21世紀の森づくり協議会，委員，兵庫県県土整備部． 

兵庫県環境審議会，委員，兵庫県生活文化部（県民政策部）． 

コミュニティ・ガーデン・ネットワーク，理事，（財）都市緑化基金． 

（社）日本公園緑地協会，研究顧問． 

兵庫県高大連携等推進協議会，委員長，兵庫県教育委員会． 

（財）日本グラウンドワーク協会東海・近畿・北陸ブロック会議，委員，（財）日本グラウンドワーク協

会． 

島本町環境保全審議会，会長，島本町． 

グリーンスクール審査委員会，委員，兵庫県教育委員会． 

国営事業環境配慮アドバイザリーグループ，アドバイザー，近畿農政局． 

加古川市環境審議会，委員，加古川市． 

兵庫県立甲山森林公園管理運営協議会，委員長，兵庫県阪神南県民局． 

阪神北ビジョン委員会，アドバイザー，兵庫県阪神北県民局． 

神戸市建設局指定管理者候補者選定委員会，委員長，神戸市． 

独立行政法人評価委員会日本万国博覧会記念機構分科会，臨時委員，財務省． 

大門寺整備委員会，委員，宗教法人大門寺． 

兵庫県立丹波の森公苑，公苑長，（財）丹波の森協会． 

丹波OB大学，学長，兵庫県立丹波の森公苑． 

たんば共創の森、塾長、兵庫県立丹波の森公苑． 

ひょうごガーデンマイスター認定委員会，委員，（社）兵庫みどり公社． 

事業評価監視委員会，常任委員，西日本高速道路株式会社． 

（財）公園緑地管理財団，研究顧問． 

丹波の森ふれあい中学生ソフトテニス大会公苑長杯，実行委員長，丹波の森ふれあい中学生ソフトテニ

ス大会実行委員会． 

丹波の森子ども環境塾『エコキッズクラブ』，塾長，（財）兵庫丹波の森協会． 

兵庫県高大等連携推進協議会，委員長，兵庫県教育委員会． 

内ケ池整備に関する検討委員会，委員長，大阪府，高槻市． 

ひょうごっこグリーンガーデン研究会，会長，兵庫県健康生活部． 

丹波年輪の里運営協議会，委員(長) ，兵庫県立年丹波年輪の里． 

環境体験支援委員会，副委員長，兵庫県教育委員会． 

神戸市公園緑地審議会，会長，神戸市． 

神戸市公園緑地審議会運営部会，部会長，神戸市． 

丹波市恐竜を活かしたまちづくり協議会，委員，丹波市． 

西播磨風景づくり支援センター，登録，兵庫県西播磨県民局． 

平成24年度助成事業審査委員会，委員，特定非営利法人しみん基金・こうべ． 

丹波恐竜化石にかかる事業連携推進会議，会長，県立人と自然の博物館，丹波県民局，丹波市． 



167 

 

野生動物保護管理運営協議会，会長，兵庫県農林水産部． 

野生動物保護管理運営協議会、WLM推進部会，部会長（代行），兵庫県農林水産部． 

丹波縄文の森塾，塾長，（財）兵庫丹波の森協会． 

やしろの森公園運営協議会，委員，やしろの森公園協会． 

恐竜を活かしたまちづくりプロジェクトチーム，座長，兵庫県丹波県民局． 

尼崎の森中央緑地植栽計画推進会議，委員，兵庫県阪神南県民局． 

丹波の森大学，学長，（財）兵庫丹波の森協会． 

県立祥雲館高等学校に係るスーパーサイエンスハイスクール運営指導委員会，委員，兵庫県教育委員会． 

たんば恐竜・哺乳類化石を活かしたまちづくり推進協議会，副会長． 

円山川水系自然再生推進委員会，委員，近畿地方整備局，兵庫県但馬県民局． 

兵庫の貴重な自然改訂委員会，委員，兵庫県農政環境部． 

ひょうごの貴重な自然再生プロジェクト選定委員会，委員，兵庫県農政環境部． 

新名神高速道路 大阪府域自然環境保全検討委員会，委員長，西日本高速道路株式会社． 

新名神高速道路 兵庫県域自然環境保全検討委員会，委員長，西日本高速道路株式会社． 

神戸市公園緑地審議会，計画・緑化部会，部会長，神戸市． 

㈶兵庫県園芸・公園協会が指定管理者となっている公園等の管理運営にかかる自己評価システム検討委

員会，委員長，㈶兵庫県園芸・公園協会． 

生物多様性ひょうご基金審査委員会，委員，㈶ひょうご環境創造協会． 

生物多様性ひょうご戦略推進委員会，委員，兵庫県農政環境部． 

㈶大阪市博物館協会，理事． 

西播磨花の郷選定委員会，委員長，兵庫県西播磨県民局． 

ひょうごの生物多様性保全プロジェクト選定委員会，委員長，兵庫県農政環境部． 

平成23年度名勝慶野松原保存整備委員会，委員，南あわじ市． 

中央環境審議会瀬戸内海部会企画専門委員会，委員，環境省． 

東日本大震災ひょうごまちづくり専門家バンク登録，公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター． 

あわじ環境未来島構想推進協議会，アドバイザー 

あわじ環境未来島構想推進協議会企画委員会，委員長． 

日本学術会議連携会員，日本学術会議． 

あわじ環境未来島構想推進事業審査会，委員，兵庫県淡路県民局． 

豊岡市公の施設指定管理者審査会，委員，豊岡市． 

 (財)兵庫県園芸･公園協会が指定管理者となっている公園等の管理運営にかかる評価･検証委員会、委員

長，(財)兵庫県園芸･公園協会. 

長浜市まちづくり検討会議，委員，長浜市． 

兵庫県立丹波年輪の里運営協議会，委員長． 

公益財団法人兵庫県園芸・公園協会，理事． 

生物多様性ひょうご戦略推進委員会，委員，兵庫県農政環境部． 

長期ビジョン審議会公募委員選考会議，委員，兵庫県企画県民部． 

丹波市森林づくりビジョン検討委員会，委員長，丹波市． 

県民意識調査委員会，委員，兵庫県企画県民部． 

播磨新宮～山崎間自然環境保全検討会，会長，西日本高速道路株式会社． 

環境基本計画検討小委員会，委員，兵庫県農政環境部． 

 (仮称)関西広域連合環境保全計画に関する有識者会議，委員，関西広域連合． 

神戸市建設局自転車等駐車場整備・管理運営事業者選定委員会，委員長，神戸市． 
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（新）森の円卓会議，会長，兵庫県立丹波並木道中央公園，公益財団法人兵庫県園芸・公園協会． 

神戸大学発達科学部外部評価委員会，委員． 

長期ビジョン審議会環境優先社会・多彩な交流社会分科会，部会長，兵庫県企画県民部． 

加古川流域懇談会，委員，国土交通省近畿地方整備局． 

鵜殿ヨシ原の環境保全に関する検討会，委員，NEXCO西日本． 

神戸市建設局ネーミングライツ検討会，委員長，神戸市． 

 

 

 

【学術論文】 

HASHIMOTO Y. & YAMANE S. (2012) Comparison of foraging habits between four sympatric army ant 

species of the genus Aenictus in Sarawak, Borne. ASIAN MYRMECOLOGY Vol.7 (in press). 

 

KISHIMOTO K.,ITIOKA T. & HASHIMOTO Y. et al (2012) Effects of remnant primary forests on ant and 

dung beetle species diversity in a secondary forest in Sarawak, Malaysia. Journal of insect conservation 

Vol.16:1-15. 

 

WEEYAWAT JAITRONG & YOSHIAKI HASHIMOTO (2012) Revision of the Aenictus minutulus species 

group (Hymenoptera: Formicidae: Aenictinae) from Southeast Asia.  Zootaxa 

 

【冊子】 

橋本佳明．Open！多様性フロア-魅せる収蔵庫トライアル. ひとはく新聞 2012 年 10 月 13 日号．

兵庫県立人と自然の博物館．2012年 10月． 

 

橋本佳明．ひとはくコラム「遠くて近い島-ボルネオ島」. ひとはく新聞 2012 年 10 月 13 日号．

兵庫県立人と自然の博物館．2012年 10月． 

 

【口頭発表】 

橋本佳明他(2011)擬態現象を生物多様性創出・維持機構として解析する：サラワク州ランビル熱帯雨林に

おけるアリ類垂直分布構造とアリグモ属のアソシエーション. 日本昆虫学会第 72回大会 

 

山﨑健史・橋本佳明・遠藤知二 (2012)アリ擬態によるアリグモ類の形態の多様化.日本蜘蛛学会第 44 回

大会 

 

【助成を受けた研究】 

アリ－アリ擬態クモ共生系の食物連鎖構造の解明：多様性創出は生態系安定に寄与するか 文部科学省

科学研究費 基盤 C 研究代表者 (430万円) 

 

【社会活動】 

■ 講演など 

「生物多様性を学ぶ」，兵庫県立福崎高校特別非常勤講師，福崎高校（40名） 

 

橋本 佳明 
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「CTスキャンを活用した昆虫形態学」講師， 東北大学（７名） 

 

「国際理解に必要なもの−生物多様性と地球環境問題」、兵庫県立鈴蘭台高校 (130名) 

 

■ラジオ・テレビ等の出演など 

NHK神戸「栗林写真展の紹介」 

 

■学会 

DIPWA Network for Establishment of Ant Reference Collections  (ANeT ) 評議委員.  

   

Asian myrmecology レフェリー 

 

Revista Brasileira de Entomologia レフェリー 

 

 

 

【著書】 

・服部 保．都市山六甲．神戸地域学，147-160．大学教育出版，岡山．2012年． 

 

【学術論文】 

・服部 保・南山典子・栃本大介・石田弘明・黒田有寿茂．八丈島における照葉樹林の成立要因－

特に土地利用について－．植生学会誌，29：27-40．植生学会．2012年 6月． 

・服部 保・南山典子・岩切康二・栃本大介．照葉樹林帯の植生一次遷移－特に桜島の溶岩原につ

いて－．植生学会誌，29：75-90．植生学会．2012 年 12 月． 

・服部 保・南山典子・黒田有寿茂．日本の照葉自然林の群落体系．人と自然，23：1-29．兵庫県

立人と自然の博物館．2012 年 12 月． 

・石田弘明・山名郁実・小舘誓治・服部 保．淡路島の森林伐採跡地に分布する外来木本ナンキン

ハゼ群落の生態的特性と成因．植生学会誌，29：1-14．植生学会．2012年 6月． 

・石田弘明・服部 保・黒田有寿茂・橋本佳延・岩切康二．屋久島低地部の照葉二次林に対するヤ

クシカの影響とその樹林の自然性評価．植生学会誌，29：49-72．植生学会．2012年 6月． 

・石田弘明・服部 保．ニホンジカの不嗜好性植物の緑化への応用. GR現代林業, 2012月 10月号: 

40-43．一般社団法人 全国林業改良普及協会．2012年 10月． 

・石田弘明・武田義明・塩谷智也・服部 保．ニホンジカが淡路島諭鶴羽山のアカガシ林に与えた

影響. 人と自然, 23:69-79．兵庫県立人と自然の博物館．2012年 12月. 

 

【冊子】 

・服部 保・武田義明・澤田佳宏・矢倉資喜・赤松弘治・浅見佳世・石田弘明・石丸京子・黒田有

寿茂・田村和也・橋本佳延・福井 聡・松村俊和．兵庫県の植物群落－森林ボランティア育成教本

－. （社）兵庫県緑化推進協会, 44p．2012年12月． 

・服部 保・南山典子・石田弘明・橋本佳延．照葉樹林構成種目録. 兵庫県立人と自然の博物館，

25p．2013年 3月． 

・服部 保．里山の再生と課題．グリーン・エージ，460：4-6．2012年． 

服部 保 
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・服部 保．里山とは何か、里山の歴史を知る．エコひょうご，65：1-2．2012年． 

・服部 保．北摂の里山．hitosato，1：106．2012年． 

・服部 保．姫路城の自然と今後の植物管理．姫路城の自然，57-65．姫路城管理事務所．2013年 

・服部 保．一庫ダムの景観育成．一庫ダム管理 30年のあゆみ．2013年． 

・服部 保．植生遷移－里山は今後どうなるのか－，ひょうご みどりの風，34:1．2013年． 

・服部 保．世界一の兵庫の自然．ひとはく新聞 2013/3/15号．兵庫県立人と自然の博物館．2013

年 3月． 

 

【口頭発表】 

・服部 保．兵庫県における生物多様性地域戦略の事例．平成 24 年度日本造園学会全国大会ミニ

フォーラム・生物多様性地域戦略の策定技術，メルパルク京都，京都市．2012 年 6 月． 

・Kuroda, A., Fujihara, M., Sawada, Y. & Hattori, T. Growth and seed germination traits of the 

locally threatened coastal plant species Linaria japonica: planting experiments and 

germination tests for its population restoration. The 55th Symposium of the International 

Association for Vegetation Science, Hotel Hyundai Mokpo, Mokpo. 2012 年 7 月． 

・服部 保・南山典子・黒田有寿茂・橋本佳延・石田弘明．南西諸島の照葉樹林の植物相と種多様

性. 第17回植生学会大会, 千葉大学, 千葉．2012年10月． 

 

【社会活動】 

■講演など 

・「講演 森林のはたらき①照葉樹林と里山林の保全」，神戸市シルバーカレッジ，2012年4月． 

・「講演 環境保全活動について」，神鋼連合，2012年4月． 

・「挨拶 チュチュアンナの森開き式典」，（株）チュチュアンナ，2012年4月． 

・「講演 六甲と住友ゴムの活動」，渦が森緑化ボランティア，住友ゴム（株），2012年4月． 

・「講演 都市山六甲山における森づくり」，神戸経済同友会，2012年4月． 

・「講演 里山・都市山・まち山を考える」，宝塚市自然保護協会，2012年4月． 

・「講義 生物種の絶滅と生物多様性」，姫路市立生涯学習大学校，2012年4月． 

・「観察会 中山寺周辺で植生観察」，フレミラ宝塚，2012年5月． 

・「講演 里山とまち山」，フレミラ宝塚，2012年5月． 

・「講義 神戸の都市山・六甲山」，神戸学，神戸市看護大学，2012年5月． 

・「講義 生物多様性西宮戦略」，西宮市役所政策調整会議，2012年5月． 

・「指導 河川の植物」，伊丹市立池尻小学校，2012年5月． 

・「講義 植物種の保全への取組み①フジバカマなど」，姫路市立生涯学習大学校，2012年5月． 

・「講義 植物種の保全への取組み②外来種対策」，姫路市立生涯学習大学校，2012年5月． 

・「講義 里山林整備と社家郷山の現状に関する基礎知識」，「コープの森・社家郷山」森林整備ボラ

ンティア養成講座，2012年6月． 

・「講義 大阪ガス姫路製造所の生物多様性保全への取組み」，大阪ガス姫路製造所，2012年6月． 

・「講演 地域の自然を学ぶⅠ」，阪神シニアカレッジ，2012年6月． 

・「講義 人と自然の博物館における植物種の保全」，姫路市立生涯学習大学校，2012年6月． 

・「講義 植物群落とは何か」，姫路市立生涯学習大学校，2012年6月． 

・「講演 地域の自然を学ぶⅡ」，阪神シニアカレッジ，2012年7月． 

・「講演 原生林から里山林へ」，森林ボランティア講座，2012年7月． 

・「講演 六甲山緑化の現状と管理の方向」，日本造園修景協会，2012年7月． 
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・「講演 兵庫の里山・里海」，兵庫県立大学セミナー，2012年8月． 

・「講演 なぜ日本一の里山なの」，ひとくらクラブ，2012年8月． 

・「観察会 里山観察」，シニア自然大学，2012年9月． 

・「講演 神戸の都市山・六甲山」，神戸研究学園都市公開講座，2012年9月． 

・「講演 生物多様性と西宮の自然」，甲山森林・湿原サポーター養成講座，2012年9月． 

・「講演 里山の現状」，南公園里山講座，2012年9月． 

・「討論 生物多様性」，水科学フォーラム2012，2012年9月． 

・「講演 よみがえる万葉の里山」，環境楽座，2012年9月． 

・「講演 原生林から里山林へ，伝統的・先進的里山」，北摂里山大学，2012年9月． 

・「講演 六甲山の自然の特色」，神戸シルバーカレッジ，2012年9月． 

・「講義 照葉樹林」，姫路市立生涯学習大学校，2012年9月． 

・「講演 里山の基本知識」，みのお森の学校，2012年10月． 

・「講演 生物多様性と里山の保全」，宝塚市民カレッジ，2012年10月． 

・「指導 鳴瀬川下伊堤野植物観察会」，国交省東北地方整備局，2012年10月． 

・「講演 万葉集と植物」，ナシオン創造の森セミナー，2012年10月． 

・「講義 照葉樹林」，森林動物研究センター，2012年10月． 

・「講義 姫路城の植物現地見学」，姫路市立生涯学習大学校，2012年10月． 

・「指導 七草プロジェクト秋の種子採取」，国交省関東地方整備局，2012年11月． 

・「講演 猪名川流域の日本一の里山と猪名野笹原」，兵庫県立伊丹高校緑窓会，2012年11月． 

・「視察 六甲山の里山見本林」，国交省六甲砂防事務所，2012年11月． 

・「講演 生物多様性保全・復元・創出への取組み」，あまがさき環境塾，2012年11月． 

・「講義 猪名川の自然環境」，国交省近畿地方整備局，2012年11月． 

・「講演 社叢から明らかとなった照葉樹林の実態」，社叢学会，2012年12月． 

・「講義 着生植物の保全」，姫路市立生涯学習大学校，2012年12月． 

・「講義 里山の保全」，姫路市立生涯学習大学校，2012年12月．」 

・「講演 日本一の猪名川上流域の里山と昆虫」，伊丹市昆虫館，2013年1月． 

・「講義 里山」，奥野総合法律事務所，2013年1月． 

・「パネリスト 里山についてのパネルディスカッション」，北摂里山大学，2013年1月． 

・「講義 姫路城の植物と植生」，姫路市立生涯学習大学校，2013年1月． 

・「講演 生物多様性と里山」，ラ・ビスタ宝塚団地自治会，2013年2月． 

・「講義 七草堤防プロジェクト 中学校によるポット苗づくり」，国土交通省関東地方整備局，2013

年2月．  

・「講義 植生と文化」，姫路市立生涯学習大学校，2013年2月． 

・「講演 兵庫県の生物多様性地域戦略など」，地球環境関西フォーラム，2013年2月．  

・「講演 里山のまとめ」，北摂里山大学，2013年2月． 

・「講義 地域に根ざした里山づくり」，橿原市昆虫館，2013年3月． 

 

■委員など 

・国土交通省河川水辺の国勢調査（猪名川，加古川，揖保川，円山川），アドバイザー，国土交通省近畿

地方整備局． 

・一庫ダム河川水辺の国勢調査，アドバイザー，（独）水資源機構． 

・自然環境アドバイザー，アドバイザー，国土交通省近畿地方整備局． 

・宝塚市環境審議会，委員，宝塚市． 
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・兵庫県緑化推進協会運営協議会，副委員長，（社）兵庫県緑化推進協会． 

・宝塚市文化財審議会，委員，宝塚市． 

・兵庫県環境影響評価審査会，委員長，兵庫県農政環境部． 

・有馬富士公園運営・計画協議会，委員，(財)兵庫県園芸・公園協会． 

・宝塚市環境影響評価専門委員会，委員，宝塚市． 

・自然環境保全基礎調査・植生調査に係わる近畿ブロック調査会議，委員，環境省． 

・ささやまの森公園運営協議会，委員，（財）丹波の森協会． 

・玄武洞公園整備事業検討会，委員，豊岡市． 

・兵庫県環境審議会，特別委員，兵庫県． 

・円山川水系自然再生計画検討委員会，委員，国土交通省近畿地方整備局・兵庫県但馬県民局． 

・円山川流域委員会，委員，国土交通省近畿地方整備局． 

・ゆめさきの森公園運営協議会，委員，ゆめさきの森公園協会． 

・猪名川自然環境委員会，委員，国土交通省猪名川河川事務所． 

・尼崎の森中央緑地植栽計画推進会議，委員長，兵庫県阪神南県民局． 

・六甲山系グリーンベルト整備事業，景観アドバイザー，国土交通省六甲砂防事務所． 

・近畿地方整備局景観アドバイザー，国土交通省近畿地方整備局． 

・猪名川上流広域ごみ処理施設環境保全委員会，委員，猪名川上流広域ごみ処理施設組合． 

・慶野松原保存管理計画策定委員会，委員長，南あわじ市．  

・琵琶湖・淀川流域圏再生推進会議，委員，国土交通省近畿地方整備局． 

・兵庫県河川審議会特別委員会，委員，兵庫県県土整備部． 

・野生動物育成林整備にかかる指導・助言，アドバイザー，兵庫県農政環境部． 

・丹波の森公苑運営委員会，委員，兵庫丹波の森協会． 

・六甲山自然保護センター環境学習運営委員会，委員長，兵庫県神戸県民局． 

・箕面体験学習の森整備事業検討委員会，委員長，林野庁近畿中国森林管理局． 

・やしろの森公園協会評議会，評議員，やしろの森公園協会． 

・一庫公園管理運営協議会，委員長，（財）兵庫県園芸・公園協会． 

・日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会，調査委員，文部科学省． 

・コープの森・社家郷山森林保全活動推進委員会，委員長，コープこうべ． 

・「ひょうごの川・自然環境調査」，アドバイザー，兵庫県． 

・国道178号余部道路，アドバイザー，兵庫県新温泉土木事務所． 

・河川堤防及び周辺域における生態緑化技術の開発に関する研究会，委員，（財）河川環境管理財団． 

・猪名川・藻川河川保全利用委員会，委員，国土交通省近畿地方整備局． 

・和田山八鹿道路・八鹿日高道路，アドバイザー，国土交通省豊岡河川国道事務所． 

・川西市環境審議会，委員，川西市． 

・森づくりセンター運営委員会，会長，兵庫県・他． 

・国営明石海峡公園神戸地区管理運営計画検討会，委員，国土交通省国営明石海峡公園整備局． 

・豊岡道路環境基礎調査，アドバイザー，国土交通省豊岡河川国道事務所． 

・国崎クリーンセンター運営懇話会，委員長，国崎クリーンセンター． 

・加古川自然再生アドバイザー，国土交通省姫路河川国道事務所． 

・公共事業等審査会，委員，兵庫県県土整備部． 

・ひょうごの生物多様性保全プロジェクト選定委員会，委員，兵庫県農政環境部． 

・新名神高速道路 兵庫県域自然環境保全検討会，委員，西日本高速道路（株）． 

・国道178号浜坂道路，アドバイザー，兵庫県新温泉土木事務所． 
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・阪神北県民局政策アドバイザー，兵庫県阪神北県民局． 

・東播磨南北道路，アドバイザー，兵庫県東播磨県民局． 

・阪神北夢づくり応援事業企画提案会，委員，兵庫県阪神北県民局． 

・北摂里山博物館構想推進懇話会，委員，兵庫県阪神北県民局． 

・生物多様性ひょうご戦略推進委員会，委員，兵庫県農政環境部． 

・生物多様性アドバイザー，兵庫県農政環境部． 

・武庫川水系河川整備計画フォローアップ委員会，委員，兵庫県県土整備部． 

・加西市生物多様性地域戦略策定委員会，委員長，加西市． 

・生物多様性にしのみや戦略推進部会，部会長，西宮市． 

・橿原市昆虫館協議会，委員，橿原市教育委員会． 

・丹波市森林づくりビジョン検討委員会，委員，（財）兵庫丹波の森協会． 

・七草堤防プロジェクトワーキング，委員，国土交通省利根川下流事務所． 

・希少野生動植物種保存推進員，環境省． 

・六甲山森林整備戦略研究会，委員，神戸市． 

・伊丹市環境審議会 生物多様性専門部会，委員，伊丹市． 

・播磨新宮～山崎間自然環境保全検討会，委員，西日本高速道路（株）． 

・姫路城内樹木パトロール委員，姫路市． 

・加古川流域懇談会，委員，国土交通省近畿地方整備局． 

・尼崎市環境審議会，委員，尼崎市． 

・兵庫県ナラ枯れ被害対策連絡会，委員，兵庫県農政環境部． 

・新名神高速道路 未来につなぐ森づくりプロジェクトワーキング，アドバイザー，西日本高速道路（株）． 

・宝塚市レッドリスト他策定有識者会議，委員長，宝塚市． 

 

【学術論文】 

Mizuki I, Sakaguchi S, Fukushima K, Sakai M, Takayanagi A, Fujiki D and Yamasaki M.  

Among-year variation in deer population density index estimated from road count surveys. 

Journal of Forest Research: DOI: 10.1007/s10310-012-0379-5. The Japanese Forest Society, 

2012.11 

梅田浩尚・藤木大介・岸本康誉・室山泰之, 兵庫県但馬地方のコナラ林とスギ人工林におけるニホンジ

カの生息密度勾配に伴う植物種数の変化パタン．森林応用研究 21: 1-8. 応用森林学会, 2012 年 10 月 

 

【報告書】 

藤木大介, 広域スケールでのシカによる森林生態系被害評価手法の確立．(平成 24 年度森林環境保全総

合対策事業 野生鳥獣による森林生態系への被害対策技術開発事業報告書． 株式会社野生動物保護管

理事務所，151pp) P125-131. 2013 年 3 月 

 

【解説】 

藤木大介, 森林生態系保全を目的としたシカ対策―被害評価から捕獲、復元技術まで．森林技術 842: 

30-31. 一般社団法人日本森林技術協会, 2012 年 5 月. 

 

【学会口頭発表】 

藤木大介, 兵庫県におけるコナラの豊凶特性―8 年間の観測結果から. 第 124 回日本森林学会, 盛岡. 

藤木 大介 
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2013 年 3 月 

立脇隆文・岸本康誉・藤木大介, どこまで減らせば木が育つ？ニホンジカの密度と無立木地の更新の関

係. 第 60 回日本生態学会, 静岡. 2013 年 3 月 

岸本康誉・藤木大介・坂田宏志 (2013) 移動分散を考慮した地域スケールでのニホンジカの個体群動態

の推定. 第 60 回日本生態学会, 静岡. 2013 年 3 月 

 

【社会活動】 

兵庫県野生動物育成林整備事業アドバイザー 

兵庫県におけるシカによる森林生態系被害の現状と対策．「シカ害対策実践セミナー」(3 月 16 日，川西

市，国崎クリーンセンター啓発施設ゆめほたる) 

広域スケールでのシカによる森林生態系被害評価手法の確立．「平成 24 年度野生鳥獣による森林生態系

への被害対策技術開発事業成果報告会」(3 月 1 日，東京都，㈱野生動物保護管理事務所) 

野生動物はなぜ出没するようになったのか？―その背景にある基本的構図．「森林動物研究センターシン

ポジウム「野生動物の保全と管理の最前線－拡大する被害にどう立ち向かうのか―」」（2 月 16 日，神

戸市，兵庫県森林動物研究センター） 

動物たちの反乱 ～増えすぎるシカ～．「平成 24 年度西播磨高齢者文化大学第 21 回講座」（1 月 11 日，

たつの市，県立西播磨文化会館） 

人と野生動物の軋轢の背景としての野生動物の生息環境. 「林業基幹技術者研修」（7 月 24 日，宍粟市，

兵庫県林業労働力確保支援センター） 

兵庫県におけるニホンジカによる森林生態系被害の現状と対策. 「兵庫県動物愛護協会総会」（6 月 28

日，神戸市，兵庫県民会館） 

県域スケールでのシカによる森林生態系被害評価手法の解説. 「ニホンジカによる森林植生衰退状況調

査手法研修会」（6 月 14 日，大津市，滋賀県琵琶湖環境部） 

兵庫県におけるニホンジカによる森林生態系被害の現状と対策.「森のセミナー」（4 月 7 日，姫路市，姫

路市自然観察の森） 

 

【研究費取得状況】 

・野生鳥獣による森林生態系への被害対策技術開発事業 (研究代表者) 

・環境省環境研究・技術開発推進費 (研究分担者) 

 

 

 

【著書】 

室山泰之 (2012) 第 27 章サルの個体群と生息地の管理技術. 「野生動物管理－理論と技術－」. 羽

山伸一・三浦慎悟・梶光一・鈴木正嗣編. 東京: 文永堂. pp. 377-390. (分担執筆) 

 

【学術論文】 

鈴木克哉*・森光由樹*・山田一憲*・坂田宏志・室山泰之 (2013) 兵庫県の野生ニホンザル個体数と

その動向. 兵庫県ワイルドライフレポート 1: 68-74 

鈴木克哉*・中田彩子*・森光由樹*・室山泰之 (2013) 兵庫県に生息する野生ニホンザル個体群の行

動域および集落出没状況とその要因. 兵庫県ワイルドライフモノグラフ 5: 33-58. 

鈴木克哉*・山端直人*・中田彩子*・上田剛平*・稲葉一明*・森光由樹*・室山泰之 (2013) 有効な

室山 泰之 
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防護柵設置率が向上した集落におけるニホンザル出没率の減少. 兵庫県ワイルドライフモノグラフ 

5: 94-101. 

梅田浩尚*・藤木大介*・岸本康誉*・室山泰之 (2012) 兵庫県但馬地方のコナラ林とスギ人工林にお

けるニホンジカの生息密度勾配に伴う植物種数の変化パタン. 森林応用研究 21:1-8. 

山端直人*・鈴木克哉*・室山泰之 (2012) 集落ぐるみのサル追い払い実施集落の住民活力に関する

考察. 農村計画学会誌 31:333-338 

 

【資料紹介】 

室山泰之 (2012) シンポジウム「野生動物の保全と管理の最前線」を開催しました. 兵庫県立大学

学報第 14 号. 

 

 

【学会口頭発表】 

鈴木克哉*・山端直人*・森光由樹*・室山泰之 (2012) 効率的なニホンザル被害管理のための防護柵

設置努力目標の検討. 日本哺乳類学会 2012 年度大会 (9 月 20-23 日). 相模原. 講演要旨集. 

山端直人*・鈴木克哉*・室山泰之 (2012) 効率的なニホンザル被害管理のための追い払い努力目標

の検討. 日本哺乳類学会 2012 年度大会 (9 月 20-23 日). 相模原. 講演要旨集. 

山端直人*・鈴木克哉*・室山泰之 (2012) 通電式支柱を用いた電気柵に対するサルの行動変化につ

いて. 第 18 回野生生物保護学会学会 (11 月 16-18 日). 宇都宮. 講演要旨集. 

山田彩*・清田雅史*・岡村寛*・室山泰之 (2013)  丸形局所選択モデルを利用したニホンザルの生

息地選択評価. 日本生態学会第 60 回大会 (3 月 5-9 日). 岩手. 講演要旨集. 

 

【社会活動】 

各種委員 

平成 25 年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業(実用技術開発)一次審査専門評価委員 

近畿中国四国農業試験研究推進会議生産環境推進部会外部委員 

農林水産省農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー 

環境省鳥獣保護管理プランナー 

兵庫県生物多様性ひょうご戦略推進委員会委員 

兵庫県環境影響評価審査会委員 

京都府特定鳥獣保護管理計画専門家会議委員 

箕面山猿保護管理委員会委員 

日本霊長類学会評議員 

Primates - Advisory Board 

野生生物保護（野生生物保護学会和文誌）編集委員 

 

【研究費取得状況】 

平成 22-24 年 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構委託事業（農林水産省「新たな農林

水産政策を推進する実用技術開発事業」） 研究担当者 

委託事業名：持続的な農業を展開するための鳥獣害防止技術の開発（研究統括者：上田弘則） 

委託課題名：猿害に強い集落の人的および環境要因解明 研究経費：5,390 千円 

平成 22-24 年 文部科学省科学研究費補助金（基盤研究 C－課題番号 22580313） 研究代表者 

｢集落周辺に生息するニホンジカの行動特性の解明と被害管理手法の開発｣   
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研究経費：3,500 千円＋間接経費 1,050 千円  

平成 22-24 年 文部科学省科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究－課題番号 22658082） 研究分担

者 

｢野生動物の画像情報収集システム・バイオロギング構築のための実験研究｣  研究代表者：森光由

樹 研究経費：3,200 千円＋間接経費 390 千円  

 

 

 

【論文】（査読あり） 

森光由樹・鈴木克哉（2013）兵庫県のニホンザルの遺伝子解析. 「兵庫県におけるニホンザル

地域個体群の管理手法」, ワイルドライフモノグラフ 5号, pp.27-32. 兵庫県森林動物研

究センター. 

森光由樹・鈴木克哉・中村幸子・斎田栄里奈（2013）兵庫県の野生ニホンザルにおける繁殖率

把握方法の検討. 「兵庫県におけるニホンザル地域個体群の管理手法」, ワイルドライフ

モノグラフ 5号, pp.19-26. 兵庫県森林動物研究センター.  

森光由樹・鈴木克哉（2013）兵庫県におけるニホンザル問題個体の選択捕獲による絶滅回避と

被害軽減. 「兵庫県におけるニホンザル地域個体群の管理手法」, 兵庫ワイルドライフモ

ノグラフ 5号, pp.72-79. 兵庫県森林動物研究センター. 

森光由樹 (2013)ツキノワグマ(Ursus thibetanus)絶滅危惧地域個体群の MHC 遺伝子の特徴. DNA

多型 21:31 -33. 

鈴木克哉・中田彩子・森光由樹・室山泰之（2013）兵庫県に生息する野生ニホンザル個体群の

行動域および集落出没状況とその要因.「兵庫県におけるニホンザル地域個体群の管理手

法」,兵庫ワイルドライフモノグラフ 5号, pp.33-58. 兵庫県森林動物研究センター. 

鈴木克哉・森光由樹・山田一憲・坂田宏志・室山泰之（2013）兵庫県の生息するニホンザルの

個体数とその動向. 兵庫ワイルドライフレポート 1: 68-74. 

鈴木克哉・中田彩子・森光由樹・安井淳雅（2013）兵庫県におけるニホンザル監視員制度の成

果と課題.「兵庫県におけるニホンザル地域個体群の管理手法」, 兵庫ワイルドライフモノ

グラフ 5号, pp.60-71. 兵庫県森林動物研究センター. 

鈴木克哉・山端直人・中田彩子・上田剛平・稲葉一明・森光由樹・室山泰之（2013）有効な防

護柵設置率が向上した集落におけるニホンザル出没率の減少. ｢兵庫県におけるニホンザ

ル地域個体群の管理手法」, 兵庫ワイルドライフモノグラフ 5 号,    pp.94-101. 兵庫県

森林動物研究センター. 

鈴木克哉・森光由樹・山田一憲・坂田宏志・室山泰之（2013）兵庫県の生息するニホンザルの

個体数とその動向. 兵庫ワイルドライフレポート 1: 68-74. 

森光由樹 (2012) 保護管理を目的としたニホンザルの遺伝学的解析. DNA 多型 20:49-51. 

 

専門書 

森光由樹 (2012) 捕獲と標識技術.「野生動物管理-理論と技術-」, 羽山伸一・三浦慎悟・梶光一・

鈴木正嗣編, pp.171-193, 文永堂出版. 

 

【報告書等】（査読なし） 

森光由樹 科学研究費助成事業 研究成果報告書 文部科学省科学研究費 挑戦的萌芽研究 

森光 由樹 
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(2012) 研究代表者「野生動物の画像情報収集システム・バイオロギング構築のための実験研

究」pp.1-5 

森光由樹 (2012) 野生ニホンザル絶滅危惧孤立個体群の MHC遺伝子の解析 京都大学霊長類研究所 

霊長類研究所年報 Vol.42, pp.131-132.  

 

【学会発表等】 

森光由樹(2012)ニホンザルの画像情報システム・バイオロギングの開発. 第 28 回日本霊長類

学会大会.名古屋. 
Yoshiki Morimitsu(2012) Alleviation of conflict between non-human primates and humans 

in Japan . THE 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOUTHEAST ASIAN PRIMATES: DIVERSITY 
AND EVOLUTION OF ASIAN PRIMATES.August 27th – 30th, 2012 
Bangkok, Thailand  

森光由樹(2012)野生動物画像情報システム・バイオロギングの開発とその利用法.日本哺乳類
学会 2012年度大会・相模原市. 

森光由樹(2012) 兵庫県における絶滅危惧個体群の個体数管理―問題個体除去とその成果― 絶滅

が危惧されているニホンザル地域個体群の管理手法 

～被害軽減と絶滅回避を目指して～日本哺乳類学会 2012年度大会  自由集会・相模原市.鈴木克

哉・山端直人・森光由樹・室山泰之(2012)効率的なニホンザル被害管理のための防護柵設置努

力目標の検討.日本哺乳類学会 2012年度大会・相模原市. 

山端直人・鈴木克哉・森光由樹・室山泰之(2012)効率的なニホンザル被害管理のための追払い

努力目標の検討.日本哺乳類学会 2012 年度大会・相模原市. 

森光由樹 (2012) ツキノワグマ絶滅地域個体群の MHC 遺伝子の特徴・DNA多型学会第 20回学術集

会. 京都. 

中村幸子・横山真弓・斎田栄里奈・森光由樹（2113）ツキノワグマの骨形態の特徴 日本生態

学会第 60 回全国大会.静岡. 

 

 

【著書】 

横山真弓、『栄養状態評価法』 （野生動物管理―理論と技術―、(羽山伸一・三浦慎悟・梶光一・鈴木正嗣編)、 

pp.271-282文永堂.、508 pp. (分担執筆) 、2012年5月 

 本書は、最新の日本の野生動物管理学に関する知識と技術がまとめられており、国内で初めての教科書とな

るものである。全国の野生動物管理の現場で活躍する39名の研究者によって、執筆され、そのうち1章を担当し

た。野生動物個体群の健全性を把握するために必要となる栄養評価について、野生動物における考え方、調査

方針の設定、必要な技術について執筆した。 

 

【学術論文】 

Sultan,K.,Omar.M.,Makouloutou.P.,Kaneshiro.Y.,Saita,E.,Yokoyama,M.,他 3名 . Molecular genetic 

conspecificity of Spiculopteragia houdemeri (Schwarts,1926)and S.andreevae (Drozdz,1965)

（Nematoda:Osteragiinae）from wild ruminants in Japan. Journal of Helminthology.87:326－335、 

2012，9. 

The gullet worm (Gongylonema pulchrum) has been recorded from a variety of mammals 

worldwide, including monkeys and humans. Due to its wide hostrange, it has been suggested that 

the worm may be transmitted locally to anymammalian host by chance. To investigate this notion, 

横山 真弓 
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the ribosomal RNAgene (rDNA), mainly regions of the internal transcribed spacers (ITS) 1 and 

2,and a cytochrome c oxidase subunit I (COI) region of mitochondrial DNA of G. pulchrum were 

characterized using parasites from the following hosts locatedin Japan: cattle, sika deer, wild boars, 

Japanese macaques, a feral Reeves’smuntjac and captive squirrel monkeys. Our findings indicate 

that domestic and sylvatictransmission cycles of the gullet worm are currently present, at least in 

Japan. 

Tsuji, T., Yokoyama,M., Asano, M., Suzuki, M. Estimation of the fertility rates of Japanese wild 

boars (Sus scrofa leucomystax) using fetuses and corpora albicans. Acta Theriologica.58（3）315-323、

2012，12． 

Effective population control of Japanese wildboar (Sus scrofa leucomystax) requires 

reliable informationabout population dynamics. Fertility rate is the fundamentalcomponent of 

reproduction to evaluate population dynamics.However, little is known regarding the fertility rate 

ofJapanese wild boar. The fertility rate wascalculated by the combination of pregnant and 

postpartumfemales using fetuses and type 1 CA from April toNovember. The fertility rate of the 

females captured afterthe second pregnancy season was 90.3 % during the pregnancyperiod and 

100 % during the non-pregnancy period. 

 

吉村美紀、加藤陽二、新田陽子、横山真弓．兵庫県丹波地域におけるニホンジカ肉の栄養特性．日本栄養・食

糧学会誌．66(2):95-99. 2013年4月 

本研究は、野生シカ肉の有効活用を促進するため、シカ肉の基本的な重量および栄養成分について、性別と

季節による差異を明らかにすることを目的としている。オスジカの平均体重は 46.4kg，肉重量は 16.7 kg，歩留率

は 35.6％，栄養成分は 100gあたりタンパク質 21.2g，脂質 0.4gを示した。メスジカの平均体重は 36.3kg，肉重量

は 13.1kg，歩留率は 35.7％，タンパク質 20.5g，脂質 0.7gを示した。全体としては、オスジカ，メスジカとも捕獲月

による肉重量および栄養成分値の差異は小さいと評価された。 

  

【解説】 

鈴木正嗣・横山真弓、諸言―経緯と背景―、特集「ニホンジカの食資源化における衛生の現状と将来展望」、獣

医畜産新報、65(6)： 447-449、2012 年 6 月 

食資源化に関する国内の制度上の現状課題について解説するとともに留意すべきてんなどを示し、本特集の企

画趣旨について解説した。 

 

横山真弓、安全と高品質をめざした兵庫県のシカ肉活用の取り組み、特集「ニホンジカの食資源化における衛

生の現状と将来展望」、獣医畜産新報、65(6)： 464-468、2012 年 6 月 

兵庫県におけるシカ肉活用に関する取り組みを総論した。Ｅ型肝炎に関する適切な診断を行い、その他注意を

要する感染症等についての調査結果を示した。また、衛生問題の課題が大きかったが、県独自のガイドライン

を策定し、それらに沿って衛生的に処理されたシカ肉については、県の認証食品として登録するなどの取り組

みを紹介した。従来資源化されていなかったシカ肉を食資源化するまでの一連の必要事項について解説を

行った。 

 

横山隆・辻都知香・横山真弓、ニホンジカのプリオン病（CWD）サーベイランス、特集「ニホンジカの食資源化に

おける衛生の現状と将来展望」、獣医畜産新報、65(6)：479-481、2012年 6 月 

海外においてシカ類で認められたＣＷＤについて、検索した結果を示した。またこれらについて、国内では発生

していない状況とこれらに関する考え方についての整理を行った。 
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【雑誌等連載エッセ－】 

外来生物アライグマの生息実態と今後の対策、「特集 害獣による被害とその対策」養鶏の友、養牛の友、養豚

の友（合同特集）6 月号：33-36、 ㈱日本畜産振興会、2012 年 6 月 

シカ対策が問う社会の対応能力‐兵庫県森林動物研究センターの取組‐、グリーン・パワー7月号：6-7、2012年7

月 

出没都市部に迫る クマ対策へ専門家養成、 読売新聞「論点」、 2012 年 11 月 1 日 

絶滅が危惧されるツキノワグマの保全管理（前編）、連載 酪農と共存できる野生動物の管理を目指して ⑨【府

県編】酪農ジャーナル、44－45、酪農学園大学、2012年 12 月 

絶滅が危惧されるツキノワグマの保全管理（後編）、連載 酪農と共存できる野生動物の管理を目指して ⑩【府

県編】酪農ジャーナル、54－55、酪農学園大学、2013年 1月 

 

【口頭発表】 

横山真弓、斎田栄里奈、中村幸子、遺伝的ボトルネックを起こしたツキノワグマ個体群で見られた骨異常の地域

間変異、日本哺乳類学会年度大会、麻布大学、2012 年 9 月 

  本発表では、ツキノワグマに見られた骨異常について、骨異常の種類と個体群別による出現頻度の差異を明

らかにした。その結果、東中国個体群と北近畿個体群では、異常のタイプが異なることが明らかとなった。また、

加齢に伴い出現する部位と明らかに個体群特異的に出現する部位があることが明らかとなった。 

 

横山真弓、松浦友紀子、企画集会「ニホンジカ管理の現場に求められる食資源化の現状と将来展望」企画者、

日本哺乳類学会年度大会、麻布大学、2012年 9 月 
本集会では、野生動物を衛生的に扱い、食品としての安全性を担保する仕組みが未整備である点を課題とし

てとらえ企画した。今後求められる、野生動物を食資源として扱うためのシステム化に向けた研究基盤を構築し
ていくため、海外事例を紹介しながら行政と研究の課題を整理し、今後の展望について議論した。 
 

斎田栄里奈、 横山真弓、 兵庫県本州部に生息するニホンジカの高密度化と妊娠率の低下、日本哺乳類学会

年度大会、麻布大学、2012年 9月 

本発表では、高密度状態が長期化したことにより、下層植生の衰退が深刻化している地域的な個体群の質的

な状況を評価することを目的とした。若齢個体の妊娠率低下と初産年齢の上昇が確認された。推定受胎日につ

いて、変異幅は 20年前と比較して変動は認められなかった。しかし、推定受胎日が 11月以降となる個体の割合

は約 5%から 12%に上昇し、受胎が遅れる個体の増加傾向が認められた。したがって、密度の増加に伴い成獣の

妊娠率の低下が認められ、成獣の妊娠率に密度が影響している可能性が示唆された。 

 

辻知香、横山真弓、浅野玄、鈴木正嗣、ニホンイノシシの妊娠年齢と胎子数の関係、日本哺乳類学会年度大会、

麻布大学、2012年 9 月 

〈前掲「Tsuji, et al.（2012）」 の研究参照〉 
 

横山真弓、鈴木克哉、企画集会「野生生物と社会」の岐路にどう立ち向かうか？企画集会企画者、第 18 回野生

生物保護学会宇都宮大会、宇都宮大学、2012 年 11 月 

 本集会では、獣害問題に象徴されるように、課題に対応可能な社会システムが未整備のまま被害のみが膨

れ上がり、現場レベルから国レベル、住民から行政、関係組織、研究者などが個々に対応を迫られ、システムの

再構築には至っていない。このような段階で社会的課題を解決するための仕組みづくりについて、生態学的事

象と社会学的事象からの活動を紹介しながら議論を行った。 

 

横山真弓、人の心を動かす現場診断力、企画集会「プロフェッショナル ―現場の流儀 野生生物行政編―若

手に求められる人材力とは？」第 18 回野生生物保護学会宇都宮大会、宇都宮大学、2012年 11月 

  社会的ニーズの高い行政と連携した研究活動について、特に若手研究者や実務者に向けて、自身の経験

に基づき発表した。現場では状況に応じて柔軟な対応を迫られる一方で、ぶれない方針に基づく判断も必要と

なる。これらの相反する状況に対してどのように判断し対応するのかをこれまでの現場における経験をもとに解説

した。 



180 

 

 

横山真弓、男女共同参画企画集会「野生動物と向き合う女性たち～私が銃を持ったワケ」コメンテーター、第 18

回野生生物保護学会宇都宮大会、宇都宮大学、2012 年 11 月 

  野生動物の管理の現場で、対応技術の一つとして、狩猟銃を扱うことが必要となってきている。これらの特殊

な道具である銃をどのような目的で扱うようになったのか、様々な立場からの発表があり、これらについて、女性

がこのような取り組みを行うことによる効果や実績についてコメントした。 

 

中村幸子、横山真弓、斎田栄里奈、森光由樹、ツキノワグマの骨形態の特徴、日本生態学会第60回全国大会、

静岡大学、2013年 3 月 

 ツキノワグマの骨の異常を明らかにする前提となるツキノワグマの骨形態の基本的形態について、整理を行っ

た。その結果、腰椎や尾椎の数には、そもそもある程度の変異があることが明らかとなった。これらの変異と異常

との峻別について議論を行った。 

 

【社会活動】 

・各種委員会／審議会等委員 

大日本猟友会時代に即した狩猟の在り方ワーキンググループ ワーキングメンバー 

平成 24 年度農林水産省補助事業「利活用技術指導者育成事業研修会」検討委員会委員、㈱ 

一成、 

環境研究総合推進費「支笏洞爺国立公園をモデルとした生態系保全のためのニホンジカ捕獲の技術開発」アド

バイザリーボード会合 アドバイザー 

神戸市環境影響評価審査会委員、神戸市環境局環境創造部環境評価共生推進室 

神戸市生物多様性 神戸プラン 2020 推進委員、神戸市環境局環境創造部環境評価共生推 

進室、 

北はりま定住自立圏共生ビジョン懇談会（西脇市・多可町） 

岐阜大学野生動物管理学研究センター鳥獣対策研究部門検討会・アドバイザー 

兵庫県教育委員会 文化財保護審議会委員  

平成 24 年度特定鳥獣に関わる保護管理施策推進のための検討調査業務における検討委員（イノシシ） 環境

省（財）自然環境研究センター 

農林水産省新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「林業被害軽減のためのニホンジカ個体数管理

技術の開発」平成２４年度推進会議、外部有識者 

 

・講演/人材育成 

人と野生動物の共存をめざして 阪神シニアカレッジ卒業生セミナー．2012 年 5 月 24 日．森林動物研究センタ

ー．丹波市． 

人と野生動物の共存をめざして―私たちにできることは何か―．阪神シニアカレッジ 2012年 6月 4日．宝塚市． 

兵庫県における獣害とその対策．私立雲雀丘学園高等学校 2年生「環境講座」．2012年 6月 8日．宝塚市． 

野生動物と外来生物の現状と人への影響について．兵庫県検査技師会総会. 2012年 6月 30日．姫路市． 

日本クマネットワーク公開シンポジウム 「山のクマ・里のクマ～信州におけるツキノワグマの生態学～」コメンテ

ーター. 2012年 10月 20日．長野県環境保全研究所（飯綱庁舎）．長野市． 

平成２４年度 北陸・近畿・東海地域鳥獣害対策研修会「捕獲獣肉の資源活用における現状と課題～兵庫県

の事例を基に～」2012年 11月 20日．岐阜市． 

人と野生動物の共存を目指して. 「いきいき学舎フレミラ（専門コース）」．宝塚市老人福祉センター．2013 年 1

月 30 日．宝塚市． 

ニホンジカ管理の現場に求められる食資源化の現状と課題．平成 23 年度農林水産省補助事業「利活用技術

指導者育成事業研修会」㈱一成．2013 年 2月 26日．全林野会館．東京都． 

ツキノワグマの行動特性と学習放獣の効果．平成 24年度森林動物専門員研修．2012年 5月 9日．森林動物研

究センター．丹波市． 
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森のめぐみシカ肉の特徴と活用術．光都農林振興事務所主催JAひょうご婦人部鹿肉料理講習会．2012 年 5

月 25日．平田調理専門学校．上郡町． 

全国でのシカ肉活用の現状と取り組みについて．ニホンジカ活用研究会総会. 2012 年 7月．森林動物研究セ

ンター．丹波市． 

ひょうごの森の恵みを楽しむシカ肉料理教室サイエンストーク．森林動物研究センター主催・（株）大阪ガス共催．

大阪ガスクッキングスクール神戸．平成 24年 11月 19日．神戸市． 

第 1回シカ肉料理教室．サイエンストーク．森林動物研究センター主催．2012 年 7月 6 日．宝塚市 

第 2回シカ肉料理教室．サイエンストーク．森林動物研究センター主催．2012 年 9月 5 日．三田市 

第 3回シカ肉料理教室．サイエンストーク．森林動物研究センター主催．2012 年 10 月 18日．芦屋市． 

第 4回シカ肉料理教室．サイエンストーク．森林動物研究センター主催．2012 年 12 月 4 日．丹波市． 

第 5回シカ肉料理教室．サイエンストーク．森林動物研究センター主催．2013 年 3月 26 日．宝塚市． 

アライグマ捕獲隊報告会．2013年 3 月 10 日．篠山市． 

都市環境へ進出する野生動物―イノシシの市街地出没要因を探る―．兵庫県立大学・森林動物研究センター

主催 「野生動物の保全と管理の最前線―兵庫モデルの挑戦―」2012 年 2 月 16 日．兵庫県立美術館．神

戸市． 

  

・取材対応 

朝日小学生新聞「イノシシによる被害 北へ広がる」平成 23 年 4月 23 日 

朝日小学生新聞「相次ぐクマの被害 環境改善と生態知ることで共生へ」平成 23 年 9月 18 日 

神戸新聞「悩む住民が捕獲隊 年々増加するアライグマ被害」平成 24年 10 月 

福井新聞「シカ被害嶺北に拡大 人工林皮はがされ無残 下層植生消滅」平成 25 年 2月 

朝日新聞「ケモノ特産品売り込め 捕獲し活用各地で進む」平成 25 年 3 月 

普及促進協会(一社)燃料電池．ENEFARM LIFEVol.11.「特集 地球のことなど。獣害 それは動物からのメッセ

ージなのか？」平成 24年 10月 

 

【研究費取得状況】 

科学研究費補助金基盤研究C－課題番号 22580349｢美麗食道虫症の自然伝播に影響する寄生虫の生物学的

要因と宿主の生態学的要因の研究｣  研究分担者（研究代表者：佐藤宏） 

平成23年度～平成24年度 兵庫県地域づくりモデル事業（県モデル）（兵庫県県民生活部協働推進室） 6030

千円 代表者．研究課題：篠山住民参  加型アライグマ排除モデル事業. 

H24年～H26年 農林水産省「新たな農林水産施策を推進する実用技術開発事業」研究分担者 

研究課題：センサーわなのネットワーク化による野生動物捕獲システムの開発（研究代表者：坂田宏志） 
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編集後記

「2012 兵庫県立大学環境人間学部・環境人間学研究科業績一覧 15」を、姫路環境人
間学術情報館のウェブページにて学内公開の形でお届けいたします。
作成にご協力くださいました教員の皆様、また取りまとめの労に当たられた姫路環境
人間キャンパス学術情報部会委員ならびに学術情報館の皆様に、心より御礼申し上げ
ます。
デジタル化も3年目となりました。昨年にも増して、研究・教育ともに、活動の充実ぶり
がうかがわれます。法人化がH.25年度からスタートし、大学がどのようなことに携わっ
ているか、これまで以上に外から見える形にする必要性が出てきました。皆様の学内外
における不断の努力に対し、あらためて敬意を表しますとともに、諸先生方のご活躍
が、今後ますます実りあるものとなりますよう、願っております。
作成にあたっては、昨年度に引き続き、担当の元田與市委員、木村敏文委員、また新
規に橋本佳明委員に、ご尽力を頂きました。この場をお借りし、お礼申しあげます。

兵庫県立大学姫路環境人間学術情報館 館長 奥田 恭士
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