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カルチュラル・サイエンス 
 

 

【口頭発表】 

中坪史典*、門田理世**、秋田喜代美***、小田豊****、無藤隆*****、芦田宏、鈴木正敏******、野

口隆子*******、箕輪潤子********、森暢子*********、上田敏丈********** 

*広島大学大学院、**西南学院大学、***東京大学大学院、****聖徳大学、*****白梅学園大学、******

兵庫教育大学、*******十文字学園女子大学、********川村学園女子大学、*********香蘭女子短期

大学、**********名古屋市立大学 

写真評価法(PEMQ)から振り返る保育環境(1)– 言葉をめぐる環境構成を中心に-、日本保育学会第 66 

回大会（中村学園大学）、発表論文集 p.347、2013 年 5 月 

 PEMQ は、保育者が写真から保育環境を読み取り、語り合うことで、次の保育をデザインするツ

ールとなることをめざしたものである。保育環境に込められた保育者の指向や子どもの活動の足跡

など、従来の評価法では捉えられなかった側面の検討が可能にし、園内研修活発化させることがで

きる方法論の提示を行った。 

 

門田理世*、中坪史典**、秋田喜代美***、小田豊****、無藤隆*****、芦田宏、鈴木正敏******、野

口隆子*******、箕輪潤子********、森暢子*********、上田敏丈********** 

*西南学院大学、**広島大学大学院、***東京大学大学院、****聖徳大学、*****白梅学園大学、******

兵庫教育大学、*******十文字学園女子大学、********川村学園女子大学、*********香蘭女子短期

大学、**********名古屋市立大学 

写真評価法(PEMQ)から振り返る保育環境(2)－保育者が提示する保育環境写真を評価する視点－、

日本保育学会第 66 回大会（中村学園大学）、発表論文集 p.348、2013 年 5 月 

 PEMQ を用いた研修において、保育者は保育環境に対する構成概念として、空間構成・活動の主

体・時間軸を基準としている可能性が示唆された。 

 

芦田宏、大観幼稚園の取り組みについて、日本生活科・総合学習教育学会第 22 回全国大会 兵庫大

会（明石市立大観幼稚園）資料集 p.89、2013 年 6 月 

 公開保育を行った大観幼稚園の保育についてコメンテーターとして研究発表の補いを行うととも

に、幼小連携における幼稚園保育の積み上げについて提案を行った。 

 

芦田宏 、箕輪潤子*、野口隆子**、上田敏丈***、中坪史典****、門田理世*****、鈴木正敏******、

秋田喜代美*******、小田豊******** 

*川村学園女子大学、**十文字学園女子大学、***名古屋市立大学、****広島大学大学院、*****西南

学院大学、******兵庫教育大学、*******東京大学大学院、********聖徳大学 

教育課程・保育課程にみる保育内容の視点の多様性と差異の検討(1)－4、5 歳児の言語に関する記

載に焦点を当てて－、日本教育方法学会第 49 回大会（埼玉大学）、発表論文集 p.73、2013 年 10 月 

 幼稚園 6 園、保育所 8 園の教育課程、保育課程の言語に関する記載を比較し、年齢間、園の特質

や幼保の違いなどを検討した。年齢間の違いとして、生活の「自立」を目指した記載が共通してい

た。園の特徴としては「仲間作り」に重点を置いている園が見られた。「話す」「聞く」などは、す

べての園で重視されていたが、「言葉への関心」「文字」に関しては、幼稚園教育要領と保育所保育

指針の記載による違いの影響が見られた。 

 

芦田 宏 
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箕輪潤子*、芦田宏 、野口隆子**、上田敏丈***、中坪史典****、門田理世*****、鈴木正敏******、

秋田喜代美*******、小田豊******** 

*川村学園女子大学、**十文字学園女子大学、***名古屋市立大学、****広島大学大学院、*****西南

学院大学、******兵庫教育大学、*******東京大学大学院、********聖徳大学 

教育課程・保育課程にみる保育内容の視点の多様性と差異の検討(2)－自然科学に関わるねらい・内

容と保育の質との関連－、日本教育方法学会第 49 回大会（埼玉大学）、発表論文集 p.74、2013 年

10 月 

 幼稚園 7 園、保育所 7 園の教育課程、保育課程の言語に関する記載を比較し、保育の質との関連

を検討した。保育の質に関しては、共同研究者が保育観察を行い、73 項目に関しての評定を行って

いるものから、自然科学に関連する 6 項目の評定値を用いた。結果として、 物や場について記述さ

れている園では、保育の中で物や場について意識して保育を行っていることが示唆された。 

 

鈴木正敏*、森暢子**、秋田喜代美***、無藤隆****、小田豊*****、芦田宏、門田理世******、中坪

史典*******、上田敏丈********、野口隆子*********、箕輪潤子********** 

*兵庫教育大学、**香蘭女子短期大学、***東京大学大学院、****白梅学園大学、*****聖徳大学、******

西南学院大学、*******広島大学大学院、********名古屋市立大学、*********十文字学園女子大学、

********** 川村学園女子大学 

幼児のパターンブロック課題解決方略の検討（1）〜小集団内での協働性に着目して〜、日本乳幼児

教育学会第 23 回大会（千葉大学）、発表論文集 p.196-197、2013 年 11 月 

本研究では，パターンブロック課題への取り組みを通して，4 歳児が集団の中でどのように恊働性

を発揮しているのか，実際の子どもの姿から課題解決方略の特性について検討した。恊働性が高い

場合の特徴としては，常に相互に意識し合っていた。一方，恊働性が低い場合は，課題解決への意

欲や能力が高くても，他者に対する配慮が欠けて衝突や強引さとして現れるか，干渉を避けてしま

っていた。 

 

森暢子*、鈴木正敏**、秋田喜代美***、無藤隆****、小田豊*****、芦田宏、門田理世******、中坪

史典*******、上田敏丈********、野口隆子*********、箕輪潤子********** 

*香蘭女子短期大学、**兵庫教育大学、***東京大学大学院、****白梅学園大学、*****聖徳大学、******

西南学院大学、*******広島大学大学院、********名古屋市立大学、*********十文字学園女子大学、

********** 川村学園女子大学 

幼児のパターンブロック課題解決方略の検討（2）〜小集団内での自己調整能力に着目して、日本乳

幼児教育学会第 23 回大会（千葉大学）発表論文集 p.198-199、2013 年 11 月 

 本研究では、課題への取り組みを通して、4 歳児が小集団の中でどのように自己調整を図ってい

るのか、実際の子どもの姿から課題解決方略の特性について検討した。自己調整が自己と他者、そ

して状況に応じて図られること、自己主張と自己抑制の両方がバランスよくあることが重要である

ことが示唆された。 

 

【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 

姫路市子ども・子育て会議委員 

明石市立大観幼稚園園内研修講師、2013 年 4，5，6 月 

明石市立幼稚園グループ研究会講師、2013 年 11 月 

 

【研究費取得状況】 
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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 25 年度分担金、50 万円 
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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（2）－教会合同問題

をめぐって― 『同志社談叢』 第 34 号 143-177  同志社社史資料センター 2014 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』に未収録の書簡三通（明治 22 年 6 月および年月日付未記載のもの１通）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。内容から、年月未記載の書簡

は明治 22 年 7 月に書かれたものであることが分かった。これらの書簡では、組合派の教会が長

老派の教会と合同し教会勢力の統合をめざす運動に対して、新島が粘り強く反対している時期

に、同志社卒業生や教会の人々の間に引き起こされたさまざまな動きや流言が話題となってい

る。これらの書簡群の中では、新島が合同阻止のため徳富猪一郎に東京の組合派教会から合同

阻止のアピールを出させるように慫慂した―実質的には合同阻止の指示書－と読める書簡があ

ったこと、また新島八重の不義密通の噂が同志社卒業生の間に流布しており新島が苦慮してい

たこと、の二つである。合同阻止は成功し、八重の件はその後沙汰やみになったが、新島晩年

の苦悩を映し出す書簡群といえるだろう。 

 

 石倉和佳 (単著) 「ハンフリー・レプトン」の庭空間 ―ロマン主義期の文化表象として― 」

『兵庫県立大学環境人間学部 研究報告』 第 16 号 139-149 2014 年 3 月 

   この論文は、ロマン主義期に活躍した庭園デザイナーであるハンフリー・レプトンの造園理

論をとりあげ、そこに見られる心理的、文化的、審美的な価値づけについて、ロマン派の想

像力論などとの関連から考察したものである。レプトンの造園家としての評価を考えるに先

だって、ホレス・ウォルポールの庭園論を分析し、風景庭園を称揚するディスコースに見ら

れる政治的な偏向を指摘した。レプトンの造園理論に見られる先見性や特質は、ウォルポー

ルが庭園の完成形として風景庭園を語るその枠組みでは十分に理解できないからである。レ

プトンの著作の中からは、 晩年に出版した Fragments の末尾部分を詳細に読み、彼が造

園の際のキーワードとした「適切化／専有化」(appropriation)の概念について掘り下げ、庭の

所有者が自らの心にかなう庭園空間を作り上げる心理において、ロマン派の想像力との共通

性が見られることを指摘した。 

  

石倉和佳 中根美千代 (共著) 「19 世紀初頭の熱学からみる現代イギリス・ロマン主義文学研

究―史的方法論に向けて」『兵庫県立大学環境人間学部 研究報告』 第 16 号 151-164 2014

年 3 月 

   本論文は、ロマン主義文学研究において科学知を取り上げる際に、科学史的なパースペクテ

ィブを持つことの重要性について熱学研究を事例として考察したものである。熱学の研究を

推進した人物として、特に詳細にベンジャミン・トンプソン（ラムフォード卿）を取り上げ、

その人生と科学的業績について考察した。ラムフォードはアメリカで生まれ、軍人として活

躍し、ヨーロッパの貴族の称号も持ち、同時に熱の運動論を明確に唱えた 初の人物として

科学史に登場するが、科学知にアプローチするには科学者の人物像を理解することが必要不

可欠だという事例の一つである。また、原子論をとなえたジョン・ドルトンについて、時代

背景とともに考察した。ドルトンは熱素説を取ったために熱学分野で取り上げられることは

ほとんどないが、近代的原子論の創始者としてのみならず、科学者としての多面性や科学文

化の形成プロセスへの影響なども、考察されるべきであることを指摘した。 
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Waka Ishikura.（単著） “The Romantic Vision of the Unity of Science and Poetry and the Institutionalization 

of Science in England.”  The Proceedings of the Symposium, La Poésie scientifique, de la gloire  au déclin. 

In Épistémocritique. January 2014. 

http://www.epistemocritique.org/spip.php?rubrique74 

2010 年にモントリオール国立国会図書館で行われたシンポジウム、The Rise and Fall of the 

Scientific Poetry の発表原稿を全面的に書き直したものである。ロマン主義期に見られた科学と詩

の融合のビジョンは、科学研究が制度化し、専門化していく中で相対化したことを、ハンフリー・

デイビーなどの重要な科学者とコールリッジなどとの精神的交流を交えて歴史的に俯瞰し、 後

のロマン派ともいえるアイルランドの数学者、W. R. ハミルトンの詩と科学の融合の理念を紹介

した。 

 

【口頭発表】 

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―教会合同問題をめぐって」日本英学

史学会関西支部 第 49 回支部大会 於 桃山学院カンタベリー記念館１階 2013 年 6 月 8 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』に未収録の書簡うち、後半の三通について部分的な翻刻およびその内容の

紹介を行ったものである。この三通の書簡についての関連する伝記的事項を、新島および徳富に

ついて紹介し、書簡の内容について考察を加えた。   

 

Waka Ishikura. (単独) “The Desire for Romantic Flowers: The Consumption of Oriental Flower 

Images in Domestic Discourse.” BARS International Conference 2013: Romantic Imports and 

Exports. University of Southampton, UK England. 2013.7.25 

This paper explores how the images of exotic, Asian-native flowers had been integrated into the contexts 

of Romantic poems and other literary works, examining the ways of consuming these images in domestic 

discourse. Special attention is paid to the Keats circle whose interests in gardening led them to achieve a 

Romantic domestication of exotic flowers, which was literary as well as imaginary. In her Flora 

Domesitica, or the Portable Flower-Garden , Elizabeth Kent favored flowers of Asian origin, which 

reflects the contemporary taste nourished by the colonial interest in China. Keats made use of flower or 

plant images to express sensual pleasure and unrealized hopes in complicated ways, such as in his 

Isabella, where he describes an emotional thrust to aromatic intoxication with a pot of Basil.  

 

石倉和佳（単独） 「コールリッジは「科学」したのか？―The Mirror and the Lamp と文学研究パ

ラダイム」 イギリス・ロマン派学会 第 39 回全国大会 於安田女子大学 2013 年 10 月 20 日 

本発表では、20 世紀のロマン主義文学研究における文学研究パラダイムの限界を、コール

リッジの科学的思考を歴史的に読み解くことによって明らかにする必要があることを指摘し

た。特に、エイブラムスのコールリッジ研究を一つのプロトタイプとして取り上げ、コール

リッジの時代の科学研究が断片化されて理解されていること、また科学史の視点からの考察

がないこと、およびコールリッジの論考を科学的な視点から批判的に考察していないことな

どを検討し、歴史的テキストへの非歴史的アプローチが、ロマン主義文学研究において現在

まで問題であることを指摘した。 

 

【生涯教育 講演】 

石倉和佳 「徳富蘇峰と新島八重」 於岸和田健老大学 2013 年 5 月 14 日 

 大河ドラマ『八重の桜』で話題となった新島八重の生涯について、徳富猪一郎との交流の側面か
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ら紹介したもの。徳富と新島襄との教え子と師の関係を縦軸に、八重のエピソードや新島死後の

八重を徳富が支えた面などを紹介した。 

 

【研究費取得状況】 

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 総額 直接経

費 270 万円 間接経費 81 万円 
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乾 美紀 
 

【著書】 分担執筆 

乾 美紀、「進学問題と教育支援」、『国際共生とは何か―平和で公正な世界へ』、黒澤満編著、東信

堂、2014 年 2 月 

 

本書は、平和で公正な世界を目指すために国際共生をキーワードとして、各著者の専門分野から提

言を行うものである。筆者は、担当章で日本における外国人生徒の進学率が低いことを指摘し、共

生ができていないことを論じたうえで、日本人生徒と同じスタート地点につくためにはどのような

教育支援が必要かについて提言を行った。 

 

【著書】 分担執筆 

乾 美紀、「ラオスにおける高等教育の質保障」、『学生の学力と高等教育の質保障』、山内乾史・原 

清治編著、学文社、2013 年 12 月 

本書は、 近教育分野でテーマとなっている質保証について、学力を切り口に論じること目的と

している。筆者はラオスの高等教育の質保証を担当。高等教育制度が未整備な状況の中、他国から

の支援を受けながら質保証の改善に取り組む現状と課題を明らかにした。 

 

【著書】 分担執筆 

乾 美紀、「外国人生徒と高校・大学への接続－３つの NPO・学習支援教室の実績と役割から学ぶ

－」、『多文化教育をデザインする-移民時代のモデル構築』、松尾知明編著、勁草書房、2013 年 7 月 

本書は、日本で多文化教育を実現するために、どのようなモデル構築ができるかについて、外国

人生徒を対象として検討することを目的としている。筆者は、兵庫県における NPO と学習支援教室

を事例として取り上げ、行政の支援が難しい学習保障の分野でどのように行政の役割を補完し、生

徒を高校や大学に導いているかについて論じた。 

 

【学術論文】 

野津隆志*、杉野竜美** 

*兵庫県立大学 **神戸大学 

「外国にルーツを持つ家庭における母語使用の実態と課題-保護者に対する調査より－」、『国際教育

評論』、pp.34－52、東京学芸大学、国際教育センター、2014年3月 

本研究は、アンケート調査およびインタビュー調査を行い、外国人生徒の母語使用の実態と家庭

内の母語教の状況を明らかにすることを目的とした。調査の結果、親は母語学習を望んでいるが、

子どもの読み書き能力は失われつつあると分かった。母語学習は、精神的な安らぎの場や学力の向

上の手段にもつながるので、公教育で母語教育を取り上げる必要がある。 

 

【学術論文】 

乾 美紀、「海外フィールドスタディと国際理解―タイ・ラオス国境でのフィールド調査を通して考

える―」 

『国際理解教育』 第19号、第11号（実践研究ノート）、pp.84－88、明石書店、2013年7月 

 本研究（調査報告）は、タイ・ラオススタディツアーに参加した学生が、特にフィールド調査を

実施した後に、どのような変化を遂げ調査をすること自体が学生にどのような教育効果をもたらし

たかについて論じるものである。特に、学生への具体的な教育効果として、コミュニケーション能

力の向上、行動力の高まりがみられた結果を整理した。 
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【学術論文】 

乾 美紀、「ラオス定住難民の日本での教育経験の検証と政策提案」 『難民研究ジャーナル』 第

3号、pp.70－80、 2013年11月 

本研究は、兵庫県に居住するラオス定住難民の子どもの教育継続の難さについて調査結果を報告

し、今後の支援の可能性について論じたものである。彼らが十分な教育機会を享受できなかったこ

とに鑑み、今後は彼らの子ども世代を行政や学校が連携して支援していく必要があるという提言を

行った。 

 

【口頭発表】 

乾 美紀、鴨川明子*、中田友紀** 

*山梨大学 東洋大学** 

「教科書にみる市民性教育―ブルネイ・インドネシア・ラオスの比較より― 」 

日本比較教育学会第 49 回大会 上智大学、2013 年 7 月 

 本発表は、3 ヶ国でいかに市民性教育が作り上げられてきたかについて、教科書内容を精査する

ことで分析するものである。分析の結果、各国が宗教、文化などに応じて、教科書を作成し、市民

性教育を発展させていることが明らかになった。 

 

【社会活動】 

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 

 

【研究費取得情報】 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究C）  

「タイの外国人児童に対する国際教育支援ネットワーク形成に関する研究」 

平成25～27年度 研究費総額350万円 
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井上 靖子 
 

【著書】 

井上靖子 １章2節「臨床心理学の方法」pp.13-14、共著 『生きる力を育てる臨床心理学』 保育

出版社、2013年4月 

□本書は、よく生きる力の「創出」と「向上」の視点から、臨床心理学の基本的知識を概説してい

る。筆者は、臨床心理学の方法というテーマを担当し、現象的アプローチと操作的アプローチの２

つの基本的立場を挙げた。現象的アプローチはクライエントに「語り」が生じること、操作的アプ

ローチではクライエントの自己コントロール力が増すことに意義があり、両接近ともに治療関係が

重要であることを論述した。 

 

【学術論文】 

井上靖子「虐待を受けた子どもの遊戯療法－「母なるものの元型」のイメージ化とその両義性の結

合の観点から－」 『兵庫県立大学環境人間学部研究報告』第16号、pp.11－21、2014年3月 

本稿は、虐待を受けた子どもの遊戯療法を「母なるものの元型」のイメージ化とその両義性の結

合の観点から検討をする。子どもはセラピストと遊ぶなかで、「母なるものの元型」の両義性を結合

する象徴的イメージを表現し、悪の自覚も可能にする多面的な自己像を見いだすことができた。虐

待の心理療法における目的論的アプローチとして「母なるものの元型」の象徴的イメージを探究し

ていくことが課題であることを論述した。 

 

【学会口頭発表】 

井上靖子（単独）「虐待体験からの回復－遊び・イメージ表現を通して」日本子ども虐待防止学会第

19回学術集会信州大会 ポスターセッション、信州大学、2013年12月  

 本発表の内容は、前掲の『兵庫県立大学環境人間学部研究報告』第16号を参照のこと。 

 

【口頭発表】 

井上靖子（単独）；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－、新大阪フ

ェイム、2013年10月 

 本発表では、自己否定感や将来への不安に悩む青年期女性がおこなったアクティブイマジネーシ

ョンと夢見の表現を提示し、そこに現れたイメージの象徴的意味や治療的意義について検討を行っ

た。そこでイマジネーションにおける自己否定的な影のイメージが、トリックスタ―やアニムスの

肯定的役割も担っており、青年期女性の心の成長を導いていた。またイマジネーションという内面

との関わりが自律的な治癒夢を喚起することも明らかにした。 

 

【社会活動】 

姫路こども家庭センタ－ 家庭復帰評価委員会第三者委員 委員会の出席        

2013年6/19,8/13,8/21,9/5,9/17,10/8,12/26, 

明石こども家庭センタ－ 児童虐待等対応専門アドバイザー 

兵庫県臨床心理士会School counselor専門委員会 スーパーバイザー 

姫路医療センタ－ 臨床心理士（HIV感染症専門相談員）  

2013年12/3,12/17,1/21,3/28,4/18,6/6,6/20,7/4,7/18)                           

大阪府HIV感染症専門相談員・兵庫県HIV感染症専門相談員2013年5/16,7/25（難波chot cast)  

大阪NEW ART CLINIC 高度生殖医療カウンセラ‐ 

2013年4/20,5/4,5/18,6/1,6/8,7/6,7/20,8/3,8/17,9/7,9/21,10/5,10/19,11/2,11/16,12/7,2014年1/18,2/1  
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臨床心理士の教育分析(5/23,6/20,7/11,8/8/,829,9/26,10/31)  

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－ コメンテーター 新大阪フ

ェイム 2013年4月、2013年5月 

 

【その他】 

国際ソロプチミストクラブユース・フォーラム 2013「日本の心」審査委員長(2013 年 4 月 28 日） 

兵庫県立大学生協学生委員会 教授インタビュ－記事 2013年10月 

キャリア・デザイン教育ワークショップの企画と開催 即興演劇（インプロ）を通した自己肯定感・

表現力・対話力の育成（2014 年 1 月 22 日） 

2014 年 2 月 15 日～3 月 24 日 在外研究（Ashok Bedi M.D.（ユング派分析家,Clinical Professor of 

Psychiatry at The Medical College of Wisconsin, President of the Carl Jung Institute of Chicago）主催の南

インド現地調査と Kalam(Rangavalli)の研究調査 
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岡田 真美子 
 

【著書】 

・岡田真美子(2013.4)「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 共著 pp.140-158 

東日本大震災の災害救援中に地域SNSが果たした役割とSNSに作り込まれていた伝統的ネット

ワークの仕掛けについて論じた 

  

【学術論文】 

・岡田真美子(2013.5)「臺北法華寺と岡田日惺（榮源）」『東北亜細亜文化學會第26次国際学術大会

論文集 

開教地布教師岡田日惺の生涯と志を、残された文献と関係者への聞取りから辿って消えつつあ

る海外布教僧の記録を残した。 

 

 ・岡田真美子(2013.6)「佛教与环境---气候变化的时代」『第五届中日佛学会议论文集』pp.133-142 

本研究は、気候変動と災害の時代の社会形成のために、仏教と寺院が寄与できることを、急

激な寒冷化と人々の移動、訳経僧・渡来僧・入竺僧の往来、気候変動と禁肉食、蒙古

の版図拡大などに関する学融合的な論及に基づいて論じた。 

 

・岡田真美子(2013.11)「龍と寳珠」『東アジア日本学会・東北アジア文化学会2013年度秋季連合国

際学術大会論文集』 

法華経を始め仏典に「如意宝珠」として記されるものを比較検討し、近年の新樹脂研究の成果

を入れることによって、これが本真珠（アワビ真珠）であることを明らかにした。 

 

 ・岡田真美子(提出済み印刷中)「日蓮の時代13世紀の環境と立正安國の祈り」『宮川了篤先生古稀

記念論集』 

日蓮の時代13世紀を現代の環境学の知見をもって明らかにし、これまで言われて来た中世温暖

期であったという環境学の定説と農業技術進歩によって生産量が上がった時期であったとい

う歴史学の常識の見直しを行い、そのころの環境危機とそれに立ち向かった日蓮の方策と立正

安國の祈りについて論考した。 

 

 ・岡田真美子(提出済み印刷中)「環境と共生」 リーズ『日蓮 第五巻 現代世界と日蓮』IV 生

命と日蓮思想』（宮沢賢治を中心に）春秋社  

日蓮が気候変動の十三世紀にあって環境危機・世界情勢に関する正確な情報により現状を的確

に判断して、正法による安国という方策を立てたことを示した。 

 

・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』 

 

【解説】 

・岡田真美子（２０１３．９．１０）「今正是其時ー環境宗教学は語る」『中外日報 論・談』 

 

【口頭発表】 

 ・2013年12月15日日本学術会議近畿地区会議 学術講演会「環境といのち－智恵なすわざの再生

へ」京都大学医学部構内 京都大学芝蘭会館 稲盛ホール 
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「草木国土の声を聴く―10万年の伝言」 

 

【学会口頭発表】 

海外分 

・2013年5月24日東北アジア文化学会第2６次国際学術大会（中華民國桃園縣蘆竹郷新興村 開南

大學校） 

   Taipei Fa Hua Si and Okada Nissei 

 

・2013年6月20日第５回中日佛學會議（北京市 中國人民大學佛教与宗教学理论研究所）。 

   発表「佛教与环境---气候变化的时代」。 

 

・2012年10月20日 東北アジア文化学会第2７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 

 

【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  理事 H２４− 

・(社)日本感性工学会 評議員H13- 

・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-） 

 【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 

 

【研究費取得状況】 

・平成25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25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  
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奥田 恭士 
 

【学術論文】 

奥田恭士, 「提示部におけるバルザックの戦略−Madame Firmiani−」, 『兵庫県立大学環境人間学部

研究報告』第 16 号, pp. 165-174, 兵庫県立大学環境人間学部, 2014 年３月. 

本稿では、Madame Firmianiに関する技術的な修正を出発点とし、タイトルロールの作品以外に登場

する夫人のイメージを概観したあと、バルザックが作品の提示部で、どのような具体的戦略を試行

しているかについて考察した。 

  

【研究費取得状況】 

日本学術振興会科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究  

「医療・心理・教育におけるナラティブ・データの汎用性の検証と分析手法の確立」 

課題番号（25580082）（平成２５年度〜２７年度） 交付額 364 万円 

（研究代表者：奥田恭士、分担研究者：内田勇人、井上靖子、寺西雅之、糟屋美千子） 
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尾﨑 公子 
 
【著書】 
桜井智恵子・広瀬義徳編、工藤宏司、田口康明、元井一郎他7名『揺らぐ主体/問われ

る社会』インパクト出版会、2013年12月。 
 社会のマクロな編成の仕方を問い直すと同時に、他者と生きる主体が相互に関わり

ながら紡ぎ出すミクロな人間関係のあり方を問うことによって、新たな社会展望を描

くことをねらいとする本書において、第8章「「特殊性論と脱特殊性論に挟撃される

教員－対抗的領野を考究する」を執筆する。そこで、労働(仕事)の「分割不可能性」

という概念に着目して、新自由主義の市場型教育改革で個別化・標準化される教員の

労働と人事管理に対する対抗的領野の提示を試みた。 
 
【学術論文】 
尾﨑公子、「地域共生型学校の模索－韓国忠清南道ホンソン郡ホンドン面の取組みに焦点をあてて」 

『教育の境界』第 11 号、pp.49-59、教育の境界研究会、2013 年 3 月。  

本稿は、日韓比較の観点を導入して、地域と学校の持続可能性を確保する地域共生型学校を成立

させる方法、仕組みを明らかにすることを目的とし、そのモデル地区と捉えられる韓国ホンドンの

事例を取り上げた。そこで、①教育、地域づくりの理念：生態教育、②豊かな地域人材：帰農・帰

村者、③自律学校：教育課程編成権、人事権、予算権の付与、④①、②、③を活かすことができる

教職員の力量、が取組みの条件であることを明らかにした。 

 
【報告書】 

尾﨑公子、『人口減少社会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（中間報告書）』2014年2月 

 本報告書は、（尾﨑公子研究代表者・基盤(C)・24531015）の研究成果の一部であり、海外研究協

力者である公州大学教授チェ・ジュンヨル教授、同大学農村教育研究センター肥後耕生講師、中学

校教諭ミン・ビョンソン教諭に提出していただいた論稿をはじめとして、日韓の小規模校政策、基

本的データを収めたものである。 

 

【雑誌等連載エッセ－】 

尾﨑公子、「地域共生型学校の一つのモデル－韓国のプルム学校」『教育解放』第146号、pp.22-23、

教育の境界研究会、2013年4月。  

韓国でも日本同様急速に少子高齢化が進み、学校が小規模化している。政府は、2006 年には統合

基準を 100 人から 60 人に引き下げ、財政支援を行って統廃合を促す一方で、「田園学校」や小中一

貫校の導入など統廃合に代わる小規模校の活性化策を講じている。本稿では、韓国の小規模校対策

のひとつである田園学校に着目し、2 回にわたって現地調査を行った忠清南道のホンソン郡ホンド

ン面の事例紹介を行った。 

 

尾﨑公子「教材に活きる栗山の地域力」『学校事務』2013年11月号、pp.30－34、学事出版。 

地域の地域資源をいかに教育プログラムに編成するのかを明らかにすることを目的とする。その

ために、全国に先駆けて「議会基本条例」を制定した北海道夕張郡栗山町の事例を取り上げ、30年

近くにわたる自然保護活動を通して、自治力を培って、政策決定プロセスに参画する方途を拓いて

きたこと、同時にこうした取組みが、生き物のいのち、人間の生きざま、社会の仕組みに関わる子

どもたちの生きた教材ともなっている点を明らかにした。 
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【口頭発表】 
尾﨑公子、韓国における学校統廃合と田園学校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、2013年4月。 

韓国でも日本同様急速に少子高齢化が進み、学校が小規模化している。政府は、2006 年には統合

基準を 100 人から 60 人に引き下げ、財政支援を行って統廃合を促す一方で、「田園学校」や小中一

貫校の導入など統廃合に代わる小規模校の活性化策を講じている。本発表では、韓国の小規模校対

策のひとつである田園学校に着目し、2 回にわたって現地調査を行った忠清南道のホンソン郡ホン

ドン面の事例紹介を行った。 

 
尾﨑公子、公開シンポジウム基調報告「政権交代：新旧の教育政策を問う」、公教

育計画学会第5回大会、専修大学、2013年6月。 
新政権の教育政策における教職員政策、特に教員に焦点を当て、まず、第一次安倍

内閣が目指した戦後レジームからの脱却がどのような意味を持ち、それが第二次安

倍内閣でどのように展開されようとしているのか。前の民主党政権の教職員政策と

の異同も踏まえながら考察し、今後取り組むべき課題を提起する。 
 

尾﨑公子、（兵庫県立大学）○貞広斎子＊、肥後耕生**「学校適正規模政策の日韓比較－人口減少地域

における学校と地域」、日本教育行政学会第48回大会、京都大学、2013年10月   

本発表は、韓国の学校適正規模化政策の変遷及び現状を概観したうえで、小規模校対策のひとつ

であり、自律学校でもある「田園学校」を取り上げて、①自律的な学校運営(ガバナンス) ②教育

福祉理念、について韓国農村教育研究センターが実施した実態調査や忠清南道における我々のフィ

ールド調査を踏まえて考察した。こうした考察を通して、人口減少地域における学校と地域の維持

発展に関わる示唆を得ることをねらいとした。 

*千葉大学、**韓国公州大学 

 

【社会活動】 

栗山町教育委員会他後援ふらのフォーラム、講演「人口減少社会における学校と地域－地域力の醸

成」雨煙別学校コカ・コーラ環境ハウス、2013 年 7 月 

近畿ブロック事務研究集会、講演「学校づくりとまちづくり－事務職員の役割は？」ホテルアウィ

ーナ、2013 年 10 月 

 
姫路市学力向上推進懇話会 副委員長 
姫路市小中一貫教育推進懇話会 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 
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小谷 一夫 
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関 哲洋 
 

【作品】 

関 哲洋、① Mandelbrot Set ...1301、美術文化協会主催 第73回美術文化展、東京都美術館（2013年5

月12日～19日）、京都市美術館（2013年6月4日～9日）、愛知県美術館ギャラリー（2013年7月2日～7

日）／関西美術文化協会主催 第73回関西美術文化展、大阪市立美術館、2013年9月18日～23日 

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(15)、② フラクタル(16)」（艸丘会主催 第45回艸丘展、ナルミヤ戎橋画廊

（大阪）、2013年9月27日～10月2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）、

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、食と農で結ぶ夢街道づくり実行委員会委

員長 
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高頭 直樹 
 

【その他】 

高頭直樹、「石川修一会員を悼む」総合社会科学研究26号、ｐ．50、総合社会科学会201４年月 

総合社会科学会理事石川修一氏に対する追悼文。 
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竹内 和雄 
 

【著書】 

■2014.02 家庭や学級で語り合う スマホ時代のリスクとスキル 北大路書房 

 

【学術論文】 

■2014.03 スマホ・チルドレンの切ない声⑥「スマホ時代の教師に必要なこと」 道徳教育 明

治図書 単著 

■2014.03 保健室から生徒指導を考える⑥「養護教諭困り感アンケートから」 生徒指導 学

事出版 単著 

■2014.02 スマホ・チルドレンの切ない声⑤「インタビューから見えてきたこと２」 道徳教

育 明治図書 単著 

■2014.02 保健室から生徒指導を考える⑤「座談会『養護教諭と生徒指導』」 生徒指導 学事

出版 単著 

■2014.01 スマホ・チルドレンの切ない声④「インタビューから見えてきたこと１」 道徳教

育 明治図書 単著 

■2014.01 保健室から生徒指導を考える④「モデル版『保健室利用のルール』」 生徒指導 学

事出版 単著 

■2013.12 ネットがつくる新しい力関係－どう見抜くか 授業力＆学級統率力 明治図書 単

著 

■2013.12 スマホ・チルドレンの切ない声③「アンケートから見えてきたこと２」 道徳教育 

明治図書 単著 

■2013.12 保健室から生徒指導を考える③「保健室利用のルールを考える」 生徒指導 学事

出版 単著 

■2013.11 スマホ・チルドレンの切ない声②「アンケートから見えてきたこと１」 道徳教育 

明治図書 単著 

■2013.11 保健室から生徒指導を考える②「生徒が授業中に保健室に行くとき」 生徒指導 学

事出版 単著 

■2013.10 スマホ・チルドレンの切ない声①「彼らは一生懸命スマホしている」 道徳教育

pp78-79 明治図書 単著 

■2013.10 保健室から生徒指導を考える①「子どもは保健室で元気になる」 生徒指導 学事

出版 単著 

■2013.09 スマホ時代の友達関係 授業力＆学級統率力 明治図書 単著 

■2013.09 ネットいじめの現状と課題～スマホ時代の教師が知っておきたいこと 道徳教育 

明治図書，661 号，18-20 単著 

■2013.09 学校教員のメンタルヘルスの危機～危ないのは若手教員だけではない～ 生徒指導

2013 年 9 月号 pp18-21 学事出版 単著 

■2013.08 ネットいじめの現状と課題～スマホ時代の教師が知っておきたいこと～ 道徳教育

2013 年 9 月号 pp18-20 明治図書 単著 

■2013.08 ネット問題とネット相談掲示板実践，宮川正文・竹内和雄・青山郁子・戸田有一，

一橋大学＜教育と社会＞研究，23 号，37-48，2013 

■2013.08 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－，竹内和

雄，「児童心理」 明治図書，24-28 単著 

■2013.07 教師に必要なアンガー・マネジメント～生徒の「試し行動」に巻き込まれないため
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に～  生徒指導 7 月号 学事出版 単著 

■2013.07 スマホ時代の今，知って起きたいこと プリンシパル 2013 年 7 月号 学事出版 単

著 

■2013.06 生徒指導を考える座談会－これからの生徒会活動のために－ 生徒指導 2013 年 5 月

号 学事出版 単著 

■2013.04 スマホ時代のいじめの現状と対応について，『自由と正義』日本弁護士連合会，64

号，16-21 単著  

 

【学会口頭発表】 

■欧州発達心理学会（ローザンヌ大学（スイス）） シンポジウム発表 The intentions and actions 

of Internet delinquency among Japanese adolescents -the effect of their knowledge about the 

Internet crime and moral disengagement- 

■ピア・サポート学会（大阪教育大学） マホ時代に必要なピア・サポート活動２  ～欧州発

達心理学会（ローザンヌ）での情報交換を踏まえて～ 

 

【社会活動】 

■総務省（近畿通信局）スマートフォン時代に対応した青少年のインターネット利用に関する

連絡会座長（継続中） 

■文部科学省リーフレット作成委員（スマートフォン関連） 

■文部科学省委託事業技術審査専門委員 

■教員研修（兵庫県、大阪府他）多数 

 

【研究費取得状況】 

■平成 25 年度 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」（代表） 

■平成 26 年度 基盤Ｃ「スマートフォンを入口とするネットトラブルの３カ国比較と体験型予

防プログラム開発」（代表）（～平成 28 年度） 

 

【その他】 

■テレビ出演 ＮＨＫ視点・論点 「スマホの問題は心の問題」10 月 9 日他 

■新聞掲載 毎日新聞全国版「課題に挑む」4 月 1 日他多数 
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寺西 雅之 
 

【著書】 

1. 吉村俊子、安田優、石本哲子、齋藤安以子、坂本輝世、寺西雅之、幸重美津子編著『文学教材

実践ハンドブックー英語教育を活性化するーLiterature as Inspiration in the English Language 

Classroom』英宝社、2013 

本書は、英語文学教材が中学校から大学までの実際の授業で活用されることを目的に、これまで

の実践例に基づいて、その理念、目的と授業案をまとめたものである。扱われている作品は、シェ

ークスピアやヴァージニア・ウルフなどの古典作品から、日本文学の英訳版、さらに落語などの「文

学的な」作品まで様々であり、英語教育における文学教材の重要性を再確認できる内容となってい

る。 

 

2. 寺西雅之、那須雅子、宮上久仁子『TOEIC Test Advantage: TOEIC 形式で学ぶ国際社会と教養』

南雲堂、2014 

本書は国際社会で必要とされる英語力と教養の育成を目指して作成されたテキストであり、

TOEIC テスト形式に準ずることにより、英語を学ぶ大学生のニーズにも配慮している。リスニング

スクリプトからリーディングパッセージまですべてオリジナルな英語で書かれており、TOEIC の練

習だけでなく、豊かな英語力と教養が身に着く内容となっている。 

  

【シンポジウム・学会口頭発表】 

1. Masayuki Teranishi,‘How best to teach English through literature in an EFL classroom: Reading a 

Japanese poem in English’, 国際文体論学会（Poetics and Linguistics Association）第 33 回大会（平

成 25 年 8 月 3 日、於ハイデルベルグ大学） 

 本発表では、文学テクストを日本の英語クラスルームにおいて効果的に活用する方法に関して、

筆者の実践した授業の分析をもとに考察した。特に、日本人学習者が外国文学を読む際に障害とな

る文化的背景知識の問題に焦点をあて、筆者自身が作成した日本の俳句および詩の英訳版を用いた

授業に関して、授業案や学習者の反応を中心に論じた 

 

2．「“日本発”グローバル発信例～英語・文学教育の“国際化”～」、日本国際教養学会第３回全国大会

シンポジウム「国際社会を生きる―“日本発”グローバル発信例に学ぶ」（司会・講師：寺西雅之、講

師：*山中 祥弘、**山下 真弥、平成 26 年 3 月 16 日、於慶應義塾大学日吉キャンパス） 

日本国際教養学会では、設立以来グローバル人材育成の重要性とその具体的方策が追究されてき

た。シンポジウム「国際社会を生きる―“日本発”グローバル発信例に学ぶ」では、これまでの成果

を踏まえ、多様な分野で展開されている「“日本発”グローバル発信例」を取り上げ、国際社会にお

いて日本が主体的な役割を果たすために必要な能力、戦略、心構え等について具体例を交えて論じ

合った。この発信例の一つとして、本発表では、2015年に出版予定のLiterature and Language Learning 

in the EFL Classroom（寺西雅之、斎藤兆史、Katie Wales編著）を取り上げ、その企画から出版決定

までのプロセスを紹介し、世界に向けた“日本発”の出版の重要性と今後の課題・可能性について論

じた。 

(*学校法人メイ・ウシヤマ学園理事長・ハリウッド大学院大学教授、**ラ・フェミニテ代表、作家・

ノンフィクション作家) 

 

【社会活動】 

１． 国際文体論学会特使（Japanese Ambassador for Poetics and Linguistics Association） 
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２． 日本国際教養学会副会長 

３． 岡山英文学会理事 

  

【研究費取得状況】 

1. 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 

 

2. 文部科学省科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）「医療・心理・教育におけるナラティブ・デー

タの汎用性の検証と分析手法の確立」（研究分担者、代表：奥田恭士）平成25年度～27年度 研

究費総額280万円 

 

【その他】 

1．“Conceptions of Consciousness in Lawrence's The Rainbow ”,  (Presenter: *Eric Rundquist, Chair: 

Masayuki Teranishi) , 国際文体論学会（Poetics and Linguistics Association）第33回大会（平成25年8月

3日、於ハイデルベルグ大学）（*University of Nottingham, UK） 

 

2. “Mobility/Immobility of Gothic Architectural Images in P. Ackroyd's Hawksmoor”  (Presenter: *Nataliia 

Kolbina, Chair: Masayuki Teranishi),  国際文体論学会（Poetics and Linguistics Association）第33回大会

（平成25年8月3日、於ハイデルベルグ大学）（* Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University, 

Poltava, Ukraine） 

 

3. “Style shift in academic discourse: on the lecturing model development” (Presenter: *Yaroslava Fedoriv, 

Chair: Masayuki Teranishi), 国際文体論学会（Poetics and Linguistics Association）第33回大会（平成25

年8月3日、於ハイデルベルグ大学）（*National University of Kiev-Mohyla Academy, Ukraine） 

 

4.「Literature and language education in EFL classrooms: 文学作品を用いた英語教育への多面的アプロ

ーチ」、平成 25 年度兵庫県立大学シンポジウム― 経済再生に向けた産学公連携の新たな取り組み‼

（平成 25 年 9 月 24 日、於神戸市産業振興センター）(ポスター発表) 

 

5.「Literature and language education in EFL classrooms: 文学作品を用いた英語教育への多面的アプロ

ーチ」、『（公）兵庫県立大学研究テーマ集：セレクション 2013』、p. 71 

 

6.「達人の外国語学習に関する質的研究」（発表者：*那須雅子、司会：寺西雅之）、岡山英文学会年

次大会（平成25年10月5日、於岡山大学）（*岡山大学准教授） 

 

7. 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。 
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土井 清孝 
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友繁 義典 
 

[学術論文] 

友繁義典「総称名詞句の解釈をめぐって」兵庫県立大学環境人間学部研究報告 第１６号 

pp.111-121. ２０１４年３月 

 

[教科書] 

友繁義典、マーク・テイラー 『Common Verb-Based Phrases  ５分間 基本動詞を用いた実用英語表

現』２０１４年１月 南雲堂 

 

[研究発表] 

２０１３年９月７日「総称名詞句の解釈をめぐって」フレイジオロジー研究会例会１８回 （関西

学院大学梅田キャンパス） 

 

２０１４年３月１日「思考・認識を表す動詞に関してーbelieve を中心にー」 
フレイジオロジー研究会 例会１９回 （関西学院大学梅田キャンパス） 

 

[シンポジウム] 

２０１３年１１月９日 公開シンポジウム講師 

「どのようなシノニムのどのような情報が必要か」のタイトルで発表 

日本英語学会第３１回大会（福岡大学） 
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豊田 光世 
 

【学術論文】 

Mitsuyo Toyoda, “Revitalizing Local Commons: A Democratic Approach to Collective Management,” 

Environmental Ethics 35 (2013): 279-293. 

 本論文は、新潟県佐渡市の加茂湖で実践している市民主導型水辺再生事業を事例として、旧来の

自治組織（集落，漁業協同組合など）では再生・維持・管理することが困難な流域保全の課題と課

題克服のための条件について論じたものである。 

 

豊田光世、内平隆之、井関崇博、中嶌一憲「大学の地域貢献活動の教育効果に関する考察−Enactus

の事例をもとに—」兵庫県立大学環境人間学部研究報告第 16 号，pp. 59-66，2014 年 3 月 

 本論文は、大学生の地域貢献活動を支援する Enactus というしくみの概要を報告するとともに、

コンテストに参加した学生への聞き取り調査を通して、 Enactus への参加がどのような教育効果を

もつかについて考察した。 

 

 

【報告書】 

「佐渡島加茂湖こごめのいり再生 2013」佐渡島加茂湖水系再生研究所、2013 年 5 月 

 

「平成 25 年度姫路市政策研究助成事業—女性の視点を活かしたはりま酒文化の発掘と発信に関す

る報告書」兵庫県立大学環境人間学部 Harima Sake Design Lab.、2014 年 2 月 

 

 

【口頭発表】 

豊田光世「地域連携によるエコ・ヒューマンプロジェクト」西しん J クラブ，2013 年 8 月 6 日 

 

豊田光世「子どもの哲学という教育」宮城教育大学，2013 年 8 月 20 日 

 

豊田光世「トキをきっかけにした佐渡の地域プロジェクトについて」特定非営利活動法人日本アメ

ニティ研究所、2013 年 9 月 7 日 

 

Mitsuyo Toyoda “The Landscape of Kamoko: Local Community and Governmental Policies,” The Japanese 

Garden Intensive Seminar Plus in Kyoto 第１回国際シンポジウム「ランドスケープの思想と日本庭園」, 

京都造形芸術大学日本庭園・歴史遺産研究センター，2013 年 10 月 12 日 

 

豊田光世「学びのコミュニティをつくる「子どもの哲学」」第 4 回道徳教育合同研修会、2014 年 1

月 25 日 

 

豊田光世「地域の宝を自慢しよう」兵庫県中播磨県民局 中播磨地域夢会議、エコパークあぼし、

2014 年 2 月 1 日 

 

【社会活動】 

NPO 佐渡島加茂湖水系再生研究所・理事長（自然再生活動の推進） 

日米子どもの哲学交流事業コーディネーター 
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子どもの哲学授業実践（兵庫県西宮市香櫨園小学校／宮城県仙台市茂庭台小学校，西中田小学校，

若林小学校，八本松小学校，富沢中学校、八木山中学校） 

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） 

新潟県佐渡市加茂湖カキ養殖安定化推進会議委員（2014 年 2 月 7 日〜2014 年 3 月 31 日） 

 

【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)）「地域環境ガバナンスにおけるモラルの尊重とルール

の構築に関する倫理的価値構造の分析」 

平成２５年度〜２７年度 研究費総額364万円 

 

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２５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 Enactus ファカルティー・アドバイザー、国内大会第２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 

Member of the Editorial Advisory Board of Environmental Ethics 
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東 勉 
 

【学術論文】 

東  勉、「『タイタス・アンドロニカス』論─報復の連鎖─」言語文化学会論集第四十一号、pp.153−161、

言語文化学会、2013 年 12 月 

本研究は、敵対するどちらの側にも残虐な行為が見られる復讐劇の構図を指摘し、劇の進行につ

れて加害者と被害者が入れ替わることで、理性の欠如と正義の不在という事態が生じ、憎しみの連

鎖が見られる劇構造を分析し、カタルシスの希薄なシェイクスピア初期の悲劇の特徴を論考した。 
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保坂 裕子 
 

【学術論文】 

保坂裕子、「ナラティヴ研究の可能性を探るための一考察：＜Who-are-you？＞への応えとしての＜

わたし＞の物語り」『兵庫県立大学環境人間学部研究報告』第16号、pp. 1-10、2014年3月 

 

本論は、質的研究の領域において関心が高まっているナラティヴを用いたアイデンティティ研究の

可能性について検討したものである。ナラティヴを言語構造として研究するもの、認知構造として

研究するもの、またテクストを超えた実践として研究するものに分類し、ナラティヴを実践として

とらえることで、語りによって紡ぎだされるアイデンティティ・クレイムの研究として展開してい

くことができるのではないか、という提案を行った。 

 

【ポスター発表】 

保坂裕子、「いまの＜わたし＞と学校経験がどのように結びついているのか：ナラティヴ・アイデン

ティティ分析の試み」、日本発達心理学会、京都大学、2014 年 3 月 22 日 

 

本発表では、大学生のグループ・インタヴュー・データ(3 事例)を分析の対象とし、自らが＜大学生

であること＞をどのように意味づけているのかについて、ナラティヴ分析を試みた。大学生になっ

たことによる変化や、公立大学の学生であることについての語りを分析することで、高校までの経

験は、主に受動的であった自分を語るものであり、そこから大学生になった今、行為主体であらな

ければならないという要請に応じようと努力・葛藤している様子がうかがえた。また、同じ大学に

通う学生同士のグループであったため、高校生の頃や他大学と比較することで、自己肯定的な語り

を展開することで互いのアイデンティティ認証として機能していた。 

 

【社会活動】 

・尼崎市教育委員会講演「小中連携へのニーズと課題」2013 年 8 月 19 日 

 

・兵庫県児童厚生員等研修会 2013 年 10 月 11 日 
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元田 與市 
 

【学術論文】 

元田與市「パレ・ガルニエの内臓― ガストン・ルルー『オペラ座の怪人』 」（『流域 73』青山社、

pp.34‐43、2013 年 12 月） 

作品の舞台であるパレ・ガルニエがパリの都心に屹立する「現代のバベルの塔」の名にふさわし

いパリ近代化の壮麗な記念碑であり、その地下世界がダンテの地獄に見まがう〈内臓〉に見立てら

れ、パリ・コミューンの記憶に点火する現世の地獄としての役割をあたえられていることを考察し

た。 
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吉川 洋 
 

【学術論文】  stage-level 叙述詞 と individual-level 叙述詞について 

吉川 洋 

兵庫県立大学環境人間学部 研究報告 第 16 号  pp.123－138 

裸複数名詞句(bare plural noun phrases) が主語となる場合、二つの意味に解釈される。例えば、

(a)Lions are fierce.と(b)Lions are in the park.の主語である lions は、意味が異なる。(a)の場合は、全て

のライオン(世界中のライオン)について叙述であり、(b)の場合のライオンは、その公園いる(眼の前

に存在する)数頭とライオンについての叙述である。この意味の違いはいかなる要因によるか。また、

(c)John was drunk yesterday.は容認可能であるが、(d)John was intelligent yesterday.は容認不可能である。

なぜこのようの容認性についての違いが生じたかを見た。 
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ヒューマン・サイエンス 
 
荒木 香織 

 

【学術論文】 

荒木香織(2014).スクラム心理学:男子日本代表チームへの取り組みについて～メンタルコー

チ. Japanese Journal of Rugby Science, 25, 99-103. 

 

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. 

  

【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(pp.83-97). 東京都千代田区:西村書

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

 

【口頭発表】 

荒木香織 (2014年3月) 第6回 学生メンタルトレーニング研究会「プログラムの構築を考える-チー

ムへの介入についての講義とQ＆Aを通して-」大阪体育大学  

 

荒木香織 (2013年12月) 日本ラグビーフットボール協会レフリー花園研修会 

「レフリングの向上について」 クライトン新大阪ホテル  

 

【学会口頭発表】 

荒木香織 （2013年11月）日本スポーツ心理学会第40回 学会企画シンポジウム「わが国のスポーツ

心理学研究の展望と課題」「スポーツ心理学研究と実践の“国際化”」日本体育大学 

 

町田萌、荒木香織、木田京子（2013年11月）日本スポーツ心理学会第40回「スポーツ指導者のコー

チング効力感と環境および個人要因の関係」日本体育大学 

 

荒木香織 (2013年11月) スポーツメンタルトレーニング指導士研修会 事例検討会「ラグビー男子

日本代表チームメンタルコーチとしての取り組み」 日本体育大学  

 

Machida, M., Yamada, H., Araki, K., & Tsuchiya, H. (2013, July). A preliminary examination of the 

relationship between physical activity motivation and self-efficacy among physical activity participants in 

Japan. 13th International Society of Sport Psychology World Congress of Sport Psychology, Beijing, China. 

  

【社会活動】 

日本スポーツ心理学会 理事 

日本スポーツとジェンダー学会 幹事 
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Asian-South Pacific Association of Sport Psychology 理事 

International Association of Applied Psychology Division 12 Sport psychology アジア代表委員 

ラグビー男子日本代表メンタルコーチ 

（公財）日本ラグビーフットボール協会普及・競技力向上委員 

Asian-South Pacific Association of Sport Psychology 7th Congress 大会企画委員長 

  

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（基礎研究（C））「スポーツにおける成功体験と心理・環境要因のメ

カニズムの構築」平成26年度～28年度 研究費総額442万円 
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伊藤 美紀子 
 

【原著論文】 

 

1. 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 *徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部  

 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。 

 

2. Nomura K*, Tatsumi S*, Miyagawa A*, Shiozaki Y*, Sasaki S*, Kaneko I*, Ito M, Kido S*, Segawa H*, 

Sano M*, Fukuwatari T*, Shibata K*, Miyamoto KI*.(2014) Hepatectomy-Related Hypophosphatemia: 

A Novel Phosphaturic Factor in the Liver-Kidney Axis. J Am Soc Nephrol. 25(4):761-72 *徳島大学大

学院ヘルスバイオサイエンス研究部 肝切除後に発症する低リン血症のメカニズムを明らかに

するために、動物モデルを作成し、リン代謝異常メカニズムを明らかにした。 

 

【報告書】 

1. 「食未来エクステンション講座」報告書 兵庫県立大学環境人間学部特色化戦略化推進事業

(平成23〜平成25年度実施分) 2013.3 

 

2. 「先端食科学研究センター」平成25年度報告書 2013.3 

 

【学会口頭発表】 
 
1. 津本佳奈、伊藤美紀子、神村和仁、坂上元祥 糖尿病末期腎症で透析を受ける患者のリン摂取

量の季節変動 第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会 2013.5.17 熊本； 
 透析患者の夏期と冬期における食事摂取状況の違いを調査し、解析した。 
 

2. 河村弘美、坂上元祥、伊藤美紀子(2013) 透析患者におけるバイオマーカーとリンを取り巻く

食環境との関連、第 60 回日本栄養改善学会総会、神戸 2013.9.12〜14；  
 透析患者の食事調査を、特に加工食品と骨折状況に注目して調査を行い、測定したリン代

謝マーカー、骨代謝マーカーとの関連を解析した。 
 
3. 河村弘美、垰田理沙、津本佳奈、安住祐一、神村和仁、坂上元祥、伊藤美紀子 透析患者に

おけるリンに着目した食環境評価方法の検討 第 17 回日本病態栄養学会年次学術集会、大阪

2014.1.11〜12  
 透析患者の食事調査を、特に加工食品による食生活状況を明らかにし、測定したリン代謝

マーカー、特に新規調節ホルモンである FGF23 に注目して検討を行い、新たなバイオマーカ

ーの確立を行った。 
 
4. 市川早紀、津本佳奈、神村和仁、伊藤美紀子、坂上元祥(2014) 血液透析患者におけるリン摂

取量の季節変動 第 17 回日本病態栄養学会年次学術集会、大阪 2014.1.11 〜12；  
 透析患者の季節変動並びに、1 年後の調査から、食生活の遵守度や変化を解析した。 

 

【講演等】 
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1. 伊藤美紀子(2013) リン摂取と寿命(シンポジウム) 第 67 回日本栄養・食糧学会大会 5/24〜
5/26 名古屋大学 
 

2. 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」 2013.7.2 兵庫 神戸大学 

 

3. 「棚田米で日本酒を造る「う米ぜ！」ができるまで」 先端食科学研究センター開設記念式典

2013.4.20 姫路 
 
4. 「環境人間学部先端食科学研究センターの挑戦 先端研究から県立大学ブランド商品の開発」 

兵庫県立大学シンポジウム 2013.9.24 神戸 
 
5. 「環境人間学部先端食科学研究センターの挑戦〜日本酒「う米ぜ！」が出来るまで〜」 はり

ま産学交流会 創造例会 2013 姫路 

 

【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 総額 549 万円 

 

2. 科学研究費 基盤研究（B）糖尿病末期腎症のリン代謝異常にかかわる食環境を評価する新規バ

イオマーカーの開発 平成 25 年度〜平成 27 年度  分担 (総額 1,690 万) 

 

3. 科学研究費 萌芽研究 統合失調症患者の虚弱と骨折を予防する多職種参加型栄養管理プログ

ラムの開発 平成 25 年度〜平成 27 年度  分担 (総額 364 万) 

 

4. COC 事業 地域志向教育研究等助成金 「食と健康科学によるまちづくり事業の推進 1. 健

康評価基準策定のための姫路スタンダードの開発」80 万 

 

  



ヒューマン・サイエンス 

 37

石坂 朱里 
 

【学術論文】 

Ishisaka A, Kawabata K*, Miki S**, Shiba Y**, Minekawa S**, Nishikawa T**, Mukai R**, Terao J**, 

Kawai Y***. Mitochondrial dysfunction leads to deconjugation of quercetin glucuronides in inflammatory 

macrophages. PLoS One.19, e80843, 2013 Nov. 

* Department of Bioscience, Faculty of Biotechnology, Fukui Prefectural University,  

** Department of Food Science, Graduate School of Nutrition and Biosciences, The University of 

Tokushima, *** Laboratory of Food and Biodynamics, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya 

University 

Polyphenols are a large family of natural compounds widely distributed in plant foods, and have been 

linked to improved human health through reduced chronic diseases. This study showed a novel pathway for 

the selective biological activity of the polyphenol, quercetin (3,5,7,3’,4’-pentahydroxyflavone) metabolites, 

in macrophages within the inflamed sites and tissues. This observation contributes to clarifying the 

mechanism responsible for the anti-inflammatory activity of dietary polyphenols.  

 

【学会口頭発表】 

加藤陽二の項参照 「マヌカ蜂蜜に特有なLeptosinの質量分析による検出定量と認証評価」 
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内田 勇人 
 

【著書】 

内田勇人, 『図表で見るスポーツビジネス』（佐野昌行・黒田次郎・遠藤利文編著），叢文社（東京），

30 名で分担執筆，2013 年 3 月，第 12 章「医療・福祉とスポーツ産業（pp.149-158）」を担当した。 

 スポーツの年齢階級別行動者率、メタボリックシンドロームの性・年齢階級別頻度、男女別・国

別にみた肥満人口比率、年齢階級別医療費の年次推移、要介護状態の原因について図表をもとに論

述した。アクティブシニア向けに ICT を利用した介護予防・健康増進コンテンツ配信ステムが開発

されているが、年齢に関係なく楽しく体を動かせる音楽・体操・映像などを盛り込んだ新規のスポ

ーツ産業の重要性について指摘した。 

 

【学術論文】 

内田勇人，藤原佳典*，西垣利男，香川雅春**，江口善章，藤井明美***，吉田隆三***，作田はるみ

****，木宮高代****，濱口郁枝*****，東根裕子****，平尾浩子****，山本 存****，矢野真理****，

松浦伸郎****．*東京都健康長寿医療センター研究所，**女子栄養大学，***広畑学園，****兵庫県

立大学大学院環境人間学研究科，*****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

収書児童の高齢者イメージに及ぼす影響，日本世代間交流学会誌，3(1)，11-18，2013 年 5 月 

 高齢者による自然体験活動支援プログラムが児童養護施設入所児童の高齢者イメージに及ぼす影

響について明らかにすることを目的とした。プログラムの前後で入所児童における高齢者イメージ

得点を比較したところ、プログラム後に「強い」「やさしい」「頼りがいがある」の各得点が有意に

高くなっていた(各 P＜0.05)。高齢者による自然体験活動支援プログラムの実施が参加した入所児童

の高齢者イメージを向上させる可能性が示唆された。 

 

作田はるみ*，東根裕子*，奥田豊子**，坂本薫，橘ゆかり***，北元憲利，内田勇人．*兵庫県立大

学大学院環境人間学研究科，**帝塚山学院大学，***神戸松蔭女子学院大学，在宅で生活する知的障

害者の食行動の特徴と肥満との関連，肥満研究，19(3)，186-194，2013 年 5 月 

 一般成人よりも在宅で生活する知的障害者のほうが食行動は良好である一方で、肥満者の割合は

高いことがわかった。本研究で評価できなかった食行動の実態把握とともに、食事量や身体活動量

についても総合的に検討していくことの必要性が示唆された。 

 

Sakurai R*, Fujiwara Y**, Ishihara M*, Higuchi T*, Uchida H, Imanaka K*. * Tokyo Metropolitan 

University, ** Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology. Age-related self-overestimation of step-over 

ability in healthy older adults and its relationship to fall risk. BMC Geriatr. 2013 May 7;13:44. 

 Older adults appear unaware of age-related physical decline and tended to overestimate step-over ability. 

Both age-related decline in step-over ability, and more importantly, overestimation or decreased 

underestimation of this ability may raise potential risk of falls. 

 

【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，黒田次郎* 

*近畿大学 

平成 25 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））実績報告書 

2014 年 3 月 

児童養護施設入所児童に対する世代間交流プログラムの実施が児童の高齢女性ボランティア、およ
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び大学生イメージに及ぼす影響について明らかにした。分析の結果、世代間交流プログラム後、「話

しやすい」「頼りがいがある」の各得点が有意に高くなっていた。その一方で、活動性・力量性因子

の各得点においてはプログラム前後で有意な変化はみられなかった。プログラムの実施が児童の抱

いている高齢女性ボランティアイメージをポジティブな方向へ変化させたことが示唆された。 

 

姫路市下蒲田地区在住者に対する追跡調査 

内田勇人 

平成 25 年度姫路市介護予防支援活動研究事業報告書 

2014 年 3 月 

生活機能低下の関連要因について検討した結果、「運動機能低下・低下状態維持」の予知因子とし

て「口腔機能の低さ」および「閉じこもり」が抽出された。高齢者の生活機能の維持には、これら

要因の低下予防が重要になることが示唆された。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

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。 

 

【学会発表】 

内田勇人，西垣利男，江口善章，黒田次郎*．*近畿大学，児童養護施設入所児童に対する自然体験

活動支援事業が児童の大学生と高齢者の各イメージに及ぼす影響，日本世代間交流学会第４回全国

大会，東京，2013 年 10 月． 

 

小池未菜*，尾崎莉沙**， 尾崎はすみ**，山口光枝，永井成美，内田勇人．*兵庫県立大学大学院環

境人間学研究科，**兵庫県立こばと聴覚特別支援学校，「感覚」に着目した親子食体験プログラムの

実施と評価ー聴覚への支援を必要とする幼児を対象としてー，第 60 回日本栄養改善学会学術総会，

神戸，2013 年 9 月． 

 

小池未菜*, 尾崎はすみ**, 山口光枝, 内田勇人．*兵庫県立大学大学院環境人間学研究科，**兵庫県

立こばと聴覚特別支援学校，障害を有する幼児を対象とした「感覚」に着目した食育の実施と評価，

第 72 回日本公衆衛生学会総会，津，2013 年 10 月． 

 

清野諭*, 吉田裕人**, 天野秀紀*, 西真理子*, 村山洋史*, 谷口優*, 野藤悠*, 内田勇人, 熊谷修***, 

渡辺修一郎****, 藤原佳典*, 新開省二*．*東京都健康長寿医療センター研究所，**東北文化学園大

学，***人間総合科学大学，****桜美林大学，地域在住自立高齢者の体力基準値作成の試み 性・年

齢階級別の検討，第 72 回日本公衆衛生学会総会，津，2013 年 10 月． 

 

森山知恵*, 矢野真理*, 小池未菜*, 内田勇人．*兵庫県立大学大学院環境人間学研究科，園芸活動が

中高齢者の心身に与える効果，第 72 回日本公衆衛生学会総会，津，2013 年 10 月． 

 

矢野真理*, 内田勇人, 森山知恵*, 小池未菜*．*兵庫県立大学大学院環境人間学研究科，児童養護施

入所児童に対する世代間交流が児童の高齢者・大学生イメージに及ぼす影響，第 72 回日本公衆衛生

学会総会，津，2013 年 10 月． 

 

内田勇人, 藤原佳典*, 森山知恵**, 小池未菜**, 矢野真理**．*兵庫県立大学大学院環境人間学研究

科，**東京都健康長寿医療センター研究所，高齢者と児童養護施設入所児童の間における世代間交
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流プログラムの実施効果，第 72 回日本公衆衛生学会総会，津，2013 年 10 月． 

 

今井具子*, 丸山智美**, 高橋徹***, 内田勇人, 甲田道子****, 山本初子*****, 香川雅春******．*

同志社女子大学，**金城学院大学，***福岡女子大学，****中部大学，*****桐生大学，******女子

栄養大学，イラストによる体型スケールを用いた幼稚園児とその母親の体型認識と生活習慣との関

連，第 20 回日本未病システム学会学術総会，東京，2013 年 11 月. 

 

Hayato Uchida, Toshio Nishigaki, Hideki Toji, Yoshinori Fujiwara*. *Tokyo Metropolitan Institute of 

Gerontology, The children living in a child welfare institution and images of the elderly, Generations United 

17th International Conference，Washington DC,USA, July 2013. 

 

Tomoko Imai*, Satomi Maruyama**, Toru Takahashi***, Hayato Uchida, Michiko Koda****, Hatsuko 

Yamamoto*****, Masaharu Kagawa******．*Doshisha Women’s College of Liberal Arts, **Kinjo Gakuin 

University, ****Fukuoka Women’s University, ****Chubu University, *****Kiryu University, 

******Kagawa Nutrition University, Factors influencing the body image of Japanese college students，

Asia-Pacific Diabetes and Obesity Study Group Symposium 2013，Tokyo，October 2013. 

 

Tomoko Imai*, Satomi Maruyama**, Toru Takahashi***, Hayato Uchida, Michiko Koda****, Hatsuko 

Yamamoto*****, Masaharu Kagawa******．*Doshisha Women’s College of Liberal Arts, **Kinjo Gakuin 

University, ****Fukuoka Women’s University, ****Chubu University, *****Kiryu University, 

******Kagawa Nutrition University, Discrepancies in body perceptions between preschoolers and their 

mothers．The 7th Asia-Oceania Conference on Obesity，Bandung, West Java, Indonesia，October 2013. 

 

Yoshinori Fujiwara*，Hayato Uchida，Shoji Shinkai*．*Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, A 

School Volunteering Program by Older Adults for Urban Children in Japan，66th Annual Scientific Meeting 

of Gerontological Society of America, New Orleans, USA. November 2013. 

 

 

【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 

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＞ 

姫路市社会福祉協議会にて講演。「介護支援ボランティアを行うにあたって」（兵庫県姫路市社

会福祉協議会主催、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、
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参加者数：60 名）、2013 年 7 月 

姫路市介護予防課にて講演。「介護支援の極意」（兵庫県姫路市介護予防課主催、対象者：一般

市民、参加者数：50 名）、2013 年 9 月 

姫路市社会福祉協議会にて講演。「介護支援ボランティアを行うにあたって」（兵庫県姫路市社

会福祉協議会主催、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：50 名）、2013 年 9 月 

芦屋市世代間交流を考える会にて講演。「日本の世代間交流を考える」（芦屋市市民センター主

催、対象者：一般市民、参加者数：20 名） 

姫路市介護予防課にて講演。「介護支援の極意」（兵庫県姫路市介護予防課主催、対象者：一般

市民、参加者数：70 名）、2013 年 11 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」 

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，黒田次郎）, 補助

金額（平成25年度182万円） 

平成 25 年度受託研究, 姫路市「介護予防支援活動研究事業」（113 万円） 
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北元 憲利 
 

【書籍】 

北元憲利  

休み時間の微生物学 改訂第５刷 2013 年６月 

昨年度改訂第４版に続き、一部修正後、第５版の出版となった。 

 

【学術論文】 

北元憲利、中谷唯、加藤陽二  

『不法投棄による河川源流上流の細菌学的汚染状況−年度別の比較−』  

日本環境学雑誌「人間と環境」40 巻(1)39-44、2014 

 不法投棄による河川の汚染状況を、理化学的調査を中心に、年代別比較や周囲の地理的比較など

について検討した。特に細菌学的調査として、汚染の指標となる腸内細菌の分離を中心にその結果

を報告した。分離された腸内細菌の割合を地点別にみたところ、いずれの地点でも同種の菌が分離

され、菌種の違いはみられなかった。ただし、大腸菌は不法投棄周辺やその下流で多く分離された。 

 

『白玉粉の粒子に及ぼす水挽条件の影響』  

吉村美紀の項参照 

 

『在宅で生活する知的障害者の食行動の特徴と肥満との関連』 

内田勇人の項参照 

『知的障がいのある幼児の食生活と肥満－質問紙調査による一般児との比較－』  

内田勇人の項参照 

 

吉崎隆之*、大谷克城*、本村亘*、張成宰*、北元憲利、森健一郎*、吉田逸朗*、鈴木定彦**、若宮

伸隆*  

『コレクチン CL-K1 血中濃度測定 ELISA システムの樹立と日本人における正常値について』 

 北海道医学雑誌 88 巻（2,3）96、2014 

*旭川医科大学医学部、**北海道大学人獣共通感染症センター 

 生体防御に関与する免疫物質コレクチンのひとつとして、新規 CL-K1 のクローニングに成功した。

この CL-K1 に対する単クローン抗体を樹立し、CL-K1 測定 ELISA システムを開発し、日本人にお

ける血中濃度正常値を明らかにした。 

 

【国際会議（ポスター発表）】 

『Formation of reactive quinone from 5-hydoroxyindoleacetic acid catalyzed by myeloperoxidase -Covalent 

adduction of quinone with protein thiols-』 

加藤陽二の項参照 

 

『Formation of amide-type lipid-lysine adduct in model systems』 

加藤陽二の項参照 

 

『 Studies on Leptosin identified in Manuka Honey -Its Metabolism and Application of Plausible 

Certification for Manuka Honey–』 
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加藤陽二の項参照 

 

『Modification of tubulins by reactive quinone derived from serotonin in neuronal cells』 

加藤陽二の項参照 

 

【国内学会】 

北元憲利、加藤陽二  

『兵庫県内河川源流上流における不法投棄による細菌学的汚染調査』 

日本環境学会 第 39 回日本環境学会 ６月 15-17 日 広島 

 不法投棄による河川の汚染状況を、細菌学的、特に汚染の指標となる腸内細菌の分離を中心にその

結果を報告した。一般細菌数および大腸菌群数は不法投棄周辺においていずれも高値を示し、廃棄物

により汚染が進むことが示唆された。 

 

『セロトニン酸化物トリプタミンダイオンによる神経細胞タンパク質の修飾』  

加藤陽二の項参照 

 

北元憲利、新田陽子*、加藤陽二、尾関健二**  

『セレウス菌および黄色ブドウ球菌に対する塩麹の抗菌効果』 

第 60 回日本栄養改善学会 2013 年 9 月 12 日-14 日 神戸  

*岡山県立大学、**金沢工業大学 

 セレウス菌（芽胞形成菌）および黄色ブドウ球菌（耐塩性菌）に対する塩麹の抗菌効果を検討

した。いずれの菌も塩麹中ではほとんど生存できないことが分かり、塩麹が衛生的・安全で保存

性に優れていることが示唆された。 

 

『市販ゲル化剤を用いたゼリー食の女子大学生および高齢者による官能評価』 

吉村美紀の項参照 

 

『市販ゲル化剤を用いたゼリー食の外観とテクスチャー特性について』 

吉村美紀の項参照 

 

宮西史則*，西野将也*，干野友照*，浜中大夢*，尾関健二*，新田陽子**，高橋香澄，加藤陽二，北

元憲利  

『塩麹製造中および保存中の食塩の抗菌効果』  

生物工学会 ９月 18-20 日 広島 

*金沢工業大学、**岡山県立大学、 

 一般細菌に対する塩麹の抗菌効果を検討した。日常の中で一般細菌が塩麹に汚染したとしてもほ

とんど生存できないことが分かり、塩麹を利用した食品の衛生的・安全・保存性が確認された。 

 

『マヌカ蜂蜜認証のためのLeptosin及びMethyl Syringateの検出定量』  

加藤陽二の項参照 

『マヌカ蜂蜜に特有な Leptosin の質量分析による検出定量と認証評価』 

加藤陽二の項参照 
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【講演会・シンポジウム・研究会発表】 

岡山文香*、芝田有理*、内野清子*、三好龍也*、吉田永祥*、岡村隆行*、北元憲利、田中智之*  

『Saffold virus の血清疫学の試み』  

大阪小児感染症研究会 ４月６日 大阪 

*堺市衛生研究所 

 Saffold virus を新たに分離し、その血清疫学的な検討を行った。 

 

北元憲利  

『感染症を２０分で一度に鑑別診断する～食中毒を同時に迅速簡便に鑑別診断！～』  

兵庫県立大学シンポジウム ９月 24 日 神戸 

 食中毒細菌に対する抗体（単クローン抗体）を作製し，特異的かつ感度良好で、簡便・迅

速・安価な検査・診断法の開発を試みている。本研究室での現在までの進捗状況と単クロー

ン抗体の有用性を解説した。 

 

【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 2014』中央法規出版 2013.7 

 2013 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】 

日本環境学会（幹事）、日本ウイルス学会（評議員）、日本細菌学会、日本免疫学会、日本感染症学

会、日本細菌学会、、日本農芸化学会、、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）抗プリオン抗体（クローン 7A1）の BioAcademia 社より販売 

２）Baylor College of Medicine（1989 年〜、ノロウイルスの研究、Dr.MK.Estes,Tx.USA と共同） 

３）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、

田中智之所長と共同） 

４）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、

片山和彦室長と共同） 

５）旭川医科大学（1998 年〜、免疫物質の研究、抗体の分与、若宮伸隆教授と共同） 

６）岡山県立大学（2012 年〜、塩麹、ハーブの抗菌作用について、新田陽子准教授と共同） 

７）金沢工業大学（2012 年〜、塩麹の抗菌作用について，尾関健二教授と共同） 

８）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、

渡辺敏郎室長と共同） 

９) Ohio State University（2012 年〜、サポウイルスの研究、Dr.T. Oka と共同） 

 

【研究費取得状況】 

１）科学研究費助成金 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簡

便診断する」（代表研究者） 

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）  
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木村 幸子 
 

【学術論文】 

Shuhei Aoyama*, Kayoko Sano*, Chiharu Asahi*, Masaki Machida*, Keinosuke Okamoto*, Tomoe 

Negishi*, Sachiko Kimura, Toshinori Suzuki**, Tsutomu Hatano*, Sakae Arimoto-Kobayashi*, *Okayama 

University, **Shujitsu University, Near ultraviolet radiation-mediated reaction between N-nitrosoproline 

and DNA: Isolation and identification of two new adducts, (R)- and (S)-8-(2-pyrrolidyl)-2’-deoxyguanosine, 

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, Vol.276, pp.1–7, 2013.12 

  To explore possible genotoxicity of N-nitrosoproline (NPRO), we investigated near-ultraviolet radiation 

(UVA)-mediated chemical reaction of NPRO with 2’-deoxyguanosine (dG). An acidic solution containing 

NPRO and dG was irradiated with UVA and products were analyzed by HPLC. In addition to the three 

known modified guanine nucleosides, i.e., 2’-deoxyxanthosine, 8-oxo-7,8-dihydro-2’-deoxyguanosine and 

2’-deoxyoxanosine, we found two products. These new products were isolated and identified as (R)- and 

(S)-8-(2-pyrrolidyl)-2’-deoxyguanosine. 

 

Sakae Arimoto-Kobayashi*, Masaki Machida*, Kayoko Sano*, Shuhei Aoyama*, Chiharu Asahi*, Noriko 

Tanaka*, Keinosuke Okamoto*, Tomoe Negishi*, Sachiko Kimura and Toshinori Suzuki**, *Okayama 

University, **Shujitsu University, Mutagenicity and NO formation from UVA irradiated N-nitrosoproline, 

and characterization of photoproduct formed in UVA-irradiated mixture of N-nitrosoproline with 

2'-deoxyguanosine in neutral solution, Genes and Environment, Vol.36(2), pp.47-53, 2014.3 

  We investigated the phosphate-dependence of photomutagenicity and solvent effects on 
nitric oxide release from irradiated NPRO. We also investigated the UVA-driven reaction of 
NPRO with 2’-deoxyguanosine (dG) in neutral solution, and identified the chemical 
structure of the photoproduct. The photoproduct isolated from the NPRO and dG mixture in 
neutral buffer was identified as 8-oxo-7,8-dihydro-2’-deoxyguanosine (8-oxodG). We 
propose a photoreaction mechanism involving the absorption of UVA photons by NPRO 
followed by UVA-driven photolysis of NPRO, and subsequent production of active oxygen 
radicals that generate 8-oxodG. 
 

【社会活動】 

シニアオープンカレッジ「少子高齢化社会における健康-栄養問題の解決策を考える-」、兵庫県立大

学姫路環境人間キャンパス、2013年10月 
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坂上 元祥 
 

【学術論文】 

岡村吉隆，坂上元祥：40歳代，50歳代の男女における睡眠状態，食行動とBMIの関連性．日本健康

体力栄養学会誌．18（1）．20－25．2013（査読あり） 

 

井垣誠、谷口勝茂*、本田寛人*、小松素明*、坂上元祥：運動療法の頻度は肥満を持つ生活習慣病患

者のインスリン抵抗性改善効果に影響する。理学療法科学 29（2）： 301-307， 2014 

* 公立豊岡病院組合立 豊岡病院 日高医療センター 

 

【学会口頭発表】 

井垣誠、坂上元祥、谷口勝茂、本田寛人、小松素明 

女性肥満患者における日常の身体活動は運動療法の効果に影響する 

第56回日本糖尿病学会年次学術集会 2013年5月17日（熊本） 

 

津本佳奈、伊藤美紀子、神村和仁、坂上元祥 

糖尿病末期腎症で透析を受ける患者のリン摂取量の季節変動 

第56回日本糖尿病学会年次学術集会 2013年5月17日（熊本） 

 

河村弘美、坂上元祥、伊藤美紀子 

透析患者におけるバイオマーカーとリンを取り巻く食環境との関連 

第60回日本栄養改善学会総会 2013年9月13日（神戸） 

 

西田花帆、古戎なな恵、松本真一郎、坂上元祥 

高齢者糖尿病患者の食事満足度に影響する食生活と生活習慣 

第50回日本糖尿病学会近畿地方会 2013年11月23日（京都） 

 

市川早紀、津本佳奈、神村和仁、伊藤美紀子、坂上元祥 

血液透析患者におけるリン摂取量の季節変動 

第17回日本病態栄養学会年次学術集会 2014年1月11日（大阪） 

 

中野かなみ、森本里枝、仲谷京子、坂上元祥 

精神科デイケア利用者と身体計測指標と喫食量・食習慣との関係の解析 

第17回日本病態栄養学会年次学術集会 2014年1月12日（大阪） 

 

河村弘美、垰田理沙、津本佳奈、安住祐一、神村和仁、坂上元祥、伊藤美紀子 

透析患者におけるリンに着目した食環境評価方法の検討 

第17回日本病態栄養学会年次学術集会 2014年1月11日（大阪） 

 

【報告書】 

平成25年度科学研究費補助金実績報告書（基盤研究(B)）「糖尿病末期腎症のリン代謝異常にかかわ

る食環境を評価する新規バイオマーカーの開発」 

 

平成25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
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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」 

（加古川市）、2013年8月 

関西学院大学文学部ゲストスピーカー「糖尿病:糖尿病患者のこころの問題もふくめて」 

（西宮市）2013年12月 

健康保険連合会兵庫連合会講演会「糖尿病の予防と治療に向けて」 

（神戸市）2014年2月 

姫路市感染症対策審議会委員（結核診査担当） 

はりま糖尿病協会顧問医 

日本糖尿病学会学術評議員 

日本病態栄養学会学術評議員 

日本薬理学会学術評議員 

 

【研究費取得状況】 

日本学術振興会科学研究費助成事業（基礎研究（B））「糖尿病末期腎症のリン代謝異常にかかわる

食環境を評価する新規バイオマーカーの開発」 

平成25年度～27年度 研究費総額1,500万円（直接経費） 

 

日本学術振興会科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究）「統合失調症患者の虚弱と骨粗鬆症を予防す

る多職種参加型栄養管理プログラムの開発」 

平成26年度～28年度 研究費総額280万円（直接経費） 

 

その他に民間からの助成金2件、研究費総額120万円 
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坂本 薫 
 

【学術論文】 

坂本 薫，森井 沙衣子，作田 はるみ，岸原 士郎，「種々のグラニュ糖の粉砕による結晶の壊れやす

さとスクロース分子の微量分解」，『精糖技術研究会誌』Vol.59 pp.1-5，精糖技術研究会，2013 年 6

月 

 

作田はるみ，東根裕子，奥田豊子，坂本薫，橘ゆかり，北元憲利，内田勇人，「在宅で生活する知的

障碍者の食行動の特徴と肥満との関連」，『肥満研究』Vol.19 No.3 pp.186-194，日本肥満学会，2013

年 12 月 

 

【学会発表】 

坂本 薫，森井 沙衣子，岸原 士郎，「キャンディー，クッキーにおける粉砕スクロース結晶の加熱

調理特性」，第 111 回精糖技術研究会，東京 学士会館，2013 年 5 月 

 

坂本薫，森井沙衣子，「スチームコンベクションオーブンで炊飯したトマトライスのテクスチャー」，

日本調理科学会，奈良女子大学，2013 年 8 月 

 

本多佐知子，片寄眞木子，坂本 薫，他 4 名，「兵庫県における通過儀礼食の手作り状況と認知・経

験の三世代比較」，日本調理科学会平成 25 年度大会，奈良女子大学，2013 年 8 月 

 

升井洋至，片寄眞木子，本多佐知子，坂本 薫，他 3 名，「兵庫県の行事食についての三世代比較」，

日本調理科学会平成 25 年度大会，奈良女子大学，2013 年 8 月 

 

森井沙衣子，坂本薫，「高齢者施設における米飯提供の現状に関する調査（第 1 報）―高齢者施設の

米飯提供状況について―」，第 60 回日本栄養改善学会学術総会，神戸国際会議場，2013 年 9 月 

 

坂本薫，森井沙衣子，「高齢者施設における米飯提供の現状に関する調査（第 2 報）―高齢者施設の

炊飯状況について―」，第 60 回日本栄養改善学会学術総会，神戸国際会議場，第 60 回日本栄養改善

学会学術総会，2013 年 9 月 

 

【社会活動】 

<講演等> 

平成 25 年度姫路市シニアオープンカレッジ，食環境栄養課程食未来エクステンション講座「現代日

本の食生活の現状と食事バランスガイド」，兵庫県立大学環境人間学部，2013 年 10 月  

平成 25 年度宍粟市食育講演会「はりまのスローフード―「食」から考える私の「健康」―」，宍粟

市役所，2013 年 10 月 

神戸大学附属幼稚園育友会食育講習会「安全で健康に良い親子で作れるおやつ」，アスピア明石生涯

学習センター，2013 年 12 月 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科講演会「砂糖の結晶の特性と調理における応用」，神戸大学大

学院人間発達環境学研究科，2014 年 1 月  

「災害時の健康・栄養を考えるシンポジウム」研究教育グループワークファシリテーター，神戸国

際会議場，2014 年 1 月 
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<委員等（平成 25 年度現在）> 

日本家政学会評議員 

日本栄養改善学会評議員 

日本調理科学会代議員 

日本調理科学会近畿支部常任委員 

日本栄養改善学会近畿支部評議員 

日本調理科学会第 25 回大会実行委員 

日本栄養改善学会第 60 回学術総会実行委員総務副委員長 

兵庫県栄養士会理事 

災害時の食と健康を考えるシンポジウム実行委員 

日本栄養士会災害支援栄養チーム（JDA-DAT）リーダー 

JDA-DAT（日本栄養士会災害支援栄養チーム）兵庫スタッフ研修実行委員 

西播磨ビジョン委員会専門委員 

姫路市学校給食のあり方検討懇談会副会長 

 

【研究費取得状況】 

独立行政法人科学技術振興機構 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラムフィージビ

リティスタディステージ探索タイプ（A-STEP）「砂糖の新規加熱熔融特性の創出による食品加工技

術開発」， 平成 25 年度 研究費 170 万円 

 

タイガー魔法瓶株式会社との共同研究「炊飯に関する研究」 

 

大阪ガス株式会社との共同研究「米飯に関する研究」 

 

公立大学法人兵庫県立大学特別研究助成金「新調理システムを利用した大量炊飯における米飯の食

味向上に関する研究」（研究分担） 

 

公益財団法人兵庫県立大学科学技術後援財団 平成２５年度教育研究助成「特定給食施設における

HACCP に基づいた衛生管理―重要管理点設定のための基礎研究―」（共同研究） 

 

【その他】 

第 110 回精糖技術研究会賞受賞，「粉砕スクロース結晶における加熱による還元糖の生成」坂本薫，

森井沙衣子，作田はるみ，岸原士郎，2013 年 5 月 

2013 年 10 月 30 日付神戸新聞において「中学校給食」に関するコメント掲載 

2014 年 1 月 8 日付神戸新聞に「災害時を想定した学生による炊き出し実施」に関するコメント掲載 
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澤村 弘美 
 

【学術論文】 

Watanabe T, Masaki T, Yuasa M, Morimoto M, Sawamura H, Estimate of the dietary intake of biotin in 

infants prescribed special therapeutic infant formulas in Japan. Int J Anal Bio-Sci, 1:60-70, 2013 

「渡邊敏明の項」参照 

 

Watanabe T, Fukushima A, Matsumoto K, Sawamura H, Mizohata H, Estimated daily intake of biotin in 

hospital meals in Japan through dietary surveillance. Trace Nutr Res, 30:64-73, 2013 

「渡邊敏明の項」参照 

 

Yuasa M, Matsui T, Ando S, Ishii Y, Sawamura H, Ebara S, Watanabe T, Consumption of a low-carbohydrate 

and high-fat diet (the ketogenic diet) exaggerates biotin deficiency in mice. Nutrition, 29:1266-1270, 2013 

 「渡邊敏明の項」参照 

 

Watanabe T, Shimada R, Matsuyama A, Yuasa M, Sawamura H, Yoshida E, Suzuki K, Antitumor activity of 

the β-glucan paramylon from Euglena against preneoplastic colonic aberrant crypt foci in mice. Food Funct, 

4:1685-1690, 2013 

「渡邊敏明の項」参照 

 

小泉未希、吉井唯、湯浅正洋、澤村弘美、渡邊敏明、吉田絵梨子*、鈴木健吾* 

*株式会社ユーグレナ 

スギ花粉症モデルマウスにおけるユーグレナの効果についての検討、日本食生活学会誌 24: 171-176、

2014 

「渡邊敏明の項」参照 

 

湯浅正洋、橋本知美、松本希美*、澤村弘美、松井朝義**、岸本祐樹***、石神昭人***、渡邊敏明 

*株式会社マエカワテイスト 

**京都大学付属病院小児科 

***東京都健康長寿医療センター 

災害後の避難所における食事およびビタミン強化食品による体内ビタミン栄養状態への影響、微量

栄養素研究、第30集、7-12、2013 

「渡邊敏明の項」参照 

 

松本希美*、吉田宗弘**、澤村弘美、渡邊敏明 

*株式会社マエカワテイスト 

**関西大学化学生命工学部 

日本食品標準成分表2010に新規収載された微量栄養素摂取量の検討―ヨウ素・セレン―、微量栄養

素研究、第30集、27-30、2013 

「渡邊敏明の項」参照 

 

前川隆嗣*、香西彩加*、飯塚敦子*、松本希美*、澤村弘美、服部優紀、渡邊敏明 

*株式会社マエカワテイスト 

日本と中国における味覚についての比較調査、微量栄養素研究、第30集、44-47、2013 
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「渡邊敏明の項」参照 

 

【報告書】 

渡邊敏明、澤村弘美、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、平成

24 年度報告書、エリザベス・アーノルド富士財団、pp.262-273、2013 

「渡邊敏明の項」参照 

 

渡邊敏明、島田良子、松山愛、湯浅正洋、澤村弘美、吉田絵梨子*、鈴木健吾* 

*株式会社ユーグレナ 

マウスにおけるユーグレナの大腸がん抑制効果についての検討、ルミナコイド研究、17: s90-s91、

2013 年 11 月 

「渡邊敏明の項」参照 

 

【学会口頭発表】 

榎原周平、中西明日香、澤村弘美、福井徹*、渡邊敏明 

*病体生理研究所 

食品に含まれるビオチン類縁物質に関する検討、第 67 回日本栄養・食糧学会大会、名古屋大学東山

キャンパス、名古屋市、2013 年 5 月 

 「榎原周平の項」参照 

 

湯浅正洋、澤村弘美、榎原周平、渡邊敏明 

ビオチン欠乏ラットにおける脳のビオチン含量及び関連タンパク質の発現についての検討、第 67

回日本栄養・食糧学会大会、名古屋大学東山キャンパス、名古屋市、2013 年 5 月 

 「渡邊敏明の項」参照 

 

榎原周平、中西明日香、澤村弘美、福井徹*、渡邊敏明 

*病体生理研究所 

食品に含まれるビオチン類縁物質について、第 30 回日本微量栄養素学会学術集会、メルパルク京都、

京都市、2013 年 6 月 

「榎原周平の項」参照 

 

湯浅正洋、橋本知美、松本希美*、澤村弘美、松井朝義**、渡邊敏明 

*株式会社マエカワテイスト 

**京都大学医学部付属病院小児科 

災害直後の避難所における食事およびビタミン強化食品による体内ビタミン栄養状態への影響、第

30 回日本微量栄養素学会学術集会、メルパルク京都、京都市、2013 年 6 月 

「渡邊敏明の項」参照 

 

根來宗孝*、湯浅正洋、澤村弘美、榎原周平、渡邊敏明 

*宇部工業高等専門学校 

酵母アセトアミノフェン毒性とニコチンアミド代謝の関連性について、日本ビタミン学会第 66 回大

会、一橋講堂、東京都、2013 年 6 月 

「渡邊敏明の項」参照 
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湯浅正洋、澤村弘美、榎原周平、福井徹*、渡邊敏明 

*病体生理研究所 

ビオチン欠乏ラットの脳におけるビオチン含量および関連タンパク質についての検討、日本ビタミ

ン学会第 66 回大会、一橋講堂、東京都、2013 年 6 月 

「渡邊敏明の項」参照 

 

澤村弘美、石井佳江、湯浅正洋、根來宗孝*、渡邊敏明 

*宇部工業高等専門学校 

ビオチン欠乏妊娠動物におけるビオチンの動態についての基礎的研究、日本ビタミン学会第 66 回大

会、一橋講堂、東京都、2013 年 6 月 

 

榎原周平、中西明日香、澤村弘美、福井徹、渡邊敏明 

食品中のビオチンとその類縁物質に関する検討 

日本ビタミン学会第 66 回大会、一橋講堂、東京都、2013 年 6 月 

「榎原周平の項」参照 

 

渡邊敏明、吉井唯、澤村弘美 

幼若マウスにおけるビオチン過剰摂取による精子形成への影響、第 53 回日本先天異常学会学術集会、

千里ライフサイエンスセンター、大阪市、2013 年 7 月 

「渡邊敏明の項」参照 

 

渡邊敏明, 島田良子, 松山 愛, 湯浅正洋, 澤村弘美, 吉田絵梨子*, 鈴木健吾* 

*株式会社ユーグレナ 

マウスにおけるユーグレナの大腸がん抑制効果についての検討、日本食物繊維学会第 18 回学術集会、

仁愛大学、越前市、2013 年 11 月 

「渡邊敏明の項」参照 

 

渡邊敏明、島田良子、澤村弘美、ビオチン過剰摂取による幼若動物の精子形成への影響、第 435 回

ビタミン B 研究協議会、大阪大学中之島センター、大阪市、2014 年 2 月 

「渡邊敏明の項」参照 
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関口 佳代 
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伊達 ちぐさ 
 

【学術論文】 

Fukumoto A, Sasaki S, Date C.他８名 

Within- and between-individual variation in energy and nutrient intake in Japanese adults: effect of age and 

sex differences on group size and number of records required for adequate dietary assessment. 

J Epidemiol. 2013;23(3):178-86. （2013 年 4 月） 

 

Li Y, Iso H Date C.他 28 名 

Body mass index and weight change during adulthood are associated with increased mortality from liver 

cancer: the JACC Study. 

J Epidemiol. 2013;23(3):219-26. （2013 年 4 月） 

 

Tamakoshi A, Date C, 他 25 名 

Cohort profile of the Japan Collaborative Cohort Study at final follow-up 

J Epidemiol. 2013;23(3):227-32. （2013 年 4 月） 

 

Maruyama K, Iso H, Date C, 他 5 名  

Dietary patterns and risk of cardio-vascular deaths among middle-aged Japanese: JACC Study 

Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013;23(6):519-27. （2013 年 6 月） 

 

Wakai K, Naito M, Date C, Iso H, Tamakoshi A 

Dietary intakes of fat and total mortality among Japanese population with a low fat intake: the Japan 

Collaborative Cohort(JACC) Study 

Nutr Metab(Lond). 2014;6:11(1):12. Doi: 10 1186/1743-7075-11-12.（2014 年 3 月） 

 

【教科書】 

田中平三、徳留信寛、伊達ちぐさ 編著 『公衆栄養学 改訂第４版』 

南山堂 2013 年 4 月 

  

【学会口頭発表】 

伊達ちぐさ、 学術総会長講演 栄養アセスメント法としての食事調査法、第 60 回日本栄養改善学

会学術総会、神戸、2013 年 9 月  

 

橋本真梨代、伊達ちぐさ、他 4 名、タブレット型 PC による小児用食物摂取頻度調査法の再現性と

妥当性 第 60 回日本栄養改善学会学術総会、神戸、2013 年 9 月  

 

古川曜子、伊達ちぐさ、他 7 名、携帯電話のカメラ機能を利用した２４時間思い出し法による食品

名の聞き取り過誤に関する検討、第 60 回日本栄養改善学会学術総会、神戸、2013 年 9 月  

 

朴井睦、橋本真梨代、伊達ちぐさ、論文キーワードから見た栄養学雑誌と社会的変遷、第 60 回日本

栄養改善学会学術総会、神戸、2013 年 9 月 

 

【社会活動等】 
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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） 

 

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） 

 

第 60 回日本栄養改善学会学術総会 学術総会会長 神戸市 2013 年 9 月 

 

【講演】 

基調講演「食育について」、兵庫県栄養士会 平成 25 年度生涯学習研修会、神戸市、2013 年 7 月 

 

少子高齢社会における健康栄養問題の解決策を考える 「望ましい食生活とは～あなたの食生活を

見直 

そう」 平成 25 年度姫路市シニアオープンカレッジ 姫路市 2013 年 10 月 

 

「食育を進めるための環境づくり」 宝塚市食育研修会 宝塚市 2013 年 11 月 

 

「子どもの食事調査」 平成 25 年度中播磨地区学校給食研究協議会栄養管理部会研修会 姫路市  

2014 年 2 月  

                                                                         

【研究費取得状況】 

 ＣＯＣ事業 地域志向教育研究助成金 「食と健康課学によるまちづくり事業の推進 ２健康アセ

スメ 

ントのための姫路モデルの開発」80 万円 

 

  



ヒューマン・サイエンス 

 56

田中 更沙 
 

【学術論文】 

1. Sarasa Tanaka, Hironori Yamamoto* **, Otoki Nakahashi*, Tomohiro Kagawa*, 
Mariko Ishiguro*, Masashi Masuda*, Mina Kozai*, Shoko Ikeda*, Yutaka Taketani*, 
Eiji Takeda*. Dietary phosphate restriction induces hepatic lipid accumulation through 
dysregulation of cholesterol metabolism in mice. Nutrition Research. 33(7):586-93.  
2013 年 7 月 *徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部臨床栄養学分野 

**仁愛大学人間生活学部健康栄養学科  
食事に含まれるリンは生体においてミネラル代謝、骨代謝をはじめとし、多

くの生理作用を持つ。本研究では、食餌性リンの制限により、肝臓のコレステ

ロール代謝関連遺伝子の発現変動によりコレステロール代謝異常が生じ、それ

に伴い高コレステロール食摂取下において高脂血症、脂肪肝が更に助長される

ことを明らかとした。 
 

2. Sarasa Tanaka, Hironori Yamamoto* **, Otoki Nakahashi*, Mariko Ishiguro*, 
Yuichiro Takei*, Masashi Masuda*, Mina Kozai*, Shoko Ikeda*, Yutaka Taketani*, 
Ken-Ichi Miyamoto***, and Eiji Takeda*. Hypercholesterolemia and effects of high 
cholesterol diet in type IIa sodium-dependent phosphate co-transporter (Npt2a) 
deficient mice. The Journal of Medical Investigation. 60(3-4):191-6. 2013 年 8 月 *
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部臨床栄養学分野 **仁愛大学人

間生活学部健康栄養学科 ***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 
重篤な低リン血症をきたす原因遺伝子として、腎臓近位尿細管に発現するⅡa

型ナトリウム依存性リン輸送担体(Npt2a)が知られている。Npt2a 遺伝子欠損マウ

スはリン、カルシウム代謝および骨代謝に異常をきたす。本研究では、Npt2a
遺伝子欠損マウスが高コレステロール血症を呈すること、高コレステロール食

による血中および肝臓脂質蓄積に及ぼす反応性が消失または減弱することを報

告した。 
 

3. Otoki Nakahashi*, Hironori Yamamoto* **, Sarasa Tanaka, Mina Kozai*, Yuichiro Takei*, Masashi 

Masuda*, Ichiro Kaneko, Yutaka Taketani*, Masayuki Iwano****, Ken-ichi Miyamoto***, Eiji 

Takeda*. Short-term dietary phosphate restriction up-regulates ileal fibroblast growth factor 15 gene 

expression in mice. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. 54(2):102-108. 2014 年 3 月 *徳

島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部臨床栄養学分野 **仁愛大学人間生活学部健康栄

養学科 ***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 ****福井大学医

学部腎臓病態内科学 

内分泌因子である Fibroblast growth factor 19 subfamily は、それぞれ特異的な代謝調節を担っ

ているが、相互作用を示すことも知られている。本研究では、リン制限食の短期効果について

検討を行い、リン制限食は活性型ビタミン D を介して回腸の FGF15 遺伝子発現を増加させる

ことを明らかにした。 
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田中 智子 
 

【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「まちづくり活動へ

の参加実態 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 3」 『日本建築学会近

畿支部研究報告集』第 53 号、pp.209-212、2013 年 6 月 

 前報では、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，生活支援要求に

ついてアンケート調査を行ったところ、日常的な家事や雑事に対する支援要求がみられ、買い物

や外出の付き添い、話相手などはボランティアの利用要求があるという結果を得た。本報告では、

まちづくり活動に関わっている住民を対象にアンケート調査を実施し、173 票の有効回答を得た。

その結果、まちづくり活動に日常的に参加しているのは 60 代女性であり、それ以外の年齢層で

は、イベント時などに一時的に参加していた。活動への参加によって、親しい友人が増えて活動

に楽しみを見いだしているだけでなく、地域の問題にも目を向けるようになっている。日常的に

活動に参加しているグループでは、このような意識の変化がより強く現れている。 

 

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「住民通しの生活支

援活動に対する住民の意向 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 4」 

『日本建築学会近畿支部研究報告集』第 53 号、pp.213-216、2013 年 6 月 

 住民同士の生活支援活動に対して、協力できるかどうか現時点では分からない人が多数を占め

ているが、単身高齢者の見守りや安否確認といった負担が軽く、生活に深く入り込まない支援に

ついては、協力しても良いと考える人が多い。また男性では簡単な大工仕事や草引き、力仕事、

女性では子育て中の親の話相手や相談、散歩の付き添い、子どもの一時預かりなど、性別によっ

て協力できると思う内容が異なっていることが分かった。人の生活に入り込む抵抗感から支援ボ

ランティアに登録しないという回答が多かったが、まちづくり活動を通して地域の人間関係を築

いているグルーでは、登録するという回答率が高く、まちづくり活動との関連が明らかになった。 

 

【学会口頭発表】 

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「まちづくり活動と

高齢者の生活支援に対する意識との関係」第 65 回日本家政学会大会、昭和女子大学（東京都世田谷

区）、2013 年 5 月 18 日 

シニア住民が主体のまちづくり活動を実施している地域において調査を実施し、まちづくり

活動への関与と生活支援に対する意識について分析を行った。アンケート調査は、まちづくり活

動を実施している街道周辺 7 地区において悉皆調査を実施し、そのうち 65 歳以上の回答者 355

名について分析を行った。その結果、地域内・地域外のボランティアによる日常生活支援の受け

入れについて、全体では、地域内のボランティアからは支援を「受けてもよい」の方が多く、地

域外のボランティアからは「受けたくない」が多かった。まちづくり活動の関わり方別にみると、

地域内ボランティアは活動に関わっている人のほうが、地域外ボランティアは活動に関わってい

ない人の方が「受けてもよい」の割合が高い傾向がある。まちづくり活動に関わることで、地域

内の人間関係が広がったり深まったりすることで、地域外のボランティアからの支援の受け入れ

に抵抗感がなくなると考えられる。 

 

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「まちづくり活動へ

の参加実態 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 3」日本建築学会大会、

北海道大学（札幌市）、pp. 1075-1076、2013 年 8 月 
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 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「住民通しの生活支

援活動に対する住民の意向 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 4」日

本建築学会大会、北海道大学（札幌市）、pp. 1077-1078、2013 年 8 月 

 前掲論文参照。 

 

【研究助成金】 

平成 26 年度～29 年度 基盤研究(C) （研究分担者） 補助金額総額 4,810 千円 

「地域居住の継続に必要な「住まい」と「生活支援」に関する研究」 

平成 25 年度～26 年度 基盤研究(B) （連携研究者） 補助金額総額 7,200 千円 

「高学年児童の放課後生活を支えるにあたって地域の各主体が果たす役割に関する研究」松本歩子 

 

【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 28 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 27 年 9 月） 

生駒市建築審査会委員（平成 24 年 7 月～平成 26 年 6 月） 

兵庫県総合事業等審査会委員（平成 26 年 4 月～平成 28 年 3 月） 

 

【講演】 

兵庫県いなみ野学園 『高齢者のための住環境』 

日時：2014 年 1 月 20 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 
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田路 秀樹 
 

【原著論文】 

田路秀樹、福田厚冶、荒木香織、内田勇人、西垣利男、「大学受験生活が体格と体力に及ぼす影響」

『大学体育学』第 11 巻、pp. 13-20、大学体育連合、2014 年 3 月  

本研究は 35 年間の現役入学者と浪人入学者の比較から、大学受験生活が体格・体力に及ぼす影

響を検討した。その結果、長期の受験生活は肥満化をもたらし、体力面では筋パワーと全身持久

性に悪影響を及ぼすことが示唆された。 

 

 内田勇人の項参照 

 

【口頭発表】 

Uchida, H., Nishigaki, T., Toji, H., Fujiwara, Y. The children living in a child welfare institution and images 

of the elderly, Generations United 17th International Conference，Washington DC, USA, July 2013. 

 内田勇人の項参照 
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永井 成美 
 

【著書】（教科書） 

永井成美（分担執筆）、「Chapter 6 集団を対象とした栄養教育」、『管理栄養士養成課程におけるモデ

ルコアカリキュラム準拠 栄養教育論 理論と実践』（監修 特定非営利法人日本栄養改善学会，編集 

武見ゆかり，赤松利恵）、pp. 81-97、医歯薬出版（東京）、2013 年 4 月 

 

【著書】（医学系専門誌） 

永井成美、坂根直樹．褐色脂肪関連遺伝子多型とエネルギー代謝．The Lipid 第 113 号：特集「褐色

脂肪細胞」、pp. 64-73、メディカルレビュー社（東京）、2014 年 1 月 

 

永井成美、日比壮信．食欲評価法の妥当性．日本臨牀、日本臨牀社（東京）、2014 年（印刷中） 

 

【学術論文】（国際誌・査読あり） 

Nozue M*, Jun K**, Ishihara Y***, Taketa Y****, Naruse A******, Nagai N, Yoshita K*******, Ishida H**. How 

does fortification after the distribution of calcium and vitamin B1 intake at the school lunch for fifth-grade 

children? J Nutr Sci Vitaminol 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 日と給食のない 1 日の 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。 

 

Sakane N*, Kotani** K, Tsuzaki K*, Takahashi K***, Nagai N, Moritani T****, Egawa K***, Yoshimura M***, 

Kitagawa Y***, Kiso Y***. Effects of a multi-ingredient supplement for weight loss maintenance on fat 

oxidation and weight regain in obese women with weight loss caused by low calorie diet. Obesity（in 

revision）   
*京都医療センター、**自治医科大学、***サントリー健康科学研究所、****京都大学大学院 

ダイエットサプリメントの効果の有無を、成人肥満・過体重者を被験者として無作為化比較試験

により検証した。 

 

【学術論文】（国内誌・査読あり） 

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』、日本栄養士会誌、第 56 巻第 2 号 98-109、2013

年 2 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研究成果を論文化した。 

 

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、第 71 巻第 2 号、49-58、2013

年 4 月 
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*クノール食品株式会社開発工業化センター 

 体温と同じ 37℃のスープを対照として、スープ（65℃）摂取後の深部体温と抹消体温の変化につ

いて詳細に検討し、「食のウォームビズ（体温保持効果）」の可能性について言及した。 

 

山口光枝、高木絢加、森井沙衣子、北山大輔、角谷和俊、永井成美．大学新入生への携帯電話を活

用した朝食支援プログラムの実施と評価．『栄養学雑誌』、日本栄養改善学会誌、第 71 巻第 3 号、

120-129、2013 年 6 月 

携帯電話を活用した大学新入生への朝食支援プログラムを実施し、介入前後のデータを対照群と

比較した。介入群において、朝食摂取行動を改善するほどの介入効果は見られなかったが、少なく

とも悪化を緩和できる可能性が示唆された。 

 

高木絢加、谷口彩子、駒居南保、村 絵美*、永井 元*、山口光枝、森谷敏夫**、永井成美．炭酸水

による口腔への刺激が深部・末梢体温に及ぼす作用－Sham-feeding（偽飲）による口腔内刺激を用

いた評価－．『栄養・食糧学会誌』、日本栄養・食糧学会誌、第 67 巻第 1 号、19-25、2014 年 2 月 
*サントリーグノーバルイノベーションセンター株式会社、**京都大学大学院 

炭酸摂取後の体温変化の詳細な検討結果ともに、偽飲試験を用いて炭酸の口腔内刺激のみでも体

温変化が惹起されることを報告した。 

 

尾﨑はすみ*，尾崎莉沙，小池未菜，駒居南保，山口光枝，住田 実**，永井成美．聴覚障がい幼児

の咀嚼習慣と口腔機能発達を支援する食教育の実践．『栄養学雑誌』日本栄養改善学会誌（受理） 
*兵庫県立こばと聴覚特別支援学校、**大分大学教育福祉科学部 

 

【報告書】 

永井成美．共同研究報告書（サントリーグノーバルイノベーションセンター株式会社）「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」2013 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）「飲料の摂取による体温・自律神経活動へ

の影響の検証」2014 年 1 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 

 

【学会】（招待講演・全国）〔シンポジウム，セミナー等〕 

永井成美．若年女性のやせ志向と栄養・食生活上の課題．第 35 回日本臨床栄養学会総会・第 34 回

日本臨床栄養協会総会におけるワークショップ 05「若年女性の栄養管理を考える－DOHaD を見据

えた栄養管理」の演者、京都（京都テルサ）、2013 年 10 月 4 日 

 

永井成美．食育を評価し成果を発信するために－評価の視点を盛り込んだ食育のプラニングと実施

－．日本栄養改善学会近畿支部学術総会、パネルディスカッション（テーマ：食育）の演者、大阪

（千里金蘭大学），2013 年 12 月 8 日 

 

永井成美．生活習慣病を防ぐ食・栄養からのアプローチ（糖尿病予防と糖尿病教育に関する学術研
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究発表）．京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室学術研究発表会 2013 の特別講演演者、

京都（京都医療センター） 2013 年 12 月 14 日 

 

【学会】（全国・口頭発表）    

駒居南保、谷口彩子、山口光枝、高木絢加、森谷敏夫*、永井成美．咀嚼に伴う筋活動により惹起さ

れる熱産生の同定． (第 67 回日本栄養・食糧学会、名古屋 [名古屋大学] 、5/24-26, 2013) 
*京都大学大学院 

 

高木絢加、谷口彩子、駒居南保、村 絵美*、永井 元*、森谷敏夫**，永井成美．炭酸水による口腔

への刺激(Sham-feeding)が深部・末梢体温に及ぼす作用． (第 67 回日本栄養・食糧学会、名古屋 [名

古屋大学] 、5/24-26、2013) 
*サントリーグノーバルイノベーションセンター株式会社、**京都大学大学院 

 

村 絵美*、谷口彩子、駒居南保、永井 元*、森谷敏夫**、永井成美．炭酸水の飲用が食欲感覚に及

ぼす作用． (第 67 回日本栄養・食糧学会，名古屋 [名古屋大学] 、5/24-26、2013) 
*サントリーグノーバルイノベーションセンター株式会社、**京都大学大学院 

 

尾﨑はすみ*、尾崎莉沙、小池未菜、山口光枝、永井成美．幼児の咀嚼力向上をめざした食育プログ

ラムの実施と評価～聴覚特別支援学校における実践から～．(第 60 回日本栄養改善学会学術大会、

神戸 [神戸国際会議場] 、9/12-14、2013) 
*兵庫県立こばと聴覚特別支援学校 

 

小池未菜、尾崎莉沙、尾﨑はすみ*、山口光枝、永井成美、内田勇人．「感覚」に着目した親子食体

験プログラムの実施と評価－聴覚への支援を必要とする幼児を対象として－．(第 60 回日本栄養改

善学会学術大会、神戸 [神戸国際会議場] 、9/12-14、2013) 
*兵庫県立こばと聴覚特別支援学校 

 

永井成美、山口光枝、津崎こころ*、小谷和彦*、坂根直樹*、森谷敏夫**．CLOCK 3111T/C および PER3 

VNTR 遺伝子多型が日本人若年女性の体組成，自律神経活動に及ぼす影響．(第 34 回日本肥満学会、

東京 [東京国際フォーラム] 、10/11-12、2013) 
*京都医療センター、**京都大学大学院 

 

【学会】（地方・口頭発表）    

加古千菜都，松村知香，泉杏奈，木之瀬沙希，坂本智子*，永井成美．障がいを有する児童生徒に適

した教材作成と養護学校における実践と評価．（第 12 回日本栄養改善学会近畿支部学術総会，千里

金蘭大学〔大阪〕，12/8, 2013） 
*姫路市立書写養護学校 

 

松村知香，加古千菜都，泉杏奈，木之瀬沙希，坂本智子*，永井成美．健康なからだづくりを目的と

した養護学校高等部における栄養教育の実施とプロセス評価．（第 12 回日本栄養改善学会近畿支部

学術総会，千里金蘭大学〔大阪〕，12/8, 2013） 
*姫路市立書写養護学校 

 

【社会活動】（委員・学会） 
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国・自治体からの依頼 

管理栄養士国家試験委員（H23.7～H26.8） 

姫路市食育推進会議委員（H21.4.1～H26.3.1） 

 

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～H27.10.31） 

第 60 回日本栄養改善学会学術大会実行委員長（H24.2～H25.9） 

日本栄養士会雑誌査読委員（H20.4～現在） 

 

論文査読 

International Journal of Obesity （国際肥満学会誌 ） 2 編 

Journal of Nutritional Science & Vitaminology （日本栄養食糧学会、日本ビタミン学会の英文学術誌）

1 編 

Bio Psycho Social Medicine （日本心身医学会誌の英文学術誌）1 編 

栄養学雑誌（日本栄養改善学会誌） 2 編 

 

【講演・研修会講師】 

講演・研修会講師（行政・教育関係） 

1．岡山県市町村栄養士研究協議会研修会「効果が上がる栄養教育のためのノウハウとアイディア」

岡山県生涯学習センター、2013 年 4 月 23 日、40 名 

2．京都府小学校教育研究会研究安全部研究協力校 向日市立第４向陽小学校教員研修会、向陽小学

校、2013 年 8 月 23 日、50 名 

3. 姫路市食育グループきゃろっぴー研修会「小児期の食育」兵庫県立大学新在家キャンパス（交流

事業の一環として）、2013 年 11 月 18 日、15 名 

4．成 25 年度子育て支援ひょうごフォーラム「子どもの食育～食べることの大切さ～」兵庫県医師

会館（神 市）2014 年 1 月 18 日、220 名 

5．平成 25 年度兵庫県食育パートナーシップ事業（北播磨圏域食育講演会）「子どもの『食べる力』

を育む 4 つのアイディア」、三木市教育センター、2014 年 1 月 29 日、150 名 

6. 西播磨地区調理師研修会「幼児期の食の支援のポイント～楽しく，美味しく，よく噛んで食べる

子どもに育てるために～」、龍野総合庁舎、2014 年 2 月 18 日 

7. 平成 25 年度兵庫県食育パートナーシップ事業（東播磨圏域食育講演会）「子どもの『食べる力』

を育む 4 つのアイディア」、明石市、2014 年 2 月 27 日、90 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 C，研究費総額 533 万円、直接経費 410 万円，間接経費 123 万

円） 

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：サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社（110 万円） 

研究代表者：永井成美 
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平成 25 年度 

 

共同研究：クノール食品株式会社（55 万円） 

研究代表者：永井成美 

平成 25 年度（継続中） 

 

【その他】（地域連携・研究指導） 

論文作成指導：「聴覚障がい幼児の咀嚼習慣と口腔機能発達を支援する食教育の実践」 

相手先：こばと聴覚特別支援学校 栄養教諭 

アウトカム：第 60 回日本栄養改善学会学術総会発表（9 月 14 日）、栄養学雑誌投稿・受理（11 月） 

 

【研究成果発信】（新聞） 

研究している話題の飲料（炭酸水）に関して，識者としてコメント（読売新聞社，2013 年 6 月） 

 

【研究成果発信】（インターネット） 

研究成果紹介「サントリーSIC と兵庫県立大、京大、炭酸水は口腔内の刺激のみでも満腹感、末梢

体温や心拍数の変化をヒト試験で検証」で，栄養・食糧学会発表 2 題および論文（脇坂，永井ほか，

JNSV2012）の内容を紹介．日経バイオテク「食品・農業・環境」，日経 BP 社，2013 年 6 月 14 日 

https://bio.nikkeibp.co.jp/article/news/20130614/168976/?ST=academic 

記事：「サントリーグローバルイノベーションセンター（サントリーSIC、有代雅人社長）は、兵庫

県立大学環境人間学部の永井成美教授、京都大学大学院人間・環境学研究科の森谷敏夫教授らと共

同で、炭酸水が飲水だけでなく、口腔内の刺激でも満腹感を増強すること、さらに末梢体温や心拍

数が口腔内の刺激で変化することを、ヒト試験で見いだした。健常女性 13 人を対象にしたランダム

化クロスオーバー試験の結果を、名古屋市で開かれた第 67 回日本栄養・食糧学会大会で 2013 年 5

月 26 日に 2 題発表した。会場は廊下まで立ち見であふれ盛況だった。」 
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西垣 利男 
 

【学術論文】 

田路秀樹、福田厚冶、荒木香織、内田勇人、西垣利男、「大学受験生活が体格と体力に及ぼす影響」

『大学体育学』第 11 巻、pp. 13-20、大学体育連合、2014 年 3 月  

田路秀樹の項、参照 

 

内田勇人，藤原佳典*，西垣利男，香川雅春**，江口善章，藤井明美***，吉田隆三***，作田はるみ

****，木宮高代****，濱口郁枝*****，東根裕子****，平尾浩子****，山本 存****，矢野真理****，

松浦伸郎****．*東京都健康長寿医療センター研究所，**女子栄養大学，***広畑学園，****兵庫県

立大学大学院環境人間学研究科，*****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

収書児童の高齢者イメージに及ぼす影響，日本世代間交流学会誌，3(1)，11-18，2013 年 5 月 

内田隼人の項、参照 

 

【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，黒田次郎* 

*近畿大学 平成 25 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））実績報告書 2014 年 3 月 

内田隼人の項、参照 

 

【学会発表】 

Uchida, H., Nishigaki, T., Toji, H., Fujiwara, Y. The children living in a child welfare institution and images 

of the elderly, Generations United 17th International Conference，Washington DC, USA, July 2013. 

 内田隼人の項、参照 

 

内田勇人，西垣利男，江口善章，黒田次郎*．*近畿大学，児童養護施設入所児童に対する自然体験

活動支援事業が児童の大学生と高齢者の各イメージに及ぼす影響，日本世代間交流学会第４回全国

大会，東京，2013 年 10 月． 

内田隼人の項、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、2013 年 5 月 

 

2.体力診断と運動処方、兵庫県高齢者生きがい創造協会、2013 年 11 月 

 

3.体力測定の活用、兵庫県高齢者生きがい創造協会、2014 年 2 月 
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平松 直子 
 

【学術論文】 

平松直子、維田まるみ、兵庫県産“但馬よもぎ”の抗酸化能に関する収穫時期と加工処理条件による

影響、兵庫県立大学環境人間学部第 16 号、pp. 77-84, 2014 年 3 月 

  

兵庫県産“但馬よもぎ”の抗酸化性について、総ポリフェノール量と DPPH ラジカル消去能を指標と

して、収穫時期（4 月～9 月）や加工処理条件（生葉、アク抜き生葉、乾燥葉、アク抜き乾燥葉）の

影響の面から比較検討した。その結果、季節変動に関しては、5 月と 7 月の生葉で、ポリフェノー

ル含量と抗酸化能が最も高くなった。9 月収穫では、ポリフェノール量、抗酸化能ともにやや低下

する傾向がみとめられた。また、あく抜き、乾燥、アルコール抽出で、抽出液中乾物重量あたりの

抗酸化能が高まること、伝統的な加工処理方法は理にかなっていることを示した。 

 

【国内学会発表】 

平松直子、中嶋愛弓、白井澄子（姫路市看護専門学校）、n-6/n-3 多価不飽和脂肪酸（PUFAs）摂取

量・比を中心とした食事調査－兵庫県中播磨地域の事例を中心として－（ポスター発表）、第 22 回

日本脂質栄養学会、高知会館、2013 年 9 月 6-7 日 

 食事脂肪の量、種類、特に n-6/n-3PUFAs 摂取量・比は、生活習慣病のリスクとも関わりが深く、

日本人の食事摂取基準 2010 年版においても、n-3PUFAs の摂取（成人で約 2g、その内、EPA 及び

DHA１g/日以上）が推奨されている。本研究は、兵庫県中播磨地域の若者と中高年者を対象として、

3 日間の食事記録と食習慣に関するアンケート結果から食生活の実態を調査することを目的とした。

50 歳以上の食生活は比較的良好であったが、若者の食生活はエネルギーの摂取不足の他、n-3PUFAs

の摂取不足や魚離れなどが顕著であった。 

 

平松直子、維田まるみ、森朝梨絵、兵庫県産“但馬よもぎ”の収穫時期と加工処理条件による抗酸化

能への影響（口頭発表）、第 60 回日本栄養改善学会、神戸国際会議場、2013 年 9 月 12-14 日 

兵庫県産“但馬よもぎ”のビタミン C 含量、総ポリフェノール含量、ならびに DPPH ラジカル消去能

に関して、加工処理条件と収穫時期の違いによる影響を検討した。その結果、あく抜き、乾燥、ア

ルコール抽出で、抽出液中乾物重量あたりのポリフェノール含量と抗酸化能が高まった。ビタミン

C 含量は生葉がもっとも高く、アク抜き・乾燥処理などにより激減した。収穫時期の中で 5 月と 7

月の生葉中ポリフェノール含量と抗酸化能が最も高くなったが、生葉ビタミン C 含量は 5 月、７月

よりも 4 月、9 月で高値を示した。 

 

【国際学会発表】 

Hiramatsu N, White WS, Kiyono N, Farhat R, Liechty L, Comparison of student's Diet Focusing on n-6/n-3 

Polyunsaturated Fatty Acids between Iowa State University (ISU) and University of Hyogo (UH) (poster 

presentation), The 20th ICN (International Congress of Nutrition), Granada (Spain), September, 15-20, 2013 

 Omega-3 Poly-unsaturated fatty acids (n-3PUFAs) may be beneficial in preventing chronic diseases. 

Japanese traditionally eat much more fish than meat. However, the Japanese diet has become more 

westernized in recent years, especially in Japanese youth. The objective of this research was to study the 

differences in student diets between ISU and UH, focusing on fat intakes, and specifically n-6 and n-3 

PUFAs intakes. Intakes of energy, total fat, saturated fatty acids, except for cholesterol intake, were not 

different between ISU and UH students. The intakes of n-3 PUFAs in UH students are significantly higher 

than in ISU students. There was no significant difference in the intake amount of n-6PUFAs between ISU 
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and UH. The ratio of n-6/n-3PUFAs (10.2) in ISU students is higher than the ratio in UH students (6.1). 

There was a significant difference between ISU and UH in the frequency of both fish and oily fish intakes. 

The diets of Japanese youth are moving closer to that of American youth, but some cultural differences 

persist (fish intakes frequency) between ISU and UH.  

 

【口頭発表】 

平松直子、「ヨモギの効能とおばあちゃんの知恵～よもぎの健康効果について～」、スローフード全

国大会・県立大フリーコーナー・ワークショップにて、灘菊酒造、2014 年 2 月 15-16 日 

 伝承的なヨモギの効能と本研究室で実施してきたヨモギの機能性に関する研究成果、並びに兵庫

県朝来市の休耕田で栽培されている“但馬よもぎ”に関する研究成果について簡単に紹介した。 

 

【国際交流（教育・研究）】 

平松直子、武知隆祐（カーティン大学）「食生活ライブインタビュー実施」（2013 年 8 月） 

 カーティン大学公衆衛生学部大学院生 3 人に、環境人間学部フィールドワーク受講生 10 人全員が

英語でオーストラリアの食生活についてインタビューし交流した。 

 

平松直子、Lorraine Lanningham-Foster（アイオワ州立大学）、「日米学生の食生活比較 n-3 project 実

施」（2013 年度） 

 栄養科学研究室の卒業研究テーマの一つとして日米の管理栄養士コースに所属する学生の食生活

比較を行うため、アイオワ州立大学管理栄養士コース教員・学生との共同研究を実施した。 

 

平松直子、Lorraine Lanningham-Foster（アイオワ州立大学）、「オンラインジョイントセミナー実施」

（2013 年 9 月） 

兵庫県立大学環境人間学部 2 年フィールドワーク受講生 10 人、大学院「環境栄養学特論」受講生 2

人が、それぞれ英語で、日本の食文化（FW 生 2 題）と研究テーマ（院生 2 題）について紹介した。

ISU 側からも大変興味深く受け止められ、今後もジョイントセミナーの継続を約束した。 

  

【社会活動】 

独立行政法人日本学術振興会 科学研究費委員会専門委員 

第 60 回日本栄養改善学会学術総会実行委員 

JNSV 投稿論文査読 1 件 

 

【研究費取得状況】 

平成 25 年度産学連携機構事業「地域連携卒業研究」助成金（西兵庫信用金庫）100,000 円 
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福田 厚治 
 

【学術論文】 

一流短距離選手の接地期および滞空期における身体移動に関する分析 

福田厚治，貴嶋孝太，浦田達也，中村力，山本篤，八木一平，伊藤章 

日本陸連科学委員会研究報告第12巻，陸上競技の医科学サポート研究．陸上競技研究紀要第9巻内．

p.56-60．2014年3月 

 

大学受験生活が体格と体力に及ぼす影響 ‐35年間の現役・浪人入学者の体力測定から‐ 

田路秀樹，福田厚治，荒木香織，内田勇人，西垣利男 

大学体育学第11号．P.13-20. 全国大学体育連合．2014年3月 

 

【社会活動】 

日本オリンピック委員会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）， 

2013年4月～2014年3月 

 

日本ゴルフ学会近畿支部会理事，2013年5月～現在 

 

姫路市のスポーツ振興に係わるアンケート調査（姫路市スポーツ振興課），2014年1月～3月 

 

大阪体育大学陸上競技部春季合宿 臨時コーチ，2014年3月6日～3月11日 

 

【査読】 

体育・スポーツ科学（兵庫体育・スポーツ科学学会誌），2014年3月 
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森井 沙衣子 
 

【学術論文】 

大学新入生への携帯電話を活用した朝食支援プログラムの実施と今後の実戦に向けた一考察，栄養

学雑誌 vol.71(3), pp.120-129,2013 

山口光枝*1，高木絢加*1，森井沙衣子，北山大輔*2，角谷和俊，永井成美 

(*1 兵庫県立大学大学院環境人間学研究科 *2 工学院大学情報学部コンピュータ科学科) 

 大学新入生に携帯電話を活用した朝食支援プログラムを実施し，効果を評価するとともに，より

効果的な実践を行うための考察を行った。その結果，朝食支援プログラムは，介入群の朝食摂取行

動を改善させなかったが，悪化を緩和する可能性が示唆された。 

 

種々のグラニュ糖の粉砕による結晶の壊れやすさとスクロース分子の微量分解，精糖技術研究会会

誌,Vol.59,pp.1-5,2013 

坂本薫,森井沙衣子,作田はるみ*1,岸原士郎*2 

(*1 神戸松蔭女子大学，*2 神戸大学名誉教授) 

 グラニュ糖などの砂糖を粉砕した際，結晶の壊れやすさ，およびスクロース分子の安定性には，

グラニュ糖の種類により違いがあると考え，3 種類のグラニュ糖の粉砕を行って検討した。融点の

異なる 3 種類のグラニュ糖を粉砕した結果，その粒度分布に差が認められた，グラニュ糖の種類に

より違いがある可能性が考えられた。 

 

【学会発表】 

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 

上田眞理子*1，清水美衣*1，由井可奈子*1，森井沙衣子，坂本薫 

(*1 兵庫県立大学環境人間学部) 

 本研究ではスチコンを利用し，不足しがちな栄養素であるたんぱく質，ビタミン，ミネラル，食

物繊維などを炭水化物とともに同時に摂取可能な炊き込み飯の調製方法を標準化することを目的と

し，調味料の影響を検討した。具材を添加した場合の炊飯についてさらに実験を重ね，災害時のよ

うな緊急時に，栄養バランスが良く，衛生的で安全，かつおいしい食事を提供するための基礎デー

タが得られるよう検討したい。 

 

キャンディー，クッキーにおける粉砕スクロース結晶の加熱調理特性，第 110 回製糖技術研究

会,p.16-20，2013 

坂本 薫，森井 沙衣子，岸原 士郎*1 

 (*1 神戸大学名誉教授) 

 メーカーごとのグラニュ糖は熔融の際の着色状況も異なる。この差は，砂糖を用いた加熱調理品

の品質に影響を及ぼすと考えられるため，グラニュ糖およびその粉砕糖を用いてキャンディーおよ

びクッキーを調製し，粉砕の有無がどのように影響するか検討した。加熱温度と加熱時間の条件に

より加熱熔融状況が異なることが明らかとなり，調理品に応じて，適した加熱条件を検討する必要

があることがわかった。 

 

高齢者施設における米飯提供の現状に関するアンケート調査〜高齢者施設の米飯提供状況について

〜，第 60 回日本栄養改善学会学術総会,p.284, Vol.71(5),2013 

森井 沙衣子，坂本 薫 
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 高齢者施設における食事の食品形態は様々であり、利用者様に合わせた調理工夫が必要とされて

いる。そこで高齢者施設において主食である米飯の提供状況、炊飯方法などのアンケート調査を実

施した。アンケート結果より、高齢者施設における米飯提供の現状が明らかとなった。実施事業に

よって高齢者の口腔機能の健全度が異なり、デイサービスでは主食としても米飯も普通飯の提供が

多く、特別養護老人ホームは普通飯以外の飯の提供が多いことが再認識できた。 

 

高齢者施設における米飯提供の現状に関するアンケート調査〜高齢者施設の炊飯状況について〜，

第 60 回日本栄養改善学会学術総会, p.284,Vol.71(5),2013 

坂本 薫，森井 沙衣子 

 高齢者施設における食事の食品形態は様々であり、利用者様に合わせた調理工夫が必要とされて

いる。そこで前報告に引き続き、高齢者施設における炊飯調理方法についても報告する。本調査の

結果より、高齢者施設では普通飯は一般的にガス炊飯、全粥はコンロ鍋で調理されていた。炊飯操

作についても各施設での飯の炊き方は様々であり、利用者様に喜ばれ、嚥下しやすい飯の調理方法

については、さらなる検討が必要であると考えられた。 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）若手研究(B) 

「新調理システムを活用した食品の調理特性の解明」 

平成25年度～26年度 研究費総額 273万円 

 

公立大学法人兵庫県立大学特別研究助成金 

「新調理システムを利用した大量炊飯における米飯の食味向上に関する研究」 

平成 25 年 研究費総額 8 万円 

 

公益財団法人兵庫県立大学科学技術後援財団  

「特定給食施設における HACCP に基づいた衛生管理―重要管理点設定のための基礎研究―」 

平成 25 年 研究費総額 30 万円 
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吉村 美紀 
 

【学術論文】 

江口智美、北元憲利、鈴木道隆、小河拓也、吉村美紀、「白玉粉の粒子に及ぼす水挽条件の影響」

『日本食品科学工学会誌』第59巻12号、pp.637－642、日本食品科学工学会 2013年12月 

 本研究は、白玉粉の粒子に及ぼす水挽条件（クリアランス、回転速度）の影響が粒子分布、流

動、水分量に及ぼす影響について検討した。クリアランス0.8mm、回転速度が600rpmの白玉粉の

粒子分布のものの物性調整が容易であることを見出した。 

  

T.Eguchi、M.Yoshimura、K.Nishinari、‘Effects of esterified tapioca starch on the physical and therm

al properties of Japanese white salted noodles prepared partly by residual heat‘FOOD HYDROCO

LLOIDS，35, 198-208  ELSEVIER 2014年3月 

 本研究は、Japanese white salted noodles (うどん)の力学的特性および熱的特性におよぼすエステル

化したタピオカ澱粉配合の影響について、水分含量、形状変化、ＳＥＭ写真、貫入試験、咀嚼筋筋

電位測定から評価を行った。 

 

【総説】  

吉村美紀、江口智美、食物繊維と咀嚼、特集 食品と疾病 食物繊維、Functional Food 第23号 

pp.13-17、フジメディカル出版、2013年7月  

咀嚼・嚥下に、食物繊維の物理的性状の幅広さは多様な影響を与えている。成長期では食物繊

維は咀嚼を高める効果があり、高齢期の咀嚼困難な方には、水溶性食物繊維がもつ粘性を利用し

て食べやすくしている。これらの食物繊維の性状を咀嚼・嚥下とともに解説した。 

  

 

吉村美紀、兵庫県におけるシカ肉有効活用とシカ肉の栄養特性、栄養兵庫 No.222、2013．11  

pp．6、公益社団法人 兵庫栄養士会 2013年11月 

 兵庫県におけるシカ肉の栄養特性について解説し、シカ肉の脂質量が少ない栄養的特徴を生か

し、味、食感の満足できるシカ肉の加工法により、シカ肉の有効活用の推奨を目指す。 

 

 

吉村美紀、これからのシカ害対策第8回 シカ肉の成分分析～兵庫県丹波地域におけるニホンジカ肉

の栄養特性～、森林11号No.521.pp9～13、森林組合 2013年12月 

 兵庫県で捕獲されたシカの栄養特性について解説した。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。 

 

【学会発表】 

吉村美紀、江口智美、東羅あかね、中川究也、豆乳・米粉混合ゲルの酸凝固、第36回バイオレオ

ロジー学会年会、九州大学 西新プラザ、2013年6月 

 豆乳・米粉混合系を用いて、豆乳と米粉濃度がゲルの酸凝固に及ぼす影響と油脂添加の影響を

検討した。 

 

江口智美、山本美晴、吉村美紀、うどん麺のテクスチャーに及ぼす投入温度とタピオカ澱粉配合
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の影響、第36回バイオレオロジー学会年会、九州大学 西新プラザ、2013年6月 

 うどん麺の沸点到達前からのゆで調理の有効性について、投入温度とタピオカ澱粉配合の影響

について検討した。 

 

江口智美、吉村美紀、うどんの力学的特性と咀嚼特性に及ぼすタピオカ澱粉配合の影響、日本食

品工学会第14回年次大会、京都テルサ、2013年8月 

 エステル化タピオカ澱粉の配合割合が、うどんの力学特性と、若年者および高齢者における咀

嚼特性、嗜好性に及ぼす影響を検討した。 

 

高田佳和、吉村美紀、中川究也、米粉・大豆タンパク質混合加熱系の物性、日本食品工学会第14

回年次大会、京都テルサ、2013年8月 

澱粉とタンパク質の相互作用について米粉と大豆たんぱ質の混合加熱ゲルを用いて、加熱温度、

混合比率の動的粘弾性と水との吸着について検討を行った。 

 

山下麻美、加藤陽二、吉村美紀、シカ肉の加熱調理によるカルニチン含有量と物性の変化、日本

食品工学会第14回年次大会、京都テルサ、2013年8月 

加熱調理方法を変えたシカ肉のカルニチン含有量と物性の変化について検討を行った。 

 

江口智美、池浦友美、深江亮平、吉村美紀、コラーゲンペプチドが米粉ケーキの物性と食味に及

ぼす影響、日本調理科学会平成25年度大会、奈良女子大学、2013年8月 

米粉ケーキに、異なる3種の豚皮由来コラーゲンペプチドを、濃度を変えて混合し、ＣＰが米粉

ケーキの食味と物性に及ぼす影響を検討した。 

  

畦西克己、北元憲利、吉村美紀、市販ゲル化剤を用いたゼリー食の外観とテクスチャー特性につ

いて、第60回日本栄養改善学会学術総会、神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル、2013年9月 

 3種類のゲル化剤を用いて5種類の食品をゼリー状に固め、それぞれの外観とテクスチャー特性

について検討した。 

 

吉村美紀、畦西克己、北元憲利、市販ゲル化剤を用いたゼリー食の女子大学生および高齢者によ

る官能評価、第60回日本栄養改善学会学術総会、神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル、2013

年9月 

 食品ゼリーの異なるものを用いて、女子大学生および高齢者に官能評価を行い、比較検討を行

うとともに物性との関連性を検討した。 

 

吉村美紀、山下麻美、加藤陽二、シカ肉の食資源化のための機能性成分の検討、兵庫県立大学シ

ンポジウム、神戸市産業振興センター、2013年9月 

 シカ肉の機能性食品への活用を高めるため、シカ肉に含まれる遊離およびアシルカルニチン含

量について検討した。 

 

【冊子】 

吉村美紀、鹿肉って栄養あるの はばたんの鹿肉のはなし、兵庫県西播磨県民局 2013年12月 

 兵庫県における鹿肉の普及のための取り組みで、栄養面についての解説を行った 

 

【講演会など】 
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吉村美紀「食品の物性と介護食」 

公益社団法人兵庫県栄養士会、兵庫県姫路市 日本栄養専門学校 2014 年１月 

 

吉村美紀「真空フライ処理品の栄養素について」 

アトラステクノサービス 兵庫県神戸市 2014年1月 

 

吉村美紀「高齢者の食」 

いなみ野学園大学院講座 兵庫県加古川市いなみの学園 2014年2月 

 

吉村美紀「粉体食品の幾何学的特性とテクスチャーによる食品機能の改善」 

Nisshin Engineering Particle Technology International Seminar、東京都港区ホテルオークラ 2014 年

2 月 

 

【社会活動】 

姫路市立公民館運営審議会 副委員長 

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 

第 60 回日本栄養改善学会学術総会実行委員事務局長 

学会誌査読（日本調理科学誌 2 報、日本家政学会誌 1 報、食品工学科学学会誌 2 報、 

Food Science and Technology Research 3 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） 

研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP） 

「健康の維持増進に役立ち嗜好性の高い鹿肉加工食品の開発」（吉村美紀） 

直接経費：170万円 

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260万円、平成25年度70万円、平成26年度70万円 

共同研究 シナノケンシ株式会社  

「嚥下性、機能性を確認のためのゲル状食品の材料に関する試験研究」（吉村美紀） 

直接経費：30万円 

 

【その他】 

ラジオ 

出演番組：ラジオ関西・三上公也の情報アサイチ「鹿肉の有効活用」 

出演日：2013 年 10 月 7 日 

 

テレビ 

 出演番組：NHK・すイエんサー「肉まんの紙をめっちゃキレイにはがしたい」 

 放送日：2014 年 1 月 7 日、1 月 11 日 
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渡邊 敏明 
 

【学術論文】 

渡邊敏明 

葉酸 

内科、111(6)（検査値を読む）：1203、2013 年 6 月 

 葉酸の測定法として、臨床的には化学発光を利用した免疫学的測定法（CLIA または CLEIA

など）が用いられている。このほか微生物学的定量法や質量分析法がある。血清葉酸量が 3.0ng/mL

以下の低値を示す場合、摂取量不足、小腸からの吸収障害、代謝障害や体内移送障害、需要亢進な

どの利用障害が原因である。葉酸欠乏のうち、摂取不足が原因の場合は食事療法が可能である。他

の場合には葉酸製剤の経口投与、筋肉注射、静脈注射によって治療ができる。葉酸利用障害の場合

には、活性型葉酸（５－ホルミル葉酸）を投与して利用が可能である。 

 

湯浅正洋、橋本知美、松本希美*、澤村弘美、松井朝義**、岸本祐樹***、石神昭人***、渡邊敏明 

*株式会社マエカワテイスト TSH 研究所 

**京都大学付属病院小児科 

***東京都健康長寿医療センター 

災害直後の避難所における食事およびビタミン強化食品による体内ビタミン栄養状態への影響 

微量栄養素研究、30：7-12、2013 年 12 月 

 避難所で提供される頻度の高いパンに着目し、ビタミン摂取を目的としたビタミン強化パ

ンを開発した。本研究では、避難所の食事によって、ビタミン栄養状態にどのような影響があるの

かを明らかにすると共に、ビタミン強化パンの有用性について検討した。この結果、避難所での食

事では、血中ビタミン B１濃度は、経時的に減少傾向がみられた。ビタミン B2 濃度には変化がみ

られなかったが、ビタミン C 濃度は著しく低下した。しかし、ビタミン強化パンを提供すると、そ

れぞれ 1.7 倍、７倍、1.0 倍まで上昇することが明らかになった 

 

松本希美*、吉田宗弘**、澤村弘美、渡邊敏明 

*株式会社マエカワテイスト TSH 研究所 

**関西大学化学生命工学部 

日本食品標準成分表 2010 に新規収載された微量栄養素摂取量の検討 

微量栄養素研究、30：27-30、2013 年 12 月 

 本研究では 3 食提供している施設において献立値と分析値との比較を行い、新規収載され

た微量栄養素の摂取量を把握し、現行の食品成分表の活用について検討を行った。この結果、セレ

ン・モリブデンは、食品成分表での摂取量の把握が可能である。クロムは食品成分表での記載値が

低いことを考慮する必要がある。ビオチンは、調理損失による算定値と分析値での差がみられた。

このようなことから摂取量の算定には個々の微量栄養素の特徴を把握する必要がある。 

 

前川隆嗣、香西彩加、飯塚敦子、松本希美、澤村弘美、服部優紀、渡邊敏明 

株式会社マエカワテイスト TSH 研究所 

日本と中国における味覚についての比較調査、 

微量栄養素研究、30：44-47、2013 年 12 月 

 本研究においては、日中の成人を対象に五味（甘味、塩味、酸味、苦味、うま味）の閾値

と「だしつゆ」の嗜好性について比較調査を行った。閾値調査では、日中間で苦味に有意差があっ

たが、他の４つの味について有意差は見られなかった。官能調査では、日本より中国の方が濃い味
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を好んだ。今後、味の嗜好性調査については、味の閾値との関連に加え、気候や文化、食習慣の影

響、個人の好みなども考慮した、さらに詳しい調査が必要でと思われる。 

 

Watanabe T, Masaki T, Yuasa M, Morimoto M, Sawamura H 

Estimate of the dietary intake of biotin in infants prescribed special therapeutic infant formulas in Japan.  

Int J Anal Bio-Sci, 1: 60-70, 2013 

 This study aimed to analyze the biotin content of special therapeutic infant formulas produced in 

Japan and estimate the dietary intake of biotin in infants. The average content of biotin was 1.49 μg/100 kcal 

for low birth weight, <0.08 μg for protein and amino acids metabolism disorders, 0.23 μg for milk allergies 

and intractable epilepsy and below the measurable limit for milk allergies. The estimates of the daily biotin 

intakes in infants with carbohydrate metabolism, protein and amino acids metabolism and electrolyte 

metabolism disorders averaged at 2.27, 0.38 and 1.94 μg/day, respectively. These were lower than 4 μg/day, 

which are Adequate Intake ages 0-5 months in Dietary Reference Intakes in Japan.  

 

Watanabe T, Shimada R, Matsuyama A, Yuasa M, Sawamura H, Yoshida E*, Suzuki K* 

* Euglena Co., Ltd. 

Antitumor activity of the β-glucan paramylon from Euglena against preneoplastic colonic aberrant crypt foci 

in mice. 

Food & Function, 4: 1685-1690, 2013 

 In the present study, the effects of β-glucans isolated from Euglena on the formation of 

preneoplastic aberrant crypt foci (ACF) in the colon were examined in mice. Mice were fed a semi-purified 

AIN-93M diet containing cellulose or the same diet but with the cellulose replaced with β-glucans in the 

form of Euglena, paramylon, or amorphous paramylon, for 11 weeks. After consuming these diets for 8 days, 

half of the mice were intraperitoneally administered 1, 2-dimethylhydrazine (DMH) at a dose of 20 mg/kg 

body weight every week for 6 weeks. Among the DMH-treated groups, the paramylon- and amorphous 

paramylon-fed mice displayed significantly lower number of ACF than the control group. From these 

findings, it is considered that β-glucans, such as paramylon and its isomer amorphous paramylon, have 

preventive effects against colon cancer. 

 

Watanabe T, Fukushima A, Matsumoto K*, Sawamura H, Mizohata H** 

*Maekawa Taste Co., Ltd. 

** Kobe Shoin Women's University 

Estimated daily intake of biotin in hospital meals in Japan through dietary surveillance. 

Trace Nutrients Research, 30: 64-73, 2013 

 We determined the biotin content in hospital meals using different dietary surveys such as “food 

group calculation survey” and “duplicate meals survey,” to estimate the dietary intake of biotin in patients. 

The average intake of biotin in common meals for adults in the hospital exceeded the AI (50 μg/day) for 

adults via the food group calculation survey, but was not sufficient in meals for adults and pregnant/lactating 

women by the duplicate meals survey. It is necessary to be careful about the kinds of foods and the method 

of cooking the ingredients when the biotin intake for hospital patients is calculated using the hospital menu 

sheet. 

 

Yuasa M, Matsui T*, Ando S, Ishii Y, Sawamura H, Ebara S, Watanabe T 

*University Kyoto Hospital, Department of Pediatrics 
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Consumption of a low-carbohydrate and high-fat diet (the ketogenic diet) exaggerates biotin deficiency in 

mice.  

Nutrition, 29(10): 1266-1270, 2013 

 As the special infant formulas used in Japan, including the ketone formula, do not contain 

sufficient amounts of biotin, biotin deficiency can develop in infants who consume the ketone formula. This 

study was to evaluate the effects of the ketogenic diet on biotin status in mice. Male mice were divided into 

the following groups: control diet group, biotin deficient diet group, ketogenic control diet group, and 

ketogenic biotin-deficient diet group. These findings demonstrated that the ketogenic diet increases biotin 

bioavailability and consumption, and hence, promotes energy production by gluconeogenesis and 

branched-chain amino acid metabolism, which results in exaggerated biotin deficiency in biotin-deficient 

mice. Therefore, biotin supplementation is important for mice that consume the ketogenic diet. 

 

小泉未希、吉井唯、湯浅正洋、澤村弘美、渡邊敏明、吉田絵梨子*、鈴木健吾* 

*株式会社ユーグレナ 

スギ花粉症モデルマウスにおけるユーグレナの効果についての検討、 

日本食生活学会誌、24(3): 171-176、2014 

 本稿では、実験的に作製した花粉症モデルマウスにおけるユーグレナの効果について検討

した。5 週齢の雄性マウスに対し、Cry j1 を腹腔投与及び鼻腔感作を行うことで、花粉症モデルマ

ウスを作製した。飼料としては、ユーグレナ群、パラミロン群、アモルファスパラミロン群にはセ

ルロースの代わりにそれぞれの粉末を 2％添加して使用した。ユーグレナ群において、鼻掻き行動

が陽性マウスの割合が減少した。ユーグレナが花粉症の症状を軽減するかもしれないことが示唆さ

れた。 

 

【報告書・その他】 

渡邊敏明、澤村弘美 

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 

平成 24 年度報告書、エリザベス・アーノルド富士財団、pp.262-273、2013 

 本研究では、災害時のビタミンおよびミネラル補給に有効なビタミン・ミネラル強化ロン

グライフパンの製造に関する基礎的な検討を行った。この結果、ビタミン B1、ビタミン C の調理

および保存による損失の問題が生じたが、少なくとも作製後 3 日以内のパンであれば、ビタミン補

給に有用であることが示された。味についても、作製後 3 日以内のパンは硬化もほとんどなく、美

味しく食べることができた。よって、今後は、調理・保存によるビタミン損失およびパンの硬化の

問題を解決することにより、災害時のビタミン補給に有効なビタミン強化ロングライフパンの作製

が可能であると考える。 

 

渡邊敏明、島田良子、松山愛、湯浅正洋、澤村弘美、吉田絵梨子*、鈴木健吾* 

*株式会社ユーグレナ 

マウスにおけるユーグレナの大腸がん抑制効果についての検討 

ルミナコイド研究、17: s90-s91、2013 年 11 月。 

 難消化性多糖類である β-1,3-グルカンの 1 種であるパラミロンを有するユーグレナの大腸

がん抑制効果について、化学発癌物質である DMH（1,2-Dimethylhydrazine）投与による大腸がん誘

発マウスを用いて、ACF（aberrant crypt foci）を指標として検討した。ACF は DMH 投与によって増

加したが、アモルファスパラミロン、パラミロン、ユーグレナの順で DMH 投与による ACF 数の増

加が抑制された。アモルファスパラミロンの抑制効果が最も強く見られたが、これはアモルファス
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パラミロンが非結晶体であることから吸着する面積がパラミロンより大きいためではないかと推察

された。 

 

渡邊敏明 

先端食科学研究センターの開設 

薬膳ハンドブック-姫路の食材でつくる手軽な薬膳レシピ-、pp.14、姫路市農政総務課、2013 

 兵庫県立大学環境人間学部では、健康で健全な未来型の社会を創生するために、本年 4 月

に「先端食科学研究センター」を設置した。本研究センターでは、食品・栄養・健康を基軸とした

基礎的および先端的な研究を推進すると共に、独創的で先駆的な視点での「食を取り巻く未来をデ

ザインする」ことを目指している。本研究センターの事業は、１）基礎及び先端研究プロジェクト

の企画、推進、２）地域の企業等との連携、共同研究の推進、３）地域の食材を活かした県立大学

オリジナルブランド商品の事業化の推進、４）海外連携・国際的な研究の推進、などである。 

 

渡邊敏明 

本学環境人間学部に先端食科学研究センターを設置（平成 25 年 4 月） 

第 4 回健康科学推進フォーラム「健康社会の実現に向けて-健康科学の発展と健康科学イノベーショ

ンの展開」、健康科学推進会議、pp.12、2014 年 2 月 

 兵庫県立大学では健康科学に関して、主に食と栄養の観点から環境人間学部で教育・研

究・社会貢献活動に取り組んでいる。地域との連携活動においては、これまで企業等からの共同研

究や技術指導の要望に応えてきたが、本学部における食と栄養に関する研究リソースをより一層ア

ピールするために、平成 25 年 4 月に「先端食科学研究センター」をオープンした。 

 

先端食科学研究センター 

平成 25 年度報告書、pp.1-45、2014 年 3 月 

 

伊藤美紀子、吉村美紀 他 14 名 

「食未来エクステンション講座」報告書 

（平成 23 年度～25 年度実施分）、pp.1-43、2014 年 3 月 

 

【口頭発表】 

榎原周平、中西明日香、澤村弘美、福井徹*、渡邊敏明 

*病体生理研究所 

食品に含まれるビオチン類縁物質に関する検討 

第 67 回日本栄養・食糧学会大会、名古屋大学東山キャンパス、名古屋市、2013 年 5 月 

（前掲「榎原周平の項」参照）pp.000 

 

松本希美*、吉田宗弘、渡邊敏明 

*株式会社マエカワテイスト 

調製粉乳からのヨウ素摂取量の推定 

第 67 回日本栄養・食糧学会大会、名古屋大学東山キャンパス、名古屋市、2013 年 5 月 

 

湯浅正洋、澤村弘美、榎原周平、渡邊敏明 

ビオチン欠乏ラットにおける脳のビオチン含量及び関連タンパク質の発言についての検討 

第 67 回日本栄養・食糧学会大会、名古屋大学東山キャンパス、名古屋市、2013 年 5 月 
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野崎章仁*、楠隆*、日衛嶋郁子*、林安里*、熊田知浩*、宮嶋智子*、藤井達哉*、内山環*、湯浅正

洋、渡邊敏明 

*滋賀県立小児保健医療センター小児科 

加水分解乳の長期使用によるビオチン欠乏のため脱毛をきたした２症例 

日本小児科学会滋賀地方会、大津市、2013 年 5 月 

 

榎原周平、中西明日香、澤村弘美、福井徹*、渡邊敏明 

*病体生理研究所 

食品に含まれるビオチン類縁物質について 

第 30 回日本微量栄養素学会学術集会、メルパルク京都、京都市、2013 年 6 月 

（前掲「榎原周平の項」参照）pp.000 

 

前川隆嗣*、香西彩加*、飯塚敦子*、松本希美*、服部優紀、渡邊敏明 

*株式会社マエカワテイスト 

日中における味覚についての比較調査 

第 30 回日本微量栄養素学会学術集会、メルパルク京都、京都市、2013 年 6 月 

 

松本希美*、吉田宗弘**、渡邊敏明 

*株式会社マエカワテイスト 

**関西大学化学生命工学部 

日本食品標準成分表 2010 に新規収載された微量栄養素に関する研究 

第 30 回日本微量栄養素学会学術集会、メルパルク京都、京都市、2013 年 6 月 

 

湯浅正洋、橋本知美、松本希美*、澤村弘美、松井朝義**、渡邊敏明 

*株式会社マエカワテイスト 

**京都大学医学部付属病院小児科 

災害直後の避難所における食事およびビタミン強化食品による体内ビタミン栄養状態への影響 

第 30 回日本微量栄養素学会学術集会、メルパルク京都、京都市、2013 年 6 月 

 

根來宗孝*、湯浅正洋、澤村弘美、榎原周平、渡邊敏明 

*宇部高等工業専門学校 

酵母アセトアミノフェン毒性とニコチンアミド代謝の関連性について 

日本ビタミン学会第 66 回大会、一橋講堂、東京都、2013 年 6 月 

 

湯浅正洋、澤村弘美、榎原周平、福井徹*、渡邊敏明 

*病体生理研究所 

ビオチン欠乏ラットの脳におけるビオチン含量および関連タンパク質についての検討 

日本ビタミン学会第 66 回大会、一橋講堂、東京都、2013 年 6 月 

 

澤村弘美、石井佳江、湯浅正洋、根來宗孝、渡邊敏明 

ビオチン欠乏妊娠動物におけるビオチンの動態についての基礎的研究 

日本ビタミン学会第 66 回大会、一橋講堂、東京都、2013 年 6 月 
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榎原周平、中西明日香、澤村弘美、福井徹、渡邊敏明 

食品中のビオチンとその類縁物質に関する検討 

日本ビタミン学会第 66 回大会、一橋講堂、東京都、2013 年 6 月 

 

渡邊敏明、吉井唯、澤村弘美 

幼若マウスにおけるビオチン過剰摂取による精子形成への影響 

第 53 回日本先天異常学会学術集会、千里ライフサイエンスセンター、大阪市、2013 年 7 月 

 

野崎章仁*、楠隆*、日衛嶋郁子*、森未央子*、熊田知浩*、宮嶋智子*、藤井達哉*、湯浅正洋、渡邊

敏明 

*滋賀県立小児保健医療センター小児科 

乳清たんぱく質加水分解乳（ミルフィーHP®）の長期使用によりビオチン及びカルニチン欠乏を来

した牛乳アレルギーの２例 

第 50 回小児アレルギー学会、パシフィコ横浜、横浜市、2013 年 10 月 

 

青山結貴、湯浅正洋、曽根英行*、神山伸*、渡邊敏明 

*新潟県立大学人間生活学部 

ラットにおけるビオチン欠乏の摂食行動へ及ぼす影響についての検討 

日本栄養・食糧学会第 52 回近畿支部大会、滋賀県立大学、彦根市、2013 年 10 月 

 

渡邊敏明, 島田良子, 松山 愛, 湯浅正洋, 澤村弘美, 吉田絵梨子*, 鈴木健吾* 

*株式会社ユーグレナ 

マウスにおけるユーグレナの大腸がん抑制効果についての検討 

日本食物繊維学会第 18 回学術集会、仁愛大学、越前市、2013 年 11 月 

 

渡邊敏明、島田良子、澤村弘美 

ビオチン過剰摂取による幼若動物の精子形成への影響 

第 435 回ビタミン B 研究協議会、大阪大学中之島センター、大阪市、2014 年 2 月 

 

【講演会】 

渡邊敏明 

災害時の栄養と食糧についての現状と課題 

福崎町いずみ会総会・研修会、福崎町保健センター、福崎町、2013 年 5 月 

 

渡邊敏明 

健康づくりと食生活 

姫路市「栄養教室」、姫路保険所、姫路市、2013 年 5 月 

 

渡邊敏明 

災害時におけるビタミン・ミネラルの問題 

平成 25 年度災害支援スタッフ研修会、奈良県栄養士会、公立学校共済「春日野荘」、奈良市、2013

年 9 月 

 

Watanabe T 
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Japanese Foods from the Nutritional Point of View 

Open Seminar of Japanese Foods and Health in Chiang Mai University, Sept 18, 2013 

 

渡邊敏明 

健康食生活をめざそう-日常から非日常における食・栄養生活の支援- 

平成 25 年度姫路市「シニアオープンカレッジ」、平成 25 年度兵庫県立大学「食未来エクステンショ

ン講座」、兵庫県立大学姫路環境人間キャンパス、姫路市、2013 年 10 月 

 

渡邊敏明 

元気アップ！歳に負けない健康食生活 

姫路商工会議所女性会、姫路商工会議所、姫路市、2013 年 10 月 

 

渡邊敏明 

ビタミンってこんなに大事！ 

平成 25 年度阪神病態栄養研究会、兵庫医科大学、西宮市、2013 年 10 月 

 

渡邊敏明 

オープン！先端食科学研究センター 

第 4 回健康科学推進フォーラム「健康社会の実現に向けて」、ナレッジシアター（グランフロント大

阪）、大阪市、2014 年 2 月 

 

【社会活動】 

渡邊敏明、衣笠愛之*、福岡譲一**、長谷川雄三***、本多義昭****、石見利勝***** 

第 9 回食と健康に関する懇談会、夢前老人福祉センター「雪彦荘」、姫路市、2013 年 8 月 

*株式会社香寺ハーブガーデン 

**有限会社夢前夢工房 

***ヤエガキ発酵技研株式会社 

****姫路独協大学 

*****姫路市 

 

渡邊敏明、衣笠愛之*、福岡譲一**、長谷川雄三***、本多義昭****、石見利勝***** 

第 10 回食と健康に関する懇談会、農業振興センター、姫路市、2013 年 12 月 

*株式会社香寺ハーブガーデン 

**有限会社夢前夢工房 

***ヤエガキ発酵技研株式会社 

****姫路独協大学 

*****姫路市 

 

【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）） 

「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 23 年度～25 年度  

・平成 25 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」 

・ビタミン B 研究委員会 「ビタミン B 群の研究」 
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・㈱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」 

・㈱東洋新薬 「大麦若葉末の新規生理機能に関する研究」 

 

【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・国際交流委員・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 30 回学術集会会頭） 

・日本栄養・食糧学会会員（代議員・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 

・Internal Journal of Analytical Bio-Science, 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 

・健康科学ビジネス推進機構 諮問委員 

・健康科学推進会議 議員 

・健康科学評価・標準化研究部会 メンバー 

・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 

・一般社団法人近畿化学協会 代議員 

・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 

・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 

・姫路市救急医療協会 理事 
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池野 英利 

 

【学術論文】 

T. Tanikawa1), Y. Hirano2), M. Dannoura3), K. Yamase4), K. Aono5). M. Ishii5), T. Igarashi5), H. Ikeno, Y. 

Kanazawa6) (2013) Root orientation can affect detection accuracy of ground-penetrating radar, Plant Soil, 

373, 317-327, DOI 10.1007/s11104-013-1798-6. 

1) Kansai Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute 

2) Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University 

3) Graduate School of Global Environmental Studies, Graduate School of Agriculture, Kyoto University 

4) Hyogo Prefectural Technology Center for Agriculture, Forestry and Fisheries 

5) The General Environmental Technos Co., Ltd. (KANSO TECHNOS) 

6) Graduate School of Agricultural Sciences, Kobe University 

   Ground-penetrating radar (GPR) has been applied to detect coarse tree roots. The horizontal angle of a 

root crossing a scanning line is a factor that affects both root detection and waveform parameter values. The 

purpose of this study was to quantitatively evaluate the influence of root orientation (x, degree) on two 

major waveform parameters, amplitude area (A, dB × ns) and time interval between zero crossings (T, ns). 

We clarified that root orientation dramatically affected root detection and A values. The sum of T of all 

reflected waveforms was a suitable parameter for estimating root diameter. Applying grid transects can 

overcome the effects of root orientation. 

 

H. Ikeno, T. Akamatsu, Y. Hasegawa1), H. Ai2) (2014) Effect of Olfactory Stimulus on the Flight Course of a 

Honeybee, Apis mellifera, in a Wind Tunnel. Insects, 5, 92-104. 

1) Honda Research Institute Japan Co. Ltd.  

2) Division of Biology, Department of Earth System Science, Fukuoka University 

    It is known that the honeybee, Apis mellifera, uses olfactory stimulus as important information for 

orienting to food sources. In this study, we analyzed the detailed properties of flight when oriented to an 

odor source in a wind tunnel. We recorded flying bees with a video camera to analyze the flight area, speed, 

angular velocity and trajectory. After bees were trained to be attracted to a feeder, the flight trajectories with 

or without the olfactory stimulus located upwind of the feeder were compared. The results showed that 

honeybees flew back and forth in the proximity of the odor source, and the search range corresponded 

approximately to the odor spread area.  

 

T. Kimura, M. Ohashi, K. Crailsheim, T. Schmickl, R. Okada, G. Radspieler, H. Ikeno (2014) Development 

of a New Method to Track Multiple Honey Bees with Complex Behaviors on a Flat Laboratory Arena. PLoS 

ONE 9(1): e84656. doi: 10.1371/journal.pone.0084656 

1) Department of Zoology, Karl-Franzens-University Graz 

2) Kagawa School of Pharmaceutical Sciences, Tokushima Bunri University 

 

「木村敏文の項」参照 

 

R. Okada1), H. Ikeno, T. Kimura, M. Ohashi, H. Aonuma2), I. Etsuro1) (2014) Error in the Honeybee Waggle 

Dance Improves Foraging Flexibility, Scietific Reports, DOI: 10.1038/srep04175 
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1) Kagawa School of Pharmaceutical Sciences, Tokushima Bunri University 

2) Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University 

    The honeybee waggle dance communicates the location of profitable food sources, usually with a 

certain degree of error in the directional information ranging from 10–15° at the lower margin. We simulated 

one-day colonial foraging to address the biological significance of information error in the waggle dance. 

When the error was 30° or larger, the waggle dance was not beneficial. If the error was 15°, the waggle 

dance was beneficial when the food sources were scarce. When the error was 10° or smaller, the waggle 

dance was beneficial under all the conditions tested. The observation that actual bees perform the waggle 

dance with an error of 10–15° might reflect, at least in part, the maintenance of a successful yet risky 

foraging trade-off. 

 

【口頭発表】 

Constructing a multi-compartment parallelized simulation of a premotor area of the silkmoth brain, T. 

Kazawa1), Y. Mori1), D. Miyamoto1), S. Namiki1), H. Ikeno, S. S. Haupt2), I. Nishikawa3), R. Kanzaki1), 日

本比較生理学会第35回大会, 2013年7月, 姫路 

1) Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo 

2) Department of Biological Cybernetics, Faculty of Biology, Bielefeld University 

3) College of Information Science and Engineering, Ritsumeikan University 

 

Development of a tracking program, K-Track, for analyzing honeybee’s behaviors, T. Kimura, M. Ohashi, K. 

Crailsheim1), T. Schmickl1), R. Okada2), G. Radspieler1), H. Ikeno, 日本比較生理学会第35回大会, 2013年

7月, 姫路 

1) Department of Zoology, Karl-Franzes- Universität Graz 

2) Kagawa School of Pharmaceutical Sciences, Tokushima Bunri University 

 

Physiology and morphology of antenna-vibration sensitive neurons in the dorsal lobe of the honey bee, Apis 

mellifera, K. Kai1), H. Ikeno, H. Ai1), 日本比較生理学会第35回大会, 2013年7月, 姫路. 

1) Division of Biology, Department of Earth System Science, Fukuoka University 

 

Toward collaboration in NIJC platforms: Standard brain database linked with application server, H. Ikeno, T. 

Kazawa1), R. Kanzaki1), Y. Okumura2), Y. Yamaguchi2), S. Usui3), Front. Neuroinform.  doi: 

10.3389/conf.fninf.2013.09.00109, INCF Congress Neuroinformatics 2013 (2013年 8月 27 〜 29日 )、

Karolinska Institutet 

1) Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo 

2) Brain Science Institute, RIKEN 

3) Electronics-Inspired Interdisciplinary Research Institute, Toyohashi University of Technology 

 

Response properties of auditory interneurons in the honeybee brain, K. Kai1),  H. Ikeno, S. S. Haupt2), P. L. 

Rautenberg3), T. Wachtler3), H. Ai1), doi: 10.12751/nncn.bc2013.0001, Bernstein Conference 2013 (2013年9

月24〜27日)、Tübingen 

1) Division of Biology, Department of Earth System Science, Fukuoka University 

2) Department of Biological Cybernetics, Faculty of Biology, Bielefeld University 

3)  Institute for Biology II, Ludwig-Maximilians-Universität München 
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【社会活動】 

・ 日本比較生理生化学会第３５回大会実行委員長、平成25年７月13−15日 

・ 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－、サイエンスカフェ伊丹、2013

年12月1日、伊丹市立生涯学習センター. 

・ 伊丹高校・サイエンスキャンプ講師、2013年８月21日、伊丹市立野外活動センター 

・ 加古川南高校・サイエンスキャンプ講師、2013年８月22−23日、伊丹市立野外活動センター 

・ 環境科学セミナー講師 兵庫県立大学環境人間キャンパス 2013年12月7日  
・ ミツバチシンポジウム主催 兵庫県立大学・姫路環境人間キャンパス 2014

年2月20日  
 

【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））「様々な動物を対象とする標準脳の構築と活用

に向けた統合ソフトウェア環境の開発」 

平成25年度～27年度 研究費総額3,70０千円 

・ 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フォームの整備」 

研究費総額603.8千円 

・ 共同研究（理化学研究所）「無脊椎動物脳プラットフォームの整備」 研究費総額1,114.3千円 

・ 共同研究（ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン）「 微小脳におけるオプティ

カルフローの混合情報に対する視覚情報処理原理の解明」平成25年度 研究費総額299.2千円 

・ 研究者交流（HORN）事業（ひょうご震災記念21世紀研究機構）、Dr. Philipp Rautenberg 

(Ludwig-Maximilians-Universität München)の招聘 
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井関 崇弘 
 

【学術論文】 

豊田光世、内平隆之、中嶌一憲、井関崇博、「大学の地域貢献活動の教育効果に関する考察:Enactus

の事例をもとに」『兵庫県立大学環境人間学部研究報告16』、59-66, 2014年3月 

  

【冊子】 

井関崇博、村田和代*、「協働を生み出すための話し合いのデザイン～京都市山科区における実践的

研究から～」『LORCジャーナル地域協働Vol.5』、2014年3月 

*龍谷大学政策学部 

□本研究では、龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター第二研究班ユニット２が、協働

を生み出すための話し合いはどうあるべきか研究するために、京都市山科区において地域の非営利

組織と連携し、話し合いの場とプロセスをデザインするという取り組みを通して明らかになった知

見と課題を提示した。 

  

【社会活動】 

沼津市環境基本計画推進委員会委員 

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 

加古川市環境審議会委員  

姫路市男女共同参画市民企画支援事業審査委員 
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市川 一夫 
 

【学術論文】 

市川一夫「The State and Challenges of Health Tourism」  

日韓中国際学術大会論稿集 pp.233-241 平成 25 年 9 月 

本研究はヘルスツーリズムの現状の分析と将来的課題に関し調査研究したものである。 

 

市川一夫「The Economic Impact of Tourism Development in Lijiang City, China」単著  

The 21st International Joint Seminar Between the Donga-A University &  the University of Hyogo  

pp.5-11 平成 25 年 11 月 

本研究は中国雲南省麗江地域の世界文化遺産登録前後の経済環境の相違、環境問題に関し、調査研

究したものである。 

 

市川一夫「Accounting Information System and Auditing in Environmental  Problems 

for the 21 Century」 The ８th International Conference on the regional innovation In Asia pp.41-45 平

成 25 年 11 月 

本研究は会計情報システム、会計監査が環境問題とどのように関わっていくのかについて調査研究

したものである。 

 

【社会活動】 

姫路市特別職報酬審議会委員 

姫路市入札監視会議委員 

姫路市文化国際交流財団理事 
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江口 善章 
 

【学術論文】 

１． 内田勇人、西垣利男、他（共著）「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」、日本世代間交流学会誌、vol3 No.1、平成 25 年 5 月、 

pp.11—18 

 

本研究は、高齢者による自然体験活動支援プログラムが児童養護施設入所児童の高齢者イメー

ジ及ぼす影響について明らかにすることを目的として、インタビューによりデータを収集し統

計解析を行った。この結果、プログラムによって児童が高齢者に対するイメージを概ね改善し

ていることが確認された。 

 

２． 江口善章（単著）、「観光施設等の需要予測モデルの一例―NSRL 普及モデルの改良とその

3 段階推定法」、南山経営研究、第 28 巻第 1 号、平成 25 年 6 月、pp.15—36 

 

Bass の普及モデルは耐久商品の売れ行きを予測するうえで実証的に広く評価されているモデ

ルであるが、本稿では観光施設等のサービス需要を念頭に置き、Bass 普及モデルを改良した

NSRL モデルを更に拡張した混合ロジステックモデルを提示するとともに、その実証適応性に

ついても 3 段階推定法を提案して、実際に東京ディズニーランドの入場者に適応して検証を行

った。 
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糟屋 美千子 
 
【学術論文】 

糟屋美千子. 「テレビニュースは人々の抗議行動をどう描いたか－沖縄普天間基地移設計画に伴う

環境影響評価書提出に関するニュースのディスコース分析－」『兵庫県立大学環境人間学部研究報

告』 第16号. pp.23-38. 兵庫県立大学. 2014年3月 

 本論文は、クリティカル・ディスコース分析の手法を用いて、2011年12月に報道された「普天間

基地移設計画に伴う環境影響評価書提出に対する沖縄の人々の抗議行動」に関するテレビニュース

のディスコースを分析した。このニュースが人々の抗議行動をどう伝え、この出来事を視聴者が理

解するための解釈の枠組み、および沖縄の基地問題をめぐる考え方の枠組みをどのように作ってい

るかを明らかにし、その問題点を検討した。 

  

Michiko Kasuya. A multi-modal comparative analysis of British and Japanese news discourses in the 

representation of environmental issues. A. N. Archibald (Ed.). Multilingual Theory and Practice in Applied 

Linguistics. Proceedings of the 45th Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics. 

pp101-103. The British Association for Applied Linguistics. Scitsiugnil Press. 2013.7 

This study examines and compares the news discourses of the BBC and NHK, state-funded broadcasting 

corporations of each nation. It analyses television news items that portray environmental issues, and reveals 

how the ways the two discourses produce interpretive frameworks do and do not vary between the British 

news and the Japanese news.   

 

【研究費取得状況】 
文部科学省科学研究費（基盤研究（C））「社会問題に関する日英テレビニュースのディスコース分

析のためのフレームワークの構築」平成25年度～平成27年度 研究費総額160万円（代表） 
 
文部科学省科学研究費（挑戦的萌芽研究）「医療・心理・教育におけるナラティブ・データの汎用性

の検証と分析手法の確立」平成25年度～平成27年度 研究費総額280万円（分担） 
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木村 敏文 
 
【学術論文】 

Toshifumi Kimura, Mizue Ohashi, Karl Crailsheim*, Thomas Schmickl*, Ryuichi Okada**, Gerald 

Radspieler*, Hidetoshi Ikeno, Development of a new method to track multiple honey bees with complex 

behaviors on a flat laboratory arena, PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0084656, 2014.1 

*Karl-Franzens-University Graz 

**Tokushima Bunri University 

 

A computer program that tracks animal behavior, thereby revealing various features and mechanisms of 

social animals, is a powerful tool in ethological research. Because honeybee colonies are populated by 

thousands of bees, individuals co-exist in high physical densities and are difficult to track unless specifically 

tagged, which can affect behavior. In addition, honeybees react to light and recordings must be made under 

special red-light conditions, which the eyes of bees perceive as darkness. The resulting video images are 

scarcely distinguishable. We have developed a new algorithm, K-Track, for tracking numerous bees in a flat 

laboratory arena. Our program implements three main processes: (A) The object (bee's) region is detected by 

simple threshold processing on gray scale images, (B) Individuals are identified by size, shape and 

spatiotemporal positional changes, and (C) Centers of mass of identified individuals are connected through 

all movie frames to yield individual behavioral trajectories. The tracking performance of our software was 

evaluated on movies of mobile multi-artificial agents and of 16 bees walking around a circular arena. 

K-Track accurately traced the trajectories of both artificial agents and bees. In the latter case, K-track 

outperformed Ctrax, well-known software for tracking multiple animals. To investigate interaction events in 

detail, we manually identified five interaction categories; ‘crossing’, ‘touching’, ‘passing’, ‘overlapping’ 

and ‘waiting’, and examined the extent to which the models accurately identified these categories from bee’s 

interactions. All 7 identified failures occurred near a wall at the outer edge of the arena. Finally, K-Track 

and Ctrax successfully tracked 77 and 60 of 84 recorded interactive events, respectively. K-Track identified 

multiple bees on a flat surface and tracked their speed changes and encounters with other bees, with good 

performance.  

 

 

Ryuichi Okada*, Hidetoshi Ikeno, Toshifumi Kimura, Mizue Ohashi, Hitoshi Aonuma**, Etsuro Ito*, Error 

in the Honeybee Waggle Dance Improves Foraging Flexibility, Scientific Reports, DOI: 10.1038/srep04175, 

2014.2 

*Tokushima Bunri University 

**Hokkaido University 

 

「池野英利の項」参照 
 
 
【学会ポスター発表】 
<国内学会> 

Toshifumi Kimura, Mizue Ohashi, Karl Crailsheim*, Thomas Schmickl*, Ryuichi Okada**, Gerald 

Radspieler*, Hidetoshi Ikeno, Development of a tracking program, K-Track, for analyzing honeybee’s 

behaviors, The 35th Annual Meeting of The Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry 

2013, Himeji, Japan, 2013.7 
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*Karl-Franzens-University Graz, Austria 

 **Tokushima Bunri University 

 

 

【社会活動】 

・ 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  
・ 環境科学セミナー 兵庫県立大学環境人間キャンパス 2013年11月  
・ ミツバチミニシンポジウム 兵庫県立大学・姫路環境人間キャンパス 2014

年2月  
 

【研究費取得状況】 

1) 村田学術振興財団・研究者海外派遣援助（研究代表者）「ミツバチ行動の自動解析システム開

発とその応用（オーストリア・グラーツ大学）」 助成額・295 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 
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木村 玲欧 
 

【著書】 

日本環境教育学会（編）, 環境教育辞典, 教育出版, 344p., 2013.7. 

（項目執筆（木村玲欧）：アナン, コフィ pp.8-9、核実験禁止条約 p.44、拡大生産者責任 p.46、環

境心理学 p.70、原子力安全委員会 p.105、原子力規制委員会 p.105、自然災害 p.143、竜巻 pp.210-211、

パンデミック p.259、防災教育 pp.284-285、予防原則 p.310、落雷 p.313、リスクマネジメント pp.315-316） 

 本書は、環境教育を普及・発展させるためには，自然科学・社会科学・人文科学にまたがる幅広

い領域をもつ環境教育の全貌を示す良質な環境教育辞典を，日本環境教育学会として提示すること

が不可欠という認識に基づいて企画し，編集・刊行したものである。筆者は、防災の専門家として、

防災・環境問題関連項目の中から、アナン, コフィ、核実験禁止条約、拡大生産者責任、環境心理

学、原子力安全委員会、原子力規制委員会、自然災害、竜巻、パンデミック、防災教育、予防原則、

落雷、リスクマネジメントについて執筆した。 

 

高橋誠・田中重好・木股文昭（編著）, スマトラ地震による津波災害と復興, 古今書院, 406p., 2014.2. 

（分担執筆（木村玲欧）：III-1 個人と家族の状況(3)復旧・復興カレンダー pp.115-122, IV-1 3 年後時

点での復旧・復興カレンダー pp.153-163, VII-6 「わがこと意識」を向上させるための災害事例の活

用 pp.374-377） 

 本書は、2004 年スマトラ地震・インド洋大津波直後から、自然科学者と人文社会科学者が連携し

て続けてきた名古屋大学共同調査を集大成したものである。津波に対する知識や社会体制が不充分

ゆえに被害が拡大した状況、復興過程の時系列分析、課題と現地の努力を詳しく紹介し、その後に

生じた東日本大震災と比較した。筆者は、被災地で行った社会調査結果などについて、「個人と家族

の状況(3)復旧・復興カレンダー」「3 年後時点での復旧・復興カレンダー」「「わがこと意識」を向上

させるための災害事例の活用」の 3 カ所について分担執筆を行った。 

 

【学術論文】 

＜査読付＞ 

木村玲欧, 埋もれていた被災者調査－宮村攝三が行った「1948 福井地震通信調査」－, 歴史地震, 第

28 号, pp.63-70, 2013.7. 

 本論文では、1948 年福井地震において、戦後 3 年目の混乱期の社会情勢の中、宮村攝三（当時、

東京大学地震研究所助手）が地震発生後 4 ヶ月の時点で行った被災者への郵送調査について、未分

析のまま腐食が進んだ調査票をデータ化した上で分析し、大規模な家屋被害・人的被害のようすと

被災者行動との関係を明らかにすることで、福井地震の新たな側面の解明を試みたものである。 

 

木村玲欧・大友章司, 中山間地の洪水災害における被災者の生活再建過程－紀伊半島大水害（平成

23 年台風 12 号）を事例として－, 地域安全学会論文集, No.21, pp.137-147, 2013.11. 

 本論文では、紀伊半島大水害から 1 年 4 ヶ月が経過した奈良県の被災地域における住民を無作

為抽出した(一部被害甚大地域は全数)質問紙調査を奈良県とともに実施し、避難先・居住場所の変

遷，復旧・復興過程、今後の復旧・復興課題を明らかにした。研究にあたって、長期的な復旧・復

興過程を質問紙調査で検証している阪神・淡路大震災等における先行研究を参考にしながら、質問

紙設計の概念・測定尺度を活用したり、都市震災と中山間地水害との比較検証を行ったりした。 

 

KIMURA, R., INOGUCHI, M., TAMURA, K., NAWA, Y. and HAYASHI, H. "Implementation and 

Operation of a Cloud-Based Participatory Damage Recognition System to Obtain a Common Operational 
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Picture that Supports a Quick Disaster Response", International Journal for Infonomics (IJI), Special Issue 

Volume 1, Issue 1, 834-840, 2013.12. 

The objective of this research was to develop the cloud-based 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. 

 

KIMURA, R., HAYASHI, H., SUZUKI, S., KOBAYASHI, K., URABE, K., INOUE, S. and NISHINO, T. 

"Systematization and Sharing of Disaster Management Literacy by DMLH", Journal of Disaster Research, 

Vol.9, No.2, pp.176-187, 2014.2. 

In this study, we define disaster management literacy (DML) as “knowledge about disaster management 

and competency for disaster response” required of the general public and disaster responders. We set two 

disaster management objectives: (i) Disaster mitigation, i.e., mitigating the damage from disasters, (disaster 

mitigation), (ii) Disaster preparedness, i.e., minimizing unpreventable damage to facilitate post disaster 

recovery and reconstruction. 

 

木村玲欧・矢島豊・松井裕子・鈴木隆平, 東日本大震災から２年を迎えた被災者の現状－「被災者

1000 人調査」から見えてきた声, 災害情報, No.12, pp.114-123, 2014.3. 

本研究では、東日本大震災から 2 年を迎える被災者が避難生活を強いられている現状をふまえ、

特に被災者の「すまいの再建」と「人と人とのつながり」の現状と課題を明らかにするために、NHK

と共同で約 1,000 人の被災者に対して質問紙調査を実施した。また質問紙の 後に自由記述欄を設

けて「震災からまもなく 2 年になります。振り返って思うこと、将来への思い、いま感じているこ

とをお書き下さい。」として思いを書いていただき、震災後 2 年時点での人々の具体的な状況につ

いての全体像を数量的に及び被災者証言の言語データから明らかにした。 

 

永田俊光・木村玲欧, 緊急地震速報を利用した「生きる力」を高める防災教育の実践－地方気象台・

教育委員会・現場教育の連携のあり方－, 地域安全学会論文集, No.21, pp.81-88, 2013.11. 

 

小松瑠美・林春男・尾原正史・鮫島竜一・玉瀬充康・豊島幸司・木村玲欧・鈴木進吾, 大級の南

海トラフ地震による津波を見据えた BIA 及び RA に基づく浄水施設の事業継続戦略構築－大阪市水

道局を事例として－, 自然災害科学, 32(2), pp.183-205, 2013.9. 

 

＜査読なし＞ 

TOMOYASU, K., WANG, Y., KIMURA, R. and SUMIYA, K. "Analyzing Dissemination Processes of 

Mail-based Disaster Information Systems -A Case Study of Typhoon Man-yi in 2013-", 電子情報通信学会

データ工学研究専門委員会, 日本データベース学会, 情報処理学会データベースシステム研究会主

催, 第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 2014) 論文集, HP(8pp.), 

2014.3. 

 

【雑誌等連載エッセ－】 

木村玲欧, 2012 年上半期の収穫から 印象に残った本 132 冊, 週刊読書人（読書人）, 第 2999 号 

(2013.7.26), 1 面, 2013.7. 

木村玲欧 , こころフォトに寄せて（木村玲欧さん（防災心理学者）） , こころフォト～忘れない～
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（NHK ホームページ）, NHK 東日本大震災プロジェクト, 2013.10. 

 

【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, 防災リテラシーハブの現状と今後, 文部科学省委託研究「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」第３回全体ワークショップ, 全国町村会館（東京都千代田区）, 2013.8.27. 

木村玲欧 , 災害対応従事者としての栄養士・管理栄養士の役割－災害弱者支援の視点も含めて－ , 

教育講演 6「災害時の栄養・食の支援のために必要な知識と実践力とは－, 第 60 回日本栄養改善学

会学術総会, 神戸国際会議場（神戸市）, 2013.9.14. 

木村玲欧・櫻田幸久・曲国勝, 巨大地震災害時における効果的災害対応を実現するための日中比較

研究交流（日本側：林春男チーム、中国側：呉衛民チーム）, 日中地震災害復興及び防災シンポジ

ウム, 四川大学－香港理工大学災害復興及び管理学院（中国・四川省成都市）, 2013.11.25. 

木村玲欧, 防災・災害対応学習～防災リテラシーハブ, 第 9 回ワークショップ災害を観る（京都大

学防災研究所巨大災害研究センター）, 京都大学百周年時計台記念館, 2014.2.19. 

木村玲欧, 地震・火山災害部会準備会について, 平成 25 年度「地震及び火山噴火予知のための観測

研究計画」成果報告シンポジウム, 東京大学武田先端知ビル, 2014.3.14. 

 

【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 

兵庫県：避難所等におけるトイレ対策検討会（座長） 

兵庫県：災害時受援体制検討委員会（委員長） 

奈良県：奈良県災害時要援護者支援検討委員会委員（委員長） 

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 

和歌山県：津波から『逃げ切る！』支援対策プログラム策定専門家会議委員 

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：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） 

兵庫県姫路市：地域コミュニティ活性化アドバイザー 

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 

公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構：「過疎と都市への集中の両極化が進む中でのコミ

ュニティづくり」研究会委員 

効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議（日本シェイクアウト提唱会議）役員（世話人） 

 

＜講演等＞ 

南海トラフ地震、奈良県の課題と防災士の役割, 日本防災士会奈良県支部防災研修会 
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（2013 年 5 月 19 日 15：15－16：30 奈良市防災センター(奈良市)) 

災害発生後の現実を学ぶ～誰でもできる個人・地域の防災対策～, 平成 25 年度射水市防災講演会 

（2013 年 5 月 26 日 14：00－16：00 高周波文化ホール(富山県射水市)) 

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 

（2013 年 6 月 5 日 11：00－12：15 人と防災未来センター(神戸市)) 

学校での防災教育～管理職として～, 平成 25 年度第 1 回防災教育研修（姫路市教育委員会） 

（2013 年 6 月 14 日 14：30－16：30 イーグレひめじ(兵庫県姫路市)) 

大規模災害で身の回りで起こる様々なこととその対応～江南保健所地域が生き残るために～, 平成

25 年度江南保健所地域ニーズ対応トータルヘルス事業（研修会） 

（2013 年 7 月 8 日 13：30－15：30 大口町健康文化センター(愛知県大口町)) 

自分・家族・地域を守る心構えとは～防災心理学入門, 県民防災週間 2013 シンポジウム（香川県） 

（2013 年 7 月 15 日 15：30－16：30 かがわ国際会議場(高松市)) 

自主防災のあり方～「わがこと意識」によって自分・家族・地域を守る, 平成 25 年度自主防災講演

会 

（2013 年 7 月 19 日 13：30－15：30 五條市市民会館(奈良県五條市)) 

災害への心がまえと防災対策のはじめの一歩－防災心理学入門－, 職員研修・平成 25 年度防災人づ

くり塾 

（2013 年 7 月 31 日 15：00－17：00, 18：30－20：30 総合安心センター(高知市)) 

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 25 年度 但馬地域ひょうご防災リ

ーダー講座 

（2012 年 8 月 18 日 13：30－16：45 JA たじま豊岡営農生活センター(兵庫県豊岡市)) 

楽しく防災学習～「生きる力」を伸ばすための災害時行動, 安城市教育センター開設講座 

（2013 年 8 月 20 日 13：30－16：15 安城市教育センター(愛知県安城市)) 

子どもたちの「生きる力」をはぐくみ命をまもる教師の責任～大地震・津波に備える防災教育・災

害対応, 第 29 回高知市夏季教職員研修会 

（2013 年 8 月 21 日 14：40－16：40 高知市文化プラザかるぽーと(高知市)) 

災害時における栄養士等の役割～被災者のいのちとくらしを守らなければならない現実, 平成 25

年度 集団給食施設等災害対応研修会 

（2012 年 8 月 23 日 13：40－16：30(島前)・24 日 9：00－12：00(島後) 黒木公民館(島前)(島根

県西ノ島町)・隠岐島文化会館(島後)(島根県隠岐の島町)) 

地震、そして震災の現実, 草加市防災まちづくり講演会 

（2013 年 8 月 31 日 13：00－16：30 獨協大学天野貞祐記念館(埼玉県草加市)) 

防災ワークショップの進め方～参加型防災対策の実践～，平成 25 年度 淡路地域ひょうご防災リー

ダー講座 

（2013 年 9 月 7 日 12：30－17：00 洲本市文化体育館(兵庫県洲本市)) 

京の子どもを守る防災教育の推進，平成 25 年度 「京の子どもを守る」講座 

（2013 年 9 月 30 日 13：00－16：30 京都府総合教育センター(京都市)) 

標準的な災害対応システム論, 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター・災害対策専門研修マ

ネジメントコース 

（2013 年 10 月 17 日 9：30－10：45 人と防災未来センター(神戸市)) 

いま、学んでおこう「防災・減災」, 東日本大震災ルーテル教会救援・防災講演会 

（2013 年 10 月 19 日 14：30－15：30 米子福音ルーテル教会(鳥取県米子市)) 

災害から子どもを守る～大切な子どもたちを災害から守れますか , 災害から子どもを守る研修会

（滋賀県防災危機管理局） 
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（2013 年 10 月 21 日 13：00－16：30 大津合同庁舎(大津市)) 

津波防災マップを作ってみよう, 牛窓東小学校・６年生防災授業 

（2013 年 10 月 24 日 9：40－11：30 瀬戸内市立 牛窓東小学校(岡山県瀬戸内市)) 

防災ワークショップの進め方～参加型防災対策の実践～，平成 25 年度 中播磨地域ひょうご防災リ

ーダー講座 

（2013 年 10 月 26 日 10：30－16：20 兵庫県立大学姫路環境人間キャンパス(兵庫県姫路市)) 

南海トラフ巨大地震から生き延びるために考えること～過去の教訓から生まれた知恵を再点検する，

平成 25 年度 神戸市測量設計協力会技術講演会 

（2013 年 10 月 30 日 15：10－16：40 神戸国際会館(神戸市)) 

防災教育の充実に向けて，平成 25 年度 愛媛県総合教育センター課題別研修講座（小中県立・防災） 

（2013 年 10 月 31 日 10：00－12：00 愛媛県総合教育センター(松山市)) 

安全神話とわがこと意識～南海トラフ巨大地震について，地域合同防災フォーラム（岡山県立西大

寺高等学校） 

（2013 年 11 月 6 日 14：00－16：30 西大寺ふれあいセンター(岡山市)) 

災害から子どもを守る～大切な子どもたちを災害から守れますか , 災害から子どもを守る研修会

（滋賀県防災危機管理局） 

（2013 年 11 月 8 日 13：00－16：30 勤労者福祉会館・臨湖(滋賀県長浜市)) 

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 

（2013 年 11 月 9 日 13：00－14：00 王寺町やわらぎ会館(奈良県王寺町)) 

過去の大震災の教訓と今後の課題, 平成 25 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 

（2013 年 11 月 10 日 14：40－16：10 佐倉市中央公民館(千葉県佐倉市)) 

21 世紀前半の「災害の時代」を 生き抜くために考えておくべきこと, 淳心学院中・高等学校 人権

講演会 

（2013 年 11 月 14 日 13：20－14：20 淳心学院中・高等学校(兵庫県姫路市)) 

災害過程・被災者生活, 内閣府主催事業 平成 25 年度防災スペシャリスト養成研修 第 3 四半期研修 

（2013 年 11 月 15 日 11：00－12：15 有明の丘基幹的広域防災拠点施設(東京都江東区)) 

災害心理・行動を知り、南海トラフ巨大地震に備える～災害から東三河が生き残るために～, 第 9

回 東三河防災フェア 

（2013 年 12 月 7 日 13：30－15：00 アイプラザ豊橋(愛知県豊橋市)) 

ストレスを学び日常でも災害でも「強いこころ」を養う，平成 25 年度ひょうご防災リーダー講座 

（2013 年 12 月 14 日 14：50－16：20 兵庫県広域防災センター(兵庫県三木市)) 

地域の防災行動計画とは～地域のリスクを知り行動につなげるための素地づくり～，平成 25 年度 

丹波地域ひょうご防災リーダー・フォローアップ講座 

（2013 年 12 月 15 日 10：00－16：00 丹波の森公苑(兵庫県丹波市)) 

備えあれば憂いなし ～地震が起きたら何ができる～，姫路科学館・木曜サイエンスサロン 

（2014 年 1 月 16 日 10：00－11：30 姫路科学館(兵庫県姫路市)) 

なぜ人々になかなか「伝わらない」のか～災害情報と人間心理を知る～，熊谷地方気象台・懇話会 

（2014 年 1 月 17 日 13：30－15：00 熊谷地方気象台(埼玉県熊谷市)) 

災害時の栄養士・管理栄養士の役割～被災者のいのちとくらしを守らなければならない現実，

JDA-DAT スタッフ育成研修（兵庫県栄養士会） 

（2014 年 2 月 1 日 12：30－14：00 ひょうご女性交流館(神戸市)) 

21 世紀「災害時代」を乗り切るための第 1 歩～地震と水害に対するそなえ～，防災まちづくりフォ

ーラム in 奈義（岡山県奈義町） 



コミュニケーション環境 

97 
 

（2014 年 2 月 2 日 10：30－11：45 奈義町文化センター(岡山県奈義町)) 

21 世紀「災害時代」を乗り切るための第 1 歩～地震と水害に対するそなえ～，みんなで防災 in 真

庭（岡山県真庭市） 

（2014 年 2 月 2 日 14：30－16：00 勝山文化センター(岡山県真庭市)) 

災害過程・被災者生活, 内閣府主催事業 平成 25 年度防災スペシャリスト養成研修 第 4 四半期研修 

（2014 年 2 月 5 日 13：15－16：00 有明の丘基幹的広域防災拠点施設(東京都江東区)) 

あなたは、家族・地域・そして自分を守れますか？～自主防災のあり方を考える～，常滑市防災講

演会 

（2014 年 2 月 8 日 13：30－15：15 常滑市民文化会館（愛知県常滑市)) 

地域のリスクを知り行動につなげるために～防災のはじめの一歩を確認する～，平成 25 年度丹波市

防災講演会 

（2014 年 2 月 10 日 19：30－21：30 ゆめタウン（兵庫県丹波市)) 

災害時要援護者避難支援について，「地域福祉計画の必要性について」及び「災害時要援護者避難支

援のための手引きについて」市町村説明会（奈良県健康福祉部） 

（2014 年 2 月 27 日 13：05－14：25 奈良県市町村会館（奈良県橿原市)) 

自主防災のあり方～求められている個人・地域の防災力について，防災講演会（神戸市北防火安全

協会・神戸市北消防署） 

（2014 年 3 月 3 日 13：30－14：40 北区民センター（神戸市)) 

災害時の栄養士・管理栄養士の役割～被災者のいのちとくらしを守らなければならない現実，平成

25 年度災害時栄養管理体制推進事業研修会（徳島県保健福祉部健康増進課） 

（2014 年 3 月 18 日 15：30－17：00 徳島グランヴィリオホテル(徳島市)) 

災害から赤穂を守るために「地域」が 初に理解すべきこと，自治会役員研修会（赤穂市自治会連

合会） 

（2014 年 3 月 19 日 19：20－20：30 赤穂市役所(兵庫県赤穂市)) 

 

【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）代表「小中学生の生きる力を育む「防災教科学習」

を目指した単元構想図・指導案の開発」平成 25 年度～27 年度 研究費総額 377 万円 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ｓ））分担）「減災の決め手となる行動防災学の構築」平

成 25 年度～29 年度 研究費総額 975 万円 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））分担）「BackCasting 手法による岩手県被災者台帳を

活用した総合要援護者台帳の構築」平成 25 年度～27 年度 研究費総額 195 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 
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佐藤 宏子 
 

【報告書】 

佐藤宏子『アジア儒教文化圏の Aging in place と Well-being ハノイ市郊外の在宅療養高齢者を支

える家族・親族、地域社会、公的サポート』、2013 年７月 

 アジア儒教文化圏の高齢者扶養において、これまで家族・親族の重要性は際立っていた。しかし、

急速な少子化が進み、「人口オーナス期」を迎えているアジア諸国は、家族・親族、地域社会、公的

サポートによる「福祉ミックス」をいかなるバランスで実現していくが緊急課題となっている。本

報告書では、これまで家族・親族からサポートを得やすい好条件に恵まれてきたベトナム高齢者世

代の扶養状況と、産業化・都市化による家族・親族の扶養機能の動揺について明らかにした。 

 

【学会口頭発表】 

佐藤宏子「集落単位の協同的茶生産・管理システムが高齢者生活と生き甲斐創出に及ぼす影響」、日

本老年社会科学会第 55 回大会、老年社会科学 2013．Vol.35-2、pp235、大阪国際会議場、2012 年

６月５日 

人口高齢化と農業就業人口の著しい高齢化が進展している中部日本の中山間地域に着目し、集落

単位の高品質茶栽培・製茶行程における厳格な生産・管理システムが高齢者の生活や生きがいの創

出に及ぼす影響について明らかにした。 

 

Hiroko Sato, The community relationships beyond households based on tea production in mountain villages 

in central Japan, The 20TH IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics（第 20 回国際老年学会）, 

pp.321,  Seoul, Korea, 2013 年６月 23 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 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、1980 年から 30 年間の世帯変動と農業

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。 

 

佐藤宏子「高品質ブランド茶の共同生産とサクセイスフル・エイジング」、兵庫県立大学シンポジウ

ム、神戸市産業振興センター、2013 年９月 24 日 

多くの中山間地域では、過疎化や高齢化、世帯構造の劇的変化が進行している。本報告では、世

帯単位の農業生産活動が困難になった日本有数の茶生産地域における世帯変動、集落を単位とした

高品質茶の共同生産によって生きがい創出と茶作り集落としての生き残りを模索する実態を明らか

にした。 

 

佐藤宏子「戦中から昭和 30年代における公営結婚相談所の実態と役割」、第 86回日本社会学会大会、

報告要旨集、pp423、慶應義塾大学 三田キャンパス、2013 年 10 月 13 日 

大正期から昭和 30 年頃までは生涯未婚率が 1.5％の皆婚社会であったが、満州事変以来続いた青

年の出征によって結婚適齢期女性の結婚難が深刻化した。関西で 初の結婚相談所である「大阪市

立結婚相談所」は昭和 17 年から 60 年以上にわたって運営を続けた。本報告では、公営結婚相談所

が戦中の結婚難と戦後の配偶者選択・結婚の変革期に果たした役割と影響について明らかにした。 

 

佐藤宏子「ベトナムの家族変動と高齢者扶養－法的規定と高齢者サポートネットワークの動揺－」、

JAILA 日本国際教養学会 第 3 回全国大会、慶應義塾大学 日吉キャンパス、2014 年３月 16 日 
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ベトナムにおける高齢者扶養の法的規定を「婚姻家族法」、「高齢者法」から明らかにするととも

に、飛躍的な経済成長、急激な近代化・産業化が進展するなかで、ハノイ市郊外の在宅療養高齢者

を支えるサポートネットワークの実態と変容を明らかにした。 

 

【社会活動】 

科学研究費委員会専門委員 

田園調布学園大学 FD 研修会 シリーズ「研究の活性化と教育の活性化への取り組み」講師、講

演テーマ：「科学研究費補助金の獲得に向けて」、田園調布学園大学（神奈川県川崎市）、2013 年

９月 30 日 

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）「中山間地域における農村女性のライフコース選択－子

世代の結婚難・後継者確保難の影響－」（課題番号：25350053）（研究代表者）、平成 25～28 年度、

研究費総額 507 万円 

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 
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篠原 光児 
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角谷 和俊 
 

【学術論文】 

Yuanyuan Wang and Kazutoshi Sumiya, "A Method for Generating Presentation Slides based on Expression 

Styles using Document Structure", International Journal of Knowledge and Web Intelligence  

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.  

 

松尾純輝, 北山大輔*工学院大学, 角谷和俊，「デフォルメ地図検索のための地理特徴と画像特徴の

依存関係抽出とその応用」，情報処理学会論文誌：データベース (TOD58), Vol.6, No.3，pp. 90-104, 

2013 年 6 月 

近年の Web においては,様々なデジタル地図を利用することができる.しかしながら,一般的なオンラ

イン地図はユーザの目的や読解能力を考慮しないため,検索要求を必ずしも満足させられない.一方

で,観光ガイドマップやアクセスマップなどのデフォルメ地図は,特定の地域や目的に特化している

ため,情報要求に合致する際に有用である.そこで,デフォルメ地図を地理特徴と画像特徴の 2 種類の

特徴を用いて処理し,適合性フィードバックを用いて検索する手法を提案する.検索において要求に

合致する地図を得るためには,地図の指定を繰り返す必要がある.本研究では,このようなユーザへの

負担を軽減するために,「駅を示すオブジェクトを重視するユーザは通りを示すオブジェクトも重視

する」というような特徴間の依存関係を用いて,デフォルメ地図検索の支援を行う.また,抽出した依

存関係のアプリケーションを提案する. 

 

山口光枝，高木絢加，森井沙衣子，北山大輔*工学院大学，角谷和俊，永井成美，「大学新入生への

携帯電話を活用した朝食支援プログラムの実施と今後の実践に向けた一考察」，栄養学雑誌，Vol. 71, 

No. 3, pp. 120-129, 2013 年 6 月 

【目的】大学新入生に携帯電話を活用した朝食支援プログラムを実施し，効果を評価するとともに，

より効果的な実践を行うための考察を行う。 

【方法】学部新入生全員（２０９名）が受講する情報の授業において，学生の携帯電話所持や料金

プランを把握した。その上で，①受講生の一部にメールを毎週１回のペースで計８回配信する，②

誰に送信しているかは公開しない，③受信者は内容を人に教えない，④８週後にメール配信した学

生と残りの学生の行動を比較する，という方法で「模擬社会実験」を行うことを学生に伝えた。メ

ール（朝食支援の URL へのアクセスを促す内容）を配信した学生を介入群（１０４名），残りの学

生を対照群（１０５名）として，２回の質問紙調査やウェブへのアクセス状況から介入効果を評価

した。 

【結果】１）アクセス人数の割合は初回が も高く，次第に減少した。第５回からの追加メール配

信開始以降に増加に転じたが再び減少し， 終回に増えるという変化を示した。２）ウェブコンテ
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ンツではレシピへの関心が高く，積極的閲覧者（High responder: HR）では介入後に料理の好きな者

が有意に増加した。３）第２回調査では，介入群，対照群ともに変容ステージ維持期の者が減少し

朝食欠食者が増加したが，これらの変化は対照群でのみ有意であった。 

【結論】朝食支援プログラムは，介入群の朝食摂取行動を改善させなかったが，悪化を緩和する可

能性が示唆された。より有効な支援とするためには，調理と喫食に時間がかからず，経済性や保存

性を考慮した朝食レシピの充実，インタラクティブなコミュニケーションツールの導入，セグメン

ト化した対象のニーズに合った情報提供が望まれる。 

 

若宮翔子, 李龍*独立行政法人情報通信研究機構, 角谷和俊，「位置ベース SNS を通した群衆の移動

経験に基づく都市空間の近接性分析」，情報処理学会論文誌：データベース (TOD58), Vol.6, No.3, pp. 

159-176, 2013 年 6 月 

今日の都市における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により,都市空間での

近接感は単に地理的な距離だけでなく移動時間や訪れる頻度によって歪んでおり,あらゆる場所間

の近接関係を直感的に測ることが困難である.そのため,ユーザの目的ごとに距離や時間などの観点

から都市空間での近接性の歪みを考慮して近接したところを容易に探せるようにする必要がある.

本研究では,経験的・社会的な観点から生じる空間の歪みによる都市地域の複雑な近接関係を抽出す

るために,位置ベース SNS を通した群衆の移動経験に基づく地域間の近接性分析手法を提案する.具

体的には,都市空間での膨大な群衆のライフログが簡単に得られる Twitter を用いて実空間における

群衆の移動経験を観察し,市区町村を単位とした地域間の近接性を測定し,都市空間における地域ク

ラスタ間の空間的な歪みを分析する.実験では,Twitter における群衆のライフログと社会調査の一環

として地域間の移動量を集計したパーソントリップ OD 量データを用いて群衆の移動経験を抽出し,

移動距離 ,移動時間 ,移動量の観点で測定した地域クラスタ間の近接性を比較する .また ,日常生活に

おける規則的な移動に関する調査結果であるパーソントリップ OD量データと比べ,Twitterのデータ

を用いた群衆の移動経験では,より多様な目的の移動経験を中心とした地域クラスタ間の近接性を

観察することが可能であることを示す. 

 

若宮 翔子，李龍*独立行政法人情報通信研究機構，角谷 和俊，「Twitter における群衆の経験に基づ

く近接地域検索システム」，日本データベース学会論文誌 (DBSJ Journal), Vol. 12, No. 1, pp. 97-102, 

2013 年 6 月 

都市空間における地域間の近接感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感などに影響を受ける．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．  

 

【査読付き会議論文】 

Yuanyuan Wang and Kazutoshi Sumiya ， "Dynamic Word Clouds: Context-based Word Clouds of 

Presentation Slides for Quick Browsing "", Proc. of the 6th International Conference on Intelligent 
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Interactive Multimedia Systems and Services (KES IIMSS 2013), pp. 108-117, Sesimbra, Portugal, June 

16-28, 2013 

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 are worth learning because it can be difficult to understand 

the context of 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 word clouds are interactively presented with 

visual effects that reflect their semantic meanings. 

 

Yuanyuan Wang and Kazutoshi Sumiya, "iPoster: A Collaborative Browsing Platform for Presentation Slides 

based on Semantic Structure", Proc. of the 1st Workshop of Quality, Motivation and Coordination of Open 

Collaboration (QMC 2013), Kyoto, Japan, November 25, 2013 

Coursera and SlideShare are crucial platforms for improving education; students are able to obtain various 

educational presentation materials through the Web. Recently, Prezi introduced a zoomable canvas as a 

substitute to the traditional presentations that allows users to zoom in and out of the presentation media. 

Teachers then attempt to provide presentations in a nonlinear fashion for enhancing the user interaction 

through these presentations. However, creation of non-linear presentations would be time-consuming, 

besides posing design challenges. In this paper, in order to support collaborative browsing, we build a novel 

collaborative browsing platform that generates meaningfully structured presentations, called "iPoster;" this 

enables users to automatically navigate through the slide-based educational materials. The system places 

elements such as text and graphics of presentation slides in a structural layout by semantically analyzing the 

slide structure. The structural layout can reveal the hierarchy of elements by moving from the overview to a 

detail using automatic transitions, such as zooms and pans. Through this, 

the collaborative browsing platform can support multiple students to interactively browse an iPoster in 

cyberspace on their tablets. The navigation information maps each student's specific needs by considering 

the student's operations, and detects other students who have similar learning purposes to help them share 

their interests with each other. 

 

Shoko Wakamiya, Ryong Lee*Korea Institute of Science and Technology Information and Kazutoshi Sumiya, 

"Social-Urban Neighborhood Search based on Crowd Footprints Network", Proc. of the 5th International 

Conference on Social Informatics (SocInfo2013), pp. 429-442, Kyoto, Japan, November 25-27, 2013 

Neighborhood is generally a geographically localized community often with face-to-face social interactions. 

However, modern cities and the widespread social networks have been drastically changing the concept of 

neighborhood, much beyond spatial constraint. Specifically, due to the complicated urban structures with 

entangled transportation network and the resulting spatio-temporally extended crowd activities, it is a 

non-trivial task to examine neighborhood areas from a location of interest. As a promising approach to 

investigate such a social-urban structure, we propose a social-urban neighborhood search which aims at 

identifying neighborhood areas from a specific location particularly considering social interactions between 

urban areas. We especially examine crowd movings through location-based social networks as an important 
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indicator for measuring social interactions. We also introduce a data structure for aggregation of crowd 

movings as a simplified graph, with which we can easily analyze crowd movements in a large scale urban 

area. In the experiment, we will look into neighborhoods for several urban areas of our interests in terms of 

social interactions significantly focusing on how they are distorted from general localized vicinity. 

 

Motoki Zaizen, Daisuke Kitayama*工学院大学 and Kazutoshi Sumiya, "An E-commerce Recommender 

System Based on Degree of Specialties in Online Shops", The International MultiConference of Engineers 

and Computer Scientists 2014 (IMECS2014), Hong Kong, March 12-15, 2014 

Use of online shopping sites, such as Amazon and Rakuten, has increased in recent years. Many shops 

participate in these sites. The categories of shops represent various intended uses for listed items. For 

example, a flashlight is often used for camping or emergency items, so some shops use a category such as 

“Outdoors” or “Emergency Supplies” for that item.  In this paper, we aim to build a recommender system 

for specialty shops based on the viewpoints of items browsed by users. We first extract viewpoints of 

browsed items by using category structures of online shops. Through this, we analyze the category structures 

and selection of goods to determine specialty shops. 

 

Akiho Tachibana, Shoko Wakamiya*京都産業大学, Hidetsugu Nanba*広島市立大学, Kazutoshi Sumiya, 

"Extraction of Naming Concepts Based on Modifiers in Recipe Titles", The International MultiConference 

of Engineers and Computer Scientists 2014 (IMECS2014), Hong Kong, March 12-15, 2014 

On user-generated recipe-sharing sites such as Rakuten recipe, various modifiers such as “Kid-friendly” and 

“Simple” are often used in the titles of the recipes to signify thier characteristics. Although a modifier is 

used in a number of recipes’ titles, the underlying concepts utilized vary. In this paper, we propose a method 

that extracts Naming Concepts for recipes based on modifiers in their titles. Specifically, we obtain typical 

ingredients and cooking utensils by summarizing the recipes for a dish to extract the differences between the 

elements of recipes and the typical elements in terms of addition, deletion and exchangeability and extract 

additional information from procedures. Then, we identify Naming Concepts for the recipes by extracting 

feature patterns based on the differences extracted and grouping them on the basis of the patterns. We also 

present a system that provides recipes with granted Naming Concepts for readers. 

 

Daisuke Kitayama*工学院大学  and Kazutoshi Sumiya, "Extracting Characteristics of Items Based 

onPatterns in Recommendation Graphs", The International MultiConference of Engineers and Computer 

Scientists 2014 (IMECS2014), Hong Kong, March 12-15, 2014 

On online shopping sites such as Amazon and Rakuten, recommended items are displayed along with the 

items being viewed. We consider that certain recommended items reflect the characteristics of the viewed 

item. For example, "DVD-R" may be recommended with "Printer," whereas "Printer" might not have the 

recommended item "DVD-R." In this case, we may assume that the item "Printer" can print a label on a 

"DVD-R." Thus, a set of items can be expressed as a directed graph structure, which comprises items as 

nodes and recommendation relations as edges. In this paper, we propose a method for extracting item 

characteristics based on the patterns in recommendation graphs. We also present an evaluation based on 

comparisons among items. 

 

【査読なし会議論文】 

橘 明穂，若宮 翔子，難波英嗣*広島市立大学，角谷 和俊，「料理名のネーミングコンセプト抽出に

よるレシピ推薦システム」 ，ARG 第 2 回 Web インテリジェンスとインタラクション研究会，大阪
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府豊中市，pp. 31-32 

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様な修飾表現が用いられてい

る．しかし，料理名だけではレシピの特徴が分かりにくいレシピも存在する．本研究では，料理の

典型的な手順や材料などの要素とあるレシピの要素との差異に着目し，料理名のネーミングコンセ

プトを抽出する．このとき，典型的な要素との差異には料理の特徴であるものとそうでないものが

混在しているため，料理名に同一の修飾表現が付与されているレシピ集合において，典型的な要素

との差異が類似するレシピから共通的な要素をネーミングコンセプトとして抽出する．また，ネー

ミングコンセプトを活用したレシピ推薦システムを提案する． 

 

財前 元希，北山大輔*工学院大学，角谷 和俊，「オンラインショッピングのための使用状況の多様

性を考慮した商品推薦」，ARG 第 2 回 Web インテリジェンスとインタラクション研究会，大阪府豊

中市，pp. 29-30 

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ため，ユー

ザにとって使用目的に合致する商品であるかを判断することが難しい．本研究では，閲覧商品と推

薦商品の関係を，商品を組み合わせて用いる場合の使用目的に着目してユーザに提示する．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提案する． 

 

北山大輔*工学院大学，角谷 和俊, 「推薦関係グラフのパターン抽出に基づく商品間の関係判定手

法」，ARG 第 2 回 Web インテリジェンスとインタラクション研究会論文集，pp. 17-22, 大阪府豊中

市，2013 年 5 月 19 日 

Amazon.com や楽天市場などのオンラインショッピングサイトでは閲覧商品に対して推薦商品が提

示される．我々はこの推薦関係をエッジとし，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，この推薦関係グラフにおける商品の推薦，被推薦のパターンおよび商品カテゴリ

を分析することで商品間の関係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，このプリンタに対

して DVD-R は「レーベル印刷」の機能を表現する関係を持つ．本稿では，商品間の一般的もしく

は特有な機能を表現する関係，上位/下位関係，同等関係を定義し，それらの判定手法について議論

する．また，プロトタイプシステムを構築し，実験を行った． 

 

Shoko Wakamiya, Ryong Lee*独立行政法人情報通信研究機構  and Kazutoshi Sumiya, "Analyzing 

Distortion of Geo-social Proximity using Massive Crowd Moving Logs over Twitter"", Proc. of the 4th 

Social Computing Symposium (SoC2013), pp. 23-28, Aoyama Gakuin Astudio, Tokyo, June 22, 2013 

Due to the complicated transportation network associated with the progress of urbanization, a sense of 

proximity between places often seems to be distorted from physical proximity based on geographical 

distance. It is crucial to measure people’s sense of proximity for public aims such as urban analysis and 

planning as well as personal aims such as neighborhood area search. We consider that personal lifelogs on 

recent social network services would become an important clue to grasp the sense of proximity. In this paper, 

we analyze the distortion of proximity between urban clusters by exploiting crowd experiences. For this, we 

utilize crowd travel logs from Twitter and person trip survey on a national survey, respectively. Next, we 

measure crowd-based proximity between urban clusters and re-map the urban clusters on 2-dimensional 

space depending on their geo-social proximity by applying Multi-Dimensional Scaling (MDS). Then, we 

extract a socio-geographic structure of the urban clusters in the form of a graph represented by Minimum 
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Spanning Tree (MST). In the experiment, with two different crowd-sourced datasets; geo-tagged tweets and 

the person trip survey, we observe the distortion of proximity in term of travel time and the amount of 

travels, respectively.  

 

橘 明穂，若宮 翔子，難波英嗣*広島市立大学，角谷 和俊，「料理名の修飾表現の関係性に基づ

くレシピのネーミングコンセプト抽出」，電子情報通信学会データ工学研究専門委員会 第 1 種研究

会 データ工学と食メディア，電子情報通信学会技術研究報告， Vol. 113, No. 214, DE2013-36, pp. 

19-24, 国立情報学研究所（NII），2013 年 9 月 12 日 

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様な修飾表現が用いられてい

る． しかし，料理名だけではレシピの特徴が分かりにくいレシピも存在する． 本研究では，修飾

表現とレシピにおける要素との関係性に着目し，料理名の特徴を表すネーミングコンセプトを抽出

する．  

 

財前 元希，北山大輔*工学院大学，角谷 和俊，「オンライン店舗の商品カテゴリ構造を用いたア

イテム推薦システム」，電子情報通信学会データ工学研究専門委員会 第 1 種研究会 データ工学と食

メディア，電子情報通信学会技術研究報告， Vol. 113, No. 214, DE2013-46, pp. 71-76, 国立情報学研

究所（NII），2013 年 9 月 13 日 

オンラインショッピングサイトが用意したカテゴリに属する商品には,属するカテゴリ以外の観点

も存在している.例えば「アウトドア」というカテゴリに属する「ライト」は,「アウトドア」とい

うカテゴリに属してはいるが停電などの非常時の光源としても用いることができる.そのため,ある

サイトのカテゴリ上では「アウトドア」に属している「ライト」が,他のサイトのカテゴリ上では「防

災」に属しているというような,店舗によって商品を扱う観点が異なる場合がある.本研究ではこの

ような店舗ごとのカテゴリ構造の差異を用いることで,商品に対して様々な観点から他の商品を推

薦するシステムを提案する. 

 

橘 明穂，若宮 翔子，難波英嗣*広島市立大学，角谷 和俊，「レシピサイトにおけるネーミングコン

セプト抽出 ～料理名の修飾表現と材料・手順の関係～」，西日本 NLP 勉強会，広島市立大学，2013

年 11 月 1 日 

 

難波英嗣*広島市立大学，土居 洋子*広島市立大学，辻田 美穂*広島市立大学，竹澤 寿幸*広島市立

大学，角谷 和俊，若宮 翔子，橘 明穂，「複数料理レシピの自動要約」，西日本 NLP 勉強会，広島

市立大学，2013 年 11 月 1 日 

 

難波英嗣*広島市立大学, 土居 洋子*広島市立大学，辻田 美穂*広島市立大学，竹澤 寿幸*広島市立

大学，角谷 和俊, 「複数料理レシピの自動要約」，言語理解とコミュニケーション研究会 (NLC) 第

５回集合知シンポジウム, 東京都港区, 2013 年 12 月 3-4 日 

本稿では，複数テキスト要約の技術を用いて，レシピサイトに投稿された特定の料理に関する複数

のレシピから，その料理で使う典型的な材料と調理手順を出力する手法を提案する．レシピ間の類

似個所の検出には，同義語辞書，格フレーム辞書，述語項構造解ツールなど，様々な言語資源が必

要とされる．そこで，我々は統計的言語処理技術を用いて，レシピデータからこれらのリソースを

構築し，複数レシピ要約に用いた．  

 

丸山直樹*京都産業大学, 若宮翔子*京都産業大学, 細川侑士*京都産業大学, 河合由起子*京都産業

大学, 秋山豊和*京都産業大学, 角谷 和俊，「操作・閲覧履歴に基づくユーザ行動予測手法の提案」，
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電子情報通信学会総合大会，新潟大学 五十嵐キャンパス，2014 年 3 月 18-21 日 

近年,SNSから発せられる大量の CGMデータを分析し有用な情報を抽出する研究や,それらの情報を

用いて,災害時の被災支援へ応用するサービスが活発に行われている.しかしながら,解析対象となる

データはユーザ行動後に発生するため,イベント発生後の状況分析は可能であるが,イベント発生前

や発生直後の情報提供は困難である.本研究では,ユーザの Web 閲覧操作履歴のログを分析する事で、

将来ユーザがどこにいるかの位置推定を目指す. 

 

岩永 章吾*九州大学，牛尼剛聡*九州大学，角谷 和俊，「投稿者情報を活用した効率的なソーシャル

ストリームの「飛ばし聴き」手法」，第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM 

Forum 2014）論文集，F9-1, 兵庫県淡路島，2014 年 3 月 

Twitter 等の SNS 上で利用されるソーシャルストリームは大量投稿が一列に並んだストリーム型コ

ンテンツである．一般に，ユーザソーシャルストリームを構成するすべてのコンテンツを読むわけ

でない．ユーザは自分にとって興味を持ちそうなコンテンツのみ，その内容を正確に把握する「飛

ばし読み」を行う．視覚が利用できない状況や，視覚障害者がテキストコンテンツを閲覧するため

に，音声ブラウジングが広く利用されている．ソーシャルストリーム音声ブラウジングを行う際に，

全てのコンテンツを全部読み上げる場合には長時間を有し，効率的な音声ブラウジングが困難であ

るという問題点がある．この問題を解決するために，我々は，ソーシャルストリームの効率的な音

声ブラウジングを行うための「飛ばし聴き」手法を開発中である．本論文では，投稿者の情報が飛

ばし聴きの手がかりになるという仮説をたて，発信者をユーザとのつながりに基づいてグループ化

し，グループごとに定位を変化させることで，より短時間に音声ブラウジングにおいて飛ばし聴き

実現する手法を提案する．  

 

大図 圭介*工学院大学，北山大輔*工学院大学，中島伸介*京都産業大学，角谷 和俊，「観光オブジ

ェクトに対するユーザの滞在時間の差異に基づく経路探索システム」，第 6 回データ工学と情報マネ

ジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 2014）論文集，E9-5, 兵庫県淡路島，2014 年 3 月 

本研究では，ユーザの行動時間に着目して観光オブジェクトの予定コストを再計算し，新たな予定

時間を算出し，この新しい予定時間を用いて経路を推薦する手法を提案している．本手法では観光

オブジェクトの予定コストに対して長く，もしくは短く滞在した場合に，その変更理由が観光オブ

ジェクトへの興味の有無や歩き方，観光の仕方などのユーザの特性によるものであると考えた．そ

こで，観光オブジェクト間に関係を定義し，同種のオブジェクトには同じく興味があると考え同様

の影響を与え，異種の観光オブジェクトにはユーザの特性を考慮し少しの影響を与えるようにする

ことで適切な各観光オブジェクトの予定時間を算出できると考えた．本稿では，プロトタイプシス

テムを構築し，考察を行う． 

 

濱田 恵輔*京都産業大学，中島伸介*京都産業大学，北山大輔*工学院大学，角谷 和俊，「カーナビ

利用時の運転者の意向を考慮したルート推薦およびその学習方法」，第 6 回データ工学と情報マネジ

メントに関するフォーラム（DEIM Forum 2014）論文集，B9-6, 兵庫県淡路島，2014 年 3 月 

カーナビは非常に利便性の高いものであるが，常に運転者の意向に沿った経路推薦を行えるわけで

はない．例えば，カーナビが提示する推薦経路に対して，運転者が意識的に別ルートを走行するこ

とがある．これに対して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しばしば起

こるが，これでは運転者の意向に沿ったルートを提案しているとはいえない．我々はこれまでに，

カーナビの推薦経路と運転者の選択経路の差異を分析する事で運転者の意向に沿ったルート推薦を

可能にする手法および複数のコスト (距離，道幅，信号数など) を考慮することができる手法を提

案した．本稿では，これら複数コストを考慮する際の重みの計算方法を検討したので，実験結果を
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交えて報告する． 

 

Motoki Zaizen，Daisuke Kitayama*工学院大学 and Kazutoshi Sumiya，”An E-commerce Recommender 

System Based on Degree of Specialties in Online Shops”，第 6 回データ工学と情報マネジメントに関す

るフォーラム（DEIM Forum 2014) 論文集，B9-3，兵庫県淡路島，2014 年 3 月 

Use of online shopping sites, such as Amazon and Rakuten, has increased in recent years. Many shops 

participate in these sites. The categories of shops represent various intended uses for listed items. For 

example, a flashlight is often used for camping or emergency items, so some shops use a category such as 

“Outdoors” or “Emergency Supplies” for that item. In this paper, we aim to build a recommender system for 

specialty shops based on the viewpoints of items browsed by users. We first extract viewpoints of browsed 

items by using category structures of online shops. Through this, we analyze the category structures and 

selection of goods to determine specialty shops. 

 

Akiho Tachibana，Shoko Wakamiya*京都産業大学，Hidetsugu Nanba*広島市立大学  and Kazutoshi 

Sumiya，”Extraction of Naming Concepts Based on Modifiers in Recipe Titles”，第 6 回データ工学と情

報マネジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 2014) 論文集，F8-4，兵庫県淡路島，2014 年 3

月 

On user-generated recipe-sharing sites such as Rakuten recipe, various modifiers such as “Kid-friendly” and 

“Simple” are often used in the titles of the recipes to signify their characteristics. Although a modifier is 

used in a number of recipes' titles, the underlying concepts utilized vary. In this paper, we propose a method 

that extracts Naming Concepts for recipes based on modifiers in their titles. Specifically, we obtain typical 

ingredients and cooking utensils by summarizing the recipes for a dish to extract the differences between the 

elements of recipes and the typical elements in terms of addition, deletion and exchangeability and extract 

additional information from procedures. Then, we identify Naming Concepts for the recipes by extracting 

feature patterns based on the differences extracted and grouping them on the basis of the patterns. We also 

present a system that provides recipes with granted Naming Concepts for readers.  

 

若宮翔子*京都産業大学，李 龍，河合由起子*京都産業大学，角谷 和俊，「Twitter を用いた群衆の

パーソナリティのクラスタ分析による県民性抽出」，第 6 回データ工学と情報マネジメントに関する

フォーラム（DEIM Forum 2014）論文集，A5-5, 兵庫県淡路島，2014 年 3 月 

地域の特徴を理解することは，引っ越し，マーケティングや広告のような地理的な意思決定を行う

様々な場面において重要である．従来，社会調査のデータに基づく地域特徴の分析・抽出が行われ

ている．しかしながら，社会調査に基づく地域特徴は，頻繁に実施することが困難であるためリア

ルタイム性が低いという問題や，大規模な地域の人々を対象とした調査が難しいという地理的な拡

張性に関する問題がある．これに対し，近年普及している位置ベース SNS を活用することで，大

規模な群衆の経験をリアルタイムかつ客観的に観察することができるようになり，従来の社会調査

に基づき抽出される地域特徴を補完することが可能である．本稿では，地域特徴の一つとして地域

の人々に共通する気質や性格のバロメータである県民性に着目し，これを抽出するためのプラット

フォームを提案する．具体的には，Twitter から収集した群衆のライフログのメタデータに基づき各

ユーザの行動を抽出する．そして，行動に基づくパーソナリティを分析することによりユーザのタ

イプを判定し，ユーザごとに社会的遺伝子リストを抽出する．次に，ユーザを実空間にマッピング

し，ユーザ間の物理的な近接性とタイプの類似に基づく地理的クラスタリングを行う． 後に，地

域クラスタごとに特徴的なユーザタイプをそのクラスタの県民性として特定する．これにより，行

政区画に基づく都道府県だけでなく，より小さい地理的領域あるいはより大きい地理的領域におい
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て共通の人々の行動パターンを発見することが可能になる．さらに，Twitter を用いてユーザの行動

を客観的に観察することで，従来の社会調査とは異なる観点に基づく地域特徴を把握することが可

能になると期待される．  

 

丸山 直樹*京都産業大学，若宮翔子*京都産業大学，細川 侑士*京都産業大学，河合由起子*京都産

業大学，秋山豊和*京都産業大学，角谷 和俊，「実世界ユーザ行動予測のための閲覧履歴に基づく欠

損データ補間手法の提案」，第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 

2014）論文集，B4-3, 兵庫県淡路島，2014 年 3 月 

近年，SNS から発せられる大量データを分析し有用な情報を抽出する研究や，それらの情報を用い

て，災害時の被災支援へ応用するサービスが活発に行われている．本論分ではユーザの 閲覧操作履

歴等を用いることで，実空間での将来のユーザ行動を予測する手法を提案し，構築したシステムを

用いて評価実験を行う．具体的には，ユーザの操作・閲覧履歴から時間と場所に関係するデータを

抽出・分類し，ベイズ推定等を用いて移動確率を算出する．また，イベント発生に関しても，発生

予測を行う．これにより，イベントが発生前及び発生直後に発生場所における居住者，訪問者，訪

問予定者の判定が可能になる．本システムにより，地震などの災害発生前，または発生直後に各ユ

ーザ毎に適切な避難経路や交通情報等を提供可能となる． 

 

YuanYuan Wang，Yukiko Kawai*京都産業大学 and Kazutoshi Sumiya, "An Exploratory Search Method for 

Presentation Contents based on User Browsing Behavior", 第 6 回データ工学と情報マネジメントに関す

るフォーラム（DEIM Forum 2014)，兵庫県淡路島，2014 年 3 月 

MOOC is a crucial platform for improving education; students are able to browse various educational 

presentation contents through the Web. Any single presentation content can only cover a small fraction of 

knowledge in a specific domain, and thus offers a limited depth of information. Students then have to go 

through various presentation contents, but this would be time-consuming and difficult to explore. Therefore, 

we propose a novel exploratory search tool for presentation contents based on a meaningfully 

structured presentation by using slides, called an interactive poster. The interactive poster places textual and 

graphic elements of slides in a structural layout with a zooming user interface by semantically analyzing the 

slide structure. Through this, our exploratory search can support students interactively browsing an 

interactive poster with their operations, for retrieving and navigating information from other 

presentation contents maps students' specific needs by considering the students' browsing behavior on the 

structure of the interactive poster. In this paper, we discuss two types of exploratory search, (1) topic 

focused searching based on well-matched browsing behavior that enables users obtain details of specific 

topics; and (2) exploratory browsing based on distributed browsing behavior that enables the users find 

various relevant information on topics of interest. 

 

Kota Tomoyasu，YuanYuan Wang，Reo Kimura and Kazutoshi Sumiya，""Analyzing Dissemination Processes 

of Mail-based Disaster Information Systems -A Case Study of Typhoon Man-yi in 2013-"", 第 6 回データ工

学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 2014) 論文集，P3-5，兵庫県淡路島，2014

年 3 月 

Japan’s recent disaster response management planning efforts have focused on non-structural measures. 

Many local governments often disseminate evacuation information through mail-based disaster information 

systems. Local governments make evacuation announcements based on their best judgment, and after that, 

they disseminate these announcements further using e-mails. However, there are no format of mail-based 

disaster information systems, and it has proven difficult to disseminate the appropriate evacuation 
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information at the right time. Further, there are no current studies focused on developing a more suitable and 

effective management of mail-based disaster information system. We intend to analyze problems associated 

with current disaster information systems?with the objective of being able to recommend improvements?by 

focusing on actual evacuation information dissemination processes of mail-based disaster information 

systems. We begin with a survey of the actual content and timing of text messages issued by local 

governments. In this way, we are able to identify differences between text messages and time delays in the 

dissemination of evacuation information by local governments. Our case study is based on a survey of the 

evacuation information dissemination processes used in the case of Typhoon Man-yi (2013). 

 

三原真衣子，王元元，北山大輔*工学院大学，角谷和俊，「映像の地理的メタデータに基づくストリ

ートビュー制御方式」，第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 

2014) 論文集，P3-1，兵庫県淡路島，2014 年 3 月 

TV 番組の中には歴史的な場所や観光名所などを紹介しているコンテンツが存在する．これらのコ

ンテンツは視聴者に番組におけるトピックとなるスポットの地理情報を提示することが可能である

が，番組の構成上，スポット間の移動などはシーンの切り替えによって瞬時に行われるため，視聴

者はスポット間の距離感やスポットの周辺状況を把握することが困難な場合がある．そこで，本研

究では，TV 番組の字幕データを用いることにより，番組における時間的関係と実空間における地

理的関係といった地理的メタデータを抽出する．それらの地名を用いて地図や写真とストリートビ

ューとを対応付け，時間的関係と地理的関係に基づいて自動的にストリービューの演出を施す．こ

れにより，映像に連動したストリートビューの自動制御方式を提案する． 

 

浅川 拓*京都産業大学，濱田 恵輔*京都産業大学，中島伸介*京都産業大学，北山大輔*工学院大学，

角谷 和俊，「ナビ利用を伴う群集移動の分析に基づいた経路選択における集合知獲得手法の提案」，

第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 2014）論文集，P2-4, 兵庫

県淡路島，2014 年 3 月 

事故, 渋滞, 災害等の突発的な理由により, 一部交通機関がマヒすることで目的地までの移動手段

の選択に迷うことがある. その時の状況に応じて, ベストの選択を行うことは容易ではないが, 実

際のナビ利用履歴を分析すれば, 比較的良好な経路を選択できたケースやそうでないケースを検出

することが可能となる. 本研究では, ユーザの 終目的地までの過程において, ナビシステムにて

推薦されたが選択しなかった経路と, 実際に選択した経路の特徴的な差異から, ユーザの経路決定

に対する意図を抽出する技術を提案する . 特に経路選択としての成功例に着目することで ,経路選

択における集合知獲得が可能になると考えている. 

 

中井 寿一*京都産業大学，山本 美佳*京都産業大学，河合由起子*京都産業大学，川崎 洋*鹿児島大

学，赤木 康宏*鹿児島大学，若宮翔子*京都産業大学，角谷 和俊，「Tweet を用いた歩行者推移推定

モデルに基づく二輪車ナビシステムの提案」，第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォー

ラム（DEIM Forum 2014）論文集，B3-5, 兵庫県淡路島，2014 年 3 月 

本論文では，二輪車向け Twitter データを用いた歩行者混雑予測手法，ならびに二輪車向けナビゲ

ーションシステムについて述べる．四輪車より歩道側を走ることが多い二輪車は四輪車と比べ，歩

行者との接触等の危険性が高い．そこで本研究では位置情報付きツイートを取得し，交差点をノー

ド，歩道をエッジとする双方向グラフを作成し，遷移確率行列を構築することで交差点への人の推

移を算出し，交差点と歩道の混雑を予測する．また算出した混雑度からダイクストラ法を用いてル

ートを算出するナビゲーションシステムを構築する．本論文では歩行者混雑予測手法の提案ならび

に構築したシステムの有効性を検証する． 
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安井 豪基*京都産業大学，王 元元，細川 侑士*京都産業大学，河合由起子*京都産業大学，秋山豊

和*京都産業大学，角谷 和俊，「SNS・Web 間のシームレスなコミュニケーションシステムの提案」，

第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 2014)論文集，B1-2，兵庫

県淡路島，2014 年 3 月 

本研究では，ツイートユーザと Web ユーザが各々が利用しているメディア (Twitter と Web) を通

して，リアルタイムにコミュニケーションが可能なシステムの構築を目指す．具体的には，ツイー

トの発信場所とページの内容 (場所名) を抽出することで，ツイートと Web ページを対応付ける．

対応付けられたツイートはページ上に提示される．これにより，Web ユーザは，ページを閲覧しな

がら内容に関わる場所で発信されたその場所に関するツイートを閲覧できる．また，Web ユーザは

発信したツイートに対して，メッセージを発信できる．発信されたメッセージは，ツイートユーザ

に対して，ツイートメッセージとして提示される．本論文では，位置情報に基づいたツイートと Web

ページ関連付け手法ならびに Twitter と Web のシームレスなリアルタイム通信システムの構築手

法について述べ，実装システムを検証する． 

 

【招待講演】 

 Less-Conscious Information Retrieval Techniques for Location Based Services, Kazutoshi Sumiya 

 フランス国立情報学自動制御研究所，フランス，パリ，2013 年 9 月 

 

 Less-Conscious Information Retrieval Techniques for Location Based Services, Kazutoshi Sumiya 

 University of Nottingham, Geospatial Institute, UK, Nottingham, February 2014 

 

【国際技術交流】 

  The Naval Academy Research Institute, フランス・ブレスト 

 

 Czech Academy of Sciences, プラハ・チェコ 

 

 University of Nottingham, Geospatial Institute, イギリス・ノッティンガム 

 

【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） 

TOD58 号,  2013 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） 

TOD59 号,  2013 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） 

TOD60 号,  2013 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） 

TOD61 号,  2014 年 3 月発行 (編集委員) 

 

【学会活動】 
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〔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) 

 

 Database System for Advanced Applications, Steering Committee Member (Treasurer)  

 

〔会議委員等〕 

The 5th International Workshop on Location Based Social Network Symposium (LBSN 2014) (Program 

Committee) 

 

Korea-Japan Database Workshop (Member) 

 

The 13th  International Symposium on Web and Wireless Geographical Information Systems (W2GIS 

2014) (Program Committee) 

 

The 28th  International Symposium on Applied Computing (ACM SAC 2014), Multimedia and 

Visualization Technical Track (MMV) (Program Committee) 

 

The 5th  International Workshop on Social Networks and Social Web Mining (SNSM'2014) (Program 

Committee) 

 

World Wide Web Journal, Springer (Reviewer) 

 

第 4 回ソーシャルコンピューティングシンポジウム (担当理事) 

 

【研究費取得状況】 

株式会社ミックウェア共同研究費 

 平成 25 年度 3,000 千円 

 

株式会社ミックウェア研究助成金 

 平成 25 年度 3,000 千円 

 

株式会社リクルートテクノロジーズ研究助成金 

 平成 25 年度 3,000 千円 

 

株式会社サムスン横浜研究所研究助成金 

 平成 25 年度 1,000 千円 

 

【知的財産権（特許）】 

〔特許登録〕  計 7 件 
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情報システム、サーバ装置、端末装置、情報処理方法、およびプログラム 
特許登録日 2013/9/6 
特許番号 5357966 
 
情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム 
特許登録日 2013/9/27 
特許番号 5371480 
 
地域情報出力装置、地域情報出力方法、およびプログラム 
特許登録日 2013/11/8 
特許番号 5404234 
 
地図情報処理装置、ナビゲーション装置、地図情報処理方法、およびプログラム 
特許登録日 2013/11/22 
特許番号 5414284 
 
地図表示装置、地図表示方法、およびプログラム 
特許登録日 2014/2/21 
特許番号 5478242 
 
地図画像取得装置、地図画像取得方法、及びプログラム 
特許登録日 2014/2/21 
特許番号 5478418 
 
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 2014/3/25 
特許番号 8682577 
 

〔特許出願〕  計 2 件 

 

広告出力装置、広告出力方法、およびプログラム 

特願 2013-230427  

2013/11/6 

 

番組受信装置、番組受信方法、およびプログラム 

特願 2014-005252 

2014/1/15 

 

〔出願人変更〕  計 3 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 2008-214895 

 

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 2006-210641 

 

ゲーム端末装置、サーバ装置、およびプログラム 

特願 2010-234444  
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【受賞等】 

[SocInfo2013 Best Paper Runner-up] 

Shoko Wakamiya, Ryong Lee*Korea Institute of Science and Technology Information and Kazutoshi Sumiya, 

Social-Urban Neighborhood Search based on Crowd Footprints Network, Proc. of the 5th International 

Conference on Social Informatics (SocInfo2013), pp. 429-442, Kyoto, Japan, November 25-27, 2013 

 

[2014 年 3 月 DEIM 2014 優秀インタラクティブ賞] 

[2014 年 3 月 DEIM 2014 学生プレゼンテーション賞]  

YuanYuan Wang，Yukiko Kawai*京都産業大学 and Kazutoshi Sumiya，An Exploratory Search Method for 

Presentation Contents based on User Browsing Behavior，第 6 回データ工学と情報マネジメントに関す

るフォーラム（DEIM Forum 2014)，兵庫県淡路島，2014 年 3 月 3-5 日 

 

[2014 年 3 月 DEIM 2014 優秀インタラクティブ賞] 

若宮翔子*京都産業大学，李 龍*Korea Institute of Science and Technology Information，河合由起子*

京都産業大学，角谷 和俊，Twitter を用いた群衆のパーソナリティのクラスタ分析による県民性抽

出，第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 2014）論文集，A5-5, 

兵庫県淡路島，2014 年 3 月 
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鄧 秀 
 

【学術論文】 

Xiu  Deng  

Policies of Educational Services for the Aging Society 
―A Preliminary Comparative Analysis between China and the United States― 
This study is a preliminary comparative analysis of the latest policies of educational 
services for the aging society in China and in the United States. The analytical framework 
of educational services in this study was focused on four aspects: (1) research to support 
the older people, (2) education of the younger generation to prepare for the aging society, 
(3) provision of an educational environment for the older people, (4) training of workforces 
in the field of aging. The study was done in four steps. The first step was to examine the 
most influential laws relating to the aging society both in China and the United States. The 
second step was to analyze China's policies of educational services for the aging society 
presenting in the “Law of the People’s Republic of China on Protecting the Rights and 
Interests of the Older People”. Thirdly, the United States' policies of educational services 
for the aging society presenting in “Older Americans Act” were illustrated. Lastly, the 
comparative study was carried out as follows: (1) an analysis of the objectives offered by 
different systems, (2) a comparison between the two countries' policies to ascertain 
similarities and differences, (3) recommendations based on the knowledge obtained in the 
comparative study for the purpose of providing some constructive suggestions for the 
policymakers, researchers and educators in China. 
『兵庫県立大学環境人間学部研究報告』 第 16 号 PP.67-75  2014 年 3 月 

 

【教科書】 

鄧秀・湯海鵬『楽しいキャンパスライフ』 白帝社 104 ページ 2014 年 3 月 

 本書は初めて中国語を学ぶ人のための入門テキストである。日本の学生が中国語を勉強する際の

難点を考慮しながら、実際日常生活でよく使える語句・例文を取り上げ、実用性の高い内容を取り

入れている。中国の文化の理解にも役に立つものである。 

 

【口頭発表】 

Aging Issues and Educational Policies for the elderly in China 

第 21 回日韓国際交流セミナー 2013 年 11 月 

 
  



コミュニケーション環境 

116 
 

中桐 斉之 
 

【学術論文】 

中桐 斉之， 向坂 幸雄*， 泰中 啓一**， 小存続可能個体数と絶滅の空間パターンによる影響 : 格

子モデルによる解析，数理解析研究所講究録， 1796， 167-171， 2012. 
*中村学園大学短期大学部，**静岡大学創造科学技術大学院 

We built a lattice model with minimum viable population. The lattice model was built under consideration of 

an encounter between individuals. In this model， we built the one species system which consists of a 

hermaphroditic species. On the two-dimensional lattice， we analyzed population dynamics and spatial 

patterns in this system with Monte-Carlo simulation. As a result， it was found the species is extinct when 

the initial density of the species is smaller than a constant value: minimum viable population. In addition， 

we found that the population is divided into survival and extinction according to slight difference of the 

initial density. 

 

中桐斉之，上谷成生，中井穂高，内平隆之，米山寛二， 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、第３７回情報システム教育学会全国大会講演論文集， 20-21， 2012. 

本論文は，新たなタイプの学生 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．ＳＮＳの運営は，地域連携センターの学生プロジェクトが行った．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． 大の課題は，登録

ユーザ数の拡大である。 

 

中桐斉之，中井穂高，内平隆之，内田弘三*，仲澤弘一**，米山寛二，ゲーミフィケーション技術を

用いた就職活動支援システム「就活なう」の開発，第３８回教育システム情報学会全国大会講演論

文集、309-310． 

本研究では、ゲーミフィケーションのユーザを活性化させるノウハウを就活の事前学習に援用し、

就活の事前学習を自分事に変えることで予備知識なく就活を行う学生を減らすだけでなく、本シス

テムを実際の就職活動とリンクさせることで、学生の就活を支援するシステムを構築し、その実証

実験を行った。その結果、本システムは学生のモチベーションの維持に効果があることがわかった。 

 

中桐斉之，中井穂高，内平隆之，米山寛二，ゲーミフィケーション技術を用いた就職活動事前学習

システムの開発，第 12 回科学技術フォーラム，K034-1-2 

本研究では、就職活動（就活）の事前学習を予備知識なく就活を行う学生を減らすため、モバイル

端末を用い、ゲーミフィケーションのユーザを活性化させるノウハウを援用したシステム「就活な

う」を構築し、その実証実験を行った。その結果、本システムは、繰り返しての学習することが可

能となること、学生の就活事前学習の学生のモチベーションの維持に効果があることがわかった。 

 

中桐斉之，稲田淑花，内平隆之，米山寛二，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「就活なう」の開発，教育システム情報学会 2013 年度特集研究会研究報告，1-6 

現在、大学内での就職活動の事前学習は講義形式で行われることが多いが、その場かぎりで繰り返

しの学習が困難等と様々な問題点が存在する。一方、近年、様々な課題をゲーム仕立てにすること

でユーザーの負担軽減につながるゲーミフィケーション技術が注目されている。そこで、本研究は

ゲーミフィケーション技術を援用した就職活動事前学習システムの開発を行い、実証実験を行った。 
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稲田淑花、中桐斉之「携帯端末によるゲーミフィケーション技術を用いた就職活動事前学習支援シ

ステムの開発」，第７６回情報処理学会全国大会公園論文集， 2014. 

大学が行う就職活動の事前準備においては講義形式での学習が多く、継続的な学習や大学の学習状

況の把握という点で問題がある。本研究では、学生に効果的・継続的に就職活動事前知識を得ても

らうため、学生がアクセスしやすい携帯端末を利用し、ゲーミフィケーションのユーザを活性させ

るノウハウを用いて就活事前知識をゲーム感覚で学べるシステム「就活なう」を開発した。また、

登録ユーザによる実証実験を実施した。 

 

中桐斉之，向坂幸雄**， 生息地破壊による絶滅の格子モデリング：空間パターンと生物移動の影響，

第７６回情報処理学会全国大会公園論文集， 2014. 

生息地が破壊されたときの影響について、生息地の空間パターンの影響に焦点をあて、2 種の生物

の存在する格子モデルを用いて解析を行った。モデル生態系として、2 次元格子上に 2 種の生物と、

生物の進入することの出来ない破壊地をランダムに配置し、シミュレーションを行い生息地破壊の

影響を解析した。また、生物の移動・移住が考慮されていなかったが、移動を考慮した生息地破壊

が個体群動態に与える影響も解析を行った。 

 

 

【国際会議】 

Nariyuki， Nakagiri， Yukio， Sakisaka， Kei-ichi， Tainaka， The Species Extinction on Model Ecosystems 

Caused by Habitat Destruction and Fragmentation，Book of Abstracts isem2013，207. 

Habitat fragmentation should also affect the persistence of species. However, a cause-and-effect relation 

between the destruction of the habitat and extinction is very complicate. So far, the effect of local 

destruction has been studied in lattice models by two different approaches: bond destruction model and site 

destruction model. Here, we employ spatially explicit simulations with stochastic lattice models to compare 

different types of habitat destructions on extinction:  (1) habitat fragmentation only (bond destruction), (2) 

both habitat loss and fragmentation (random site destruction) and (3) habitat loss only (continuous site 

destruction: destructed sites are connected).  

 

【学会口頭発表】 

中桐斉之，上谷成生，中井穂高，内平隆之，米山寛二， 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、第３７回情報教育システム学会全国大会，千葉工業大学芝園キャン

パス，2012 年 8 月 

前掲「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」参照 

 

中桐斉之，生息地の空間構造が生物の個体群動態に与える影響：格子モデルを用いた解析、個体群

生態学会第 27 回大会、東邦大学習志野キャンパス、2012 年 9 月 

本研究では、生息地が破壊されたときの影響について、生息地面積と生息地の分断化に焦点を当て

て、２種の生物の存在するモデル生態系を用いて解析を行った。その結果、生息地破壊によって、

生息地が分断化し個々の生息地の大きさが変化すると、個体数密度が急激に減少し、絶滅に至るこ

とがわかった。また、被食者の移動があるとき、分断化が起こると、さらに絶滅しやすくなること

がわかった。 

 

中桐斉之、生息地破壊と分断化の関係：移動と絶滅、第 22 回日本数理生物学会大会、2012 年 9 月、

岡山大学津島キャンパス 
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生物が生息している環境は、都市開発などによって常に変化しており、生物種の絶滅を引き起こす

要因の一つに生息地破壊がある。この生息地破壊の研究については、二次元格子モデルを使用し、

空間の影響や相互作用を含めた個体群動態を解析したものがある。しかし、これらの研究では、生

物の移動を考慮したものがあまりなかった。そこで本研究では、移動を考慮した生息地破壊が個体

群動態に与える影響を明らかにすることした。 

 

中桐 斉之， 向坂 幸雄*， 泰中 啓一**，二次元格子モデルにおける生物の絶滅と生息地の空間構

造：生息地破壊による分断化， 第 9 回生物数学の理論とその応用，京都大学数理解析研究所， 2012

年 11 月. 
*中村学園大学短期大学部，**静岡大学創造科学技術大学院 

生物の絶滅要因の一つに生息地の破壊がある。本報告では、生息地が破壊されたときの影響につい

て解析を行った。モデル生態系として、２次元格子上に２種の生物を配置し、それぞれ、増殖、捕

食、死亡のプロセスを繰り返させる。この際、格子間に壁をランダムに挿入し、この壁によって増

殖と捕食のプロセスを制限した。その結果、壁の長さを増加させると、捕食者が絶滅しやすくなる

ことがわかった。 

 

中桐斉之、モデル生態系における生息地破壊による絶滅：分断化と移動による影響、日本生態学会

第 60 回大会、静岡県コンベンションアーツセンター，2013 年 3 月 

生物種の絶滅を引き起こす要因の一つに生息地破壊がある。この生息地破壊のモデルを用いた研究

については、二次元格子モデルを使用した個体群動態を解析したもの等がある。しかし、これらは、

生物の移動を考慮していない。そこで本研究では、移動を考慮した生息地破壊が個体群動態に与え

る影響を明らかにすることした。その結果、移動を考慮しない場合より生き残り易い場合と生き残

り難い場合があることがわかった。 

 

谷川千奏、中桐斉之、榎原周平、納豆菌コロニーのパターン形成に関する研究、日本生態学会第 60

回大会，静岡県コンベンションアーツセンター，2013 年 3 月 

バクテリアは栄養を与えた培地の上で成育する際、栄養と培地で寒天の濃度を変化させると、コロ

ニーのパターンが変化する。枯草菌では、樹枝状のパターン、高度に枝分かれする円盤状に近いパ

ターン、円盤状パターン等が形成される。枯草菌の一種納豆菌は、ポリグルタミン酸を産生するた

め、パターンの形成条件が異なると予想される。本研究では、納豆菌のパターン形成を培養実験と、

二次元格子を用いたモデルの構築し解析を行った。 

 

中桐斉之，中井穂高，内平隆之，内田弘三*，仲澤弘一**，米山寛二， ゲーミフィケーション技術

を用いた就職活動支援システム「就活なう」の開発，第３８回教育システム情報学会全国大会， 金

沢大学， 2013. 9 
*株式会社ダイネンヒューマン plus，**株式会社グリッサンド 

前掲「ゲーミフィケーション技術を用いた就職活動支援システム「就活なう」の開発」参照 

 

中桐斉之，中井穂高，内平隆之，米山寛二，ゲーミフィケーション技術を用いた就職活動事前学習

システムの開発，第 12 回科学技術フォーラム， 鳥取大学， 2013. 9 

前掲「ゲーミフィケーション技術を用いた就職活動事前学習システムの開発」参照 

 

中桐斉之，破壊地の格子モデルとパターン形成， パターン形成の数理生物学シンポジウム， 招待

講演， 第 23 回日本数理生物学会大会，静岡大学， 2013，9. 
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枯草菌の一種、納豆菌は、栄養を与えた培地の上で成育する際、栄養と培地で寒天の濃度を変化さ

せると、コロニーのパターンが変化する。本研究では、このパターン形成を培養実験と、二次元格

子を用いたモデルの構築より、解析を行った。実験の結果、栄養濃度と寒天濃度の条件が同じでも

現れるパターンが異なる条件があることがわかった。また、生息地破壊に関するモデルの発表もお

こなった。 

 

 

Nariyuki， Nakagiri， Yukio， Sakisaka*， Kei-ichi， Tainaka**， The Species Extinction on Model 

Ecosystems Caused by Habitat Destruction and Fragmentation， The 19th biennial ISEM Conference - 

Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change -，  Oct. 2013， 

Toulouse， France 
*中村学園大学短期大学部，**静岡大学創造科学技術大学院 

前掲「The Species Extinction on Model Ecosystems Caused by Habitat Destruction and Fragmentation」参

照 

 

中桐斉之，稲田淑花，内平隆之，米山寛二，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「就活なう」の開発，教育システム情報学会 2013 年度特集研究会， 名古屋学院大学， 

2014. 3 

前掲「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「就活なう」の開発」参

照 

 

稲田淑花、中桐斉之「携帯端末によるゲーミフィケーション技術を用いた就職活動事前学習支援シ

ステムの開発」，第７６回情報処理学会全国大会，東京電機大学，2014.3 

前掲「携帯端末によるゲーミフィケーション技術を用いた就職活動事前学習支援システムの開発」

参照 

 

中桐斉之，向坂幸雄**， 生息地破壊による絶滅の格子モデリング：空間パターンと生物移動の影響，

第７６回情報処理学会全国大会，東京電機大学，2014.3 

前掲「生息地破壊による絶滅の格子モデリング：空間パターンと生物移動の影響」参照 

 

Kiyama， S.， Ebara， S.， Nakagiri， N.， *Sakisaka， Y.， Pattern formation of Bacillus subtilis var. 

natto depending on nutrient concentration， 日本生態学会第 61 回全国大会、2014 年 3 月 

枯草菌の一種納豆菌は栄養を与えた培地の上で成育する際、栄養と培地で寒天の濃度を変化させる

と、コロニーのパターンが変化する。本研究では、このパターン形成を培養実験と、二次元格子を

用いたモデルの構築より、解析を行った。実験の結果、同じ環境条件で成育した枯草菌と納豆菌を

比較すると、納豆菌の方がコロニーの成長が遅く、枯草菌と納豆菌で、あるパターンにおいて栄養

濃度と寒天濃度の条件が異なることがわかった。 

 

中山玄樹，木山翔太，中桐斉之， 格子モデルによる納豆菌の空間パターン形成と破壊地、日本生態

学会第 61 回全国大会、2014 年 3 月 

生息地破壊における生物の存続や侵入の問題は重要なトピックとなっている。本研究では枯草菌と

細菌学的性質が同一である納豆菌を用い、培地を部分的に破壊することで、破壊された生息地が納

豆菌コロニーの空間パターン形成にどのような影響を与えるか観察した。その結果、通常の培養と

比較すると破壊地がある場合はコロニーが縮小する場合があることが分かった。しかし、栄養条件
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によっては逆に拡大する場合があることが分かった。 

 

【研究費取得状況】 

文部科学省科学研究費補助金（若手研究基礎研究（B））「格子確率モデルを用いた生息地破壊・復

元におけるヒステリシスの研究」 

平成24年度～26年度 研究費総額350万円 

 

姫路市産学協同研究助成「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 研究費総額100万円 

 

【その他】 

第７６回情報処理学会全国大会、学生奨励賞「携帯端末によるゲーミフィケーション技術を用いた

就職活動事前学習支援システムの開発」稲田淑花、中桐斉之 

前掲「携帯端末によるゲーミフィケーション技術を用いた就職活動事前学習支援システムの開発」

参照 
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中松 和已 
 

【著書】 

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 

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 

   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. 
 

Kazumi Nakamatsu, Jair Minoro Abe*:  

Paraconsistent Annotated Logic Programs and Application to Intelligent Verification Systems. Innovations in 

Intelligent Machines 4, pp.279-315, Springer-Verlag 2014 

   Paraconsistent Logic is well known as a logical tool that can deal with inconsistency in a consistent logical 

system. In this chapter we introduce the development of a paraconsistent annotated logic program called 

Extended Vector Annotated Logic Program with Strong Negation (abbr. EVALPSN). First of all, we review 

paraconsistent annotated logics P T and their logic programs, and introduce the development from the 

paraconsistent logics P T to EVALPSN and their formal definitions. Furthermore, we introduce one version of 

EVALPSN named before-after (abbr. bf)-EVALPSN, which can deal with before-after relations between two 

time intervals, and its reasoning system consists of two kinds of inference rules with an example. We also 

provide a bf-EVALPSN based safety verification system for a pipeline process order control with simple 

examples. 

 

【学術雑誌】 

Kazumi Nakamatsu(Editor-in-Chief), 

International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems, Vol.5, nos.2-4(2013), Vol.6, no.1(2014), 

Inderscience Publisher Ltd., UK. 
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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 

 

【学術論文】 

Yuya Suzuki*, Kazumi Nakamatsu, Hiroshi Mineno*: 

*Shizuoka University 

A Proposal for an Agricultural Irrigation Control System Based on Support Vector Machine, Proc.2nd IIAI 

International Conference on Advanced Applied Informatics, CD-ROM, 4 pages, Sep. 2013 

   In recent years, various agricultural support systems for greenhouse horticulture have been proposed and 

implemented. One such existing agricultural support system is a cloud system that enables users to monitor the 

greenhouse climate or remotely control some devices using smartphones or tablet PCs. However, existing 

systems assume that users have expertise in agriculture, because users decide to which and when control 

devices should be run based on sensor data. Therefore, it is difficult for non-experienced farmers to use 

existing agricultural support system. In this context, it is aimed to develop an agricultural support systems for 

non-experienced farmers. In this paper, we propose an agricultural cloud support system for greenhouse 

horticulture that is SVM-based agricultural automatics irrigation system that automatically adjusts the quantity 

of water based on sensor data. This system enables users who don’t have expertise in agriculture to irrigate 

properly. 

 

Sheila Souza*, Jair Minoro Abe**, Kazumi Nakamatsu: 

*Paulista University, **Sao Paulo University 

MICR Automated Recognition based on Paraconsistent Artificial Neural Networks. Proc. KES 2013, 

pp.1083-1091, Elsevier Publishers Sep. 2013 

   The purpose of this paper is to discuss an automated computational system able to recognize MICR 

characters commonly used on bank checks based on Paraconsistent Artificial Neural Networks due to their 

intrinsic ability to deal with imprecise, inconsistent and paracomplete data. The recognition process is carried 

out from character features chosen in advance based on Graphology and Graphoscopy techniques. The 

analysis of such features and the character recognition are performed employing Paraconsistent Artificial 

Neural Networks. Actual checks batches were presented to validate the proposed study and 97.8 percent of the 

characters were recognized correctly by the system. 

 

Jair Minoro Abe*, Helder F. S. Lopes*, Kazumi Nakamatsu: 

*Paulista University 

Paraconsistent artificial neural networks and EEG.  KES Journal Vol.17 No.2, pp.99-111, 2013 

   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). 

 

【招待論文】 

Kazumi Nakamatsu, Jair Minoro Abe*:  

*Sao Paulo University 

The paraconsistent process order control method. Vietnam J. Computer Science Vol.1, no.1 pp.29-37, 2014 
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   We have already developed some kinds of paraconsistent annotated logic programs. In this paper we 

propose the paraconsistent process order control method based on a paraconsistent annotated logic program 

called before–after extended vector annotated logic program with strong negation (bf-EVALPSN) with a small 

example of pipeline process order verification. Bf-EVALPSN can deal with before–after relations between two 

processes (time intervals) in its annotations, and its reasoning system consists of two kinds of inference rules 

called the basic bf-inference rule and the transitive bf-inference rule. We introduce how the 

bf-EVALPSN-based reasoning system can be applied to the safety verification for process order. 

 

中松和已 “般若心経と山野愛子”日本美容福祉学会誌 Vol.13, pp.41-44, 2014 

   山野愛子が美容芸術論を著して二十数年の時が経つ。山野愛子が生涯を捧げた美容を通して創り

上げ伝えたかった美道の本当の意味とは何なのか。美道に基づく美容を施すものの心とはどのよう

にあるべきかを山野愛子著「美容芸術論」と仏教の原典である般若心経を対比させ明らかにしたい。

また、美道により美を創出するとはどういうことなのかを美道五原則を陰陽道（陰陽五行説）によ

る相生相剋モデルを基に考えた。 

 

【招待講演】 

Kazumi Nakamatsu: Application of Paraconsistent Annotated Logic Program EVALPSN to Intelligent Control, 

at ICEST2013, University "St. Kliment Ohridski", Bitola, Macedonia, June 26 2013 

 中松の提唱したパラコンシステント論理プログラムＥＶＡＬＰＳＮに基づく知的制御・安全性検

証システムについて、その原理と応用方法を具体例を示しながら講演した。 

 

Kazumi Nakamatsu: Application of Paraconsistent Annotated Logic Program EVALPSN to Intelligent Control, 

at 1st NAFOSTED2014, Military Academy , Hanoi, Vietnam, March 13, 2014 

 中松の提唱したパラコンシステント論理プログラムＥＶＡＬＰＳＮに基づく知的制御・安全性検

証システムについて、その原理と応用方法を具体例を示しながら講演した。 

 

【社会活動】 

国際会議 大会議長／プログラム委員(長)他 

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 

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 

INISTA2014・国際プログラム委員、査読委員 

ICCCI2014・国際プログラム委員長 

ICGEC2014・プログラム広報委員長 

ACCII14・国際プログラム委員、査読委員 

IIHMSP2014・国際プログラム委員、査読委員 

BI2014・国際プログラム委員 

KES2014・国際プログラム委員、招待セッシ

ョン議長 
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ＫＥＳＩＤＴ14・日本セクション議長、国際

プログラム委員、ワークショップ議長 

ACM MEDES14・国際プログラム委員、 

査読委員 

HIS14・国際プログラム委員、査読委員 

CSTSC14・国際プログラム委員、査読委員 

SOCPAR14・国際プログラム委員、査読委員 

HAISI14・国際プログラム委員、査読委員 

ICWIT2014・国際プログラム委員、査読委員 

INC14・国際プログラム委員、査読委員 

NABIC14・国際プログラム委員、査読委員 

BICS14・国際プログラム委員、査読委員 

KEOD2014・プログラム委員、査読委員 

ICSOFT2014・国際プログラム委員、査読委員 

Artificial Intelligence-2014 組織委員 

査読委員 

ISDA2014・国際プログラム委員、査読委員 

WICT2014・国際プログラム委員、査読委員 

ICEST2014・国際プログラム委員、査読委員 

ICAISC2014・国際プログラム委員 

EISIC2014・国際プログラム委員、査読委員 

CSNT2014・国際プログラム委員、査読委員 

ADM2014・国際プログラム委員、査読委員 

MEDI2014・国際プログラム委員、査読委員 

IC3K2014・国際プログラム委員、査読委員 

BIC-TA2014・国際プログラム委員、査読委員 

AMLTA2014・国際プログラム委員、査読委員 

FUTURE COMPUTING2014・ 

国際プログラム委員、査読委員 

IBAIC2014・国際プログラム委員、査読委員 

HCI14・国際プログラム委員、査読委員 

SYNASC2014・国際プログラム委員、査読委

員 

IWSSS2014・国際プログラム委員、査読委員 
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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, 

 

Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam 

 

【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センサーネットワーク情報と人

の経験知識との融合推論に関する研究」 

平成 23 年度～25 年度 研究費総額５0７万円 研究代表 

 

【その他】 

ベトナム国立科学技術振興助成財団助成金審査委員 

南オーストラリア大学海外学位審査委員 

2013 QS World University Ranking 評価委員 



ヒューマン・サイエンス 

 126

Elsevier World University Ranking 評価委員 

中松和已 “般若心経と山野愛子”Beauty Club No.713, pp.48-51, 国際美容協会 2014 
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堀毛 荘市 
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宮本 節子 
 

【国際学会発表】 

Minoura, Y.**, Asai, A.*, Miyamoto, S. 

**お茶の水女子大学、*桜美林大学 

How to Incorporate the ‘Time’ Dimension in Social Psychological Research 

Most of social psychological research deals with phenomena at one point in time and tries to understand 

dynamics of various factors related to a phenomenon under study despite human beings live in time. This 

study attempts to incorporate ‘Time’ dimension by regarding that everyday life consists of accumulation of 

various decision-makings. By borrowing the idea of a bifurcation point (BFP in short) from Trajectory 

Equifinality Model (Sato, et al, 2007) we analyze socio-cultural, historical and personal factors involving in 

one’s decision making.  By uniting a series of bifurcation points along life course, we attempt to take into 

consideration the time dimension in a study of intercultural experience. 

The 10th Biennial Conference of AASP in Yogyakaruta  2013. 8. 21-24 

 

【国内学会発表】 

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 

日本体験とキャリア形成―EPA 看護師の 5 年間の追跡から 

本研究の目的は、１）在日体験４~5 年のインドネシア人看護師の事例を、キャリア形成に焦点を当

て、通時的分析手法「複線経路・等至性モデル(TEM)」で分析し、TEM の利点と問題点を、マクロ・

マイクロ両レベルから検討することである。調査データの分析から、TEM は、分岐点における個々

人の欲求と社会的諸力の分析枠組みとしては有効であり、移動に伴う顕在的事象を記述するには有

効であるものの、一方、同時期であれ、心の中にある複数の思いがあることを前提としていないた

め、個々人の内面や周囲の人間関係の「状態」の検討には難が残ることが、わかった。 

異文化間教育学会 第 34 回大会 2013 年 6 月 8 日 日本大学文理学部（東京） 

 

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  

インドネシア人の在日体験と日本社会：EPA 看護師・介護士の５年間から 

2008 年以来 5 年間における、日イ間の経済連携協定によるインドネシア人看護師・介護士の異文化

接触に関わる問題を、国家間協定・行政の制度、公民の社会システム、メディア環境などマクロの

視点と、当事者の内面や彼らを取り巻く関係者との相互作用というミクロの視点から、心理的・文

化的変容を概括した。 

日本学術会議 地域研究委員会多文化共生分科会 2013 年 7 月 1 日 日本学術会議（東京） 

 

箕浦康子**、浅井亜紀子*、宮本節子 

**お茶の水女子大学、*桜美林大学  

グローバリゼーションと青年期の異文化体験の変容―EPA インドネシア人看護師・介護福祉士候補

者の場合 

2 国間経済連携で来日したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の異文化体験が、1985 年以降

急速に進展したグローバリゼーションの影響を受けて、それ以前と比して大きく変化していること

が明らかとなった。異文化体験の変容をもたらした要因は、１）通信・交通の技術革新が生んだ「圧

縮された世界」、２）日本のアニメや日本製品への馴染み、３）日本在住のインドネシア人の増加、
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４）宗教が果たす役割、５）日本人支援者団体。1985 年以前の異文化体験と現在の異文化体験はど

う違うのか検討し、文化心理学の理論に持つ意味を探った。 

日本社会心理学会 第 54 回大会 2013 年 11 月 3 日 沖縄国際大学（沖縄県） 

 

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   

イスラム教徒の非イスラム国での体験―日本における EPA 看護師・介護福祉士候補者の場合 

本研究ではイスラム教徒が非イスラム国でどのようなイスラム教実践を行うのか、その実践の背景

要因とは何かを、IJEPA のインドネシア人医療従事者の事例をもとに検討する。面接調査から、イ

ンドネシア医療従事者の宗教実践のパターンと職場同化が浮かび上がった。同化を促す要因には、

(1)事前の日本語研修における日本文化の情報提供、(2)本人の職場へのコミットメントや責任感、(3)

日本の職場の人間関係における親密感や感謝があった。職場に交渉し自身の実践を守る背景には、

(1)信仰心の強さ、(2)結婚の有無（女性の場合）、(3)職場でのイスラム教徒の人数の影響があった。 

日本社会心理学会 第 54 回大会 2013 年 11 月 3 日 沖縄国際大学（沖縄県） 

 

【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。 

 

【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、「黒田官兵衛」元気づくり応援事業委員、兵庫県

中播磨県民局「中播磨ふれあいフェスティバル」の手づくり事業審査委員、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 

 

【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） 
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山本 豊 
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米山 寛二 
 

【口頭発表】 

ゲーミフィケーション技術を用いた就職活動支援システム「就活なう」の開発 

中桐斉之、中井穂高、内平隆之、内田弘三、仲澤弘一、米山寛二 

第38回教育システム情報学会全国大会 

金沢大学 2013 年 9 月 3 日 

ゲーミフィケーション技術として、レベル、ポイント、コレクションを取り入れ、音の変化で解

答のでき具合に反応する就職活動スキルアップ・クイズ「就活なう」を開発し、学生SNSとして

稼働中の「echo姫」の就職支援メニューとして実装した。 

 

 ゲーミフィケーション技術を用いた就職活動事前学習システムの開発 

中桐斉之、中井穂高、内平隆之、内田弘三、仲澤弘一、米山寛二 

第12回情報科学技術フォーラム 

鳥取大学 2013 年 9 月 5 日 

   本研究では、就職活動の事前学習を目的としたモバイル端末を用いた学習支援システムを構築

した。本システムは就職活動を行う際の、事前学習の習得を容易に行うため支援機能を有するもの

であるが、学生の親和性を考え、手元で学習が手軽に行えるモバイルシステムとして構築し、ゲー

ミフィケーション技術を用いることによって、他人事になりがちな就職活動の事前学習を自分事に

変化させ、学生の就職活動支援の一助とするものである。また、学生の就職活動における事前学習

の進捗管理を行うことができるなど学生サービスとしても期待できる。本稿では、そのシステム開

発に至るまでの背景ならびに開発における形成的評価を報告するものである。 

 

【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 

 

【その他】 

新聞掲載 

「バリアフリー IT 地図作り」（神戸新聞 平成 25 年 12 月 10 日夕刊） 
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若宮 翔子 
 

【学術論文】 

若宮翔子, 李龍*独立行政法人情報通信研究機構, 角谷和俊，「位置ベース SNS を通した群衆の移動

経験に基づく都市空間の近接性分析」，情報処理学会論文誌：データベース (TOD58), Vol.6, No.3, pp. 

159-176, 2013 年 6 月 

今日の都市における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により,都市空間での

近接感は単に地理的な距離だけでなく移動時間や訪れる頻度によって歪んでおり,あらゆる場所間

の近接関係を直感的に測ることが困難である.そのため,ユーザの目的ごとに距離や時間などの観点

から都市空間での近接性の歪みを考慮して近接したところを容易に探せるようにする必要がある.

本研究では,経験的・社会的な観点から生じる空間の歪みによる都市地域の複雑な近接関係を抽出す

るために,位置ベース SNS を通した群衆の移動経験に基づく地域間の近接性分析手法を提案する.具

体的には,都市空間での膨大な群衆のライフログが簡単に得られる Twitter を用いて実空間における

群衆の移動経験を観察し,市区町村を単位とした地域間の近接性を測定し,都市空間における地域ク

ラスタ間の空間的な歪みを分析する.実験では,Twitter における群衆のライフログと社会調査の一環

として地域間の移動量を集計したパーソントリップ OD 量データを用いて群衆の移動経験を抽出し,

移動距離 ,移動時間 ,移動量の観点で測定した地域クラスタ間の近接性を比較する .また ,日常生活に

おける規則的な移動に関する調査結果であるパーソントリップ OD量データと比べ,Twitterのデータ

を用いた群衆の移動経験では,より多様な目的の移動経験を中心とした地域クラスタ間の近接性を

観察することが可能であることを示す. 

 

若宮 翔子，李龍*独立行政法人情報通信研究機構，角谷 和俊，「Twitter における群衆の経験に基づ

く近接地域検索システム」，日本データベース学会論文誌 (DBSJ Journal), Vol. 12, No. 1, pp. 97-102, 

2013 年 6 月 

都市空間における地域間の近接感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感などに影響を受ける．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．  

 

【査読付き会議論文】 

Shoko Wakamiya, Ryong Lee*Korea Institute of Science and Technology Information and Kazutoshi Sumiya, 

"Social-Urban Neighborhood Search based on Crowd Footprints Network", Proc. of the 5th International 

Conference on Social Informatics (SocInfo2013), pp. 429-442, Kyoto, Japan, November 25-27, 2013 [Best 

Paper Runner-up] 

Neighborhood is generally a geographically localized community often with face-to-face social interactions. 

However, modern cities and the widespread social networks have been drastically changing the concept of 

neighborhood, much beyond spatial constraint. Specifically, due to the complicated urban structures with 
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entangled transportation network and the resulting spatio-temporally extended crowd activities, it is a 

non-trivial task to examine neighborhood areas from a location of interest. As a promising approach to 

investigate such a social-urban structure, we propose a social-urban neighborhood search which aims at 

identifying neighborhood areas from a specific location particularly considering social interactions between 

urban areas. We especially examine crowd movings through location-based social networks as an important 

indicator for measuring social interactions. We also introduce a data structure for aggregation of crowd 

movings as a simplified graph, with which we can easily analyze crowd movements in a large scale urban 

area. In the experiment, we will look into neighborhoods for several urban areas of our interests in terms of 

social interactions significantly focusing on how they are distorted from general localized vicinity. 

 

Katsutoshi Minami*京都産業大学, Shoko Wakamiya*京都産業大学, Noriaki Hata*京都産業大学, Yukiko 

Kawai*京都産業大学 , Tadahiko Kumamoto*千葉工業大学 , Jianwei Zhang*筑波技術大学 , Yuhki 

Shiraishi*筑波技術大学, "Extraction of Naming Concepts Based on Modifiers in Recipe Titles", Proc. of 

the 2014 IAENG International Conference on Internet Computing and Web Services (ICICW 2014), pp. 

483-488, Hong Kong, March 12-14, 2014 [Best Paper Award] 

We have developed a novel system for comprehensive Web search considered the diversity of sentiments. 

Recently, lots of studies and services based on sentiment analysis have been conducted, because it is still 

difficult to search and summarize information satisfying users’ needs by text analysis only. In this paper, we 

propose a method to extract multidimensional sentiments of Web pages on a topic such as "Happy ⇔ Sad," 

"Glad ⇔ Angry," and "Peaceful ⇔ Strained." Specifically, this system can extract common sentiments for 

a topic and also retrieve and present various Web pages based on comprehensive sentiments. In the 

experiment, we evaluate our proposed method using the developed system. 

 

Akiho Tachibana, Shoko Wakamiya*京都産業大学, Hidetsugu Nanba*広島市立大学, Kazutoshi Sumiya, 

"Extraction of Naming Concepts Based on Modifiers in Recipe Titles", The International MultiConference 

of Engineers and Computer Scientists 2014 (IMECS2014), pp. 507-512, Hong Kong, March 12-14, 2014 

On user-generated recipe-sharing sites such as Rakuten recipe, various modifiers such as "Kid-friendly" and 

"Simple" are often used in the titles of the recipes to signify thier characteristics. Although a modifier is used 

in a number of recipes’ titles, the underlying concepts utilized vary. In this paper, we propose a method that 

extracts Naming Concepts for recipes based on modifiers in their titles. Specifically, we obtain typical 

ingredients and cooking utensils by summarizing the recipes for a dish to extract the differences between the 

elements of recipes and the typical elements in terms of addition, deletion and exchangeability and extract 

additional information from procedures. Then, we identify Naming Concepts for the recipes by extracting 

feature patterns based on the differences extracted and grouping them on the basis of the patterns. We also 

present a system that provides recipes with granted Naming Concepts for readers. 

 

 

【査読なし会議論文】 

橘 明穂，若宮 翔子，難波英嗣*広島市立大学，角谷 和俊，「料理名のネーミングコンセプト抽出に

よるレシピ推薦システム」 ，ARG 第 2 回 Web インテリジェンスとインタラクション研究会, pp. 

31-32, 大阪府豊中市, 2013 年 5 月 19 日 

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様な修飾表現が用いられてい

る．しかし，料理名だけではレシピの特徴が分かりにくいレシピも存在する．本研究では，料理の

典型的な手順や材料などの要素とあるレシピの要素との差異に着目し，料理名のネーミングコンセ
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プトを抽出する．このとき，典型的な要素との差異には料理の特徴であるものとそうでないものが

混在しているため，料理名に同一の修飾表現が付与されているレシピ集合において，典型的な要素

との差異が類似するレシピから共通的な要素をネーミングコンセプトとして抽出する．また，ネー

ミングコンセプトを活用したレシピ推薦システムを提案する． 

 

Shoko Wakamiya, Ryong Lee**独立行政法人情報通信研究機構  and Kazutoshi Sumiya, "Analyzing 

Distortion of Geo-social Proximity using Massive Crowd Moving Logs over Twitter", Proc. of the 4th Social 

Computing Symposium (SoC2013), pp. 23-28, Aoyama Gakuin Astudio, Tokyo, June 22, 2013 

Due to the complicated transportation network associated with the progress of urbanization, a sense of 

proximity between places often seems to be distorted from physical proximity based on geographical 

distance. It is crucial to measure people’s sense of proximity for public aims such as urban analysis and 

planning as well as personal aims such as neighborhood area search. We consider that personal lifelogs on 

recent social network services would become an important clue to grasp the sense of proximity. In this paper, 

we analyze the distortion of proximity between urban clusters by exploiting crowd experiences. For this, we 

utilize crowd travel logs from Twitter and person trip survey on a national survey, respectively. Next, we 

measure crowd-based proximity between urban clusters and re-map the urban clusters on 2-dimensional 

space depending on their geo-social proximity by applying Multi-Dimensional Scaling (MDS). Then, we 

extract a socio-geographic structure of the urban clusters in the form of a graph represented by Minimum 

Spanning Tree (MST). In the experiment, with two different crowd-sourced datasets; geo-tagged tweets and 

the person trip survey, we observe the distortion of proximity in term of travel time and the amount of 

travels, respectively.  

 

橘 明穂，若宮 翔子，難波英嗣*広島市立大学，角谷 和俊，「料理名の修飾表現の関係性に基づ

くレシピのネーミングコンセプト抽出」，電子情報通信学会データ工学研究専門委員会 第 1 種研究

会 データ工学と食メディア，電子情報通信学会技術研究報告， Vol. 113, No. 214, DE2013-36, pp. 

19-24, 国立情報学研究所（NII），2013 年 9 月 12 日 

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様な修飾表現が用いられてい

る．しかし，料理名だけではレシピの特徴が分かりにくいレシピも存在する． 本研究では，修飾表

現とレシピにおける要素との関係性に着目し，料理名の特徴を表すネーミングコンセプトを抽出す

る．  

 

橘 明穂，若宮 翔子，難波英嗣*広島市立大学，角谷 和俊，「レシピサイトにおけるネーミングコン

セプト抽出 ～料理名の修飾表現と材料・手順の関係～」，西日本 NLP 勉強会，広島市立大学，2013

年 11 月 1 日 

 

難波英嗣*広島市立大学，土居 洋子*広島市立大学，辻田 美穂*広島市立大学，竹澤 寿幸*広島市立

大学，角谷 和俊，若宮 翔子，橘 明穂，「複数料理レシピの自動要約」，西日本 NLP 勉強会，広島

市立大学，2013 年 11 月 1 日 

 

Akiho Tachibana，Shoko Wakamiya*京都産業大学，Hidetsugu Nanba*広島市立大学  and Kazutoshi 

Sumiya，"Extraction of Naming Concepts Based on Modifiers in Recipe Titles"，第 6 回データ工学と情

報マネジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 2014) 論文集，F8-4，兵庫県淡路島，2014 年 3

月 

On user-generated recipe-sharing sites such as Rakuten recipe, various modifiers such as “Kid-friendly” and 



ヒューマン・サイエンス 

 135

“Simple” are often used in the titles of the recipes to signify their characteristics. Although a modifier is 

used in a number of recipes' titles, the underlying concepts utilized vary. In this paper, we propose a method 

that extracts Naming Concepts for recipes based on modifiers in their titles. Specifically, we obtain typical 

ingredients and cooking utensils by summarizing the recipes for a dish to extract the differences between the 

elements of recipes and the typical elements in terms of addition, deletion and exchangeability and extract 

additional information from procedures. Then, we identify Naming Concepts for the recipes by extracting 

feature patterns based on the differences extracted and grouping them on the basis of the patterns. We also 

present a system that provides recipes with granted Naming Concepts for readers.  

 

秦 徳明*京都産業大学，若宮翔子*京都産業大学，河合由起子*京都産業大学，熊本 忠彦*千葉工業

大学，張 建偉*筑波技術大学，白石 優旗*筑波技術大学，「話題に対する多様な感情を含む網羅的検

索手法の提案」，第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 2014）論

文集，E6-5, 兵庫県淡路島，2014 年 3 月 

本研究では，検索キーワードに対する感情値を抽出するのと同時に，検索ワードと関連性が高く，

かつ全ての感情を網羅した検索を実現する網羅的感情検索手法を提案する．我々はこれまで検索結

果のタイトルとスニペットから，我々が開発した感情辞書 [1] を用いて感情値という新たな特徴量

を抽出し，感情値に基づいたリランキングシステムを提案，実装してきた [2] [3]．リランキングシ

ステムでは検索結果から感情値を抽出し，感情分布をユーザに提示することで，検索キーワードに

対するメジャーな感情を把握することができた．本研究では検索キーワードに対するメジャーな感

情だけでなく，マイナーな検索など，検索キーワードとの関連性が高いかつ全ての感情を含む Web

ページを発見し，提示する網羅的検索手法を提案する．本論文では，網羅的検索手法を提案し，実

装したシステムを検証する． 

 

若宮翔子*京都産業大学，李龍*Korea Institute of Science and Technology Information，河合由起子*京

都産業大学，角谷 和俊，「Twitter を用いた群衆のパーソナリティのクラスタ分析による県民性抽出」，

第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 2014）論文集，A5-5, 兵

庫県淡路島，2014 年 3 月 [優秀インタラクティブ賞]  

地域の特徴を理解することは，引っ越し，マーケティングや広告のような地理的な意思決定を行う

様々な場面において重要である．従来，社会調査のデータに基づく地域特徴の分析・抽出が行われ

ている．しかしながら，社会調査に基づく地域特徴は，頻繁に実施することが困難であるためリア

ルタイム性が低いという問題や，大規模な地域の人々を対象とした調査が難しいという地理的な拡

張性に関する問題がある．これに対し，近年普及している位置ベース SNS を活用することで，大

規模な群衆の経験をリアルタイムかつ客観的に観察することができるようになり，従来の社会調査

に基づき抽出される地域特徴を補完することが可能である．本稿では，地域特徴の一つとして地域

の人々に共通する気質や性格のバロメータである県民性に着目し，これを抽出するためのプラット

フォームを提案する．具体的には，Twitter から収集した群衆のライフログのメタデータに基づき各

ユーザの行動を抽出する．そして，行動に基づくパーソナリティを分析することによりユーザのタ

イプを判定し，ユーザごとに社会的遺伝子リストを抽出する．次に，ユーザを実空間にマッピング

し，ユーザ間の物理的な近接性とタイプの類似に基づく地理的クラスタリングを行う． 後に，地

域クラスタごとに特徴的なユーザタイプをそのクラスタの県民性として特定する．これにより，行

政区画に基づく都道府県だけでなく，より小さい地理的領域あるいはより大きい地理的領域におい

て共通の人々の行動パターンを発見することが可能になる．さらに，Twitter を用いてユーザの行動

を客観的に観察することで，従来の社会調査とは異なる観点に基づく地域特徴を把握することが可

能になると期待される．  
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丸山 直樹*京都産業大学，若宮翔子*京都産業大学，細川 侑士*京都産業大学，河合由起子*京都産

業大学，秋山 豊和*京都産業大学，角谷 和俊，「実世界ユーザ行動予測のための閲覧履歴に基づく

欠損データ補間手法の提案」，第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM 

Forum 2014）論文集，B4-3, 兵庫県淡路島，2014 年 3 月 

近年，SNS から発せられる大量データを分析し有用な情報を抽出する研究や，それらの情報を用い

て，災害時の被災支援へ応用するサービスが活発に行われている．本論分ではユーザの 閲覧操作履

歴等を用いることで，実空間での将来のユーザ行動を予測する手法を提案し，構築したシステムを

用いて評価実験を行う．具体的には，ユーザの操作・閲覧履歴から時間と場所に関係するデータを

抽出・分類し，ベイズ推定等を用いて移動確率を算出する．また，イベント発生に関しても，発生

予測を行う．これにより，イベントが発生前及び発生直後に発生場所における居住者，訪問者，訪

問予定者の判定が可能になる．本システムにより，地震などの災害発生前，または発生直後に各ユ

ーザに適切な避難経路や交通情報等を提供可能となる． 

 

中井 寿一*京都産業大学，山本 美佳*京都産業大学，河合由起子*京都産業大学，川崎 洋*鹿児島大

学，赤木 康宏*鹿児島大学，若宮翔子*京都産業大学，角谷 和俊，「Tweet を用いた歩行者推移推定

モデルに基づく二輪車ナビシステムの提案」，第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォー

ラム（DEIM Forum 2014）論文集，B3-5, 兵庫県淡路島，2014 年 3 月 

本論文では，二輪車向け Twitter データを用いた歩行者混雑予測手法，ならびに二輪車向けナビゲ

ーションシステムについて述べる．四輪車より歩道側を走ることが多い二輪車は四輪車と比べ，歩

行者との接触等の危険性が高い．そこで本研究では位置情報付きツイートを取得し，交差点をノー

ド，歩道をエッジとする双方向グラフを作成し，遷移確率行列を構築することで交差点への人の推

移を算出し，交差点と歩道の混雑を予測する．また算出した混雑度からダイクストラ法を用いてル

ートを算出するナビゲーションシステムを構築する．本論文では歩行者混雑予測手法の提案ならび

に構築したシステムの有効性を検証する． 

 

山本 美佳*京都産業大学，中井 寿一*京都産業大学，河合由起子*京都産業大学，川崎 洋*鹿児島大

学，赤木 康宏*鹿児島大学，若宮翔子*京都産業大学, 「Twitter データに基づく二輪車向けナビゲー

ションシステムの提案」, 情報処理学会 第 76 回全国大会論文集，2V-7，東京電機大学 東京千住キ

ャンパス，2014 年 3 月 11 日 

四輪車より歩道側を走ることが多い二輪車は四輪車と比べ，歩行者との接触等の危険性が高い．そ

こで本研究では，twitter から歩行者が密集した場所を推測しルート上に提示する，二輪車の安全を

考慮したナビゲーションを開発する．具体的には，まず Google カレンダーから経由地や目的地を抽

出し，これまで我々が開発した通常のルート推薦を行う．次に，GPS 情報を twitter で収集・分析し

ルート上に提示する．そして，ルート上の交差点付近のツイート同士の畳込み積分値を算出し，交

差点上に密集度を大小の円で示す．本提案システムにより，二輪車と歩行者との接触事故等を抑制

できるナビゲーションが実現できる． 

 

細川 侑士*京都産業大学，安井 豪基*京都産業大学，河合由起子*京都産業大学，秋山 豊和*京都産

業大学，若宮翔子*京都産業大学，角谷 和俊,「異メディア間双方向情報支援システムの提案」，情

報処理学会 第 76 回全国大会論文集，5ZB-2，東京電機大学 東京千住キャンパス，2014 年 3 月 13

日 

本研究では，ツイート発信ユーザと Web ページ閲覧ユーザに対して実空間の位置情報を付帯したツ

イートと Web コンテンツの内容を対応付けることで，異なる場所で異なるメディアを利用している
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ユーザ同士が効果的に双方向通信可能な，位置情報に基づくリアルタイム通信システムの構築を目

指す．特に本論文ではツイートユーザと Web 閲覧ユーザが場所に基づいて関連する内容に関して，

リアルタイムにメッセージを送受信できることで，Web 閲覧ユーザは静的なページからは得られな

い情報をツイートユーザから受動的に得ることが可能となり，場所に関する現状を把握できる． 

 

丸山直樹*京都産業大学, 若宮翔子*京都産業大学, 細川侑士*京都産業大学, 河合由起子*京都産業

大学, 秋山 豊和*京都産業大学, 角谷 和俊，「操作・閲覧履歴に基づくユーザ行動予測手法の提案」，

電子情報通信学会総合大会講演論文集，D-4-15，新潟市 新潟大学，2014 年 3 月 18 日 

近年,SNSから発せられる大量の CGMデータを分析し有用な情報を抽出する研究や,それらの情報を

用いて,災害時の被災支援へ応用するサービスが活発に行われている.しかしながら,解析対象となる

データはユーザ行動後に発生するため,イベント発生後の状況分析は可能であるが,イベント発生前

や発生直後の情報提供は困難である.本研究では,ユーザの Web 閲覧操作履歴のログを分析する事で、

将来ユーザがどこにいるかの位置推定を目指す. 

 

南 勝利*京都産業大学, 秦 徳明*京都産業大学, 若宮翔子*京都産業大学, 白石 優旗*筑波技術大学, 

熊本 忠彦*千葉工業大学, 張 建偉*筑波技術大学, 河合由起子*京都産業大学，「網羅的感情検索手

法の提案」，電子情報通信学会総合大会講演論文集，D-4-16，新潟市 新潟大学，2014 年 3 月 18 日 

本研究では, 検索ワードに対する感情値を抽出するのと同時に,検索 ワードと関連性が高く，かつ

全ての感情を網羅した検索 を実現する網羅的感情検索手法を提案する. 感情値は「楽しい ⇔ 悲し

い」「嬉しい ⇔ 怒り」「のどか ⇔ 緊迫」の 6 つの対極性を持つ感情を 0 から 1 で数値化したも

のである.そして,これら 6 つの感 情に対する 大 小値を含む記事 ( 大 12 記事) を検出 し,そ

れらから tf-idf 値の も高い特徴語を抽出し、12 記事で重複のない特徴語 12 語を関連語として

抽出する . その関連語と検索ワードを用いて再検索する .これにより概ね既存手法と比べ感情値の

ばらつきが見られ 6 つの感情全てを持った検索結果が表示される. 

 

【受賞等】 

[SocInfo2013 Best Paper Runner-up] 

Shoko Wakamiya, Ryong Lee*Korea Institute of Science and Technology Information and Kazutoshi Sumiya, 

Social-Urban Neighborhood Search based on Crowd Footprints Network, Proc. of the 5th International 

Conference on Social Informatics (SocInfo2013), pp. 429-442, Kyoto, Japan, November 25-27, 2013 

 

[2014 年 3 月 DEIM 2014 優秀インタラクティブ賞] 

若宮翔子*京都産業大学，李龍*Korea Institute of Science and Technology Information，河合由起子*京

都産業大学，角谷 和俊，Twitter を用いた群衆のパーソナリティのクラスタ分析による県民性抽出，

第 6 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM Forum 2014）論文集，A5-5, 兵

庫県淡路島，2014 年 3 月 

 

[Best Paper Award of The 2014 IAENG International Conference on Internet Computing and Web Services] 

Katsutoshi Minami, Shoko Wakamiya*京都産業大学 , Noriaki Hata, Yukiko Kawai*京都産業大学 , 

Tadahiko Kumamoto*千葉工業大学 , Jianwei Zhang*筑波技術大学 , Yuhki Shiraishi*筑波技術大学 , 

"Extraction of Naming Concepts Based on Modifiers in Recipe Titles", Proc. of the 2014 IAENG 

International Conference on Internet Computing and Web Services (ICICW 2014), pp. 483-488, Hong Kong, 

March 12-14, 2014  
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エコシステム 
 
井口 博夫 

 

【学術論文】 

Kuniyuki Furukawa* ,Koji Uno**, Taro Shinmura***, Masaya Miyoshi****, Tatsuo Kanamaru*****, Hiroo 

Inokuchi, *Faculty of Business Administration, Aichi University, ** Graduate School of Education, 

Okayama University, ***Faculty of Economics, Kumamoto Gakuen University, ****Faculty of Education 

and Regional Studies, University of Fukui, *****Department of Geosystem Sciences, College of Humanities 

and Sciences, Nihon University, Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol. 276, pp.22–31, 

Origin and mode of emplacement of lithic-rich breccias at Aso Volcano Japan: Geological, paleomagnetic, 

and petrological reconstruction, 2014. 

□Takajosan breccia rocks are distributed around the southwestern caldera rim of the Aso Volcano in Japan. 

They are characterized by coarse lithic breccias with a pumiceous matrix. The proximal coarse lithic 

breccias are divided into the lower massive unit and the upper stratified unit. The lower massive lithic 

breccias tend to transform laterally into tuff breccias and pumiceous lapilli tuffs. Paleomagnetic results 

showed that all of the deposits were deposited at high temperatures of 175–560 °C. Thiswas also supported 

by geological characteristics such as spatter clasts, clasts with a bread-crust texture, andweakly welded parts. 

These features clearly showthat the deposits originated frompyroclastic density currents (PDCs). The dense 

lithic-rich lithofacies, low vesicularity of pumice, lack of plinian fall deposits, and radial distribution 

indicate that the deposits were derived from boil-over PDCs rather than plinian column-collapse PDCs. The 

SiO2 contents of the matrix glasses of the proximal lower massive breccia showed a progressive decrease 

from the bottom toward the upper part. We interpret that this chemical variation corresponds to chemical 

zonation of the magma chamber. This indicates that the massive deposits aggraded progressively from the 

base upwards (progressive aggradation), rather than through en masse freezing. The vertical lithofacies 

changes of the proximal breccias fromthe lower massive to the upper stratified units indicate that a sustained 

current in a quasi-steady state switched to an unsteady current with the progression of the volcanic activity. 

 

【口頭発表】 

Hiroo INOKUCHI, Practical Use of “Geopark” for University Education -Example at The San'in Kaigan 

Geopark, Japan-, Asia Pacific Geoparks Network 2013 Symposium, Jeju KAL Hotel, Jeju, Korea, Sep. 2013. 

 

山田啓介・井口博夫，岩脈貫入時に母岩に与える熱影響範囲の研究-京丹後市浅茂川の岩脈を例に-，

山陰海岸ジオパーク国際学術会議，豊岡（兵庫県），2013年10月． 

 

矢野克弥・井口博夫，浅部地下比抵抗構造から推定する小天橋砂州の形成過程，山陰海岸ジオパー

ク国際学術会議，豊岡（兵庫県），2013年10月． 

 

山陰海岸ジオパーク国際学術大会，総合討論パネリスト，豊岡（兵庫県）, 2013年10月.  

 

井口博夫，地質多様性とジオパークについて ‐ジオ資源の発掘と活用‐，コウノトリの野生復帰

事業を活かした地域づくりフォーラム，但馬長寿の郷公園（養父市），2013年12月． 

 
【社会活動】 
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姫路市防災会議津波対策専門委員会委員長 

 

山陰海岸ジオパーク国際学術大会，実行委員 

 

第４回APGN山陰海岸シンポジウム（2015）実行委員会，副委員長 

 

【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」(分担) 

平成24年度～27年度 研究費総額650万円 

 

【その他】 

兵庫県立大学自然・環境科学研究所 田園生態系ジオ環境研究部門（兼任） 

 

兵庫県立コウノトリの郷公園 ジオ環境研究部長（兼任） 
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宇高 雄志 
 

【学術論文】 

 宇高雄志「マレーシアの住宅団地にみる民族構成と生活空間の変容(1993～2012 年) ジョホー

ル州の SS 団地への再訪問調査を中心に」建築学会計画系論文集、 第 78 巻 第 694 号、

pp.2557-2563、 2013.12（概要）マレーシアの多民族居住地に対する再訪問調査に基づく民族混

住の変化を論述した。  

 

 Yushi Utaka, Kobe Mosque: A Preliminary account of the Place, Community and Architecture, 

International Seminar on Islam and Multiculturalism: Coexistence and Symbiosis, Organization for 

Islamic Area Studies, Waseda University, Asia -Europe Institute, University of Malaya, JSPS Asia and 

Africa Science Platform Program, 2014.3., pp.127-138.（概要）神戸ムスリムモスクの建築的特徴と

その建設過程について論述した。 

 

 上村信行、吉田宗人、吉田倫子、宇高雄志「町並み保存地区における住民意識の時系列分析に

よる伝建地区制度の評価 竹原市竹原地区伝統的建造物群保存地区を事例として」建築学会計

画系論文集 688 号、pp.1283-1291（概要）竹原市竹原地区伝統的建造物群保存地区を対象にし

た町並み保存に対する意識の変化を長期間にわたる追跡調査に基づいて分析した。 

 

 吉田宗人、上村信行、吉田倫子、宇高雄志「町並み保存に対する自治会毎の住民意識の相違 竹

原市竹原地区伝統的建造物群保存地区を事例として」日本建築学会計画系論文集、690 号、2013.8

（概要）竹原市竹原地区伝統的建造物群保存地区を対象に地区ごとの意識把握に基づく辞表に

対する意識の比較を行った。 

 

【報告書】 

 都市景観重要建築物調査（姫路市）町屋建築物調査、2014.3（概要）銀の馬車道沿道の民間所

有の居宅の建築調査を行った。姫路市による都市景観重要建築物の指定調査となっている。 

 

 銀の馬車道関連建築物調査（兵庫県中播磨県民局）歴史的建造物調査報告書、2014.3（概要）

銀の馬車道沿道の民間所有の工場建屋の建築調査を行った。 

 

【口頭発表】 

 研究報告(口頭)：Yushi Utaka, Conserving "Hiroshima" : Challenges on Two World Heritage Sites in 

Hiroshima, MALAYSIA – JAPAN CONSERVATION RESEARCH COLLOQUIUM 2013, TOKYO & 

KYOTO, NIHU Program, Collaboration Studies between IAS and INDAS, 2013.10.24.（概要）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】 

 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 
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 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年度～26年度 

 都市景観重要建築物調査（受託研究） 

 

【その他】  

指導した学生の活動の受賞、研究発表 

 兵庫県測量設計業協会 ボランティア団体奨励賞 「銀の馬車道研究会」 2013 年 

 兼松愛佳「空き家の現状と空き家バンク制度の展望～姫路市野里地区を事例として～」兵庫自

治学会研究発表大会、平成 25 年 10 月 19 日 
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内平 隆之 
 

【著書】 

中塚雅也*・内平隆之、『大学・大学生と農山村再生』筑波書房、2014年3月 

*神戸大学大学院 

 本書は、大学・大学生がいまなぜ、農山村再生とつながるかについて、我が国の大学の地域連携

活動をタイプ分けし、そして大学・大学生と農山村再生の活動の要点と課題を整理した。総合的な

地域連携の実践事例として、兵庫県と福島県の取組を事例として挙げ内容と展開を示した。「Ⅱ農山

村を支える大学の地域連携活動」と 「Ⅳ県下に拡げる大学とのマッチング：福島県の取組」を執

筆。 

 

内平隆之、「大学生が動けば地域も変わる？！地域連携活動のコーディネート」『大学地域連携研究

vol.1地域と大学をつなぐコーディネーターネットワーク事業』和歌山大学地域連携・生涯学習セン

ター、2014年2月 

 本書は、地域と大学を繋ぐコーディネーターという専門職は、大学改革の現代的課題のひとつで

あり、焦点的課題である。地域と大学という２つの別世界をつなげる方法を探るために、専門職を

集めた研究セミナーを行いその成果をとりまとめ整理した。その編集委員として参画し、兵庫県立

大学の大学生を中心とした地域連携活動の確立の方法を実践事例として紹介した。 

 

【学術論文】 

内平隆之・中塚雅也*・布施未恵子*、「学生地域活動コミュニティの課題と組織的支援」『農林業問

題研究 49(2)』地域農林経済学会, 2013年9月 

*神戸大学大学院 

 本研究は，学生地域活動コミュニティの実態と発足経緯，組織的支援の実態，活動の課題を調査

し，どのような組織的支援が有効であるかを提言することを目的とした研究である。学生地域活動

コミュニティの課題の整理から，①センターへの登録制度，②日常的な相談窓口の設置，③地域リ

ソース提供サービス，④学生主導のサポート体制，⑤教育プログラムとしての支援等の組織的支援

の有効性を示した． 

 

内平隆之・山崎義人・三笠友洋*[他]、「小字区域に着目した谷戸の基礎的単位の抽出とその特徴 : 横

浜市戸塚区旧川上村を事例に」『日本建築学会計画系論文集78(694)』日本建築学会、2013年12月 

*神奈川大学 

本研究は、神奈川県東部の谷戸の空間単位を明らかにしたものである。本研究で抽出した、谷戸

の基礎的単位に基づくことで、同一地域にある谷と地名の付いていない谷戸も、GIS により網羅的

に把握できるようになる。これにより、基礎単位毎に谷戸地形の土地利用の変化を追うことができ

るため、谷戸の保全のための詳細な比較検討が可能となろう。 

 

中桐斉之,稲田淑花・内平隆之[他]、「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｢就活なう｣の開発と実証実験 (持続可能な学習教育支援システムの開発と運用)」『教育システ

ム情報学会研究報告 = JSiSE research report 28(7)』、教育システム情報学会、2014年3月 

本研究では，キャリアセンターの「対面支援」，学生SNSによる「モバイルSNS支援」と連携して，

ゲーミフィケーションのコンセプトに基づくモバイル端末対応の就活支援システム「就活なう」を

開発した．事前・事後テストの結果とシステム利用時のポイント獲得数から，本システムによる学

習効果があることがわかった．また，アンケート結果からは，自宅でも就活知識が得られることが
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わかり，また，携帯端末やサイトを使用することの有用性や学生に対して携帯端末利用の本システ

ムの優位性が示唆された． 

 

豊田光世・内平隆之・中嶌一憲・井関崇博、「大学の地域貢献活動の教育効果に関する考察 : Enactus 

の事例をもとに」『兵庫県立大学環境人間学部研究報告 16』兵庫県立大学、2014年3月 

  本報告では、大学生の地域貢献を支援するEnactusというしくみについて、その概要を報告する

とともに、コンテストに参加した学生への聞き取り調査を通して、Enactusへの参加がどのような教

育効果をもつかについて考察した。その結果、「課題分析力」「コミュニケーション力」「チームマネ

ジメント力」など、地域貢献プロジェクトを進めていく上で必要な力を高めていくことの重要性を

強く自覚するようになったことが明らかになった。 

 

【制作】 

刑部姫と姫路城 2013年7月 

平成25年兵庫県立歴史博物館「博物館はおばけやしき―Haunted Museum―」展に、刑部姫と姫路

城を展示した。兵庫県立歴史博物館からの依頼を受けて、お化け屋敷の入り口に設置するオブジェ

の製作を学生有志と担当した。姫路城は三ツ山大祭の時に作成したものを再利用し、刑部姫の尻尾

を作成した。姫路城は歴史博物館の次の展示にも活用されることになった。あわせて播磨の総社の

三ツ山大祭実行委員会より感謝状を頂いた。 

 

ウーフの家とフライパンおじいさんのキッチン 2013年7月 

姫路市立文学館からの依頼を受けて同館でおこなわれている特別展「ウーフとぴかぴかのあした

へ！神沢利子の世界展」に作品を出展した。学生による手仕事プロジェクトの一環として行い、学

生有志とウーフの家と、はじまりのキッチンを段ボールで制作した。 

 

姫路お城祭り「姫路あかり屋台・母里太兵衛」製作 2013年8月 

来年の大河ドラマは黒田官兵衛にちなみ、学生有志と姫路青年会議所が連携して、黒田官兵衛と

その家臣である母里太兵衛のねぶたを共同製作した。学生がつくった母里太兵衛のねぶたは、青年

会議所の有志がつくった黒田官兵衛のねぶたのテスト版になっている。お城まつりのパレードで披

露された。 

 

【報告書】 

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』福崎町、2014年3月 

 福崎町の特産品であるもちむぎ製品について、栄養分析の結果に基づいた機能性の周知をはかる

ため、各製品の PR や新たな活用法の模索を通し、今後の特産品普及促進の活用に供するものとす

る。本研究は、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(略称 : EHC)と福崎

町で研究分担を行い進めた。その 2014 年度の研究報告書である。 

 

【冊子】 

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監修、『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ANNUAL REPORTS 2013』兵庫県立大学、2014年3月 

 同センターの2013年度の相談業務、実践活動、実践研究の３つの取組を紹介した冊子である。学

生の体験談を中心に充実させるとともに、学生活動の支援プログラムの概要を新たに整理して紹介

した。 

 



エコシステム 

 145

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監修、『もちむぎの恵みで、みんなが

元気！もち麦の健康パワー』兵庫県中播磨県民局 

 2012年度から、福崎町の特産品であるもちむぎの振興のための研究活動を進めてきた。2013年度

はその広報冊子の作成に取り組んだ。もちむぎの栄養面での特長を整理して示すと共に、栽培に取

り組む農家やまちづくり団体などの様子を伝える冊子づくりを行った。 

 

【口頭発表】 

内平隆之「地域連携の到達点と展望」神戸大学農学部地域連携研究セミナー（Ａ-Ｌａｕｎｃｈ+）、

2013年7月 

 神戸大学の依頼をうけて、講演をおこなった。兵庫県立大学で取り組んでいる学生を中心として

地域貢献活動の現状を報告し、大学の地域連携活動のあり方を発表した 

 

内平隆之「大学生が動けば地域も変わる？！地域連携活動のコーディネート」和歌山大学第2回地域

と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践セミナー、2013年11月 

 和歌山大学の依頼を受けて、講演をおこなった。兵庫県立大学で取り組んでいる学生を中心とし

て地域貢献活動の現状を報告し、大学の地域連携活動のあり方と、そのコーディネーターのあり方

を発表した 

 

内平隆之「自治会活動の今日的意義－連携と承認－」社会福祉法人福崎町社会福祉協議会研修会、

2014年3月 

 福崎町の社会福祉協議会の依頼を受けて講演をおこなった。自治会活動で取り組む問題が複合化

してきており、様々なセクターとの連携が必要になってきていることを示すと共に、疎外感を感じ

ている人々の承認しながら取り込んでいくことの必要性を論じた。 

 

 

【学会口頭発表】 

内平隆之・中塚雅也*、「移動コストに基づく地域連携活動の類型化と支援課題」第63回地域農林経

済学会大会/ 岡山大学、2013年10月 

 本研究では，移動コストによる地域連携活動の限定性と支援課題について考察してきた．移動コ

ストに応じて地域連携のテーマに向き不向きがあるため，連携を始める時点で連携の目的を明確に

しておく必要があるといえる．また必ずしも頻繁な往来がある移動コストが低い連携活動がうまく

いくわけではなく，福島県の事例のように価値発見型の活動であれば，移動コストが高く，3～4回

の往来であっても，成果を高める取組が可能であることが確認できた． 

 

【社会活動】 

一般社団法人ひと・ネットワークひめじの設立支援 

姫路市の駅前整備に伴う、駅前空間の市民的活用をはかるために、新たな活用の枠組みが必要に

なる。現在、都市再生特別措置法に基づく、都市再生整備推進法人という新たな枠組みが提案され

ている。そこで、この枠組みを姫路駅前で活用するために、一般社団法人ひと・ネットワークひめ

じという新たなまちづくり法人の設立支援に関する指導と助言をおこなった。 

 

姫路駅間広場を活用した地域プロモーション事業の共同提案、姫路市労働政策課・起業創造型地域

雇用創出事業 

一般社団法人ひと・ネットワークひめじの事業モデルの構築のために、姫路市労働政策課・起業
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創造型地域雇用創出事業に、姫路駅間広場を活用した地域プロモーション事業の共同提案し採用さ

れた。これは前述した駅前広場活用の特例づくりのための社会実験を一般社団法人ひと・ネットワ

ークひめじが担い地域雇用の創出をはかる事業である。この提案書の作成に当たり、ワークショッ

プのふぁしりたーターをつとめ、提案書の執筆を行った。 

 

官民連携による実践型まちづくり人材養成講座とﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ、姫路市・平成２５年度提案型協働事業 

本提案は、官民連携による実践型まちづくりの担い手となる人材の育成をはかることを目的に、

人材養成講座を実施する事業提案である。具体的には、１）官民連携による実践型まちづくり講座

による知識伝達、２）駅前広場を活用した受講生提案プロジェクトの実践学習を連動させた人材養

成講座である。ｽﾛｰｿｻｲｴﾃｨ協会と連名で提案した。この提案書の作成に当たり、ワークショップのフ

ァシリテーターをつとめ、提案書の執筆を行った。 
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榎原 周平 
 

【学術論文】 

“Consumption of a low-carbohydrate and high-fat diet (the ketogenic diet) exaggerates biotin deficiency in 

mice.”  

渡邊敏明の項参照 

 

【学会発表】 

榎原周平、中西明日香、澤村弘美、福井徹*、渡邊敏明、「食品中のビオチンとその類縁物質に関す

る検討」、日本ビタミン学会第 65 回大会（東京都）2013 年 5 月 

*病体生理研究所 

 食品中のビオチンとその類縁物質について、測定前の試料の酸加水分解による類縁物質の増減も

含めて検討し報告した。 

 

「ビオチン欠乏ラットの脳におけるビオチン含量および関連タンパク質についての検討」 

渡邊敏明の項参照 

 

「酵母アセトアミノフェン毒性とニコチンアミド代謝の関連性について」 

渡邊敏明の項参照 

 

榎原周平、中西明日香、澤村弘美、福井徹*、渡邊敏明、「食品に含まれるビオチン類縁物質に関す

る検討」、第 67 回日本栄養食糧学会大会（名古屋市）、2013 年 5 月 

*病体生理研究所 

 食品に含まれるビオチン類縁物質に関して検討し報告した。 

 

「ビオチン欠乏ラットにおける脳のビオチン含量及び関連タンパク質の発現についての検討」 

渡邊敏明の項参照 

 

榎原周平、中西明日香、澤村弘美、福井徹*、渡邊敏明、「食品に含まれるビオチン類縁物質につい

て」、第 30 回日本微量栄養素学会学術集会（京都市）、2013 年 6 月 

*病体生理研究所 

 本研究では食品に含まれるビオチン類縁物質について検討し、特にキノコ類におけるその含量に

ついて報告した。 

 

“Pattern formation of Bacillus subtilis var. natto depending on nutrient concentration” 

中桐斉之の項参照 

 

【講演会】 

平成 25 年度シニアオープンカレッジ、平成 25 年度食未来エクステンション講座栄養素と遺伝子の

関わり―分子のレベルで体を見てみよう―、（兵庫県立大学新在家キャンパス、姫路市）、2013 年 10

月 

 

【社会活動】 

第 60 回日本栄養改善学会学術総会会場運営副委員長 
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【研究費取得状況】 

 平成 25 年度兵庫県立大学特別教育研究助成金、「食品中のビオチン類縁物質に関する研究」（代

表） 

 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」（分担） 

 2013 年度兵庫県立大学教育研究プロジェクト「納豆菌の増殖過程におけるパターン形成：環境

条件によるパターンの影響」（分担） 

 

【その他（査読）】 

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry（2014 年 3 月） 
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大橋 瑞江 
 
【学術論文】 
A. Katayama*, T. Kume**, H. Komatsu*, TM, Saitoh***, M. Ohashi, M. Nakagawa+, M. Suzuki, K++. 
Otsuki*, T. Kumagai+.  Carbon allocation in a Bornean tropical rainforest without dry seasons. Journal of 
Plant Research, 126, 505-515. 
* Kyushu University 
** National Taiwan University 
*** Gifu University 
+ Nagoya University 
++ The University of Tokyo 
To clarify characteristics of carbon (C) allocation in a Bornean tropical rainforest without dry seasons, gross 
primary production (GPP) and C allocation, i.e., above-ground net primary production (ANPP), 
aboveground plant respiration (APR), and total below-ground carbon flux (TBCF) for the forest were 
examined and compared with those from Amazonian tropical rainforests with dry seasons. The comparable 
ANPP and higher TBCF were unexpected, since higher water availability would suggest less fine root 
competition for water, giving higher ANPP and lower TBCF to GPP. Low nutrient availability may explain 
the comparable ANPP and higher TBCF. These data show that there are variations in C allocation patterns 
among mature tropical rainforests. 
 
 
R. Okada*, T. Akamatsu, K. Iwata, H. Ikeno, T. Kimura, M. Ohashi, H. Aonuma**, E. Ito*. (2014) 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 
 
T. Kimura, M. Ohashi, R. Okada*, K. Crailsheim, T**. Schmickl**, H. Ikeno. (2014) Development of a New 
Method to Track Multiple Honey Bees with Complex Behaviors on a Flat Laboratory Arena. PLoS ONE 
9(1): e84656. doi:10.1371/journal.pone.0084656 
* Tokushima Bunri University 
** Graz University 
「木村敏文の研究」参照 
 
【解説】 
大橋瑞江  2013 熱帯林の炭素循環とアリ―謎のホットスポット現象 昆虫と自然 48, 11-14. 
 熱帯林でみられる土壌からの炭素の湧き出しにアリの造巣活動が関わっている可能性を指摘し、

物質循環におけるアリの重要性を解説した。 

 

【学会口頭発表】 

＜国際学会＞ 
M. Ohashi, T. Kume*, N. Yoshifuji**. Controlling factors of soil respiration in a Bornean tropical 
rainforest in Sarawak, Malaysia. Soil Carbon Sequestration Conference, May 2013, Reykjavík, Iceland. 
* National Taiwan University  
** Kyoto University 
 
＜国内学会＞ 
T. Kimura, R. Okada*, M. Ohashi, K. Crailsheim, T**. Schmickl**, G. Radspieler**, H. Ikeno. 
Development of a tracking program, K-Track, for analyzing honeybee’s behaviors. 日本比較生理生化学会 
第 35 回大会, 2013 年 7 月, 姫路. 
* Tokushima Bunri University 
** Graz University 
「木村敏文の研究」参照 
 
大橋瑞江、久米朋宣*、吉藤奈津子**. マレーシア熱帯多雨林における乾燥処理に伴う土壌呼吸及び

細根呼吸の変化. 2014 年 3 月, 埼玉. 
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* 国立台湾大学  
** 京都大学 
 
【学会ポスター発表】 
＜国内学会＞ 
・投石真美子、大橋瑞江．スキャナー法を用いた竹林の根の画像解析．竹林景観ネットワーク第 13

回研究集会、2013 年 12 月、姫路 

 

【社会活動】 

＜学会活動＞ 

・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  
 
＜セミナー等の開催＞  
・森と木の文化フォーラム セミナー「兵庫県における森と木の役割と活用」 兵庫県立大学新在

家キャンパス 2014年1月 

・「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 2014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12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  25 年度研究費 900,000 円 

 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（B）海外）「東南アジア熱帯林における樹木根系を介した

土壌の炭素蓄積と放出メカニズムの解明」（代表） 
平成 25 年度～28 年度  25 年度研究費 5,200,000 円 
 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（B）国内）「FT-ICRMS分析を用いた森林の溶存有機物の

構成種とその変動メカニズムの解明」（代表） 

平成25 年度～28 年度  25年度研究費 3,100,000 円 

 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（A））「減災の観点から樹木根系の広がりを非破壊的に評

価する方法の確立」（分担） 

平成25 年度～28 年度  25年度研究費分担額 500,000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  25年度研究費分担額 150,000円 
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片野 泉 
 

【著書】 

片野泉, ダム下流河川の生態的特性. 『水辺の環境科学Ⅰ−川の誕生 （谷田一三･江崎保男･編）』, pp. 

69-72, 朝倉書店，2014年1月 

□本書は，河川の上流域から下流域への繋がりに着目し，日本の河川について様々な視点から概説

するものである。私の担当部分では，日本のほぼ全ての河川に設置されている貯水ダムが，河川生

態系にどのような影響を与えているのかを解説している。加えて，現在行われている環境保全対策

やその課題などについても触れている。 

 

【学術論文】 

Hideyuki Doi*1, Izumi Katano, Junjiro N Negishi*2, Seiji Sanada*3, Yuichi Kayaba*4. Effects of biodiversity, 

habitat structure and water quality on recreational use of rivers, Ecosphere Vol.4, art 

102.http://dx.doi.org/10.1890/ES12-00305.1, 2013年8月 

□本研究は、国交省・河川水辺の国勢調査データを用いて全国109の1級河川を対象とした大規模デ

ータ解析を行い，生物多様性が高い河川では，人のレジャー利用（釣り、水辺での遊びなど）が増

加することを明らかにしたものである。レジャー利用は，生物多様性の持つ文化的サービスの１つ

と位置づけられている。本研究により，実際の生物多様性の多寡が文化的サービスの価値を増減さ

せることを客観的なデータで示すことができた。 

*1広島大学，*2北海道大学，*3アクアトト岐阜，*4（独）土木研究所 

 

名倉明日子,濱野紗耶加,高原輝彦*,土居秀幸*,片野泉.「ため池の斜面方位(南北)は生物多様性を決め

るか−ため池の動物プランクトンを用いた検証」『陸水研究』第1号, pp.100-101，日本陸水学会近畿

支部会，2014年2月 

□本研究は，兵庫県内に数多く分布するため池の立地条件（南北の斜面方位）に着目し，食物網構

造の基礎部分である動物プランクトン群集を用いて，生物多様性への影響を検証するものである。

①南側斜面に位置するため池は，北側斜面に位置するため池と比べ，生産性と動物プランクトンの

多様性が高くなりやすいこと，②生物多様性を考慮した環境保全活動を行う際，そのため池の斜面

方位を考慮する必要があること，を報告した。 

*広島大学（以下同様） 

 

濱野紗耶加,名倉明日子,高原輝彦*,土居秀幸*,片野泉.「生息場所異質性は生物多様性を決めるか−た

め池の底生動物を用いた検証」『陸水研究』第1号, pp.102-103, 日本陸水学会近畿支部会，2014年2

月 

□本研究は，ため池の水草群落が形成する「棲み場所の異質性（habitat heterogeneity）」が，底生動

物の多様性にどう影響するかを検証するものである。①水草帯・泥帯の両方をもつ池では，水草帯

がなく泥帯のみの池と比較して，底生動物の多様性が高いこと，②泥帯だけの底生動物多様性を比

較しても，水草帯を持つ池で高くなることから，水草帯から泥帯への栄養循環が示唆されること，

③これら傾向は南側斜面の池で強く検出されること，を報告した。 

 

門佳苗,角絢香,土居秀幸*,三橋弘宗,片野泉. 「貯水ダム下流域での土砂還元が河床物理環境と食 物

網構造に及ぼす影響」『陸水研究』第1号, pp.104-105, 日本陸水学会近畿支部会，2014年2月 

□本研究は，貯水ダム下流域の河床粗粒化・固化（アーマーコート化）対策として試行中の「土砂

還元」の河床環境・食物網構造への効果を検証するものである。①土砂還元により，河床粗粒化は
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改善されるものの，固化の改善は見られず，土砂がたまりやすい構造の地点では，むしろ固化を増

進させてしまうこと，②安定同位体比分析による 大食物連鎖長解析の結果，ダム上下流で食物網

構造に大きな変化はみられないこと，を報告した。 

 

角絢香,門佳苗,土居秀幸*,三橋弘宗,片野泉.「貯水ダム下流域での土砂還元が底生動物群集に及ぼす

影響」『陸水研究』第1号, pp.106-107, 日本陸水学会近畿支部会，2014年2月 

□本研究は，ダム下流の環境対策「土砂還元」が，底生動物の群集構造にどう影響するかを検証す

るものである。①支川流入がほとんどないダム下流で土砂還元を行う場合，ダム下流で低下した生

物多様性の改善は全く見られないこと，②携巣型の底生動物の増加はみられず，土砂を利用する造

網型の更なる増加が顕著であること，③負の影響をもたらさず効果的な土砂還元を行うためには，

支川の規模を考慮する必要があること，を報告した。 

 

【学会口頭発表】 

名倉明日子,濱野紗耶加,高原輝彦*,土居秀幸*,片野泉，ため池の斜面方位(南北)は生物多様性を決め

るか−ため池の動物プランクトンを用いた検証，日本陸水学会近畿支部会，摂南大学，2014年2月 

□前掲「ため池の斜面方位(南北)は生物多様性を決めるか…」参照 

 

濱野紗耶加,名倉明日子,高原輝彦*,土居秀幸*,片野泉，生息場所異質性は生物多様性を決めるか−た

め池の底生動物を用いた検証，日本陸水学会近畿支部会，摂南大学，2014年2月 

□前掲「生息場所異質性は生物多様性を決めるか…」参照 

 

門佳苗,角絢香,土居秀幸*,三橋弘宗,片野泉，貯水ダム下流域での土砂還元が河床物理環境と食物網構

造に及ぼす影響，日本陸水学会近畿支部会，摂南大学，2014年2月 

□前掲「貯水ダム下流域での土砂還元が河床物理環境と…」参照 

 

角絢香,門佳苗,土居秀幸*,三橋弘宗,片野泉，貯水ダム下流域での土砂還元が底生動物群集に及ぼす影

響，日本陸水学会近畿支部会，摂南大学，2014年2月 

□前掲「貯水ダム下流域での土砂還元が底生動物群集に…」参照 

 

【社会活動】 

（株）日本触媒 水源の森づくり・森林整備活動 自然観察会講師，兵庫県宍粟市，2013年8月 

兵庫県内水面漁場管理委員会委員 

 

【研究費取得状況】 

環境省，環境研究総合推進費「環境DNA 技術を用いた生物分布モニタリング手法の確立」 

平成 25-27年度 研究費総額300万円  

 

クリタ水・環境科学振興財団，国内研究助成「ダム下流域における環境保全対策事業「土砂還元」の

効果と課題を検証する」 

平成 24-26年度 研究費総額80万円 

 

【その他】 

神戸新聞（全県版），論文紹介，2013年8月24日掲載 

（Effects of biodiversity, habitat structure and water quality on recreational use of rivers） 
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加藤 陽二 
 

【書籍】 

Kato, Y. Editor, “Lipid hydroperoxide-derived modification of biomolecules,” Springer, Subcell Biochem., 

2014; 77, 202 pages （本の編集） 

 本書は脂質酸化の新しい展開に焦点をあてたものであり、16 章から構成されている。本書の企画

から執筆者の選抜、依頼などを編集者 Editor として担当した。 

 

Sakai K*, Kino S*, Masuda A*, Takeuchi M*, Ochi T*, Osredkar J**, Rejc B**, Gersak K**, Ramarathnam 

N***, Kato Y., Determination of HEL (hexanoyl-lysine adduct): A novel biomarker for omega-6 PUFA 

oxidation. Subcell Biochem., 2014; 77: 61-72  

*日研ザイル（株）日本老化制御研究所, **リュブリャナ大学薬学部, ***Genox Corporation 

 脂質酸化マーカーであるヘキサノイルリジンに関する測定法についてまとめた。 

 

Kato Y., The formation of lipid hydroperoxide-derived amide-type lysine adducts on proteins: a review of 

current knowledge., Subcell Biochem., 2014; 77: 21-39  

 脂質酸化に伴うタンパク質中のアミド型付加体生成に関して、 新の知見をまとめた。 

 

Maruyama W*, Shaomoto-Nagai M*, Kato Y, Hisaka S**, Osawa T***, Naoi M***., Role of lipid peroxide 

in the neurodegenerative disorders., Subcell Biochem., 2014; 77: 127-136 

*長寿医療研究センター,  **名城大学薬学部,  ***愛知学院大学心身科学部 

 神経変性疾患における脂質ペルオキシド（過酸化物）の役割についてまとめた。 

 

【学術論文】 

Nakamura T*, Murota K**, Kumamoto S*, Misumi K*, Bando N*, Ikushiro S*, Takahashi N*, Sekido K*, 

Kato Y, Terao J. *, Plasma metabolites of dietary flavonoids after combination meal consumption with onion 

and tofu in humans., Mol. Nutr. Food Res., 2014, 58(2): 310-317  

*徳島大院・ヘルスバイオサイエンス, **近畿大学 

 食事では単一のものを摂取することはなく、複合系からなる。タマネギと豆腐を組み合わせた食

事に伴うフラボノイドの代謝について検討を行った。 

 

北元憲利の項参照 「不法投棄に河川源流上流の細菌学的汚染状況 —年度別の比較—」 

 

【国際会議（口頭発表）】 

Yoji Kato, Detection of protein tyrosine modifications by mass spectrometry and antibodies, Antioxidants 

and Redox Process in Health, Bilateral Meeting Brazil-Japan 21-22 October, 2013, Sao-Paulo, Brazil 

 抗酸化と健康に関する日本とブラジルを中心とする国際的な研究会（サンパウロ開催）において、

招待講演としてタンパク質の酸化修飾について発表した。 

 

【国際会議（ポスター発表）】 

Shigeki Ono, Kota Oki, Noritoshi Kitamoto, Anthony J. Kettle*, Yoji Kato, Formation of reactive quinone 

from 5-hydoroxyindoleacetic acid catalyzed by myeloperoxidase  - Covalent adduction of quinone with 

protein thiols -, Antioxidants and Redox Process in Health, Bilateral Meeting Brazil-Japan 21-22 October, 

2013, Sao-Paulo, Brazil 
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* Centre for Free Radical Research, University of Otago 

 ミエロペルオキシダーゼによる５−ヒドロキシインドール酢酸からのキノン体生成とタンパク質

チオール基への付加的修飾についてポスター発表した。 

 

Ryo Matsumoto, Noritoshi Kitamoto, Yoji Kato, Formation of amide-type lipid-lysine adduct in model 

systems, Antioxidants and Redox Process in Health, Bilateral Meeting Brazil-Japan 21-22 October, 2013, 

Sao-Paulo, Brazil 

 試験管及び培養細胞を用いた生体モデル系において、アミド型脂質リジン付加体の生成機構の解

明についてポスター発表した。 

 

Yukako Araki, Rie Fujinaka, Noritoshi Kitamoto, Yosuke Takimoto*, and Yoji Kato, Studies on Leptosin 

identified in Manuka Honey - Its Metabolism and Application of Plausible Certification for Manuka Honey –, 

Antioxidants and Redox Process in Health, Bilateral Meeting Brazil-Japan 21-22 October, 2013, Sao-Paulo, 

Brazil 

* Healthcare Systems, Inc., Japan 

 マヌカ蜂蜜に含まれるレプトシン（レプトスペリン）の代謝と認証評価への応用の可能性につい

てポスター発表した。 

 

Kazuo Sakai*, Tairin Ochi*, Masao Takeuchi*, Narasimhan Ramarathnam**, Yuki Miyashiro**, Masahiko 

Ikeda**, Yoji Kato, Assessment of oxidative stress markers in tea catechins-treated rats, 17th Biennial 

Meeting of Society for Free Radical Research International, March 23rd to 26th, 2014, Kyoto 

* Japan Institute for the Control of Aging, Nikken SEIL Co., Ltd., **Genox Corporation, ** Graduate 

School of Environment and Disaster Research, Fuji Tokoha University 

 カテキンを投与したラットにおける酸化ストレスマーカーの変動についてポスター発表した。 

 

Yoji Kato, Shigeki Ono, Noritoshi Kitamoto, and Anthony Kettle, Modification of tubulins by reactive 

quinone derived from serotonin in neuronal cells, 17th Biennial Meeting of Society for Free Radical 

Research International, March 23rd to 26th, 2014, Kyoto 

*Centre of Free Radical Research, University of Otago 

 セロトニン由来のキノン体による神経細胞のチューブリン分子の修飾について発表した。 

 

Shinsuke Hisaka*, Yoshimi Hayashi**, Hiroyasu Akatsu***, Masayo Shamoto-Nagai****, Yoji Kato, 

Mitsuhiko Nose*, Wakako Maruyama****, Toshihiko Osawa*****, Propanoylation of amyloid β is the key 

post-translational modification to enhance its aggregability and neurotoxicity in Alzheimer’s disease, 17th 

Biennial Meeting of Society for Free Radical Research International, March 23rd to 26th, 2014, Kyoto 

* Meijo university, ** Nagoya University Graduate school of Bioagricultural Sciences, *** Fukushimura 

hospital, **** Aichi Gakuin University 

 アルツハイマー病の原因とされるアミロイド β タンパク質のプロパノイル化がタンパク凝集や細

胞毒性に関与していることを発表した。 

 

【国内学会（口頭及びポスター発表）】 

○酒居一雄*，竹内征夫*，越智大倫*，宮代悠希**，池田雅彦**, 加藤陽二, 高血圧モデルラットに

おけるジチロシンの評価, 日本酸化ストレス学会, 6 月 13-14 日, 名古屋 

*日研ザイル（株）日本老化制御研究所, **富士常葉大学大学院 環境防災研究科 
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 酸化ストレスマーカーとしてタンパク質チロシンの二量体であるジチロシンに着目し、高血圧モ

デルラットの解析に用いた。 

 

○加藤陽二 , 小野成輝 , 北元憲利 , トニーケトル*, セロトニン酸化物トリプタミンダイオンによる

神経細胞タンパク質の修飾,  日本酸化ストレス学会, 6 月 13-14 日, 名古屋 

* Centre of Free Radical Research, University of Otago 

 セロトニンのキノン体である Tryptamine dione による神経細胞タンパク質への選択的な修飾反応

について解析した。 

 

北元憲利の項参照 「セレウス菌および黄色ブドウ球菌に対する塩麹の抗菌効果」  

 

○加藤陽二,藤中里衣,北元憲利,數村公子*,瀧本陽介**, マヌカ蜂蜜認証のための Leptosin 及び Methyl 

Syringate の検出定量 (Quantification of Leptosin and Methyl Syringate for Authentication of Manuka 

Honey),日本フードファクター学会,11 月 9−10 日,東京 

*浜松ホトニクス(株)中央研究所, **（株）ヘルスケアシステムズ 

 Leptosin（Leptosperin）及び Methyl Syringate の機能性について検討し、さらにその検出定量がマ

ヌカ蜂蜜の認証評価に役立つことを示唆した。 

 

○加藤陽二,藤中里衣,石坂朱里,北元憲利, 瀧本陽介*, マヌカ蜂蜜に特有な Leptosin の質量分析によ

る検出定量と認証評価,日本農芸化学会,3 月 30 日,東京 

*（株）ヘルスケアシステムズ 

 質量分析器を用いた高感度及び選択的な Leptosin（Leptosperin）の検出定量法の構築とマヌカ蜂

蜜認証評価への応用について発表した。 

 

【講演会】 

○加藤陽二 「体内の酸化を測るストレスマーカーの研究」, 産業化を見据えた機能性食品を考える

研究会, 12 月 4 日（水）, 名古屋 

 体の健康状態をはかる指標の一つとして酸化ストレスマーカーが考えられる。タンパク質や核酸、

脂質の酸化に伴う生成物を酸化ストレスマーカーとして利用した例などについて、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 

・ 第 60 回日本栄養改善学会実行委員（会場運営委員長） 

・ Antioxidants and Redox Process in Health, Bilateral Meeting Brazil-Japan 21-22 October, 2013, 

Sao-Paulo, Brazil, The Organizing Committee 

・ Antioxidant Units（AOU）研究会 評議員 

・ J. Clin. Biochem. Nutr., Editor（Editorial Board） 

 

【研究費取得状況】 

・ ヘルスケアシステムズ（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） 
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熊谷 哲 
 

【論文】 

熊谷 哲、低炭素家庭に向けた BDF 普及活動の研究、兵庫県立大学環境人間学部研究報告、第 16

号、P85-89、（2014 年 3 月） 

 平成 19 年度より兵庫県中播磨地域（郡部）で進められてきたてんぷら油の回収によるバイオディ

ーゼルフュエルのリサイクルモデル事業の取り組みをモデル地区での社会実験から３町の取り組み

となるまでの取り組み実績について分析し報告した。平成 24 年度末で３町合計約 11000 リットル／

年のてんぷら油の回収と 15％の回収率を得るまでの経緯を解析した。 

 

【学会口頭発表】 

１．熊谷哲、土川忠浩、黒田修司、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Ⅱ、日本エネルギー環境教育学会第 8 回全国大会(2013 年 8 月) 

 親子で取り組む環境学習ソフト「うちエコキッズ」を改良し、PC に加えスマートホンや

タブレットでも動作するように改良を行った。そのソフトウェアを HP への掲載し、ダウ

ンロードによるソフトウェア評価を行った。 

 

２．熊谷 哲、バイオディーゼルフュエル(BDF)のリサイクルモデルと環境学習、日本エネルギー環

境教育学会第8回全国大会(2013年8月) 

 バイオディーゼルフュエルは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 .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 : 

FT-ICR MS と 3 次元励起蛍光スペクトル測定を用いたヒノキ森林生態系を循環する溶存有機物のキ

ャラクタリゼーション, 日本地球惑星科学連合 2013 年大会, 幕張メッセ国際会議場 (2013 年 5 月) 

杉山裕子の欄参照 

 

４.内海 理伽, 早川 和秀, 藤嶽 暢英, 木田森丸, 真木謙造, 熊谷 哲 , 杉山 裕子: 活性アルミナを

用いた琵琶湖溶存有機物の分画法の検討, 日本陸水学会第 78 回大会, 龍谷大学 (2013 年 9 月)   

杉山裕子の欄参照 

 

５ .森谷美奈 , 高橋勝利 , 大橋瑞江 , 大手信人 , 藤嶽暢英 , 山瀬敬太郎 , 中田靖 , 熊谷哲 , 杉山裕子 : 

FT-ICR MS と 3DEEMs を用いた森林生態系内溶存有機物の動態の解析, 日本腐植物質学会第 29 回講

演会, 佐賀大学 (2013 年 11 月) 

杉山裕子の欄参照 

 

６ .森谷美奈 , 高橋勝利 ,大橋瑞江 ,大手信人 ,藤嶽暢英 ,山瀬敬太郎 ,中田靖 ,熊谷哲 ,杉山裕子 : FT-ICR 

MS による森林生態系内溶存有機物の分布と特徴の解析, 日本陸水学会近畿支部会, 摂南大学 (2014

年 2 月) 

杉山裕子の欄参照 
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７.内海理伽,早川和秀,藤嶽暢英,木田森丸,真木謙造,熊谷哲,杉山裕子: 固相抽出法を用いた琵琶湖溶

存有機物の分布および化学的性質の検討, 日本陸水学会近畿支部会, 摂南大学 (2014 年 2 月) 

杉山裕子の欄参照 

 

【社会活動】 

講演活動 

環境教育・学習について-主として初等教育-、環境省・竹野スノーケルセンター・ビジターセンタ

ー 

(2014 年 3 月 18 日) 

里山から里海までのつながり、西播磨高齢者文化大学(2013 年 12 月 6 日) 

私のふるさとづくり、こころ豊かな美しい西播磨推進会議（2013 年 7 月 4 日） 

 

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、兵庫県立姫路工業高等学校評議員 

【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））「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 

 

【その他】はりま里山研究所の設立(2013 年 4 月)による地域連携活動（サイエンスカフェ、キッズ・

サイエンスクラブ等）の実施と関西 TV スーパーニュースアンカー特集放映（2014 年 1 月 30 日） 
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佐々木 良子 
 

【学術論文】   

佐々木良子，深江亮平，佐々木健*， 「臙脂綿に用いられた赤色成分の化学分析」『文化財保存修復

学会誌』 

第 56 号，pp. 37-50，文化財保存修復学会，2013 年   *京都工芸繊維大学 

友禅染や日本画に用いられた赤色染料を含む色材である臙脂綿は，その製法が未公開のまま製造

が中止されて久しい。この臙脂綿（伝世品）に用いられた赤色染料を，HPLC を用いて分析したと

ころ，使用が想定されていたラックだけでなく，コチニールや初期合成染料も用いられていたこと

が明らかになった。 

 

Yoshiko SASAKI and Ken SASAKI*, Protoberberine Dyes in Historical Textiles of East Asia. 

Determination of Dye Plants and Origin, The proceeding of the Second Symposium of the 

society for Conservation of Cultural Heritage in East Asia, pp188-192, 2013  *Kyoto 

Institute of Technology 

東アジアで古来より生薬，防虫剤，黄色染料として用いられてきた黄檗について，その成分組成

を HPLC により詳細に検討したところ，日本産黄檗と中国産黄檗の区別が可能であることが明らか

になった。この知見を基に染織文化財に用いられた黄檗についても分析を行ったところ，日本産と

中国産黄檗の区別が可能であり，染織品の産地に関する情報を提供できることが示された。 

 

Yoshiko SASAKI, Ken SASAKI*，Analysis of Protoberberines in Historical Textiles: Determining the 

Provenance of East Asian Textiles by Analysis of Phellodendron， the journal e-PRESERVATION SCIENCE, 

Vol.10 pp.83-89, 2013  *Kyoto Institute of Technology 

黄檗の成分組成を HPLC により詳細に検討し，日本産と中国産の区別が可能であることを明らか

にした。この知見を基に染織文化財に用いられた織糸と刺繍糸について，黄檗の成分分析を行った

ところ，織糸については，黄檗の産地と染織品の産地に強い相関がみられた。一方，刺繍糸につい

ては，日本産黄檗は日本製の染織品にのみ用いられていたが，中国産黄檗は両国の染織品に用いら

れて，中国産刺繍糸が日本に輸入されていたことを示した。 

 

【報告書】 

佐々木良子 「仁王胴具足に使用された染織品の染料分析」『一宮市博物館資料調査報告1 仁王胴 

具足調査報告書』 pp. 44-56，一宮市博物館，2014年3月  

一宮市博物館収蔵の仁王胴具足の復元品を作る為の基礎調査の一部として染料分析を行った。収

蔵庫での非破壊的な反射可視分光分析より，青色及び緑色の青色成分には藍が，紫色には紫根が用

いられていることが分かった。更にHPLCを用いた破壊分析より，現状白茶色の家地がタンニン系

の染料で染められていることを示した。 

 

【解説】   

佐々木 良子，佐々木 健*，「天然染料の分析技術（その１） 文化財染織品に用いられた天然染

料の非破壊分析を例にして」『繊維製品消費科学会誌』第 54 号，pp. 298-303，2013 年 4 月  *京

都工芸繊維大学 

文化財染織品に用いられた天然染料の非破壊分析を例にして染料分析技術を解説した。文化財の

材質分析においては，On-site での非破壊分析が も望まれる。可搬式分析機器を用いた非破壊分析

は，資料の劣化生成物や付着物の情報も同時に取り込むが，多くのポイントでの測定が可能である。
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この有効性を，反射可視分光分析と蛍光分光分析を用いて示すとともに，分析結果の可視化を例示

した。 

 

佐々木 良子，佐々木 健*， 「天然染料の分析技術（その２） 文化財染織品に用いられた天

然染料の破壊分析を例にして」『繊維製品消費科学会誌』第 54 号，pp. 409-416，2013 年 5 月  *

京都工芸繊維大学 

文化財染織品に用いられた天然染料の破壊分析を例にして染料分析技術を解説した。文化財分析

において非破壊分析が望まれるが，破壊分析を行うことにより，多くの情報が得られる。文化財と

しての価値を考慮した資料採取法や試料採取量の微量化を図ることの重要性と共に，非破壊分析で

は分からない組成比が求められる事など，破壊分析であるHPLCや質量分析の利点を例示した。 

 

【学会口頭発表】 

佐々木良子，矢野俊明*，佐々木健**，ラック及びコチニールに含まれる色素成分の化学的性質，日

本文化財科学会第 30 回大会（弘前）2013 年 7 月 6 日 研究発表要旨集 pp.226-227  *染技連，**

京都工芸繊維大学 

 友禅染においては，赤と藍，黄の三色を基本にその濃淡や混色で多くの色合いを挿してきた。こ

の赤色色材には臙脂綿が用いられ，ラック或いはコチニールから作られた。これらラックとコチニ

ールの化学的な挙動を解析した。抽出溶媒を水と有機溶媒に代えて HPLC に供したところ，コチニ

ールではその成分に大きな違いは無かったが，ラックでは資料によって疎水性成分の違いが見られ

た。 

  

佐々木良子，藤井健三*，佐々木健**，黄檗の成分分析による産地同定法を用いた文化財染織品の日

中間の流通に関する一考察，文化財保存修復学会第 35 回大会(仙台) 2013 年 7 月 20 日  講演要旨

集 pp. 64-65  

*西陣織物館，**京都工芸繊維大学 

 HPLC による黄檗の成分比から，中国産黄檗と日本産黄檗の区別が可能であることを明らかにし

てきた。ここでは江戸期の文化財染織品の織糸と刺繍糸に区別して，その様式と黄檗の産地につい

ての考察したところ，織糸は産地と様式に高い一致が見られたが，刺繍糸では，日本様式を持つ資

料に中国産黄檗で染められた刺繍糸が用いられており，刺繍糸の中国から日本への流通を化学的に

証明した。 

 

佐々木良子、行谷吉男*、梶原俊明*、萩原理一*、藤井健三*、並木誠士*、浦川宏*、森本一成*、佐々

木健*，明治期の絹黒染（京都工芸繊維大学美術工芸資料館所蔵染織品の調査 9），文化財保存修復

学会第 35 回大会(仙台) 2013 年 7 月 20 日  講演要旨集 pp. 230-231   *京都工芸繊維大学美術

工芸資料館蔵染織関連資料調査研究委員会 

 染織鑑（第 5 回内国勧業博覧会記念）に添付された黒染め裂を基に明治期の黒染めについての調

査を行った。江戸期の鉄媒染を用いたタンニン染から，明治期は合成染料による黒染めに移行した

が，染法が不明で染織技術が未熟であった。そこで合成染料の染法を日本古来より用いてきた天然

染料の染法に応用することにより良品を染色できるように努力した事が明らかになった。 

 

Yoshiko SASAKI and Ken SASAKI*，HPLC Analysis of Yellow Dye “Phellodendron” to Determining the 

Provenance of Historical Textiles of East Asia，44th World Chemistry Congress, 11-16 Aug. 2013  

Istanbul Turkey, Abstract p203.   *Kyoto Institute of Technology 

 前掲「Protoberberine Dyes in Historical Textiles of East Asia. Determination of Dye Plants and Origin」
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参照 

 

Yoshiko SASAKI and Ken SASAKI*, The usage of the red insect colorant in the Asia based on the chemical 

analysis, 3rd International Symposium on Conservation of Cultural Heritage in East Asia 5-6 September 

2013 Gyeongji Korea, Abstract pp.87-90    *Kyoto Institute of Technology 

前掲 「臙脂綿に用いられた赤色成分の化学分析」 参照 

 

Yoshiko SASAKI, Ryohei FUKAE, Ken SASAKI*, Red Dyes used for Rouge Cotton (Enji-wata), 32nd 

Meeting of Dyes in History and Archaeology, 3-5 October 2013 La Rochelle France, p. 18  *Kyoto Institute 

of Technology 

 臙脂綿に用いられた染料の HPLC を用いた分析から，伝統的には主にラックが用いられているこ

とを報告した。更にその原料であるスティックラックの着色成分および疎水性成分の成分分析より，

スティックラックのグループ分けを行った。このグループとスティックラックの入手地に相関があ

ることを報告し，ラック虫の種類の違いによるものであることを考察した。 

 

【社会活動】 

一宮市博物館 博物館講座「尾張平野を語る 18 仁王胴具足の謎に迫る」 「文化財染織品の科学

分析から分かること ～仁王胴具足を含む種々の染織品を例にして～」 2014 年 2 月 9 日講演 

 

【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）「蛍光寿命測定の文化財材料への応用に関する基礎

研究」 

平成25年度～27年度 研究費総額290万円 
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杉山 裕子 
 

【学術論文】 

Chen Xu1, Hongmei Chen2, Yuko Sugiyama, Saijin Zhang1, Hsiu-Ping Li1, Yi-Fang Ho1, Chia-ying Chuang1, 

Kathleen A Schwehr1, Daniel I. Kaplan3, Kimberly A Roberts1, Robin Brinkmeyer1, Chris Yeager4, Patrick G. 

Hatcher2, Peter H. Santschi1, Novel Molecular-Level Evidence of Iodine Binding to Natural Organic Matter 

from Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry, Science of The Total Environment, 

449C:244-252 , 2013.4 
1Laboratory for Environmental and Oceanographic Research, Department of Marine Sciences, Texas A&M 

University, USA 
2Department of Chemistry and Biochemistry, Old Dominion University, USA 
3Savannah River National Laboratory, USA 
4Los Alamos National Laboratory, USA 

Electrospray ionization coupled to Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry 

(ESI-FTICR-MS) was applied to elucidate the interactions between inorganic iodine species (iodide and 

iodate) and a fulvic acid (FA) extracted from a SRS surface soil. Iodate is likely reduced to reactive iodine 

species by the lignin- and tannin-like compounds or the carboxylic-rich alicyclic molecules (CRAM), during 

which condensed aromatics and lignin-like compounds were generated. Iodide is catalytically oxidized into 

reactive iodine species by peroxides, while FA is oxidized by peroxides into more aliphatic and less aromatic 

compounds. Only 9% of the total identified organo-iodine compounds derived from molecules originally 

present in the FA, whereas most were iodine binding to newly-produced compounds. The resulting iodinated 

molecules were distributed in three regions in the van Krevelen diagrams, denoting unsaturated 

hydrocarbons, lignin and protein. The ESI-FTICR-MS technique provides novel evidence to better 

understand the reactivity and scavenging properties of NOM towards radioiodine and possible influence of 

NOM on (129)I migration. 

 

杉山裕子, 溶存有機物の高分解能質量分析と解析, ぶんせき, 3, 107-112, 2014.3 
溶存有機物は，水圏に普遍的に存在する「還元態炭素」のリザーバーであり，生態系

内で変質・変化した代謝中間生成物を中心に構成される，多種多様な有機化合物の混

合物である。近年，高分解能質量分析を用いた，溶存有機物の分子種や分子構造を明

らかにする試みが行なわれている。本稿は，日本分析化学会からの依頼により，フー

リエ変換イオンサイクロトロン共鳴型質量分析器(FT ICR MS)の特性と溶存有機物分

析および解析について解説し，その将来性について述べたものである。 
  

【学会発表】 

杉山裕子, 高橋勝利 1, Patrick Hatcher2，フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型質量分析法を用

いた陸水中溶存有機物の分子レベルキャラクタリゼーション, 日本地球惑星科学連合 2013 年大会, 

幕張メッセ国際会議場，2013 年 5 月 
1(独)産業技術総合研究所 
2Old Dominion University 

Ultrahigh resolution mass spectrometry, i.e., Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry 

(FT-ICR MS) is currently the only mass spectrometry technique capable of achieving the resolution and 

mass accuracy required to determine molecular formulae of Dissolved Organic Matter (DOM), and has 

recently contributed substantially to the molecular understanding of DOM. DOM from various water sources 
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has been examined extensively for its molecular characteristics. Numerous approaches were used to define 

the chemical composition of the DOM, and these include elemental ratios of O/C and H/C, double bond 

equivalents (DBE), functional group series identification determined by Kendrick mass defect (KMD) 

analysis, average molecular weights, etc. 

 We examined variety of inland waters including river, lake, rain, soil waters using FT-ICR MS, and tried to 

characterize them by determining their molecular constituents. 

 

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,  FT-ICR 

MS と 3 次元励起蛍光スペクトル測定を用いたヒノキ森林生態系を循環する溶存有機物のキャラク

タリゼーション, 日本地球惑星科学連合 2013 年大会, 幕張メッセ国際会議場, 2013 年 5 月 
1(独)産業技術総合研究所 
2 東京大学生命農学研究科 
3 神戸大学農学研究科 
4 兵庫県立農林水産 技術総合センター 

In forest ecosystem, DOM plays important roles such as: being a main energy source of microorganisms 

which control material cycles in the pedosphere; making complex with iron, aluminum, other trace metals, 

or organic pollutants and affects their mobility or toxicity in the hydrosphere. Thus, DOM is one of the 

important materials for water quality. 

We applied Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry (FT-ICR MS) to the DOM in 

cypress forest ecosystem and tried to elucidate the cycling of DOM and alteration processes in the 

ecosystem. 

 

C. Xu1, H. Chen2, Y. Sugiyama, S. Zhang1, H. LI1, C. Chuang1, K. A. Schwehr1, D. I. Kaplan3, 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, 2013.6 
1Laboratory for Environmental and Oceanographic Research, Department of Marine Sciences, Texas A&M 

University, USA 
2Department of Chemistry and Biochemistry, Old Dominion University, USA 
3Savannah River National Laboratory, USA 

 (前掲 Novel Molecular-Level Evidence of Iodine Binding to Natural Organic Matter from Fourier 

Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry 参照) 

 

内海 理伽, 早川 和秀 1, 藤嶽 暢英 2, 木田森丸 2, 真木謙造 2, 熊谷 哲, 杉山 裕子, 活性アルミナを

用いた琵琶湖溶存有機物の分画法の検討, 日本陸水学会第 78 回大会, 龍谷大学, 2013 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 神戸大学農学研究科 

溶存有機物（Dissolved Organic Matter, DOM）は 0.2~1 μm のフィルターを通過することのできる有

機物であり、水環境中に広く存在している。物質循環や生態系内において、一次生産の支配、バク

テリアの主要な栄養源、他の化学物質との相互作用などの重要な役割を担っている。しかし、DOM

は数千種を超える多様な化合物の混合物であるため、分子レベルでの組成や起源の把握は難しい。

質量分析等を用いた天然水中 DOM の分子レベルでの分析の前処理として、固相抽出法が汎用され

ている。今回は、極性の高い物質を選択的に分離することができるアルミナを吸着剤に用い、アル
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ミナに吸着される有機物の特徴について検討し、低極性物質を吸着する C18 法との比較を行った。 

 

森谷美奈, 高橋勝利 1, 大橋瑞江, 大手信人 2, 藤嶽暢英 3, 山瀬敬太郎 4, 中田靖 5, 熊谷哲, 杉山裕子,  

FT-ICR MS と 3DEEMs を用いた森林生態系内溶存有機物の動態の解析, 日本腐植物質学会第 29 回講

演会, 佐賀大学, 2013 年 11 月 
1(独)産業技術総合研究所 
2 東京大学生命農学研究科 
3 神戸大学農学研究科 
4 兵庫県立農林水産 技術総合センター 
5㈱堀場製作所 

森林は優れた淡水資源貯蔵庫であり、河川など日本の淡水資源の水源は多くが森林に存在する。良

質な淡水資源を確保し続けるためには、森林内で起こる水質の変化及びその要因を明らかにするこ

とが重要であるが、地上部(降雨水)から地下部(土壌水・地下水)への水の循環経路に沿って溶存物質

の変化を詳細に調べた研究は少ない。溶存有機物(DOM)は主要な溶存物質のひとつであり、生物や

物質循環に大きな影響を与えているが、DOM の大半は分解途中の物質であり、同定可能な既知物

質は DOM の一部に過ぎないために DOM を構成する有機物についての情報は限られている。本研

究は、超高分解能フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型質量分析器(FT-ICR MS)と三次元励起蛍

光スペクトル測定(3DEEMs)を用いて森林生態系における DOM の構成分子種の変化を調査した。 

 

木田森丸 1, 真木謙造 1, 津田久美子 1, 早川和秀 2, 杉山裕子, 川東正幸 3, 大塚俊之 4, 加藤拓 1, 藤嶽

暢英 1, 湖沼や河川水の腐植物質含量はどのくらいを占めるか, 日本腐植物質学会第 29回講演会, 佐

賀大学, 2013 年 11 月 
1 神戸大学農学研究科 
2 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 
3 首都大学東京都市環境学部 
4 岐阜大学流域圏科学研究センター 

水系フミン物質（AHS：Aquatic Humic Substances）は溶存有機物（DOM）の主要構成成分であり、

水環境中に普遍的に存在している。AHS は金属種や微量塩類との錯体形成を通じて水生植物やプラ

ンクトンの増殖・種組成の変化に深く関わると考えられており、その機能性の要因となる量（濃度）

や質（化学構造特性）を解明することは重要な課題である。 

我々は非有色水系にも適応できる高感度な AHS 定量分析法を開発し、いくつかの有色・非有色水系

に適用して有用性を示した。本講演では、この手法を用いて様々な水試料中の AHS 含量を調べた結

果について報告した。 

 

森谷美奈, 高橋勝利1,大橋瑞江,大手信人2,藤嶽暢英3,山瀬敬太郎4,中田靖5,熊谷哲,杉
山裕子: FT-ICR MSによる森林生態系内溶存有機物の分布と特徴の解析, 日本陸水

学会近畿支部会, 摂南大学 (2014) 
1(独)産業技術総合研究所 
2 東京大学生命農学研究科 
3 神戸大学農学研究科 
4 兵庫県立農林水産 技術総合センター 
5㈱堀場製作所 

(前掲 FT-ICR MS と 3DEEMs を用いた森林生態系内溶存有機物の動態の解析, 日本腐植物質学会第

29 回講演会参照) 
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内海理伽,早川和秀 1,藤嶽暢英 2,木田森丸 2,真木謙造 2,熊谷哲,杉山裕子: 固相抽出法を用いた琵琶湖

溶存有機物の分布および化学的性質の検討, 日本陸水学会近畿支部会, 摂南大学, 2014 年 2 月 
1 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 
2 神戸大学農学研究科 

(前掲 活性アルミナを用いた琵琶湖溶存有機物の分画法の検討, 日本陸水学会第 78 回大会参照) 

 

木田森丸 1,真木謙造 1,津田久美子 1,早川和秀 2,杉山裕子,川東正幸 3,大塚俊之 4,廣田充 5,加藤拓 1,藤嶽

暢英 1, 国内外の湖沼や河川における腐植物質含量～DAX-8 樹脂吸着法による～, 日本陸水学会近

畿支部会, 摂南大学, 2014 年 2 月 
1 神戸大学農学研究科 
2 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 
3 首都大学東京都市環境学部 
4 岐阜大学流域圏科学研究センター 
5 筑波大学大学院生命環境科学研究科 

(前掲 湖沼や河川水の腐植物質含量はどのくらいを占めるか, 日本腐植物質学会第 29 回講演会参

照) 

 

【社会活動】 

兵庫県環境審議会専門委員 

兵庫県国土審議会委員 

日本分析化学会 幹事 

日本腐植物質学会 会計監査 

日本陸水学会近畿支部会 庶務幹事 

 

【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」 
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土川 忠浩 
 

【著書】 

日本建築学会（分担執筆）、『温熱心理・生理測定法規準・同解説』、日本建築学会、2014 年 3 月 1

日、本書は、温熱環境の評価に関する規準の一つであり、先に刊行した「室内温熱環境測規準」に

続き、その室内温熱環境の影響を受ける人体の見地に立脚した評価を実施するための測定方法を記

載している。 

 

【原著論文】 

Yoshihito Kurazumi*1,Tomonori Sakoi*2, Tadahiro Tsuchikawa, Kenta Fukagawa*3, Zhecho Dimitrov 

Bolashikov*4 and Tetsumi Horikoshi*5, Behavioral Thermoregulation Model for Evaluation of Outdoor 

Thermal Environment, Journal of Ergonomics, 4(1), pp.1-12, DOI: 10.4172/2165-7556.1000125, 2014 

*1 School of Life Studies, Sugiyama Jogakuen University,*2 Kansei Engineering Course、  Shinshu 

University,*3 Department of Architecture, Kyushu Sangyo University,*4 International Centre for Indoor 

Environment and Energy, Technical University of Denmark,*5 Department of Techno-Business 

Administration, Graduate School of Nagoya Institute of Technology  

Abstract 

The purpose of this paper is to propose and develop a behavioral thermoregulation model in the outdoor 

environment, in order to predict the mean skin temperature for the evaluation of outdoor environment. This 

model is based on a Two-Node Model, and has three components: direct solar radiation, indirect solar 

radiation, and heat conduction. Each body part consists of core and skin layers. The model formula, by ratio 

of body weight of skin layer of heat conductance between skin and core layer, was included in this model. To 

verify this model, experiments were conducted.  

 

【学術論文】 

田村康子、土川忠浩、藏澄美仁*1、大和義昭*2、松原斎樹*3、堀越哲美*4、「頸髄損傷者の夏季屋外

環境における生理・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 53 号

pp.197-200、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、夏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、飲食に影響されることが示唆さ

れた。また温冷感については、温冷感を感じている部分も見られたが、室内や屋外といった状況で

判断している部分もあると考察され、今後、温冷感を感じる部位を検討する必要性があると考えら

れる。 

 

土川忠浩、「住まい環境のしくみの「見える化」」、日本環境教育学会第２４回大会要旨集、p.201、

2013 年 7 月 

本報は、主として住宅購入やリフォームを使用としている一般成人に対して、「住環境のしくみ」

（例えば、日当たり、風通し、壁や天井の配色など）を、シミュレーション技術等によって「見え

る化」し、住宅における環境特性をよりわかりやすく理解する手法について検討し、環境に対する

関心向上の啓発を目的とする。 

 

熊谷哲、土川忠浩、黒田修司、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Ⅱ」、

日本エネルギー環境教育研究、Vol.8,No.2 
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*1 はりま里山研究所、*2（有）ひのでやエコライフ研究所 

（熊谷哲教授欄を参照） 

 

土川忠浩、田村康子、「脊髄損傷者の主体的行動を促進・支援する温熱環境のあり方に関する研究」、 

日本福祉のまちづくり学会第 16 回全国大会、CD 配布（2GⅡ-1）、2013.8. 

都市・建築において、脊損者のような体温調節が困難な人々に対する温熱環境の設計・評価方法

を確立することは、彼らの安全・健康・快適な環境を創造するのみならず、社会的活動や自立の促

進にもつながり、結果として誰にとっても質の高い福祉社会、都市・建築空間の実現に向かうもの

と考えられる。本報では、頸損者に対するヒアリングの結果より、いわゆる環境弱者に対する都市・

建築の温熱環境のあり方を考察する。 

 

田村康子、土川忠浩、服部託夢*1、「頸髄損傷者の夏季屋外環境における体温代替部位の検討」、 

日本福祉のまちづくり学会第 16 回全国大会、CD 配布（2GⅡ-2）、2013.8. 

 *1 広島工業大学 

頸髄損傷者の外出や屋外活動での体温維持・調節を支援する装置の開発のために、本研究では頸

損者にとって負担が少ない、体温に代わる体温代替部位の検討を目的として、夏季屋外環境での測

定を行った。体温代替部位として、断熱した前腕と下腿前の皮膚温度(以下、断熱皮膚温)と車いす

の座面温度を考え、体温との関係性を検討した。その結果、断熱皮膚温も座面温度も体温と関係の

見られた時間帯と見られない時間帯があった。 

 

田村康子、土川忠浩、藏澄美仁*1、大和義昭*2、松原斎樹*3、堀越哲美*4、「夏季屋外外出時におけ

る頸髄損傷者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（北海道）、環境工学

I、107-108、2013 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にとって負担が少なく、実用性のあ

る深部温代用測定部位を探るため、夏季屋外外出時での測定を行い、代用測定部位の検討を行った。

その結果、夏季屋外外出時において、断熱皮膚温、座面温度共に、耳内温と関係性が見られる部分

と見られない部分があった。 

 

土川忠浩、田村康子、「障碍者・環境弱者のための温熱環境プロフィールに関する研究その１その必

要性と方向性」、日本建築学会大会学術講演梗概集（北海道）、環境工学 I、109-110、2013 年 8 月 

本報では、“環境弱者（温熱環境弱者）”を定義するとともに、人体－福祉機器－都市・建築空間

連携システム構築の概要を示した。さらに、そのシステムに必要となる“温熱環境プロフィール”の

提案とその概要・方向性について示した。 

 

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、「環

境工学協働による地球環境対応型都市づくりに関する体系的研究その 23：秦野市内高齢者施設の屋

内環境に関するアンケート及び実測調査について」、日本建築学会大会学術講演梗概集（北海道）、

環境工学Ⅱ、1215-1216、2013 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 

本報では秦野市内における高齢者入所施設 5 カ所を対象とした施設管理者に対する屋内環境に関

するアンケート調査及び温熱・光環境に関する実測調査の結果について報告した。今回は冬期のみ

の測定調査報告であるため、今後は 5 施設の同様の測定点で夏期の屋内環境測定調査を実施する予

定である。 
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室恵子*1、兼子朋也*4、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

する基礎的検討その 2 温熱評価語の捉え方を考慮した温冷感尺度の構成」、日本建築学会大会学術講

演梗概集（北海道）、環境工学Ⅱ、323-324、2013 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、*4 大阪市立大学、*5 奈良女子大学 

温熱評価語の寒暑および快・不快感の程度、各語の間隔を検討した結果、寒暑涼暖尺度と寒暑尺

度では同等性を仮定し難いことが確認された。一方、温冷感を 7 段階の間隔尺度で測定する場合、

程度副詞には「とても」「すこし」を用い、寒暑の語のみで構成した尺度がより適切であると考えら

れる。 

 

田村康子、土川忠浩、服部託夢*1、大和義昭*2、松原斎樹*3、堀越哲美*4、冬季屋外時における頸

髄損傷者の体温モニタ部位の検討、日本生気象学会雑誌、Vol.50、no.3、S73、2013 年 11 月 

*1 広島工業大学、*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に対する体温予測提示システム開発のために、人工気候室や屋

外外出時において、頸損者に負担の少ない深部温代替部位の検討を行ってきた。本報では冬季屋外

環境において、前報より断熱部分の仕様を再検討し実験を行った。 

 

田村康子、土川忠浩、大和義昭*1、松原斎樹*2、堀越哲美*3、「屋外環境における頸髄損傷者の深部

体温予測に関する研究」、第 37 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。

69-70、2013 年 11 月 

*1 呉高専、*2 京都府立大学大学院、*3 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に対して、体温予測提示システム開発のために、夏季・冬季屋

外環境において、頸損者に負担の少ない深部温代替部位の検討を行ってきた。本報では、その測定

データを被験者の行動・場所において基準化し、耳内温と深部温代替部位の相関を検討した。その

結果、夏季屋外環境において、安静時に前腕断熱皮膚温が耳内温との相関性が比較的高かった。冬

季屋外においては、下腿前断熱皮膚温が、屋外移動時に相関が比較的高かった。 

 

土川忠浩、「多湿地域における木材の調湿効果利用に関する研究」、第 37 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。239-240、2013 年 11 月 

兵庫県北部日本海側地域の豊岡市では年間を通して多湿な気候で、住環境における湿度調節のニ

ーズが高い。本研究では、溝付き木板の調湿効果を検証するため、杉端材を利用した巾接ぎ板に溝

を施した木板（調湿建材）を使用して実大調湿ボックスを作成し、多湿地域である豊岡市のモデル

ハウス内に設置し実測した。その結果、調湿ボックス内の湿度はほぼ一定に保たれていた。今後、

長期にわたってその効果を検証する必要がある。 

 

【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））「障碍者の主体的行動の促進と介助者の見守りと支

援する建築環境システムの開発」 

平成 24 年度～平成 26 年度 研究費総額 410 万円 

 

日工記念事業団助成「地域木材を用いた高性能調湿建材の開発とその実用化に関する研究」 

平成 24 年度～平成 25 年度 研究費総額 30 万円 

  



エコシステム 

 168

中嶌 一憲 
 

【著書】 

中嶌一憲、『第 2 章 防災の費用便益分析』、馬奈木俊介編著、『災害の経済学』、中央経済社、2013

年 4 月 

 本稿は防災関連事業の費用便益分析に関して、基礎理論の理解から上級テキストやより進んだ議

論の導入への橋渡しとなることを目的として、実務的側面に触れながら基礎理論を中心に解説する。

はじめに伝統的な費用便益分析の手順に従いながら、不確実性のない状況下での基礎理論を概説す

る。次に不確実性下における便益評価の基礎理論、および実際の防災事業のリスク評価を概説した

後、より進んだ議論における論点の紹介を行う。 

 

【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』、

pp.15-25、2013年4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した。プログラムの効果、意義については以下の2

点を挙げることができる。第一に、本プログラムの能動性、創造性、協働性、社会性への効果であ

るが、全体的な傾向としてそれぞれ高まっており、一定の効果があったことを示している。第二に、

本プログラムでは地域貢献という面での効果を持ちうるという点である。 

 

Kazunori Nakajima, Naoki Sakamoto*, General Equilibrium Approach Consistent with Travel Cost Method 

for Economic Evaluation of Beach Erosion by Climate Change, European Regional Science Association 

(ERSA) 2013, Paper #00479, pp.1-22, 2013. 

*Tohoku Bunka Gakuen University 

  Considerable studies on economic evaluation of climate change have separately analyzed by a partial 

equilibrium approach and a general equilibrium approach. Therefore, by explicit linkage between two 

approaches, comprehensive assessments in a general equilibrium framework are needed. To measure 

economic impacts of the changes in environmental quality by climate change, this study develops a 

theoretical framework of a CGE model that integrates the utility function that has environmental quality as 

the independent variable derived from a recreation demand function in a TCM, confirms the validity of our 

CGE model through some numerical experiments using the beach erosion scenarios, and demonstrates that 

our CGE model is applicable for empirical analysis of climate change. 

 

中嶌一憲、「不確実性下における防災関連事業の費用便益分析」『環境経済・政策研究』、Vol.6、No.2、

pp.59-62、2013年9月 

 防災関連事業の経済評価においては、1995年1月の阪神・淡路大震災以降、その研究蓄積が急増し

た。特に、いつ起こるか分からないという自然災害の性質から、不確実性下における便益評価の理

論的研究に大きな進展が見られた。本研究はより進んだ議論の導入への橋渡しとなることを目的と

して、不確実性下における防災関連事業の費用便益分析に関するいくつかの論点を概説する。 

 

中嶌一憲、坂本直樹*、阪田和哉**、奥山忠裕***、野原克仁****、生川雅紀*****、瀧本太郎******、

阿部雅浩*******、稲垣雅一********、林山泰久*******、「観光による東北地方の価値認識構造に関
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する研究」『環境経済・政策学会2013年大会報告要旨集』、pp.1-2、2013年9月 

http://www.seeps.org/meeting/2013/submit/abst/2068_fAMbBEe6.pdf 

*東北文化学園大学総合政策学部、**宇都宮大学大学院工学研究科、***長崎県立大学経済学部、****

北星学園大学経済学部、*****岡山大学大学院社会文化科学研究科、******九州大学大学院経済学研

究院、*******東北大学大学院経済学研究科、********岐阜聖徳学園大学経済情報学部 

 本研究の目的は、価値認識を向上させる規定要因を構造化し、価値認識の向上に繋がる過程を明

らかにすることによって、価値認識の向上が東北地方東部への訪問回数増加に寄与することを検証

することである。また、本研究では「価値認識は地域の魅力アップによって向上し、価値認識の向

上は訪問回数の増加につながる」とした仮説に基づき、2つの外生的潜在変数（地域の魅力、個人属

性）と3つの内生的潜在変数（旅行前の印象、旅行後の印象、価値認識の向上）を持つ共分散構造モ

デルを構築する。本研究の分析結果から、東北地方の魅力アップによって、価値認識が向上し、東

北地方への訪問回数増加に繋がることが明らかになった。 

 

佐尾博志*、森杉雅史*、大野栄治*、坂本直樹**、中嶌一憲、森杉壽芳***、「気候変動による砂浜侵

食の地域別被害計測並びに適応政策の検討」『土木学会論文集G(環境)』、Vol.69、No.5、pp.I_249 - I_257、

2013年10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、***日本大学理工学部 

 本論文は、海面上昇予測シナリオ別に各地域の砂浜消失による被害額、及び過去の養浜事業を元

に仮想的な適応策を設定し、その効果を都道府県別に算定した。この結果、各都道府県の砂浜被害

額は海面上昇30cmで約0.8億円/年(徳島県)から約60.0億円/年(沖縄県)、65cmで約1.6億円/年(徳島県)

から約72.5億円/年(沖縄県)と大きく地域差が存在した。また、砂浜のある39 都道府県中、海面上昇

30cmで17地域、65cmで20地域において適応策の有効性が確認された。 

 

瀧本太郎*、阪田和哉**、中嶌一憲、生川雅紀***、坂本直樹****、阿部雅浩*****、「救急活動にお

ける病院収容時間と除細動実施が救命率に与える影響について: ウツタイン統計データによる2方

程式プロビット・モデル分析」『医療経済研究』、Vol.25、No.1、pp.50-69、2013年12月 

*九州大学大学院経済学研究院、**宇都宮大学大学院工学研究科、***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 

 本論文の目的は、2008年度のウツタイン統計データを用いて、年齢、性別、疾患などの状態を制

御した上で病院収容時間と救命率の関係を推定することにより救命曲線を導出し、また救急活動に

おける除細動の実施が救命率に与える効果を推定することである。結果として、心肺停止傷病者に

対する病院収容前の心拍再開の有無が1ヵ月以内死亡確率に与える影響が大きいことを定量的に明

らかにし、心拍再開の有無、心停止の推定原因別、除細動実施の有無を考慮した救命曲線を導出し

た。 

 

林山泰久*、中嶌一憲、坂本直樹**、阿部雅浩*、「東日本大震災における復興投資の地域間再分配効

果の計測」『RIETI Discussion Paper Series』、14-J-004、pp.1-42、2014年１月 

http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/14j004.pdf 

*東北大学大学院経済学研究科、**東北文化学園大学総合政策学部 

 東日本大震災後，政府による復興投資は震災により毀損した資本ストックを復旧させるものであ

り、その長期的効果を明らかにするためには動学的視点が必要となる。一方、復興投資は被災地に

おける総需要の増加を意味し、被災地の総所得や総生産を増加させるとともに、被災地以外への波

及効果も考えられる。本研究は被災地に対する局所的な需要創出という復興投資の需要サイドへの

影響に着目し、47都道府県別・20産業部門別の多地域応用一般均衡モデルを用いることにより、復
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興投資が静学的に被災地に及ぼす経済的影響およびその地域間波及効果を計測する。 

 

【報告書】 

大野栄治(研究代表者)*、森杉雅史*、佐尾博志*、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 25 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』2014 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25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 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。 

 

【口頭発表】 

中嶌一憲、動学的多地域応用一般均衡モデルを用いた気候変動に伴う水害被害の計測、岐阜聖徳学

園大学経済情報学会セミナー、岐阜聖徳学園大学、2013 年 11 月 22 日 

 本研究は、気候変動に伴う水害被害が時間を通じて経済に及ぼす影響を明らかにするために、動

学的多地域応用一般均衡モデルを構築し、数値実験による水害被害額の計測を目的とする。本研究

では水害被害の動学的波及を考慮するために、長期帰着ベース被害(比較静学)と長期帰着ベース被

害(移行動学)の 2 つの指標を提示する。本研究の結果より、2050 年の水害被害額は約 400 億円から

約 5600 億円と算定され、また水害被害による動学的波及の拡大は 1.1 倍から 1.7 倍と算定された。 

 

中嶌一憲、経済分析、東北大学生態適応センター 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、2013 年 12 月 7 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。 

 

【学会口頭発表】 

瀧本太郎*、阪田和哉**、中嶌一憲、生川雅紀***、坂本直樹****、阿部雅浩*****、救急活動におけ

る病院収容時間と除細動利用が救命率に与える影響について: ウツタイン統計データによる2方程

式プロビット・モデル分析、日本経済学会2013年度春季大会、富山大学、2013年6月23日 

*九州大学大学院経済学研究院、**宇都宮大学大学院工学研究科、***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 

 前掲「救急活動における病院収容時間と除細動実施が救命率に与える影響について: ウツタイン

統計データによる 2 方程式プロビット・モデル分析」参照 

 

Kazunori Nakajima, Naoki Sakamoto*, General Equilibrium Approach Consistent with Travel Cost Method 

for Economic Evaluation of Beach Erosion by Climate Change, The 53rd European Regional Science 

Association Congress, Palermo, Italy, 2013.8.27. 

*Tohoku Bunka Gakuen University 

 前掲「General Equilibrium Approach Consistent with Travel Cost Method for Economic Evaluation of 



エコシステム 

 171

Beach Erosion by Climate Change」参照 

 

佐尾博志*、森杉雅史*、大野栄治*、坂本直樹**、中嶌一憲、森杉壽芳***、気候変動による砂浜侵

食の地域別被害計測並びに適応政策の検討、第21回地球環境シンポジウム、東北大学、2013年9月18

日 

*名城大学都市情報学部、**東北文化学園大学総合政策学部、***日本大学理工学部 

 前掲「気候変動による砂浜侵食の地域別被害計測並びに適応政策の検討」参照 

 

中嶌一憲、坂本直樹*、阪田和哉**、奥山忠裕***、野原克仁****、生川雅紀*****、瀧本太郎******、

阿部雅浩*******、稲垣雅一********、林山泰久*******、観光による東北地方の価値認識構造に関

する研究、環境経済・政策学会2013年大会、神戸大学、2013年9月22日 

*東北文化学園大学総合政策学部、**宇都宮大学大学院工学研究科、***長崎県立大学経済学部、****

北星学園大学経済学部、*****岡山大学大学院社会文化科学研究科、******九州大学大学院経済学研

究院、*******東北大学大学院経済学研究科、********岐阜聖徳学園大学経済情報学部 

 前掲「観光による東北地方の価値認識構造に関する研究」参照 

 

坂本直樹*、中嶌一憲、阪田和哉**、奥山忠裕***、野原克仁****、生川雅紀*****、瀧本太郎******、

阿部雅浩*******、稲垣雅一********、林山泰久*******、岩手県・宮城県・福島県への観光を目的

とした再来訪需要に関する実証分析、応用地域学会2013年度第27回研究発表大会、京都大学、2013

年12月14日 

*東北文化学園大学総合政策学部、**宇都宮大学大学院工学研究科、***長崎県立大学経済学部、****

北星学園大学経済学部、*****岡山大学大学院社会文化科学研究科、******九州大学大学院経済学研

究院、*******東北大学大学院経済学研究科、********岐阜聖徳学園大学経済情報学部 

 本研究は、東日本大震災において大きな被害を受けた岩手県、宮城県、福島県を対象とし、これ

ら各県への観光を目的とした再来訪需要の構造を明らかにするため、関東地方在住者より得た個票

データを用いて実証分析を行ったものである。順序型プロビットモデルによる分析の結果、来訪者

は高速道路を積極的に利用して周遊したり、人や風土に好感を覚えたりするほど、観光への高い満

足度を持ち、この満足度が高い来訪者ほど、高い再来訪需要を持つことが示された。また、直近の

来訪が震災後であるほど、高い再来訪需要を持つという、観光を通じた被災地への支援を想像させ

る結果が観察された。 

 

Kazunori Nakajima, Hisa Morisugi*, Masa Morisugi**, Naoki Sakamoto***, Measurement of Flood 

Damage due to Climate Change by Dynamic Multi-Regional Computable General Equilibrium Model, The 

4th International Symposium of Environmental Policy and Regional Sustainable Development, Jinan 

University, China, 2014.3.16. 

*Nihon University, ** Meijo University, ***Tohoku Bunka Gakuen University 

  This study develops a spatial CGE model based on dynamic structure of the Ramsey model. Our model 

has 8 regions and 20 production sectors. The flood scenario is described as increase in capital depreciation 

rate due to flood from 2000 to 2050. The findings in this study are shown below. (1) In 2050, the total 

amount of flood damage cost is estimated to be from about US$0.4 billion to about US$5.6 billion. (2) The 

decrease in the rate of investment return by the long-term increase in flood damage causes decrease in 

savings and consumption, so that the dynamic multiplier of damage cost is estimated to be from 1.2 to 1.7 

times. 
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【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 

 

科学研究費補助金(若手研究(B))「環境評価手法を統合した応用一般均衡モデルの開発: 環境変化の

経済的影響評価に向けて(課題番号: 25740065)」、研究代表者 

平成25年度～27年度 研究費総額220万円 

 

科学研究費補助金(基盤研究(B))「地域のくらしを守る救急救命活動への寄与に着目した社会資本整

備の評価手法の研究(課題番号: 25289158)(研究代表者: 阪田和哉(宇都宮大学))」、研究分担者 

平成25年度～29年度 研究費総額1,350万円 

 

【その他】 

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 

兵庫県立大学経済学部 環境経済研究センター 運営委員 

大学生の地域貢献活動ワールドカップ Enactus ファカルティー・アドバイザー、国内大会第２位 
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原田 一宏 
 

【著書】 

原田一宏（2014）「熱帯林―グローバルな気候変動・森林保全政策とローカルな資源利用」日本森林

学会監修 井出雄二、大河内勇、井上真編『教養としての森林学』文永堂出版、125-133、2014年2

月 

本書では、気候変動・森林保全政策・地域社会の生計向上というトリプル・ベネフィットを目指

して実施されているREDD+、コミュニティを対象とした森林認証制度、フェアトレードコーヒーに

ついて紹介した。 

 

【学術論文】 

横田康裕*、原田一宏、ロフマン**、シルビ ヌル オクタリナ**、ウィヨノ**（2014）「インドネシ

ア林業公社による住民共同管理制度における住民組織への支援体制―マディウン営林署の事例にお

けるフィールド・ファシリテーターの役割―」『林業経済』66(10): 2-19、2014年1月 

*森林総合研究所、**ガジャマダ大学 

本研究では、インドネシアの林業公社によって実施されている住民共同管理制度の実態について、

現地での聞き取り調査をもとにまとめた。 

 

【口頭発表】 

原田一宏、Wiyono、井上真、フェアトレードコーヒー生産者組合の組織管理体制―インドネシア・

アチェ州の事例、第23回日本熱帯生態学会年次大会（九州大学）2013年6月 

本発表では、インドネシアのアチェ州を対象にフェアトレードコーヒー生産の生産量や生産プロ

セスの実態について明らかにした。 

 

原田一宏、インドネシアにおけるコーヒー生産者支援、公開シンポジウム「グローバル教育を通じ

て世界とつながる―私たちにできる国際協力」イーグレ姫路、2013年12月 

 本発表では、インドネシアのコーヒー生産者の実態および、学生とともに実施した地域支援プロ

グラムについて紹介した。 

 

Harada, K., Collaborative forest management with local people in REDD+ Project- A Case of national parks 

in Indonesia, IGES international conference, REDD+ Safeguards Fundamental; Not an Add-on, 2013年12月 

 本発表では、インドネシアにおいて実施されているREDD+プロジェクトの事例を紹介した。 

 

Harada, K., Aliadi, A.*, Ma, Hwan-Ok**, Collaborative forest management with social 

safeguards: Lessons from a REDD+ project in a national park in Indonesia, REDD+ 

Symposium by University of Hyogo, Carbon Emission Reductions and Removals in Tropical 

Forests, 2014年2月 

*LATIN, ** ITTO 

本発表では、インドネシアにおいて実施されているREDD+の事例を紹介した。 

 

原田一宏、熱帯雨林と人々のくらし―私たちとの関わりから考える、NPO法人はりま里山研究所サ

イエンス・カフェ、2014年2月 

本発表では、インドネシアのコーヒー生産者の実態および、学生とともに実施した地域支援プログ

ラムについて紹介した。 
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【社会活動】 

公開シンポジウムの開催、グローバル教育を通じて世界とつながる―私たちにできる国際協力、ピ

ープル・アンド・グリーンビレッジ、イーグレ姫路、2013年12月 

 

国際シンポジウムの開催、REDD+ Symposium Carbon Emission Reductions and Removals in 

Tropical Forests、兵庫県立大学応用情報科学研究科、2014年2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）「東南アジ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」 

平成25年度 研究費50万円 

 

文部科学省科学研究費補助金（基礎研究（A））（一般）「新時代に対応した参加型森林管理の制度設

計：気候変動政策と地域発展政策の融合」 

平成25年度 研究費140万円 

 

文部科学省科学研究費補助金（基礎研究（A））（海外）「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」 

平成25年度 研究費50万円 
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深江 亮平 
 

【学術論文】 

臙脂綿に用いられた赤色成分の化学分析 

佐々木良子、深江亮平、佐々木健  

文化財保存修復学会誌 56 号 PP37-50 (2013) 

※客員研究員 佐々木良子の項参照 

 

【口頭発表】 

ポリ(L-乳酸)-ポリジメチルシロキサンマルチブロックポリマーの合成と その力学的性質  

深江亮平、村井麻理、川月喜弘 

第62回高分子学会年次大会、京都国際会館、2013年5月 

 

光架橋基を導入した液晶性ポリエステルの合成 

大路尚登、南温子、深江亮平、近藤瑞穂、川月喜弘 

第62回高分子学会年次大会、京都国際会館、2013年5月 

 

【その他】 

特許 研磨材及びその製造法  第 5220282 号 

発明者（深江,横田）、特許権者（三菱電機株式会社、兵庫県、旭陽化学工業） 
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福島 徹 
 

【学術論文】  

立花晃、福島徹、「我が国における創造都市政策および創造産業の現状とその特性に関する

比較考察」、兵庫県立大学環境人間学部研究報告  第 16 号、pp.39-57、2014 年 3 月  

 本研究は、都市の再生と成長の起爆剤として、「創造性」に焦点を当てた「創造都市」の

理論に注目が集まっており、各都市でそれに基づいた政策が実践され、近年ますます増加し

ていく傾向にある。このような背景から本研究では、我が国における創造都市政策を体系的

に整理した上で、その政策の掲げる政策目標や実践を分類するとともに、創造性指標から見

たタイプ別の創造都市政策および創造産業の現状とその特性の比較考察を行った。  

 

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」、計画

行政  第 37 巻第 1 号、pp.65-70、2014 年 2 月  

 本研究では、これまでに基本計画やマスタープランから事業計画までの中に様々な形で創

造都市政策を明記し、担当所管部局を持つ全国 14 都市を対象として取り上げ、我が国にお

ける都市の創造都市政策を体系的に整理し、その政策の掲げる目標や施策、主管部局等を把

握すると共に、創造性指標をもとに各創造都市の現状と創造性に関する特性を類型化し、比

較考察している。  

 

【学術発表】  

安達萌絵、福島徹、「自治体の都市計画分野におけるインターネットの活用実態について」、 

日本計画行政学会  第 36 回全国大会研究報告要旨集 pp.183-186、2013 年 9 月  

 本研究では、都市計画の計画段階において自治体がホームページをどのように活用してい

るのか、また、ホームページを通して市民に向けてどのように情報提供し意見収集をしてい

るのか調査した。この調査から、自治体が市民へまちづくりに関する情報をどのように伝え

ようとしているか、そして市民からの意見収集のあり方について明らかにしながら、自治体

ホームページにおける都市計画の情報提供の現状と課題について考察した。  

 

立花晃、福島徹、「都市におけるクリエイティビティを高める要因としての創造都市政策－

創造クラスターのコアとしての美術館の実践に着目して－」、日本計画行政学会  第 36 回全

国大会研究報告要旨集、pp.251～254、2013 年 9 月  

 本研究は、我が国の創造都市事例として、金沢市および横浜市、神戸市、名古屋市の 4 都

市を対象としてとりあげ、創造都市としての施策の内容や現状を計画書の分類や、既存統計

資料から導き出す各種指標値をもとに描き出し  、各都市において創造都市政策がどのよう

な位置づけ、力学  で推し進められ、アウトプットとしてどのような広がりを見せているか

に焦点を当て、モデルごとに特性を分析した上、比較を交えながら考察を行った。  

 

 

入江菜穂子、福島徹、「景観計画からみた地方自治体による夜間景観形成の取り組みについ

て－政令指定市を対象として－」、2013 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.11、2013 年 7 月  

 本研究では、政令指定都市で景観計画を定めかつ夜間景観に関する記述がみられた 16 市

について、夜間景観に関する記述、具体的には「夜間景観」「夜景」「照明」「あかり」「光」

の語句を含む記述について抽出し分析を行った。自治体により景観計画区域を区域特性や景
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観タイプなどによりゾーニングし、区域ごとに方針や基準を定めていることから、抜き出し

た記述内容を、項目、区域、対象、内容について整理し、分析・考察した。  

 

納谷亮子、福島徹、「屋外広告物規制の実態について－政令指定都市を対象として－」、2013

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.11、2013 年 7 月  

 本研究では、独自に屋外広告物条例を持つことができる政令指定都市 20 市を対象として、

それぞれの政令指定都市がどのような屋外広告物に対して、そのような規制項目を設け規制

を行っているのか、またそのような地域設定を行い、どのような点に着目して規制を行って

いるのか、屋外広告物規制の実態を明らかにしている。  

 

【報告書】 

「養父市八鹿町中心市街地における空き家・空地・駐車場調査報告書」、110 ページ、2014

年 3 月  

 

【社会活動】 

講義：「都市防災」、舞子高校、2013 年 10 月  

「地域の再生を考える」、西播磨高齢者文化大学、2014 年 1 月 

フォーラムパネリスト：「今後の社会基盤整備を考える県民フォーラム」、兵庫県、2013 年 11 月 

自治体委員等：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、洲本市中川原スマートインターチェンジ利

活用等活性化委員会委員長、西播磨福祉有償運送運営協議会会長、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、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 
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三田村 哲哉 
 

【学術論文】 

三田村哲哉「ドーヴィルのアール・デコ建築」『日本建築学会関東支部研究報告集』日本建築学会、

2014年2月、675-678頁。 

 拙論は、2011年度財団法人トステム建材産業振興財団研究助成「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ノルマンディー地方におけるアール・デコ

建築に関する資料調査および実地調査の成果の一部を論じたものである。地方独自のノルマン様式、

さらにネオ・ノルマン様式に基づいた新たなアール・デコ様式の建築が開拓された。 

 

森田聖賀、三田村哲哉「エンドレス円熟期におけるキースラーの批判と作品に関する考察―フレデ

リック・ジョン・キースラーの建築作品に関する研究 その2―」『日本建築学会関東支部研究報告

集』日本建築学会、2014年2月、433-436頁。 

拙論はオーストリアの芸術家フレデリック・ジョン・キースラーが手がけた建築作品のうち、円

熟期の作品を主な考察対象として、設計手法の一端を明らかにしたものである。キースラーは、絵

画、彫刻、建築に通底した独自の設計理論を開発した。拙論ではその中でも「コルリアリズム」に

基づいて設計された建築作品についてその特徴を論じるとともに、作品を通して、モダニズム建築

を牽引したル・コルビュジエやバウ・ハウスを批判していたことを明らかにした。 

 

三田村哲哉「1874年の生誕からフランス都市計画家協会の設立まで－建築家・都市計画家アンリ・

プロストに関する考察 その１－」『日本建築学会東海支部研究発表会研究報告集』日本建築学会、

2014年2月、765-768頁。 

拙論は、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、フランス建築協会21世紀建築資料センター、パリ国立美術学校

ほかにおいて資料収集を実施して、出生届、成績表、課題作品などの分析から、フランスの建築家・

都市計画家アンリ・プロストの生誕からフランス都市計画家協会設立までの史実を明らかにしたも

のである。 

 

森田聖賀、三田村哲哉「『エンドレス』初期および中期の作品に見られる批判に関する考察―フレデ

リック・ジョン・キースラーの建築作品に関する研究 その1―」『日本建築学会東海支部研究発表

会研究報告集』日本建築学会、2014年2月、749-752頁。 

拙論はオーストリアの芸術家フレデリック・ジョン・キースラーが手がけた建築作品のうち、初

期および中期の作品を主な考察対象として、設計手法の一端を明らかにしたものである。キースラ

ーは、絵画、彫刻、建築に通底した独自の設計理論を開発した。拙論ではその中でも「コルリアリ

ズム」に基づいて設計された建築作品についてその特徴を論じるとともに、作品を通して、モダニ

ズム建築を牽引したル・コルビュジエやバウ・ハウスを批判していたことを明らかにした。 

 

三田村哲哉「ラバトにおける新市街の計画に関する考察－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２」『日本建築学会大会学術講演梗概集 F-2 建築歴史・意匠』

日本建築学会、2013年、587-588頁。 

拙論は、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、モロッコ国立・王立図書館・古文書における資料調査と実地調

査を実施して、フランスの建築家・都市計画家アンリ・プロストが保護領モロッコ初代総督ユベー

ル・リヨテの下で手がけた首都ラバトにおける旧市街の保全と新市街の建設をまとめた都市計画に
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ついて論じたものである。 

 

山田貴仁、小林克弘、三田村哲哉他6名「香港におけるコンバージョン建築の調査研究（その1）－

イギリス軍・政府関連施設からの転用事例に見られるデザイン手法－」『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、2013年、25-26頁。 

拙論は、2012年度に実施した香港における建築コンバージョンに関する調査報告である。考察の

対象は、同国の主な建築雑誌のうち1990年以降に発行された記事などから抽出したもので、主要作

品を対象に実地調査を実施した。本稿では、建築コンバージョンの傾向を統計的に明らかにすると

ともに、イギリス軍・政府関連施設から用途が変更された作品のデザイン手法の特徴を明らかにし

た。 

 

神山暁、小林克弘、三田村哲哉他6名「香港におけるコンバージョン建築の調査研究（その2）－公

共系・産業系・居住系・商業系施設からの転用事例に見られるデザイン手法－」」『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、2013年、27-28頁。 

拙論は、2012年度に実施した香港における建築コンバージョンに関する調査報告である。考察の

対象は、同国の主な建築雑誌のうち1990年以降に発行された記事などから抽出したもので、主要作

品を対象に実地調査を実施した。本稿では、公共系・産業系・居住系・商業系施設から用途が変更

された作品のデザイン手法の特徴を明らかにした。 

 

田野めぐみ、小林克弘、三田村哲哉他6名「シンガポールにおけるコンバージョン建築の調査研究（そ

の1）－公共系施設からの転用事例に見られるデザイン手法－」『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、2013年、29-30頁。 

拙論は、2012年度に実施したシンガポールにおける建築コンバージョンに関する調査報告である。

考察の対象は、同国の主な建築雑誌のうち1990年以降に発行された記事などから抽出したもので、

主要作品を対象に実地調査を実施した。本稿では、建築コンバージョンの傾向を統計的に明らかに

するとともに、公共系施設から用途が変更された作品のデザイン手法の特徴を明らかにした。 

 

山本和宏、小林克弘、三田村哲哉他6名「シンガポールにおけるコンバージョン建築の調査研究（そ

の2）－居住系・産業系・商業系施設からの転用事例に見られるデザイン手法－」『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、2013年、31-32頁。 

拙論は、2012年度に実施したシンガポールにおける建築コンバージョンに関する調査報告である。

考察の対象は、同国の主な建築雑誌のうち1990年以降に発行された記事などから抽出したもので、

主要作品を対象に実地調査を実施した。本稿では、居住系・産業系・商業系施設から用途が変更さ

れた作品のデザイン手法の特徴を明らかにした。 

 

藤井悠太、小林克弘、三田村哲哉他6名「マレーシアにおけるコンバージョン建築の調査研究（その

1）－クアラルンプールの転用事例に見られるデザイン手法－」『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、2013年、33-34頁。 

拙論は、2012年度に実施したマレーシアにおける建築コンバージョンに関する調査報告である。

考察の対象は、同国の主な建築雑誌のうち1990年以降に発行された記事などから抽出したもので、

主要作品を対象に実地調査を実施した。本稿では、建築コンバージョンの傾向を統計的に明らかに

するとともに、クアラルンプールのコンバージョン作品のデザイン手法の特徴を明らかにした。 

 

角野渉、小林克弘、三田村哲哉他6名「マレーシアにおけるコンバージョン建築の調査研究（その2）
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－マラッカの転用事例に見られるデザイン手法－」『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、2013年、35-36頁。 

拙論は、2012年度に実施したマレーシアにおける建築コンバージョンに関する調査報告である。

考察の対象は、同国の主な建築雑誌のうち1990年以降に発行された記事などから抽出したもので、

主要作品を対象に実地調査を実施した。本稿では、マラッカのコンバージョン作品のデザイン手法

の特徴を明らかにした。 

 

中原悠、三田村哲哉「原広司の住居作品に関する研究－理論と作品の変遷－」『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、2013年、247-248頁。 

拙論は建築家原広司による発表済みの全住宅作品を考察の対象として、自身の建築設計理論の移

り変わりを明らかにするとともに、住宅作品の分析の結果と照らし合わせながら、住宅設計の手法

の一端を明らかにしたものである。 

 

村上奈々子、三田村哲哉「スティーヴン・ホールの設計手法に関する考察－住宅作品の意匠分析－」

『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、2013年、229-230頁。 

拙論はアメリカの建築家スティーヴン・ホールの住宅作品を考察の対象として、設計手法の一端

を明らかにしたものである。ホールの作風は、正方形やフィボナッチ数列などの幾何学を基本に住

宅を設計していた前期と、一見無秩序に見られがちな表情を呈する建築を設計するようになった後

期で大きく変化したという解釈がなされているが、幾何学構成を重んじた手法に変わりはなく、そ

の使用方法に変化が見られることが明らかとなった。 

 

鈴木良、三田村哲哉「ミース・ファン・デル・ローエのアメリカ時代における住宅作品の平面構成

に関する分析」『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、2013年、203-204

頁。 

拙論は、ドイツの建築家ミース・ファン・デル・ローエが母国からアメリカ合衆国に移住した後

で手がけた住宅作品を考察の対象として、それらの平面構成に関する分析をまとめたものである。

考察の対象は実現した作品とプロジェクトの両者である。住宅に不可欠な諸室の配列が柔軟に検討

されて、ユニバーサルスペースという当時の 新の空間概念の一端が反映されている様子が明らか

になった。 

 

森田聖賀、三田村哲哉「フレデリック・ジョン・キースラーの建築作品に関する研究－『コルリア

リズム』に基づいた設計手法の分析」『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、2013年、217-218頁。 

 拙論はオーストリアの芸術家フレデリック・ジョン・キースラーが手がけた建築作品を考察の対

象として、設計手法の一端を明らかにしたものである。キースラーは、絵画、彫刻、建築に通底し

た独自の設計理論を開発し、拙論ではその中でも「コルリアリズム」に基づいて設計された建築作

品についてその特徴を論じるとともに、作品を通して、モダニズム建築を牽引したル・コルビュジ

エやバウ・ハウスを批判していたことを明らかにした。 

 

【口頭発表】 

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近代化－ラバトと

カサブランカの比較考察－」地中海アーバニズム、龍谷大学、2013年。 

拙文は、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、モロッコ国立・王立図書館・古文書における資料調査と実地調
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査を実施して、フランスの建築家・都市計画家アンリ・プロストが保護領モロッコ初代総督ユベー

ル・リヨテの下で手がけた首都ラバトと商業都市カサブランカにおける旧市街の保全と新市街の建

設をまとめた都市計画を比較したものである。 

 

【学会口頭発表】 

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」意匠学会主催、武庫川女子大学・甲子園会館、2013年。 

拙文は、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、モロッコ国立・王立図書館・古文書における資料調査と実地調

査を実施して、フランスの建築家・都市計画家アンリ・プロストが保護領モロッコ初代総督ユベー

ル・リヨテの下で手がけた首都ラバトと商業都市カサブランカ、観光都市フェズほかにおける旧市

街の保全と新市街の建設をまとめた都市計画を概説したものである。 

 

【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】 

科学研究費補助金（若手研究(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」 

平成23年度～25年度、直接経費総額340万円 

 

公益財団法人鹿島学術振興財団研究助成「歴史的街区の保全と新市街の建設の両立－イスタンブー

ルにおける建築家・都市計画家レオン=アンリ・プロストの功績－」 

平成25年度～26年度、直接経費総額225万円 
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三宅 康成 
 

【学術論文】 

三宅康成，九鬼康彰*，井原友建**：神戸市里づくり計画策定後の進捗状況の追跡，兵庫県立大学

環境人間学部研究報告第 16 号，pp91-97，2014 年 3 月 

*岡山大学大学院環境生命科学研究科，**特定非営利活動法人地域再生研究センター 

神戸市では 1996 年に「人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例」を制定し，地域づくり

の一環として集落・地区単位のマスタープランとも言うべき「里づくり計画」の策定を推進してい

る。本論は里づくり計画に位置づけられた内容を解決主体によって分類し，傾向を探るとともに，

計画された項目が実際にどの程度進捗しているのか，その実態を具体事例によって検証することを

目的としている。 

 

三宅康成，井関崇博：農村地域における「ふれあいサロン」の実態と課題－姫路市郊外のサロンを

事例として－，兵庫県立大学環境人間学部研究報告第 16 号，pp99-109，2014 年 3 月 

本論は高齢化が進行している都市郊外の事例をもとにふれあいサロンの開設・運営の現状を明ら

かにするとともに，ふれあいサロンが地域においてどのような社会的役割・存在意義と課題を持っ

ているのかを考察する。全国のふれあいサロンの動向を文献調査等で把握するとともに，地域住民

の交流を目的に開設された姫路市郊外の 2 つのサロンを事例として取りあげ，参与観察及び利用者，

スタッフへのインタビュー調査等を実施した。 

 
【講演等】 
ひょうご地域再生塾（講義）：「地域再生の現場」，2013 年 5 月 

ひょうご地域再生塾（講義）：「グループワーク」，2013 年 5 月 

兵庫県地域再生塾公開講座ミニシンポジウム「多自然地域の活性化～生きがい，にぎわい，なり

わいづくり～」パネリスト，2013 年 7 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） 

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） 

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 

福崎町農業振興地域整備計画検討委員会（委員長） 

兵庫県さとの空き家選定会議委員 

姫路市農林水産ビジョン委員会（委員長） 
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安枝 英俊 
 

【学術論文】 

安枝英俊、高田光雄、小川綾：住まい手の居住意向をふまえた住宅地の変容過程の考察 郊外住宅

地におけるライフスタイルの再編に関する研究 その1、日本建築学会大会学術講演梗概集F-1 分冊、

pp.345-346、2013.9 

京都市・洛西ニュータウン・福西学区の戸建住宅・テラスハウスの居住者に対する今後の居住意向

に関するアンケート調査により、居住継続が困難な理由としては高齢期における住宅の不安を挙げ、

住み替えが困難な理由としては、資金がない、家具や荷物を整理する体力や気力が続くかわからな

いことを挙げることが明らかになった。 

 

小川綾、安枝英俊、高田光雄：京都・洛西ニュータウンにおけるライフスタイルの再編動向に関す

る考察 郊外住宅地におけるライフスタイルの再編に関する研究 その2、日本建築学会大会学術講

演梗概集F-1 分冊、pp.347-348、2013.9 

京都市・洛西ニュータウンに居住する住まい手のライフストーリ―の分析を通じて、ライフスタイ

ルの再編動向として、①既存のボランティア活動の連携、拡張に向けた動向②既存のストックを活

用した新たな場や機会の創出に向けた動向、③N T や周辺地域の人的資源同士を結びつける新たな

場や機会の創出、といった3点について考察した。 

 

宮野順子、高田光雄、安枝英俊：開放的な間仕切り建具により一体空間となる住宅の提案とその検

証 ―世帯属性毎にみる開閉状況と室の使い方の 分析を通して― 、都市住宅学 83 号、pp.132-137 、

2013 年 10 月 

積極的に子育て世帯の入居を促進することが求められた都市機構 H 団地においては、隣室の気配が

感じられるように開放的な間仕切り建具を多用し一体的な空間となる住宅が提案された。本研究で

は、この住宅を対象として入居後の住み方を調査分析を行い、子育て世帯およびこれ以外の世帯に

おける適合状況を検証した。 

 

【口頭発表】 

安枝英俊、高田光雄、小川綾：住まい手の居住意向をふまえた住宅地の変容過程の考察 郊外住宅

地におけるライフスタイルの再編に関する研究 その1、日本建築学会大会学術講演会、北海道大学、

2013年9月 

前掲「住まい手の居住意向をふまえた住宅地の変容過程の考察 郊外住宅地におけるライフスタイ

ルの再編に関する研究 その1」参照 

 

小川綾、安枝英俊、高田光雄、：京都・洛西ニュータウンにおけるライフスタイルの再編動向に関

する考察 郊外住宅地におけるライフスタイルの再編に関する研究 その2、日本建築学会大会学術

講演会、北海道大学、2013年9月 

前掲「京都・洛西ニュータウンにおけるライフスタイルの再編動向に関する考察 郊外住宅地にお

けるライフスタイルの再編に関する研究 その2」参照 

 

【書評】高村学人著「コモンズからの都市再生 地域共同管理と方の新たな役割」（ミネルヴァ書

房）に対して、都市住宅学82号、p.1１4、2013年7月 

  

【社会活動】 
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NPO 法人京都マンション管理評価機構 評価委員 

大阪府営吹田藤白台住宅民活 PJ 総合評価委員会 委員 

京都市西京区西京まちづくり区民会議委員 

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・境谷学区・竹の里地域・新林地域） 

京都市空き家対策検討委員会 委員 

NPO 法人らくさいライフスタイル 理事 

マンションプロネット京都 会長  

加古川市開発審査会 委員 

小野市都市計画審議会 委員 

神戸市 空き家ストックを活用した中古住宅市場活性化プロジェクトチームメンバー 

 

【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」(代表) 

平成22年度～25年度 研究費総額403万円 

 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究(A)）「地域のまちづくりと連携した市街地型公的住宅団地

の再生に関する研究」(分担) 

平成24年度～27年度 研究費総額42万円 

 

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究(B)）「南海トラフ地震に備えた事前の「復興計画」の提案 

地域文脈の解読と集落・都市の再編」(分担) 

平成25年度～27年度 研究費総額45万円 
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山村 充 
 

【社会活動】 

兵庫県環境審議会特別委員、姫路市環境審議会委員、にしはりま 

循環型社会拠点設備環境保全委員会副委員長、豊中市環境保全審査会委員、神 

戸市建設事業外部評価委員、篠山市新エネルギー・省エネルギービジョン策定 

委員 

 

【その他】 

油等汚染防除対応専門家 
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共生博物部門 
 
赤澤 宏樹 

 

【学術論文】 

田中陽朗、山崎義人、赤澤宏樹、中瀬勲、「市街地の住環境の向上に向けた農業用水路の活用

に関する研究～尼崎市の農業用水路の行政と住民団体の利用・管理に着目して～」、『都市計

画論文集』48（2）、pp．399-404、日本都市計画学会、2013 年 10 月  

 本研究は、尼崎市内の農業用水路の現状を把握し、その活用の可能性を行政と住民団体の利

用・管理から考察したものである。農業利用が減少する中で、住環境の向上のために期間通水

を行ういビオトープ化する、管理通路を緑化空間として活用するなどの実態が把握され、都市

の貴重なオープンスペースとしての可能性が示された。  

 

赤澤宏樹、藤本真里、上田萌子、澤木昌典、「尼崎 21 世紀の森構想における官民協働による緑

の創出」、『ランドスケープ研究』77（5）、pp. 707-712、日本造園学会、2014 年 3 月  

 本研究は、尼崎市臨海部の 1000ha を環境優先型の都市に転換する「尼崎 21 世紀の森構想」

の中で緑の創出に着目し、ビジョン型の計画の有効性と、官民協働による地域固有の緑の創出

プロセスを明らかにした。  

 

田原直樹・上田萌子・赤澤宏樹・上甫木昭春、「江戸期大阪臨海部新田開発地域における集落

形成について」、『ランドスケープ研究』77（5）、pp.565-568、日本造園学会、2014 年 3 月  

 

赤澤宏樹･藤本真里･上田萌子･澤木昌典、「尼崎 21 世紀の森構想における官民協働による緑の創

出」、『日本造園学会関西支部研究・事例報告発表要旨集』、pp.23-24、日本造園学会関西支部、

2013 年 10 月  

 本研究は、尼崎市臨海部の 1000ha を環境優先型の都市に転換する「尼崎 21 世紀の森構想」

の中で緑の創出に着目し、ビジョン型の計画の有効性と、官民協働による地域固有の緑の創出

プロセスを明らかにした。  

 

【口頭発表】 

田中陽朗、山崎義人、赤澤宏樹、中瀬勲、市街地の住環境の向上に向けた農業用水路の活用に

関する研究～尼崎市の農業用水路の行政と住民団体の利用・管理に着目して～、日本都市計画

学会学術論文発表会、法政大学、2013 年 9 月  

前掲「市街地の住環境の向上に向けた農業用水路の活用に関する研究」参照 

 

赤澤宏樹、藤本真里、上田萌子、澤木昌典、尼崎 21 世紀の森構想における官民協働による緑の

創出、日本造園学会関西支部研究・事例報告発表会、大阪府立大学、2013 年 10 月  

前掲「尼崎 21 世紀の森構想における官民協働による緑の創出」参照  

 

田原直樹、赤澤宏樹、藤本真里、上田萌子、大平和弘、多自然居住地域の地域づくり主体とし

ての協議会組織のあり方、兵庫県立大学ＣＯＣ事業研究発表会、ラッセホール、2014 年 2 月  

 本研究は、人口減少と高齢化が進む多自然居住地域の実態を整理し、地域社会を支えるコミ

ュニティのあり方について考察したものである。兵庫県立大学 COC 事業で関わる佐用町を中心
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に、新たなコミュニティとしての小学校区単位での地域づくり協議会の可能性について論じた。 

 

【社会活動】 

＜学会役員等＞  

日本造園学会、企画委員会委員  

日本造園学会、論文集委員会、委員  

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、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  

日本造園学会関西支部、支部運営委員  

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（兵庫県担当）  

日本造園学会関西支部、NY セントラルパークシンポジウム実行委員会、事務局長  

日本造園学会、論文校閲委員  

日本都市計画学会、校閲委員  

環境情報科学センター、校閲委員  

韓国伝統造景学会、校閲委員  

International Federation of Park and Recreation Association Japan、理事  

 

＜講演・セミナー等＞  

ひとはくセミナー「ミニ逆さビデオカメラを作ろう｣、人と自然の博物館、2013 年 4 月  

ひとはくセミナー「古写真で学ぶランドスケープとカメラづくり」、人と自然の博物館、2013

年 4 月  

ひとはくセミナー「ミニ逆さビデオカメラを作ろう｣、人と自然の博物館、2013 年 5 月  

ひとはくセミナー「120 年前の日本の風景をみよう｣、人と自然の博物館、2013 年 6 月  

ひとはくセミナー「牛乳パックでカメラをつくって写真をとろう」（教職員セミナー）、人と自

然の博物館、2012 年 8 月  

ひとはくセミナー「針穴（ピンホール）カメラをつくって写真をとろう」（教職員セミナー）、

人と自然の博物館、2012 年 8 月  

ひとはくセミナー「立版古をつくろう」、人と自然の博物館、2013 年 8 月  

日本造園学会全国大会研究フォーラム「生物多様性の価値から地域づくりへの展開～尼崎 21

世紀の森づくり～」、千葉大学、2013 年 5 月  

阪神シニアカレッジ国際理解コース「アメリカの公園とライフスタイル」、尼崎市中小企業セン

ター、2013 年 6 月  

伊丹市立西中学校科学部「グリーンカーテンで環境改善」、伊丹市立西中学校、2013 年 6 日  

平成 25 年度兵庫県都市公園整備促進協議会勉強会「公園から拡がるライフスタイルと地域づく

り」、芦屋市役所、2013 年 7 月  

万博記念協会「万博公園アセットマネジメント 利用者の意識調査（SD 法）による『植栽の価

値』」、2013 年 7 月  

「セントラルパーク奇跡の復興プロジェクトと公園経営」～バーロー女史 NY セントラルパー

クを語る&シンポジウム～「セントラルパークに学ぶ日本の公園経営」、大阪歴史博物館、2013

年 9 月  

有馬富士公開セミナー2013「『尼崎 21 世紀の森』におけるマネジメント」、関西学院大学、2013

年 10 月  

日本造園学会関西支部シンポジウム「都市におけるグランドデザインとしてのみどりの戦略を



共生博物部門 

189 
 

考える」、大阪府立大学、2013 年 10 月  

三田駅北側周辺地区まちづくり協議会「三田駅北の景観ルールづくり」、三輪会館、2013 年 10

月  

環境省 Eco カフェミーティング「地域のコミュニティを育む緑」、名古屋市環境局鳴海工場、

2013 年 12 月  

三田地区景観まちづくりに向けた区長・自治会長説明会「三田地区の景観ルールづくり」、中央

公民館、2014 年 1 月  

平成 25 年度地域づくり協議会センター長研修「兵庫県立大学 COC 事業  ＜多自然地域再生系

＞  と佐用町の皆さんの連携」、かじかの郷、2014 年 2 月  

 

＜委員会委員等＞  

尼崎 21 世紀の森づくり協議会委員  

宝塚市都市景観デザイン審査会委員  

尼崎の森中央緑地植栽計画推進会議委員  

阪神南地域ビジョン委員会専門委員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  

尼崎市総合計画審議会委員  

尼崎市総合計画審議会「あり方検討」専門部会委員  

西宮市都市景観審議会委員  

西宮市都市景観審議会アドバイザー部会委員  

大阪市立長居公園管理運営協議会座長  

三田市景観形成推進員  

三田市景観審議会審査部会委員  

尼崎 21 世紀の森中央緑地コーディネーター会議座長  

尼崎市きょう Do 推進検証会議副座長  

西武庫公園検討会コーディネーター  

西武庫公園ネットワークアドバイザー  

宝塚市景観審議会委員  

宝塚市景観審議会デザイン協議部会委員  

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  

尼崎市環境審議会委員  

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  

三田市行政改革推進会議委員  

三田市まちづくり基本条例協働委員会副委員長  

東住吉区コミュニティ育成事業審査委員会委員  

ふれあいの祭典 県民手づくり事業審査委員会委員  

尼崎市公園緑地審議会副会長  

尼崎市公園緑地審議会専門部会座長  

尼崎の森中央緑地 野の花花壇づくりワーキングコーディネーター  

三田駅北側周辺地区まちづくり推進連絡協議会アドバイザー  

兵庫県生物多様性アドバイザー  

Eco カフェミーティング検討委員会委員  

体験の機会の場認定制度促進検討委員会委員  
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尼崎 21 世紀の森づくり協議会検討会座長  

第 7 期阪神南地域ビジョン委員審査会委員  

阿倍野区コミュニティ育成事業選定委員会委員  

三田地区まちづくり推進連絡協議会アドバイザー  

平成 26 年度三田市まちづくり活動支援事業助成金審査会委員  

西宮市都市景観・屋外広告物審議会委員  

西宮市都市景観・屋外広告物審議会都市景観部会委員  

西宮市都市景観・屋外広告物審議会景観アドバイザー部会委員  

 

【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」、平成 25 年度～27 年度 研究費総額 200 万円  

文部科学省科学研究費基盤 C「被災した子ども達が大人になるまで―博物館こそができる長期

継続型支援システムの構築」、平成 25 年度～27 年度 研究費総額 90 万円  

兵庫県立大学平成 25 年度地域志向教育研究等助成金「尼崎 21 世紀の森構想における官民協働

の展開」、平成 25 年度 研究費総額 50 万円  

兵庫県立大学平成25年度地域志向教育研究等助成金「多自然居住地域の地域づくり主体としての協議会

組織のあり方」、平成25年度 研究費総額60万円 
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秋山 弘之 
 

【学術論文】 

Akiyama, H. & B. C. Tan*, The new synonymy of Horikawaea with Cryptogonium and a proposal of 

Pseudocryptogonium, gen. nov. (Musci, Pterobryoaceae). Phytotaxa Vol.98(1) pp.16-22., 2013.6. 

*シンガポール植物園 

本研究は、蘚類 Cryptogonium 属と Horikawaea 属の比較検討を行い、両属が同じものであることを論証

し、合わせて新属 Pseudocryptogonium の記載を行ったものである。 

 

Printarakul, N.*, B. C. Tan, K. Santanachote* & H. Akiyama, New and noteworthy records of mosses from Doi 

(Mt.) Inthanon, Chiang Mai, Chom Togn District, Northern Thailand. Polish Botanical Journal  Vol.58(1) pp. 

245-257, 2013.12 

*チェンマイ大学 

本研究は、タイ国北部インタノン山から報告された新規蘚類について報告したものである。 

 

秋山弘之・横山勇人*1・田中敦司*2・古木達郎*3・山口富美夫*1 (2013). 多様な環境を有する島嶼におけ

る蘚苔類の種多様性調査－32km長距離ベルトトランゼクト法を活用した屋久島での事例－．人と自然 

24号、pp. 21-31、兵庫県立人と自然の博物館、2013年12月 

*1 広島大学大学院理学研究科 

*2 株式会社建設環境研究所 

*3 千葉県立中央博物館 

本研究は、鹿児島県屋久島において、32kmにおよぶベルト・トランゼクトで見つかった蘚苔類につい

て種多様性をまとめたものである。 

 

秋山弘之、アジア産蘚苔類の分類・生態ノート27．フウチョウゴケは形態が酷似するM. submacrocarpum

と生育環境が異なる．蘚苔類研究 Vol.10(10) pp. 347-351、日本蘚苔類学会、2013年8月 

本研究は、フウチョウゴケ（蘚類）と形態が酷似するMacrommitrium submarcrocarpumの生育環境の違

いを報告したものである。 

 

秋山弘之、アジア産蘚苔類の分類・生態ノート28. 国内・国外でQueen Moss あるいはマナウス産ウィ

ローモスとして流通している蘚類はHydropogonella gymnostomaである．蘚苔類研究 10巻(11号) pp. 

367-368、日本蘚苔類学会、2013年12月 

本研究は、国内・国外でQueen Moss あるいはマナウス産ウィローモスとして流通している蘚類が

Hydropogonella gymnostomaであることを示したものである。 

 

秋山弘之、アジア産蘚苔類の分類・生態ノート29. チョウチンハリガネゴケ（蘚類チョウチンゴケ科）

で見つかった早落性小枝．蘚苔類研究 10巻(11号) pp. 369-371、日本蘚苔類学会 2013年12月 

本研究は、チョウチンハリガネゴケ（蘚類チョウチンゴケ科）で見つかった早落性小枝を報告したも

のである。 

 

秋山弘之 (2013). アジア産蘚苔類の分類・生態ノート30. イワマセンボンゴケ自然集団で見つかった原糸

体再生と原糸体から生じる無性芽．自然環境科学研究 26号 pp, 1-6 公益財団法人平岡環境科学研究所、
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2013年12月 

本研究は、イワマセンボンゴケ自然集団で見つかった原糸体再生と原糸体から生じる無性芽を報告し

たものである。 

 

秋山弘之 (2013). 四国から初報告となるナガスジコモチイトゴケとタマコモチイトゴケ（蘚類、コモチ

イトゴケ科）．蘚苔類研究 10巻(12号): 411-412、日本蘚苔類学会、2014年3月 

本研究は、ナガスジコモチイトゴケとタマコモチイトゴケ（蘚類、コモチイトゴケ科）を四国かはじ

めて報告したものである。 

 

林田信明*1・小原比呂志*2・秋山弘之 (2013). 屋久島から新たに発見されたフウチョウゴケ（イワダレゴ

ケ科、蘚類）の群落．蘚苔類研究 10巻(12号) pp. 407-410、日本蘚苔類学会、2014年3月 

*1 （有）ネイティブビジョン 

*2 （有）屋久島野外活動総合センター 

本研究は、屋久島から新たに発見されたフウチョウゴケについて、その生育地の詳細を報告したもの

である。 

 

【口頭発表】 

Akiyama, H. (2013.10)．Habitat differentiation in bryophytes: two examples from Doi Inthanon (Thailand) and Isl. 

Yakushima (Japan). 2013 International Symposium of Bryophyte and Lichen Diversity. Thunghai University, 

Taichung, Taiwan 2013年10月 

 

【学会口頭発表】 

前田雅子*・芦谷美奈子*・秋山弘之 (2013.08). イチョウウキゴケ生活史の解明1 胞子による繁殖．日本

蘚苔類学会第42回岡山大会（岡山理科大学）．2013年8月 

* 滋賀県立琵琶湖博物館 

 

秋山弘之（2014.03) 秩父地方石灰岩に生育するシダレウニゴケ（蘚類ウニゴケ科）類似植物の正体．日

本植物分類学会第13回熊本大会（熊本大学） 2014年3月 

 

【社会活動】 

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、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) 

 

【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410万円 

 

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 
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石田 弘明 
 

【学術論文】 

石田弘明、黒田有寿茂、栃本大介*、江間 薫**、「兵庫県北部の棚田、放棄棚田、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」 植生学会誌、30、51-69、植生学会、2013 年 6 月 

*公益財団法人ひょうご環境創造協会、**近畿中国森林管理局 

兵庫県北部に分布する 3 タイプの畦畔法面草原、すなわち 1）棚田の畦畔法面草原（以下、伝統型草

原）、2）管理が放棄されている伝統型草原（以下、放棄型草原）、3）圃場整備水田の畦畔法面草原（以

下、整備型草原）を対象に植生調査を実施し、草原タイプ間の階層構造、優占種、種組成、種多様性の

相違を明らかにした。 

 

Kuroda, A., Ishida, H., Hashimoto*, Y., Takeda**, Y., Tamura***, K., Iwakiri****, K., Wu*****. S., Iwatsuki*, 

K., Hattori, T., Impacts of human activities on species diversity, species composition, and cover of pteridophytes: 

A comparison of natural evergreen broad-leaved forests and secondary deciduous broad-leaved forests in south 

Yunnan, China, Vegetation Science, 30, 71-82, The society of vegetation science, 2013.6 

*兵庫県立人と自然の博物館、**神戸大学大学院人間発達環境学研究科、***（株）里と水辺研究所、****

（株）岩切環境技研株式会社、*****中国科学院昆明植物研究所 

中国雲南省菜陽河自然保護区に分布する Betula alnoides 林と照葉樹林を調査し、シダ植物の種組成・

種多様性の樹林間の相違を明らかにした。 

 

石田弘明、矢倉資喜*、塩谷智也**、「鹿児島県栗野岳における希少樹種エドヒガンの生育立地と個体群

構造」 人と自然、24、45-49、兵庫県立人と自然の博物館、2013 年 12 月 

*公益財団法人ひょうご環境創造協会、**神戸大学大学院人間発達環境学研究科 

鹿児島県栗野岳に生育する希少樹種エドヒガンの生育立地と個体群構造を明らかにした。 

 

藤原千鶴*、田村和也**、辻 秀之**、石田弘明、南山典子*、塚原 淳***、守 宏美***、服部 保、「尼

崎の森中央緑地における地域性苗による森づくりの現状」人と自然、24、123-134、兵庫県立人と自然の

博物館、2013 年 12 月 

*兵庫県立人と自然の博物館、**（株）里と水辺研究所、***兵庫県阪神南県民局尼崎港管理事務所 

「尼崎の中央緑地」で進めてられている地域性苗による森づくりの現状を明らかにし、課題の抽出を

行った。 

 

【冊子】 

石田弘明、「エドヒガンと水明台の森によせて」渓の四季に咲く花、1、64、渓のサクラを守る会、2013

年 11 月 

 

【学会口頭発表】 

石田弘明、兵庫県北部の森林伐採跡地に分布する外来木本ニワウルシ群落の構造と種組成、植生学会第

18 回大会、仙台市戦災復興記念館、2013 年 10 月 

半田久美子、加藤茂弘、石田弘明、宝塚市丸山湿原の花粉化石群と微粒炭、日本植生史学会第 28 回大会、

高知大学、2013 年 12 月 

  



共生博物部門 

194 
 

【社会活動】 

＜講演・セミナー等＞ 

国崎クリーンセンター普及啓発施設ゆめほたる「エドヒガン花見ツアー」川西市、2014 年 9 月 

渓のサクラを守る会「エドヒガンの保全と里山管理」川西市、2013 年 4 月 

流域ネット猪名川「河川敷の野草観察会 in 猪名川」伊丹市、2013 年 5 月 

加西市教育委員会「シカの増加による森林の被害」加西市、2013 年 7 月 

姫路生涯学習大学校「世界の植生①熱帯雨林の自然」姫路市、2013 年 7 月 

宝塚市環境政策課「生物多様性を学ぶ-生物との共生を目指して-」宝塚市、2013 年 8 月 

宝塚市教育委員会「宝塚の自然の特徴と課題」宝塚市、2013 年 9 月 

阪神北県民局「第 4 回 北摂里山大学」川西市、2013 年 9 月 

兵庫県立兎和野高原野外教育センター「瀞川平・兎和野ネイチャーウォッチング」香美町、2013 年 9 月 

国崎クリーンセンター普及啓発施設ゆめほたる「秋の里山観察会 in 国崎クリーンセンター－里山の植物

と里山文化」川西市、2013 年 9 月 

宝塚市立老人福祉センター「武田尾渓谷の植物」宝塚市、2013 年 10 月 

宝塚市立老人福祉センター「武庫川の植物」宝塚市、2013 年 10 月 

流域ネット猪名川「河川敷の野草観察会 in 猪名川」伊丹市、2013 年 10 月 

阪神北県民局「北摂里山サポーターズクラブ 北摂里山見学ハイキング」川西市、2013 年 11 月 

兵庫県シンクタンク等協議会「川西市「日本一の里山を生かしたまちづくり視察」ツアー」川西市、2013

年 11 月 

渓のサクラを守る会「川西市の自然の特徴と課題」川西市、2014 年 2 月 

東京海上日動リスクコンサルティング（株）「兵庫県川西市での里山整備の事例」岡山市、2014 年 3 月 

 

＜アドバイザー等＞ 

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 

兵庫県シンクタンク等協議会幹事、兵庫県シンクタンク等協議会 

津名東太陽光発電事業アドバイザー、株式会社ユーラスエナジー淡路 

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 

 

【研究費取得状況】 

日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究（C））「照葉樹林の自然性および種多様性の復元に関する基

礎的研究」（代表者）、平成25年度～27年度 研究費総額429万円 
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伊藤 洋一 
 

【学術論文】 

Currie, T. Daemgen, S., Debes, J., Lafreniere, D., Itoh, Y., Jayawardhana, R., Ratzka, T., Correia, S., “Direct 

Imaging and Spectroscopy of a Candidate Companion Below/Near the Deuterium-burning Limit in the Young 

Binary Star System, ROXs 42B”, The Astrophysical Journal, 780, L30, American Astronomical Society, 2014.1 

本研究は、すばる望遠鏡などの大型望遠鏡を用いて、ROXs 42Bという若い恒星を高コントラストで撮

像観測し、その近傍に原始惑星と考えられる天体を検出したものである。 

 

Terai, T., Takahashi, J., Itoh, Y., “High Ecliptic Latitude Survey for Small Main-belt Asteroids”, The Astronomical 

Journal, 146, 111, American Astronomical Society 2013.11 

本研究は、すばる望遠鏡の広視野カメラを用いて、高い黄緯に存在する微小小惑星を探査し、そのサ

イズ分布を導き、小惑星の衝突破壊強度について議論したものである。 

 

Moto’oka, K., Itoh, Y., “Measurements of the Ca II infrared triplet lines of young stellar objects “, Research in 

Astronomy and Astrophysics, 13, 1189, Chinese Astronomical Society Currie, 2013.11 

 本研究は、すばる望遠鏡の可視光分散分光器などを用いて、近傍の星形成領域であるおうし座分子雲

に付随する若い天体のカルシウム輝線を観測し、天体の彩層活動の進化について議論したものである。 

 

Yamamoto, K., Matsuo, T., Shibai, H., Itoh, Y., et al., (他50名), “Direct Imaging Search for Extrasolar Planets in 

the Pleiades”, Publication of the Astronomical Society of Japan, 65, 90、Astronomical Society of Japan, 2013.8 

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、プレアデス星団に属する恒星の周囲に若

い褐色矮星や惑星を探査したものである。 

 

Sato, B., Itoh, Y., et al. (他9名), “Planetary Companions to Three Evolved Intermediate-Mass Stars: HD 2952, 

HD 120084, and omega Serpentis”, Publication of the Astronomical Society of Japan, 65, 85, Astronomical 

Society of Japan, 2013.8 

本研究は、国立天文台岡山天体物理観測所で長年に渡って行った恒星の視線速度の測定により、3個の

太陽系外惑星を発見したものである。 

 

Janson, M., Itoh, Y., et al. (他40名), “The SEEDS Direct Imaging Survey for Planets and Scattered Dust Emission 

in Debris Disk Systems “, The Astrophysical Journal, 773, 73, American Astronomical Society, 2013.1 

本研究では、すばる望遠鏡のステラーコロナグラフを用いて、太陽近傍にある残骸円盤天体について

直接撮像観測を行った結果がまとめられている。 

 

Takami, M., Itoh, Y., et al. (他51名), “High-contrast Near-infrared Imaging Polarimetry of the Protoplanetary Disk 

around RY TAU”, The Astrophysical Journal, 772, 145, American Astronomical Society, 2013.8 

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、おうし座分子雲に付随する「おうし座RY

星」を偏光観測し、その周囲に原始惑星系円盤を検出したものである。 

 

Terai, T., Itoh, Y., “High-Precision Measurements of the Brightness Variation of Nereid”, Publication of the 

Astronomical Society of Japan, 65, 46, Astronomical Society of Japan, 2013.4 
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本研究は、すばる望遠鏡の広視野カメラを用いて、海王星の衛星であるネレイドの自転に起因する光

度の変化を観測したものである。 

 

Takahashi, J., Itoh, Y., Akitaya, H., Okazaki, A., Kawabata, K., Oasa, Y., Isogai, M., “Phase Variation of Earthshine 

Polarization Spectra”, Publication of the Astronomical Society of Japan, 65, 38, Astronomical Society of Japan, 

2013.4 

本研究は、国立天文台岡山天体物理観測所の偏光分光器を用いて、月面の地球照を観測し、地球の偏

光度が特徴的な位相角依存性を持つことを明らかにしたものである。 

 

【口頭発表】 

伊藤洋一、西はりま天文台の運用、日本天文学会秋季年会、東北大学、2013年9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、YSOの変光、KISOGPワークショップ、東京大学、2014年2月 

 前主系列星の変光観測について最新の状況をレビューし、未解決の問題を整理した。 

 

【社会活動】 

＜講演・セミナー等＞ 

出前授業「宇宙人っているの?」、香川県立観音寺第一高等学校、2013年7月 

講演会「宇宙人を探そう」、丹波の森公苑、2013年8月 

兵庫県立大学知の創造フォーラム、「この銀河に地球外知的生命体は存在するのか」、2014年1月 

 

＜委員会委員＞ 

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 

光赤外線天文学連絡会 運営委員 

姫路市星の子館 運営委員会委員 

 

【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800万円 

兵庫県立大学特別教育研究助成金「可視高分散分光器を用いた太陽系外惑星の形成年代の決定」、 

平成24年度 研究費80万円 

兵庫県立大学地域志向教育研究等助成金「天体観望会を介した医療・介護施設と地域コミュニティのつ

ながりの構築」、研究費30万円 

兵庫県立大学特色化戦略推進費「なゆたを活用した共同利用・研究拠点の形成」、研究費100万円 
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江崎 保男 
【著書】 

小倉紀雄・竹村広太郎・谷田一三・松田芳夫（2014）「水辺と人の環境学（中）－人々の生活と水辺－」

朝倉書店、東京、142pp（分担執筆） 

 

小倉紀雄・竹村広太郎・谷田一三・松田芳夫（2014）「水辺と人の環境学（下）－川から海へ－」朝倉書

店、東京、158pp（分担執筆） 

 

【学術論文】 

Ezaki, Y. Ohsako, Y. & Yamagishi, S. 2013. Re-introduction of the oriental white stork for coexistence with 

humans in Japan.  In Global Re-introduction Perspectives: 2013- Further case-studies from around the globe. 

Gland, Switzerland:85-89, IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group and Abu Dhabi, UAE: Environment 

Agency-Abu Dhabi, 283pp. 

 

Ida, H. Hotta, M. & Ezaki, Y. 2013 A bagging experiment to evaluate the effect of predispersal predation exclusion 

on nut viability in beech (Fagus creanata Blume). Japanese Journal of Forest Environment 55:133-137. 

 

江崎保男・中島拓・東淳樹 2014. 月山湖上流端および寒河江川上流域の鳥類群集.寒河江川流域自然史研

究 8:12-17. 

 

江崎保男 2013 本格的野生復帰の進展と課題．コウノトリファンクラブ 8:2-4. 

 

江崎保男 2013 「日本鳥学会と鳥の科学」野鳥 No780:34. 

 

江崎保男 2014 「日本鳥学会 15 代会長の任期を終えて」鳥学通信 No42:1-2. 

 

【学会口頭発表】 

江崎保男「コウノトリの野生復帰、自然科学と社会科学のリンク」、科学研究費集会「社会科学と地域資

源マネジメント」2013 年 4 月 7 日、兵庫県立コウノトリの郷公園 

江崎保男「趣旨説明」と「討論コーディネーター」、科学研究費集会「ソシオ、ジオ、エコの分野統合を

考える」、兵庫県立コウノトリの郷公園 

江崎保男「総括」、「ダム湖エコトーン（水位変動帯）の応用生態工学」応用生態工学会自由集会 2013 年

9 月 19 日、大阪府立大学 

江崎保男「ダム湖推移変動帯に形成される生態系」水源地生態研究会公開シンポジウム「ダムが生み出

す生態系はどこまで理解できたか？」2013 年 9 月 22 日、大阪府立大学 

同 パネルディスカッション、コーディネーター 

佐川志郎・宮西萌・奥村大輝・細谷和海・内藤和明・江崎保男「コウノトリ育む農法と慣行農法による

水田の水生生物群集構造の差異」応用生態工学会第 17 回研究発表会、大阪府立大学 

脇坂英弥・脇坂啓子・中川宗孝・江崎保男「個体識別により垣間みえるケリの繁殖生態」日本鳥学会 2013

年度大会、名城大学 

 

【社会活動】 
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＜学会役員等＞ 

日本鳥学会、会長（2010.1～2013.12） 

日本鳥学会、評議員 

応用生態工学会、技術援助委員会委員（2010.4.1～） 

日本鳥学会員近畿地区懇談会、世話人 

平成 23 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 23 年度山階賞選考委員会、委員、山階鳥類研究所 

学術雑誌「野生復帰」編集委員長（2011.10～） 

山陰海岸ジオパーク国際学術会議「城之崎会議」実行委員会、委員 

 

＜講演・セミナー等＞ 

江崎保男「コウノトリから見た里地里山の生物多様性の課題とその保全およびロシアとの共同研究」2013

年１２月２５日、中国友好省（広東省及び海南省）外事弁公室本件担当者への国際交流関連施策のブリ

ーフ等、コウノトリの郷公園、4 名． 

江崎保男「足環の効用」、コウノトリ文化館、2013 年１0 月１9 日 

江崎保男「21 世紀の環境保全」2014 年１月 7 日、学部共通科目、県立大姫路書写キャンパス、50 名 

江崎保男「コウノトリ野生復帰の現状と課題」2014 年１月 15 日、鳥取大学日置研究室大学院生への講

義、コウノトリの郷公園、20 名 

江崎保男「コウノトリから見た里地里山の生物多様性の課題とその保全」2013 年１１月８日、応用生態

工学会第１２回北信越現地ワークショップ in 福井、基調講演、南条文化会館、１５２名。 

江崎保男「地域の生物多様性復元：ツールとしてのエコ資源」2013 年１２月１５日、コウノトリの野生

復帰事業を活かした地域作りフォーラム「多様な地域資源を誰がどう活かすのか！？－つなげるつなが

る人と資源」、基調講演、兵庫県立但馬長寿の郷、１８０名 

江崎保男 2014.2.23「エコロジカルな視点から見えてくる自然」シニア自然大学、くるくるプラザ、豊

中 (200 名) 

江崎保男 2014.2.25「野生復帰の現在位置」但馬クリーン大作戦、但馬県民局、岡山 (50 名) 

江崎保男 2014.3.8「鳥類の研究と保全－理論と実践」第 2 回ブッポウソウシンポジウム、岡山大学理学

部、岡山 (50 名) 

 

 

＜委員会委員等＞  

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 

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 
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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 

2013.3- 下鶴井地区圃場復元検討会、座長、国土交通省豊岡河川国道事務所 

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 

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 

2013.4- 円山川自然再生委員会、委員、国土交通省 

2014.3- 田鶴野委員会、委員、国土交通省 

2013.4- 瀬戸内猛禽類調査、アドバイザー、国土交通省（姫路） 

 

【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） 

農林水産省委託プロジェクト研究、生物多様性を活用した安定的農業生産技術の開発、Ⅱ農村環境にお

ける生物多様性を包括的に評価する手法の開発（研究分担者 600 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） 
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太田英利 
 

【著書】 

土屋誠*、伊澤雅子*、太田英利、佐々木健志**、鹿谷法一***、鹿谷麻夕***、伝田哲郎*、宮城康一*、横田

昌嗣*、『美ら島の生物 100 ウォッチング』 東海大学出版会、2013年10月 

*琉球大学理学部海洋自然科学科生物系、**琉球大学大学博物館、***しかたに自然案内 

 本書は沖縄島や西表島といった沖縄の島々の野外で、本土では見られない様々な生物を観察しその特

異性、多様性、そして生物としての一般性を理解するための手引書として準備された。私はこの中でお

もに、哺乳動物を除く陸生脊椎動物と海生爬虫類、そして昆虫の一部に関する解説を担当している。 

 

【学術論文】 

Yasuyuki Nakamura*, Akio Takahashi**, and Hidetoshi Ota, Recent Cryptic Extinction of Squamate Reptiles on 

Yoronjima Island of the Ryukyu Archipelago, Japan, Inferred from Garbage Dump Remains, Acta Herpetologica, 

Vol. 8(1) pp. 19-34, Firenze University Press, 2013.6 

*琉球大学熱帯生物圏研究センター、**岡山理科大学理学部動物学科  

 本研究は奄美諸島の与論島において、20世紀後半に使用されていた集落のゴミ捨て場に蓄積された、

脊椎動物残骸の発掘・同定を行った．この調査から同島では、20世紀の後半に外来性の捕食者であるイ

タチの導入・定着に伴う在来性爬虫・両生類の大量絶滅が起こったことが明らかになった． 

 

Nontivich Tandavanitij*, Hidetoshi Ota, Yuan-Cheng Cheng**, and Mamoru Toda***, Geographic Genetic Structure 

in Two Laticaudine Sea Krait, Laticauda laticaudata and Laticauda semifasciata (Serpentes: Elapidae), in the 

Ryukyu-Taiwan Region as Inferred from Mitochondrial Cytochrome b Sequences, Zoological Science, Vol. 30(8) 

pp. 633-641, Zoological Society of Japan, 2013.8 

*チュラロンコン大学理学部生物学科、**台湾師範大学生命科学科、***琉球大学熱帯生物圏研究センタ

ー 

 本研究は、卵生のウミヘビ類２種を対象に、台湾から琉球列島北部にかけて点在する各産卵地より得

られた標本におけるミトコンドリアDNAの配列変異を解析し、両者の示す変異の地理的パタンが大きく

異なることを明らかにするとともに、その原因について検討している． 

 

Cameron D. Siler*, Jamie R. Oaks**, Kerry Cobb***, Hidetoshi Ota, and Rafe M. Brown***, Critically Endangered 

Island Endemic or Peripheral Population of a Widespread Species? Conservation Genetics of Kikuchi’s Gecko and 

the Global Challenge of Protecting Peripheral Oceanic Island Endemic Vertebrates, Diversity and Distribution, Vol. 

20 pp. 756-772, John Wiley & Sons Ltd, 2014.1 

*オクラホマ大学生物学科/オクラホマ自然史博物館、**ワシントン大学生物学科、***カンサス大学生

態・進化生物学科 

 本研究は台湾の1離島だけに固有分布するとされ、希少種として保護されているキクチヤモリについて、

DNAを指標にフィリピンの同属個体群と詳細に比較した．その結果、これらは実際には同種とされるほ

どに近いことが明らかとなり、分類・保全策の再検討が必要なことが示された． 

 

Akio Takahashi*, Ryo Fujii**, Akira Nakachi***, and Hidetoshi Ota, The First Prehistoric Record of Mauremys 

mutica (Testudines: Geoemydidae) from the Yaeyama Islands, Southern Ryukyus, Japan, Current Herpetology, Vol. 

33 pp. 1-7, The Herpetological Society of Japan, 2014.2 
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*岡山理科大学理学部動物学科、**盈進学園東野高等学校、***沖縄県埋蔵文化財研究センター 

 本研究は、与那国島のトゥグル浜遺跡より発掘されたカメの骨格残骸について詳しく検討し、これが

ヤエヤマイシガメのものであることを明らかにした．この発見は、これまでしばしば近年の人為的移入

に由来するとされた同島のヤエヤマイシガメ個体群の在来性を、強く示唆している。 

 

【翻訳】 

岩槻邦男*、太田英利、『世界の絶滅危惧生物図鑑』 丸善出版、2014年1月（原書: IUCN, Species on the Edge 

of Survival. HarperCollins, 2011） 

*兵庫県立人と自然の博物館 名誉館長 

 本書はIUCNのレッドリスト・レッドデータブックにおいて、様々な絶滅危惧レベルに評価された動物、

植物、菌類など計365種を抽出し、美しいカラー写真とともに分布や生態、絶滅が危惧される度合やその

ような状況に至った経緯、現在の危機要因などについてわかり易く解説している。 

 

【解説】 

太田英利、「地域の生きもの情報から見えてくる, 地球規模の環境変動の本質と取り組みへの示唆」

『SEEDer』 第8号、p. 1（巻頭言）、総合地球環境学研究所、2013年4月 

本巻頭言で私は、昨今の地球規模での環境変動、とりわけ温暖化の問題を取り上げ、日本の伝統的な

自然との関わり方においてこうした変化をどのように受け止め、どのように対処すべきか随想している。 

 

太田英利、「島の不思議を追って 沖縄生物学会50年の歩み」 『沖縄タイムス』 2013年5月23日号（朝

刊）、p. 15、沖縄タイムス社、2013年5月 

 沖縄生物学会設立から50周年目の記念大会を前に、沖縄の生物にまつわるこの半世紀の間で特に際立

った出来事を列挙し、この地域の自然の理解や保護活動の推進において、本学会が果たした役割につい

てふり返り解説した． 

 

【雑誌等連載エッセ－】 

太田英利、「アオダイショウ 〜農村の生活で人に一番近いヘビは、森の豊かさの目安〜」『Green Age』

第40巻4号、pp. 30-31、（一財）日本緑化センター、2013年4月 

 本エッセーは、日本本土や屋久島、対馬、佐渡島、国後島といった周辺離島のほぼ全域に分布する日

本の固有種アオダイショウを取り上げ、とりわけ農村の人々生活において、きわめて身近な存在である

理由や、それ故に作られたアオダイショウにまつわる逸話などを紹介している。 

 

太田英利、「モリアオガエル 〜温帯の森で営まれる“熱帯式?”の繁殖〜」『Green Age』第40巻5号、pp. 

32-33、（一財）日本緑化センター、2013年5月 

 本エッセーは、本州に固有に分布するモリアオガエルを取り上げ、そのトレードマークとも言える、

泡巣による産卵を中心とした繁殖生態や、こうした産卵様式の意外なルーツなどについて、近年の研究

から明らかになった内容を中心に解説している。 

 

太田英利、「リュウキュウヤマガメ 〜沖縄の森でひっそり暮らす小さなカメは、かつて広域で栄えた種

族の生き残り〜」『Green Age』第41巻1号、pp. 30-31、（一財）日本緑化センター、2014年1月 

 本エッセーは、世界中でも沖縄島とその近くのわずか二つの小島だけに分布している中琉球の固有種

リュウキュウヤマガメを取り上げ、このような分布が形成されてきた経緯や、ここ最近の個体数の減少、

分布範囲の縮小の様子について、これまでの野外データにもとづき解説している。 
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【口頭発表】 

Hidetoshi Ota、Natural history and conservation of the snakes of the Ryukyu Archipelago, Japan、Plenary Lecture 

at The 6th Snake Ecology Group Meeting by The International Snake Ecology Group、Kunigami Environmental 

Education Center、Okinawa、2013年6月 

太田英利、琉球の陸生脊椎動物相 〜ここ数万年の激変と今後〜、平成25年度自然史学会連合講演会基調

講演「みる！きく！さわる！博物館〜五感で感じる生物多様性〜」、沖縄県立博物館・美術館、2013年7

月 

太田英利、日本に見られるスッポン個体群の起源について、第１回淡水ガメ情報交換会、神戸女子大学、

2014年2月 

 

【学会口頭発表】 

太田英利、松原美波、河村功一、日本国内におけるスッポン個体群の遺伝的変異、日本爬虫両棲類学会

第 52 回大会、東海大学札幌校舎、2013 年 11 月 2 日 

湯橋 翔、太田英利、淡路島に生息する淡水生カメ類 3 種の食性、日本爬虫両棲類学会第 52 回大会、東

海大学札幌校舎、2013 年 11 月 3 日 

 

【社会活動】 

＜委員会委員等＞ 

環境省希少野生植物種保存推進員 

環境省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・両生類分科会嘱託委員 

環境省オオヒキガエル防除事業対策会議嘱託委員 

環境省アベサンショウウオ保護増殖等検討会嘱託委員 

環境省世界自然遺産指定に向けた琉球・奄美諸島評価検討会嘱託委員 

環境省奄美・琉球世界自然遺産候補地科学委員会嘱託委員 

環境省中央環境審議会外来生物対策検討小委員会嘱託委員 

世界自然保護基金日本委員会（WWFジャパン）運営委員会委員 

兵庫県生物多様性ひょうご戦略推進委員会嘱託委員 

兵庫県環境審議会鳥獣部会嘱託委員 

沖縄県新石垣空港環境モニタリング委員会嘱託委員 

沖縄県西表島エコロード検討委員会嘱託委員 

伊丹市「生物多様性いたみ」検討委員会嘱託委員 

ほか 

 

【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））「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」、平成24年度～26年度 研究費総額430万円 
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黒田 有寿茂 
 

【学術論文】 

Asumo Kuroda, Hiroaki Ishida, Yoshinobu Hashimoto, Yoshiaki Takeda, Kazuya Tamura, Koji Iwakiri, 

Sugong Wu, Kunio Iwatsuki & Tamotsu Hattori, Impacts of human activities on species diversity, 

species composition and cover of pteridophytes: A comparison of natural evergreen broad-leaved 

forests and secondary deciduous broad-leaved forests in south Yunnan, China, Vegetation Science, Vol. 

30(1), pp. 71-82, The society of Vegetation Science, 2013.6 

 伐採・農地化といった人為的インパクトがシダ植物の種多様性、種組成、植被率に及ぼす影響を明ら

かにするために、中国雲南省南部の常緑広葉樹林とその伐採・畑跡地に成立した落葉広葉樹林を対象に

調査・比較解析を行った。結果から、調査地はシダ植物の再定着が進みやすいサイトであるが、その確

実な保全のためには人為的インパクトの拡大を避けるべきと結論づけた。 

 

石田弘明、黒田有寿茂、栃本大介、江間 薫、「兵庫県北部の棚田、放棄棚田、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」『植生学会誌』第 30 巻 1 号、pp. 51-69、植生学会、

2013 年 6 月  

 兵庫県北部に分布する 3 タイプの畦畔法面草原（伝統型草原、放棄型草原、整備型草原）を

対象に植生調査を行い、各草原タイプの階層構造、優占種、種組成、種多様性を比較した。結

果から、伝統型草原に及ぼす管理放棄と圃場整備の影響を明らかにしたほか、放棄型草原に現

存する埋土種子集団の伝統型草原復元への可能性について検討した。  

 

橋本佳延、栃本大介、黒田有寿茂、田村和也、福井 聡、「ニホンジカ高密度生息域のススキ草

原における草原生植物種多様性の低下」『日本緑化工学会誌』第 39 巻 3 号、pp. 395-399、日本

緑化工学会、2014 年 2 月  

 ニホンジカによる採食がススキ草原の種多様性に及ぼす影響を明らかにするために、シカの

高密度化が進む砥峰高原のススキ草原において防鹿柵を設置し、柵内外の植物の生育状況を比

較した。結果から、シカの高密度生息地域では、刈り取りや火入れにより良好に維持されてい

るススキ草原であっても、シカの採食により種多様性が低下する恐れのあることが示唆された。 

 

【社会活動】 

＜講演・セミナー等＞  

平成 25 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 淡路の

みどりとまちを満喫～成ヶ島・由良・福良を巡る旅～」、成ヶ島・由良・福良、2013 年 11 月  

館外講演「植生調査と定点観測地点の変遷分析」、金ヶ崎公園、2013 年 7 月  

館外講演「第 5 回 北摂里山大学（分担者）」、有馬富士公園、2013 年 10 月  

館外講演「海岸の植物」、フレミラ宝塚、2014 年 2 月  

館外講演「ため池と水田の植物」、フレミラ宝塚、2014 年 2 月  

講師派遣「里山実習」、武庫川女子大学附属高等学校 1 年生、2013 年 6 月  

講師派遣「学校の周りの自然・草花を使った遊び」、小野市立大部小学校 3 年生、2013 年 6 月  

講師派遣「神戸市立幼稚園ブロック研修会 園庭の自然解説とたからものみつけ 自然解説」、

市立幼稚園教諭、2013 年 7 月  

講師派遣「学校の周りの自然・草花を使った遊び」、小野市立大部小学校 3 年生、2013 年 10 月  
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特注セミナー「身近な草・木・森の観察」、博物館、2013 年 4 月  

一般セミナー「植物ウォッチング①～道場町・百丈岩～」、神戸市北区、2013 年 5 月  

オープンセミナー「ならそう草笛」、博物館、2013 年 5 月  

特注セミナー「ひとはくの森見学」、博物館、2013 年 7 月  

一般セミナー（館主催事業）「まちなか里山セミナー（分担者）」、博物館、2013 年 7 月  

一般セミナー「海岸の植物・植生と環境」、博物館、2013 年 8 月  

教職員・指導者セミナー「葉っぱで見分ける身近な樹木」、博物館、2013 年 8 月  

特注セミナー「ひとはくの森見学」、博物館、2013 年 8 月  

特注セミナー「里山の自然について」、博物館、2013 年 9 月  

オープンセミナー「ならそう草笛」、博物館、2013 年 9 月  

一般セミナー「植物ウォッチング②～有野町～」、神戸市北区、2013 年 10 月  

オープンセミナー「ならそう草笛」、博物館、2013 年 12 月  

トライやるウィーク、丹波市立山南中学校、篠山市立篠山中学校、篠山市立丹南中学校、2013

年 6 月  

学校団体対応、兵庫県立大学附属中学校（プロジェクト学習）、2013 年 4 月  

博物館実習、神戸芸術工科大学先端芸術学部学生、近畿大学農学部学生、2013 年 8 月  

ひとはくフェスティバル、「ミュージアム・コンサート」（責任者）、2013 年 11 月  

 

＜委員会委員等＞  

明石市環境審議会委員、明石市、2012 年 3 月～2014 年 2 月  

加東市とひとはく協力協定連携推進会議委員、加東市、2013 年 6 月～2014 年 3 月  

 

＜受託研究＞  

「慶野松原維持のための林床植生適正化に関わるウンラン等栽培・管理研究業務」、兵庫県立淡

路景観園芸学校、平成 25 年度総額 35 万円（研究代表者）  

「平成 25 年度大阪ガス株式会社姫路製造所等における生物多様性対応関連業務」、大阪ガス株

式会社、平成 25 年度総額 130 万円（研究分担者）  

「加西市における「ひとはくキャラバン」の実施とその評価業務」、加西市教育委員会、平成

25 年度総額 23 万円（研究分担者）  

「南公園里山保全・育成プロジェクト里山担い手養成業務」、三田市、平成 25 年度総額 40 万円

（研究分担者）  

「「KOBELCO の森」植生モニタリング調査 養成業務」、（株）神戸製鋼所、平成 25 年度総額

5 万円（研究分担者）  

 

【研究費取得状況】 

科学研究費助成事業（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（研究代表者） 
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小林 文夫 
 

【学術論文】 

Fumio Kobayashi, Late Permian (Lopingian) foraminifers from the Tsukumi Limestone, Southern Chichibu 

Terrane of eastern Kyushu, Japan, Journal of Foraminiferal Research, Vol. 43(2) pp. 154-169. Cushman 

Foundation for Foraminiferal Research, 2013.4 

This paper reveals that the Upper Permian part of the Tsukumi Limestone, Japan is 1) strongly fractured as a 

whole, 2) more or less dolomitized and recrystallized, 3) tectonically interposed by Middle Permian (Capitanian) 

limestone wedges, and 4) in fault contact with probably Triassic carbonates. The Late Permian foraminiferal fauna 

consists of 37 taxa, including the new staffellid geneus and species, Tsukumiella tsukumiensis. This fauna is 

paleobiogeographically and tectonically important for understanding the faunal provincialism and plate movement 

of continental and seamount limestone blocks in the Late Permian. 

 

小林文夫、「新潟県蒲原山地西部のペルム紀中期 (Guadalupian) フズリナ化石」 地質学雑誌第119巻第3

号、pp. 217-22、日本地質学会、2013年4月 

45年前に蒲原山地西部仙見川河床など３地点でペルム紀中期のフズリナ化石を発見した。最近の詳し

い地質調査研究でも同山地のフズリナ産出報告は皆無に等しい。東北日本内側の付加体の海洋プレート

層序の復元など、今後の研究進展に資することからフズリナ類を図示し、その古生物地理学的意義を述

べた 

 

Fumio Kobayashi, Permian foraminifers contained in limestone and conglomerate of the Maizuru Group in the 

Shimo-Yakuno area, Kyoto Prefecture, Japan, Nature and Human Activities, No. 24 pp. 9-20, Museum of Nature 

and Human Activities, Hyogo, 2013.12 

Three species of Middle Permian (Capitanian) and 33 taxa of the Late Permian (Lopingian) foraminifers are 

distinguished from the Nukata Formation of the Maizuru Group. Capitanian foraminiferal fauna is less diversified 

in comparison with the contemporaneous ones in the Maizuru Terrane. Palaeofusulina sinensis and Colaniella 

parva characteristic in the Lopingian are absent in the Shimo-Yakuno area. 

 

Fumio Kobayashi, Morphologic variation of five species of Parafusulina from the Middle Permian Nabeyama 

Formation in the Kuzu area, Tochigi Prefecture, Japan. Nature and Human Activities, No. 24 pp. 85-122, Museum 

of Nature and Human Activities, Hyogo, 2013.12 

Morphologic variation of five species of Parafusulina (P. yabei, P. tomeganensis, P. shimotsukensis, P. 

tochigiensis, and P. japonica) are described among samples from twelve stratigraphic levels in the Middle Permian 

Nabeyama Formation. The result of this study are thought to serve as a reference also for recognition and 

classification of other fusulinoidean species, and important for recognizing biodiversity of the past and for 

discussing related problems. 

 

半田久美子、三枝春生、池田忠広、小林文夫、佐藤裕司、武田重昭、上田萌子、坂上勝彦、八尾滋樹、

小林美樹、西岡敬三、古谷裕、高橋晃、太田英利、中瀬勲、「ひょうご恐竜国際シンポジウム実施報告」

人と自然第24号、pp. 51-62、人と自然の博物館、2013年12月 

篠山層群から発見された恐竜化石の学術的価値を発信するため、国内外の専門家を招聘し2013年3月16、

17日に国際シンポジウムが開催された。参加者は655名に達した。普及教育分野と研究分野の専門家、一
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次資料を擁する博物館が密に連携することで、高度に学術的で、かつ幅広い層からの興味・関心にも応

えられる催しを実施できたと位置付けられよう。本文は国際シンポジウムの実施報告（実施体制、運営

方法、今後の課題など）をまとめたものである。 

 

【解説】 

小林文夫、「ペルム系常森層の石灰岩ブロック・岩片中の古生代後期有孔虫類－秋吉石灰岩層群のそれら

との関係－」化石第93巻、p. 142、日本古生物学会、2013年4月 

 

【雑誌等連載エッセ－】 

「フズリナ化石に惹きつけられ石灰岩薄片作成45年」 シリーズ私の研究、ハーモニー第83号(ひとはく

新聞)、人と自然の博物館、2013年12月 

 

【社会活動】 

人と自然の博物館一般セミナー2013. 4「日本の恐竜化石含有層」、人と自然の博物館、9 名． 

人と自然の博物館一般セミナー  ｢フズリナ化石組みたてゲーム」、自然の博物館、2013 年 4 月、7 月、

9 月 

兵庫県立宝塚北高等学校特注セミナー「フズリナ化石の世界」、人と自然の博物館、2013 年 4 月 

人と自然の博物館一般セミナー「人と自然の共生と人口問題」、人と自然の博物館、2013 年 5 月 

宝塚市社会福祉協議会市民カレッジ「教科書的でない川、武庫川」、宝塚市立老人福祉センター、2013

年 6 月 

宝塚市社会福祉協議会市民カレッジ｢野外観察―教科書的でない川、武庫川｣、現地(仁川下流域)、2013

年 6 月 

和歌山県立海南高等学校特注セミナー「紀州由良の白崎石灰岩とフズリナ化石」、人と自然の博物館、2013

年 8 月 

シニア自然大学校空組特注セミナー「大量絶滅事件の背景」、人と自然の博物館、2013 年 8 月 

人と自然の博物館一般セミナー「大量絶滅事件の背景」、人と自然の博物館、2013 年 10 月 

明石市立人丸小学校特注セミナー「流れる水のはたらき」、人と自然の博物館、2013 年 10 月 

シニア自然大学校マイスターNo.31修了講座「古代の生きものと地質学－大量絶滅事件の背景－」、 大

阪産業創造館、2014年3月 

 

【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）)「日本産古生代後期有孔虫類の種多様性と群集組成の時空

分布」、平成25－27年度 研究費総額442万円 

 

【その他】 

国際誌論文査読 

Paper# GJ-14-0034、 Geological Journal, Feb. 2014 

Paper# 14-006 Journal of Paleontology, March 2014 

Paper# 14-006 Journal of Paleontology, March 2014 
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坂田 宏志 
 

【学術論文】 

岸本康誉、松本崇、坂田宏志、「イノシシの個体群動態の推定（本州部2012年）」『兵庫ワイルドライフレ

ポート』 2：62-77． 

 

岸本康誉、松本崇、坂田宏志、「イノシシの個体群動態の推定（淡路島2012年）」『兵庫ワイルドライフレ

ポート』 2：78-92．2014年 

 

松本崇、岸本康誉、太田海香、坂田宏志、「ニホンジカの個体群動態の推定と将来予測（兵庫県本州部2012

年）」『兵庫ワイルドライフレポート』 2：12-36． 

 

松本崇、岸本康誉、太田海香、坂田宏志、「ニホンジカの個体群動態の推定と将来予測（兵庫県淡路島2012

年）」『兵庫ワイルドライフレポート』 2：37-61．2014年 

 

坂田宏志、岸本康誉、太田海香、松本崇、「ツキノワグマの個体群動態の推定（兵庫県2012年）」『兵庫ワ

イルドライフレポート』 2：93-109．2014年 

 

上田剛平、阿部豪、坂田宏志、「餌付け罠の捕獲効率向上を目的とした事業の評価」『哺乳類科学』53：

17-30．2013年 

 

松本崇、坂田宏志、岸本康誉、「兵庫県におけるニホンイノシシの生息分布と農業被害の関係」『兵庫ワ

イルドライフモノグラフ6号 兵庫県におけるニホンイノシシの管理の現状と課題』兵庫県森林動物研究

センター（編）、丹波：森林動物研究センター、pp9-20．2014年 

 

坂田宏志、「兵庫県におけるシカの順応的管理」『國立公園』９月号No.716 pp．19-22 2013年 

 

【社会活動】 

＜講演＞ 

どのように被害を出す野生動物と共存していくか？ ―情報収集と意思決定の仕組づくり― 「平成25

年度環境研究総合推進費 研究成果発表会」（2013年10月30日、東京、都道府県会館） 

「九州森林環境シンポジウム ～地域と連携したシカ被害対策と個体数管理～」（2014年2月17日、熊本

県熊本市、国際交流会館） 

研究成果の産・官・住民3方向への展開. 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－ストップ・ザ・獣害 被害対策への挑戦―」（2014年2月15日、神戸市、兵庫県森林動物研究セ

ンター） 

「全国鳥獣害対策サミット」（2014年2月27日、東京、東京大学弥生講堂） 

 

＜研修講師＞ 

平成25年度鳥獣対策推進リーダー・アドバイザー育成確保のための専門講座（2013年7月10日、岡山県岡

山市、岡山県生涯学習センター） 

平成25年度鳥獣対策集落リーダー育成研修会（2013年7月27日、福井県若桜町、 パレア若桜） 
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平成25年度鳥獣対策集落リーダー育成研修会（2013年7月28日、福井県坂井市、福井県産業情報センター） 

平成25年度鳥獣害対策指導者育成研修会（2013年9月4日、愛媛県八幡浜市、愛媛県八幡浜支局） 

平成25年度野生生物研修（2013年9月12日、東京都、環境省環境調査研修所） 

平成25年度鳥獣防止技術指導員資質向上研修会（2013年11月13日、山梨県笛吹市、山梨県立博物館） 

平成25年度鳥獣対策推進リーダー・アドバイザー育成確保のための専門講座（12月3日、岡山県岡山市、

テクノサポート岡山） 

平成25年度特定鳥獣保護管理にかかる研修会（シカ上級編）（2014年1月9日～10日、東京、日本青年館ホ

テル） 

平成25年度特定鳥獣保護管理にかかる研修会（シカ上級編）（2014年1月23日～24日、広島県広島市、広

島国際会議場） 

鳥獣被害対策の研修会（2014年2月9日、高知県香美市、健康福祉センター香北） 

 

＜委員会委員等＞ 

中央環境審議会専門委員 

環境省「地域ぐるみの捕獲推進モデル事業」中央委員会検討委員 

環境省「特定鳥獣に係る保護管理施策推進のための対応等調査・検討業務」検討委員 

環境省「鳥獣保護管理強化のための先進技術等調査」検討委員 

環境省「平成25年度イノシシ保護管理検討会」委員 

環境省「平成25年度ニホンジカ保護管理検討会」委員 

農林水産省「利活用技術指導者育成研修事業」にかかる検討委員会委員 

林野庁「平成25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」技術指導委員会委員 

兵庫県環境審議会特別委員 

兵庫県「災害に強い森づくり（第2期対策）」事業検証委員会 委員 

丹波の森公苑運営委員会 委員 

平成25年度エゾシカ保護管理検討会計画推進部会専門委員 

岡山県イノシシ・ニホンジカ護管理科学部会委員 

広島県イノシシ・ニホンジカ保護管理科学部会委員 

西日本高速道路播磨新宮～山崎間自然環境保全検討会委員 

日本哺乳類学会代議員 

 

【研究費取得状況】 

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「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」、平成24年度～26年度 平成25年度研究費 2,510万円 
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佐藤 裕司 
 

【学術論文】 

Tanigawa, K., Hyodo, M. and Sato, H.（2013）Holocene relative sea-level change and rate of sea-level rise from 

coastal deposits in the Toyooka Basin, western Japan. The Holocene, 23, 1039-1051. 

兵庫県豊岡盆地において、ボーリングコア試料をもとに完新世（過去約１万年間）の相対的海水準変

動を復元した。当該地域は局地的な地殻変動の影響が小さく、復元された海水準変動は最終氷期終焉後

の氷床融解に起因するユースタティックな海水準上昇と、日本列島に影響する地殻均衡（ハイドロアイ

ソスタシー）を反映すると考えられる。本研究で得られた過去１万年間の海水準変動曲線は、現時点で

日本列島における最高精度の標準曲線といえる。さらに、本研究では過去における海水準上昇速度を考

察し、10,000～7,900 年前の間における上昇速度は年平均で約 12 mm、7,900～6,700 年前の間は年平均で

約 3 mm であったことを明らかにした。 

 

佐藤裕司（2013）兵庫県産淡水藻目録． 人と自然、24, 63-83. 

兵庫県における淡水藻類の生育状況を明らかにするために、県下において生育記録のある淡水藻類の

目録を作成した。本目録において、藍藻類 35 属 120 種（124 taxa）、紅藻類 8 属 15 種、、渦鞭毛藻類 3 属

3 種、黄金藻類 13 属 102 種（104 taxa）、黄緑色藻類 5 属 10 種、珪藻類 38 属 152 種（169 taxa）、褐藻類

1 属 1 種、ハプト藻類 1 属 1 種、緑藻類 80 属 271 種（309 taxa）、車軸藻類 2 属 14 種をリストアップした。 

 

【学会発表】 

Kitaba, I.*, Hyodo, M.*, Katoh, S.**, Dettman, D.L. *** and Sato, H. (2013) Possible linkage between geomagnetic 

field, temperature and monsoon: implication of high-resolution magnetic and climatic data from a sediment core in 

Osaka Bay, Japan. American Geophysical Union’s 46th annual Fall Meeting, San Francisco, California, USA（12

月） 

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。この寒冷

化の要因として、地球に降り注ぐ宇宙線量の変化が気候変動、とくにモンスーンに及ぼす影響について

考察した。 

 

【社会活動】 

＜講演・セミナー等＞ 

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・野外、2013 年 4、5 月 

博物館セミナー「身近な生き物観察」、兵庫県立人と自然の博物館、2013 年 8 月 

博物館セミナー「カワバタモロコの数調べ（キリンビオトープ）」（全２回）、キリンビール神戸工場、2013

年 10 月 

博物館セミナー「地上最強？の生物、クマムシを探そう」、兵庫県立人と自然の博物館、2013 年 10 月 

博物館セミナー「湧き水を訪ねる  パート２」、兵庫県立人と自然の博物館・野外、2014 年 3 月 

特別セミナー「水辺の観察」（加東市小学校教員・環境教育担当者会）、兵庫県立人と自然の博物館、2013

年 6 月 

講演「なぜ自然史を学ぶか」、丹波市山南町上久下地域づくりセンター、2013 年 8 月 

 

＜委員会委員等＞ 
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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） 

加東市とひとはく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・基盤研究

（Ｃ））代表者（H.25 110 万円／H.24-26 400 万円） 
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高橋 晃 
 

【学会発表】 

Takahashi, A. 2013. Exchange between the museums of art and natural history through the interpretation of the art 

work or the specimen. The 4th Asian Zoo Educators’Conference (AZEC) 2013, Fukuoka. 

Museums of Natural History and Art have the specimens and works of art having different properties, 

respectively. Therefore the practical use methods are also different between both the museums. By designing the 

interpretation of those specimens or works and devising the usage for general public, I examined a possibility 

whether both the Museums are able to interact. 

 

【社会活動】 

＜委員会委員等＞ 

2013.4- 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 

2013.4- 希少野生動植物種保存推進員、環境省自然環境局 

2013.4- 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 

2013.4- 三田市環境審議会副会長、三田市経済環境部 

2013.4- 県立北摂三田高校評議員 

2013.10 第 3 回ふじのくに自然系博物館基本構想検討委員会、アドバイザー、静岡県企画広報部政策企

画局 

 

＜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 

 

＜講演・セミナー等＞ 

2013.4 春の六甲で木の花を見よう、六甲山魅力再発見市民セミナー、六甲山を活用する会 

2013.4 日本一の兵庫の自然―兵庫の美しい花々、兵庫の自然を探る講座、芦屋市立公民館 

2013.4 美術館で植物散歩、県立美術館ギャラリートーク、県立美術館 

2013.6 明石公園の植物、明石市立文化博物館 

2013.11 兵庫の植物―美しい野生の花々、神戸新聞文化センター・プレミアムカルチャー倶楽部、神戸 

 

【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 

 

【その他】 

＜生涯学習支援＞ 

2013.4-2014.3 ひとはくセミナー（23 件）、企画実施担当者、兵庫県立人と自然の博物館 
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2013.8 ひとはくキャラバン in 久美浜、運営分担者、豪商稲葉本家、京都府 

2013.11 ひとはくフェスティバル、かわらばん表彰式運営・記録担当、兵庫県立人と自然の博物館 

 

＜学校教育支援＞ 

2013.7-8 ジャングルスクール in 丹波、小学 5 年生～高校 1 年生、丹波少年自然の家・コウノトリの郷

公園・ちーたんの館他 

2013.8 熱帯雨林・絞め殺し植物のひみつ、神戸市立六甲アイランド高校 SSH 授業、兵庫県立人と自然

の博物館 

2014.1 伊丹市立中学校理科自由研究発表会、伊丹市教育委員会・中学校教育研究会理科部会、伊丹市

立総合教育センター 

 

＜相談・指導助言＞ 

来訪・電話・メール・手紙等による相談 16 件(13 名) 
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田原 直樹 
 

【学術論文】 

田原直樹、上田萌子*、赤澤宏樹、上甫木昭春**、「明治初期大阪臨海部新田開発地域における集落の成

立状況について」ランドスケープ研究、Vol.77(5)、565-568、日本造園学会、2014 年 3 月 

*兵庫県立人と自然の博物館、**大阪府立大学大学院農学研究科 

 江戸期の大阪では臨海部新田開発が盛んに行われ、現在の大阪市域の約 25％に相当する広大な土地が

生み出され、明治後期以降の都市発展に多大な影響を及ぼすことになった。これらは、ほとんどが町人

請負新田という民間資本による開発であり、かつまた浅海域の干拓であったことから、同じ都市近郊農

村であっても、内陸部とはかなり異なる状況であったとみられるが、その実態はあまり知られていない。

そこで、本研究では、都市化前史の理解という観点から集落成立に着目し、江戸末期から明治前期にか

けての臨海部新田開発地域における集落成立の状況及びその特徴を、内陸部農村地域との比較を通じて

あきらかにすることを試みた。地図及び資料を用いた調査の結果、臨海部新田開発地域は、内陸部農村

地域と異なり、集落が成立していない村がかなり存在し、集落と結びつきが深い社寺が立地しない村も

あることなどがわかった。 

 

【社会活動】 

＜講演・セミナー等＞ 

篠山市景観フォーラム「景観まちづくりのための屋外広告物のあり方—創造農村を目指して—」篠山市

市公民館、2013 年 9 月 

姫路市立生涯学習大学「名所図会にみる江戸期から現在までの植生の変化」姫路市生涯学習大学校、2014

年 1 月 

姫路市立生涯学習大学「都市の緑と人とのかかわり」姫路市立生涯学習大学校、2014 年 2 月 

兵庫県立大学 COC 事業研究発表会「多自然居住地域の地域づくり主体としての協議会組織のあり方」ラ

ッセホール、2014 年 3 月 

 

＜委員会委員等＞ 

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 

兵庫県高大連携等連絡協議会委員、兵庫県教育委員会 

加古川東高校 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・広告物審議会及び同専門部会委員、姫路市 

姫路市イベントゾーン基本計画検討懇話会委員、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、姫路市 

姫路駅放置自転車対策協議会委員、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、姫路市 

地域審議会公募委員選考会議審査委員、姫路市 

加西市都市計画審議会委員、加西市 

加西市土地利用調整委員会委員、加西市 

篠山市都市計画審議会委員、篠山市 
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（公財）丹波の森公苑運営委員会委員、（財）丹波の森協会 

（公財）丹波OB大学運営委員会委員、（財）丹波の森協会 
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橋本 佳明 
 

【学術論文】 

橋本佳明（2013）アリ擬態クモとアリ類の多様性はアソシエイトしているのか？ 昆虫と自然Vol48:7-11 

 

【口頭発表】 

Y. Hashimoto et.al (2013) Do biodiversity of ant-mimic spiders associate with ant biodiversity in tropical forests? 

19th International Congress of Arachnology (ICA 2013) Taiwan 

橋本佳明他(2013) アリ類—アリグモ類の多様性アソシエーション：擬態パターンの多様性と擬態モデル

種の形態的・生態的特性との関係 日本昆虫学会第73回大会(北海道大学) 

Y. Hashimoto et.al (2013) Detection of species-to-species association for ant-mimicking spiders and their ant 

models the 9th ANeT International Conference 2013 (UMS) Sabah 

橋本佳明他(2014) 擬態現象を生物多様性創出・維持機構として解析する：ボルネオ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 第61回日本生態学会大会（広島国際会議場） 

 

【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) 

東南アジアにおけるアリ擬態クモ類とアリ類の擬態関係の解明 住友財団 基礎科学研究助成 研究分

担者（１３０万円） 

 

【社会活動】 

＜講演・セミナー等＞ 

「生物多様性を学ぶ」、兵庫県立福崎高校（40名） 

”Do biodiversity of ant-mimic spiders associate with ant biodiversity in tropical forests? ” シンガポール大学博

物館（60名） 

「アリ学入門」 伊丹市立西中学校 （４０名） 

伊丹市教育委員会・人博博学連携事業（小学生自由研究発表会指導、「共生のひろば」伊丹市小学校自由

研究優秀者発表指導） 

 

＜ラジオ・テレビ出演等＞ 

ラジオ静岡「アリに化けるクモ」 

西脇小学校特注セミナー神戸新聞取材 

 

＜学会役員等＞ 

DIPWA Network for Establishment of Ant Reference Collections  (ANeT ) 評議委員.  

Asian myrmecology レフェリー 
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藤木 大介 
 

【学術論文】 

福島慶太郎・阪口翔太・井上みずき・藤木大介・徳地直子・西岡裕平・長谷川敦史・藤井弘明・山崎理

正・高柳敦 (2014) シカによる下層植生の過採食が森林の土壌窒素動態に与える影響. 日本緑化工学会誌 

39: 360-367. 

 

藤木大介・酒田真澄美・芝原淳・境米造・井上厳夫 (2014) 関西4府県を対象としたニホンジカの影響に

よる落葉広葉樹林の衰退状況の推定. 日本緑化工学会誌 39：374-380. 

 

藤木大介 (2013) 淡路島におけるニホンジカの影響を受けた広葉樹林の地理的分布域の推定. 兵庫ワイ

ルドライフレポート 2：1-11. 

 

藤木大介・岸本康誉・内田圭・坂田宏志 (2014) 兵庫県における森林生態系保全を目的としたニホンジカ

対策－広域モニタリング・データに基づいた状況把握と管理目標値の設定．水利科学 335: 26-50. 

 

Mizuki I, Sakaguchi S, Fukushima K, Sakai M, Takayanagi A, Fujiki D and Yamasaki M (2013) Among-year 

variation in deer population density index estimated from road count surveys. Journal of Forest Research 18: 

491-497. 

 

【学会口頭発表】 

藤木大介・酒田真澄美・芝原淳・境米造・井上厳夫 (2014) 関西4府県を対象としたニホンジカの影響に

よる落葉広葉樹林の衰退状況の推定、第125回日本森林学会(3月26-30日)、さいたま 

藤木大介・立脇隆文・中村幸子・岸本康誉（2014）林縁近くの農地におけるシカ、イノシシによる農作

物被害発生様式、第61回日本生態学会大会 (3月14-18日)、広島 

 

【社会活動】 

＜アドバイザー＞ 

兵庫県野生動物育成林整備事業アドバイザー 
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森光 由樹 
 

【学術論文】 

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. 

 絶滅が危惧されている兵庫県に生息しているツキノワグマの地域個体群（東中国地域個体群）のMHC

遺伝子（主要組織適合遺伝子複合体）の遺伝的多様性を調査した。長野県に生息している安定的地域個

体群の遺伝情報と比較し、兵庫県のツキノワグマは多様性が低いことを明らかにした。 

 

森光由樹、鈴木克哉（2013）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～ 哺乳類科学Vol. 53 (2013) No. 1 p. 164-167   

 兵庫県に生息しているニホンザルは、絶滅が危惧されている地域個体群である。しかし、農作物の被

害が大きく、保全と管理、両方面で難しい状況である。そこで、サルの個体識別を行い、特に問題のあ

る個体を選択的に麻酔銃捕獲し、被害軽減と保全を行う方法を開発した。 

  

【口頭発表】                                               

森光由樹、鈴木克哉、野生ニホンザルの個体数管理の最前線 ～効率的な被害軽減に向けて～ ミニシン

ポジウム 第29回日本霊長類学会・日本哺乳類学会2013年度合同大会 岡山理科大学 2013年9月6日～9

日                            

森光由樹、画像スキャニングシステム・バイオロギングを用いたニホンザルの生態解明、第29回日本霊

長類学会・日本哺乳類学会2013年度合同大会、岡山理科大学、2013年9月6日～9日                 

森光由樹、画像情報収集システムを用いたツキノワグマの生態解明の検討、第29回日本霊長類学会・日

本哺乳類学会2013年度合同大会、岡山理科大学、2013年9月6日～9日                       

森光由樹、ミトコンドリアDNA標識を用いたニホンザルオスの地域個体群の移動、DNA多型学会第22回

学術集会、仙台市戦災復興記念館、2013年11月20日～22日                                                      

森光由樹（2013）野生ニホンザルのミトコンドリアDNAの分析と保全利用「第６回兵庫県立大学シンポ

ジウム－経済再生に向けた産学公連携の新たな取り組み!!－」（9月24日,神戸市,兵庫県立大学産学連携機

構） 

森光由樹、野生動物の画像情報システム・バイオロギング構築のための実験研究研究、京都大学霊長類

研究所、研究セミナー、2014年2月14日                                    

森光由樹、ミトコンドリアDNA標識を用いたニホンザルオスの地域個体群の行動様式、京都大学霊長類

研究所、研究セミナー、2014年2月14日 

  

【社会活動】 

野生動物医学会 将来構想委員会委員 

野生動物医学会 評議委員 

日本霊長類学会 保全・福祉委員 幹事                                   

日本哺乳類学会 保護管理専門委員会 サル部会委員                                                          

環境省 鳥獣保護管理調査コーディネーター 

社団法人日本獣医師会 職域総合部会野生動物対策検討委員会 委員                                            

兵庫県動物愛護管理推進協議会委員                                                                          

環境省地域生物多様性保全活動支援事業（タイワンザル防除）委託業務検討委員   
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【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））「画像スキャニングシステム・バイオロギングを用いた野

生動物の生態解明」 

2013年度～2015年度(終了予定) 研究費総額520万円 

京都大学霊長類研究所共同利用研究費 （自由研究）「野生ニホンザル絶滅危惧孤立個体群のMHC遺伝

子の解析」2014年 研究総額17万円 
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横山 真弓 
 

【学術論文】 

横山真弓・江藤公俊・木下裕美子．農地に隣接して生息するニホンイノシシの加害行動の解析．「兵庫

県におけるニホンイノシシの保護管理の現状と課題．」兵庫ワイルドライフモノグラフ6号、pp43-58、

兵庫県森林動物研究センター．2014年3月． 

兵庫県におけるイノシシの生息状況と人間とのあつれきの歴史について歴史的な観点からまとめ、現

在の問題の要因と今後の課題、方向性などについてまとめた。 

  

辻知香・横山真弓．ニホンイノシシの年齢査定． 「兵庫県におけるニホンイノシシの保護管理の現状と

課題．」、ワイルドライフモノグラフ6号、pp59－70、兵庫県森林動物研究センター．2014年3月． 

イノシシの年齢査定手法について、これまで断片的な情報しか得られていなかったが、400頭以上の標

本を収集し、萌出交換の時期と体サイズ、繁殖との関係性を明らかにし、歯の萌出交換が続く3年半まで

の間の年齢査定のポイントとなる萌出パターンを明らかにした。 

 

辻知香・横山真弓．ニホンイノシシの妊娠率算出方法の開発． 「兵庫県におけるニホンイノシシの保護

管理の現状と課題．」、ワイルドライフモノグラフ6号、pp71－83、兵庫県森林動物研究センター．2014

年3月． 

 イノシシの繁殖は、妊娠時期が短く狩猟期から外れているため、妊娠個体の収集が困 

難であるため、科学的なデータが少なく、頑健な分析事例がほとんどなかった。そのた 

め、本研究では収集された捕獲個体のうち妊娠時期以外においても卵巣に残される胎盤 

痕を査定することにより、出産前後の個体からの妊娠率査定方法を開発した。 

 

辻知香・横山真弓．兵庫県におけるニホンイノシシの基本的繁殖特性． 「兵庫県におけるニホンイノシ

シの保護管理の現状と課題．」、ワイルドライフモノグラフ6号、pp84－92、兵庫県森林動物研究センタ

ー．2014年3月． 

 イノシシの胎子を用いて、産子数や出産時期について明らかにした。1腹内においても個々の胎子のサ

イズの変異幅などを用いて、胎子による出産時期の分析の際の誤差範囲について論じた。 

 

佐藤宏・戸田正枝・M.A.Omar・辻知香・横山真弓．ニホンイノシシの内部寄生虫． 「兵庫県における

ニホンイノシシの保護管理の現状と課題．」、ワイルドライフモノグラフ6号、pp106-120、兵庫県森林

動物研究センター．2014年3月． 

 人獣共通感染症のうち内部寄生虫に関してサーベイランスを行った。阪神間と丹波地域、但馬地域間

で寄生虫の出現頻度などの比較を行った。また他の近畿圏との比較なども行い、寄生虫種は地域差があ

ることが明らかとなった。 

 

辻知香・横山真弓．六甲山イノシシ問題の現状と課題．「兵庫県におけるニホンイノシシの保護管理の

現状と課題．」、ワイルドライフモノグラフ6号、pp121-134、兵庫県森林動物研究センター．2014年3月． 

 神戸市に出没する六甲山系のイノシシ問題の歴史的な取り組みをまとめた。また、生息地としての六

甲山系を植生変化から評価を行い、現状は良好な生息環境が維持されていることを示した。被害や対策

の現状などについて取りまとめ、今後の対応策についての提案を行った。 
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辻知香・横山真弓．六甲山のニホンイノシシの問題個体の特徴．「兵庫県におけるニホンイノシシの保

護管理の現状と課題．」兵庫ワイルドライフモノグラフ6号、pp135-142．兵庫県森林動物研究センター．

2014年3月． 

 市街地に出没し有害捕獲されたイノシシの個体及び交通事故等で死亡したイノシシ個体を解剖調査し、

繁殖状況や栄養状態、胃内容物などを分析した。９頭のうち7頭について胃内容物に人工物が確認され、

餌付け個体もしくはごみあさりなどを状態的に行っている個体であったことが示唆された。 

 

【解説】 

横山真弓（2013）日本のクマの現状と出没被害を防ぐための基礎知識㊤． No.1268：24－25.週刊教育

資料教育公論社． 

横山真弓（2013）日本のクマの現状と出没被害を防ぐための基礎知識㊦．No.1269：24－25.週刊教育資

料教育公論社． 

横山真弓（2013）鳥獣害は食べて解決．鳥獣寿害対策に必要なポイント．ウエッジVol25.(11)：45－47． 

 

【口頭発表】 

辻知香・横山真弓・浅野玄・鈴木正嗣（2013）ニホンイノシシの胎齢推定の精度の検討．日本哺乳類学

会2013年度大会．（2013年9月 岡山市） 

 イノシシの胎子成長の特徴を秋赤にするため、捕獲個体から得られた胎子の発育成長を分析し、胎例

推定や推定時の誤差について分析を行った。 

 

中村幸子・横山真弓・坂田宏志（2013）ツキノワグマにおける最低生存確認率の変動．日本哺乳類学会

2013年度大会．（2013年9月 岡山市）  

 兵庫県において捕獲されたツキノワグマの年齢査定を行い、複数回捕獲された個体から、最低生存確

率を算出した。大量出没と大量捕殺を行った2010年の前後において、この最低生存率が変化しているか

どうかについても分析を行った。 

 

横山真弓（2012）大会企画テーマセッションオーガナイザー．「野生動物の捕獲体制を考える―伝統狩

猟と管理捕獲の役割―」第19回野生生物保護学会篠山大会．（2013年11月 篠山市） 

 全国的な野生鳥獣の増加を受けて捕獲数が急増している。しかし現状では、従来のスポーツハンティ

ングや伝統狩猟に従事する狩猟者に依存した捕獲が続けられており、現在の個体数増加分布域拡大に対

応が不可能となってきている。そこで出てきた考え方である管理捕獲の体制と方法、人材育成を構築で

ある。今後必要となる管理捕獲と従来型の狩猟との役割分担を明確化させるための議論を行った。 

 

辻知香・横山真弓（2014）神戸市アーバンイノシシの出没被害発生要因の解明．日本生態学会2013年度

大会（3月14日）．広島． 

 イノシシが都市に出没する要因として餌付けがあげられる。被害地点の地理的特色を分析したところ、

被害場所の８割は、餌付け地点から500m以内で発生していた。また被害地は緑地との距離が近い場所で

もあった。緑地帯が残っている場所に近いエリアで餌付けが繰り返されることで被害が多発している構

造を明らかにした。 

 

横山真弓・阿部豪・斉田栄里奈・西牧正美（2013）アライグマ捕獲従事者制度による捕獲活動の実態と

その効果. 第29回日本霊長類学会・日本哺乳類学会2013年度合同大会．（9月6-9日）．岡山． 

 外来生物法に基づくアライグマの捕獲について、地域住民による捕獲隊が結成され効果的捕獲が実施



共生博物部門 

221 
 

された。この過程で捕獲活動のプロトコルの作成などの支援を行い、通年捕獲の仕組みを整え、捕獲時

期や捕獲効率、錯誤捕獲率などを算出し、捕獲体制と捕獲効率を検証した。 

 

横山真弓（2013）大会企画テーマセッションオーガナイザー．「野生動物の捕獲体制を考える―伝統狩

猟と管理捕獲の役割―」第19回「野生生物と社会」学会篠山大会（11月30日）．篠山． 

 シカやイノシシの急増と被害拡大に伴い捕獲の重要性が増しているが、従来型の猟友会依存の体制だ

けでは捕獲は難しい。また従来型の趣味としての狩猟を担う狩猟者に管理捕獲を強いている現状がある。

講師が現状を踏まえ、今後の捕獲体制の構築に向けた役割について議論を行った。 

 

中村幸子・横山真弓・坂田宏志（2014）ツキノワグマにおける最低生存確認率の変動．日本哺乳類学会

2013年度大会（3月13日）．広島.   

 兵庫県におけるツキノワグマ個体群について、標識再捕獲による手法によって、再捕獲個体最低生存

状況を明らかにし、各都市における最低生存確率を算出し年変動を明らかにした。 

 

【社会活動】 

＜委員会委員等＞ 

農林水産省補助事業「利活用技術指導者育成研修事業」にかかる検討委員会委員 

環境省委託事業「特定鳥獣に係る保護管理施策推進のための検討調査業務（イノシシ）」検討委員 

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 

兵庫県文化財保護審議会委員 

生物多様性ひょうご戦略検討委員 

兵庫県環境影響評価審査会委員 

神戸市生物多様性神戸プラン2020推進委員． 

神戸市環境影響評価審査会委員 

北はりま定住自立圏共生ビジョン懇談会（西脇市・多可町）座長 

兵庫県丹波県民局「丹波地域環境パートナーシップ会議」委員 

丹波市シカ肉処理加工所選定委員会委員 

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 

岐阜県ジビエ認証制度検討会委員 

長野県ジビエ認証制度検討会委員 

宝塚市生物多様性検討会委員 

一般社団法人知床大学院構想検討会委員 

奈良県環境審議会委員 

「野生生物と社会」学会副会長 

第19回「野生生物と社会」篠山大会大会長 

日本哺乳類学会代議員 

日本生態学会保全生態学研究編集委員 

 

＜講演・セミナー等＞ 

横山真弓（2013）野生動物との共存を目指して．神戸市シルバーカレッジシンポジウム．（10月25日．

しあわせの村、神戸市） 

横山真弓（2014）兵庫県における野生動物の現状と展望．森林動物研究センター主催 「野生動物の保
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全と管理の最前線―ストップ・ザ・獣害―」（2月15日．兵庫県立美術館．神戸市、兵庫県森林動物研究

センター） 

横山真弓（2013）イノシシの生態と被害防除．明昭の会．（4月24日．西宮市） 

横山真弓（2013）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

（5月29日、宝塚市） 

横山真弓（2013）ツキノワグマの行動特性と誘引物除去の効果について．県･市町担当者人材育成研修．

（7月11日、丹波市、森林動物研究センター） 

横山真弓（2013）人と野生動物の共存をめざして． 但馬文教府みてやま学園（（公財）但馬文教府． 7

月26日、豊岡市） 

横山真弓（2013）ツキノワグマの生態と被害防止対策．岡山県自然環境課ツキノワグマ学習会．岡山県

環境文化部自然環境課．（8月8日、美作市、作東バレンタインプラザ） 

横山真弓（2013）人と野生動物の共存をめざして．（公財）兵庫丹波の森協会丹波OB大学．（8月9日．

兵庫丹波の森協会、丹波市） 

横山真弓（2013）ツキノワグマの生態と被害防止．村岡高校夏季実習「地球探究」．（8月22日．村岡高

校、香美町） 

横山真弓（2013）森のめぐみシカ肉の特徴と活用術．光都農林水産振興事務所主催 JAひょうご婦人部鹿

肉料理講習会．(10月11日．たつの市) 

横山真弓（2013）ニホンジカの生態と被害防除、有効活用について．平成25年度農作物鳥獣被害防止対

策研修会．（11月8日．農林水産省生産局、農林水産省研修所つくば館、つくば市） 

横山真弓（2013）住民参画による捕獲における役割分担．岡山県農政課リーダー研修会．（11月13日．

湯郷地域交流センター、美作市） 

横山真弓（2013）野生動物との共存を目指して．NPO法人シニア自然大学校講座部マイスター野外実習．

（11月16日．森林動物研究センター、丹波市） 

横山真弓（2013）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・㈱大阪ガス共催．（12月4日．大阪ガスクッキングスクール姫路．姫路市） 

横山真弓（2013）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・㈱大阪ガス共催．（12月6日．大阪ガスクッキングスクール神戸．神戸市） 

横山真弓（2014）野生動物管理の最前線―野生動物との共存を目指して―．（公財）滋賀県獣医師会総

会．（1月13日．琵琶湖博物館、草津市） 

横山真弓（2014）ツキノワグマの生態と管理．環境省平成25年度鳥獣保護管理に係る人材育成・活用業

務「特定鳥獣の保護管理に係る研修会（初級）」㈱野生動物保護管理事務所．（1月16-17日．大阪国際

会議場、大阪市） 

横山真弓（2014）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）」（ 1月22

日．宝塚市老人福祉センター、宝塚市） 

横山真弓（2014）イノシシ・シカ被害の総合的対策と獣肉の利活用．長崎県農山村対策室．（2月4日．

L&Lホテルセンリュウ、諫早市） 

横山真弓（2014）クマやイノシシが都市にやってくる？ 一般社団法人知床大学院プレフォーラム．（3

月8日．聖アンデレ教会聖堂、東京） 

横山真弓（2014）アスリート向けシカ肉料理試食会．サイエンストーク．森林動物研究センター主催．

（3月14日．大阪ガスクッキングスクール神戸、神戸市） 

横山真弓（2014）野生動物との共存を目指して．シルバーカレッジ「めばえ」（3月29日．神戸クリスタ

ルタワー、神戸市） 

横山真弓（2013）野生動物との共存を目指して．神戸市シルバーカレッジシンポジウム．（10月25日．
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しあわせの村、神戸市） 

横山真弓（2014）兵庫県における野生動物の現状と展望．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―ストップ・ザ・獣害―」（2月15日．兵庫県立美術館．神戸市、兵庫県森林動物研究

センター） 

  

＜取材対応＞ 

横山真弓（2013）若い力をプラス～ひょうごの産官学連携～ 栄養価が高くおいしい「熟味鹿」を商品

化．保証時報4月号． 

 

【研究費取得状況】 

科学研究費補助金基盤研究C－課題番号25450478「都市環境に侵入するイノシシのリスク分析とリスク回

避手法の検討」（研究代表者）、平成25年～27年度 研究費総額：5,200千円） 

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） 



姫路工業大学環境人間学部研究一覧 発行状況
第1巻 平成12年 3月10日発行／1998.4～1999.3／78 pp.
第2巻 平成12年10月10日発行／1999.4～2000.3／78 pp.
第3巻 平成13年10月10日発行／2000.4～2001.3／78 pp.
第4巻 平成14年12月10日発行／2001.4～2002.3／74 pp.
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編集後記

「2013 兵庫県立大学環境人間学部・環境人間学研究科業績一覧 16」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。
学科再編などの会議が行われたりして、教育・研究以外にあわただしかった2013年度
でしたが、その中で、先生方が、多くの研究成果を発表されており、広範囲の社会貢献
に携わっておられる姿を、この業績一覧をまとめることによって改めて認識いたしまし
た。今後ますますのご活躍を願っております。
作成にあたっては、担当いただきました西垣利男委員、中嶌一憲委員、石田弘明委員
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 芦田 宏
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