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近代化言説の再検討 

−近代女性の言語表象に関する日仏共同研究 – 

Rethinking the Discourses on Modernity 

−France-Japan Joint Research on Representation of Modern Women− 

 

研究代表者 鈴木 道也（文学部史学科） 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①近代化 Modernization 

            ②表象  Representation 

            ③ジェンダーバイアス Gender bias 

           ④モダンガール Modern girl 

      ⑤女性労働者（女工）Women workers 

平成 28 年度交付額／1,000,000 円 

研究発表／大豆生田稔「三菱商事シアトル支店の小麦取引 : 1920 年代後半における日清製粉出張員の 

     北米派遣」『松山大学論集』28(4), 103-125, 2016;山本亮介「動物とロックンロール : 古 

     川日出男の想像力 (自然観探求ユニット)」『エコ・フィロソフィ研究』 (10), 11-22, 2016; 

     鈴木道也「マルク・ブロック著『封建社会』再読 (特集 古典再読)」『西洋史学』(261), 73- 

     77, 2016; 鈴木道也「フランス史の時空間」工藤晶人・平野千果子編『大学で学ぶフランス 

     史』ミネルヴァ書房、2017(刊行予定） 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

  本共同研究は、徹底した聞き取り調査によって「語られることのなかった自己」を見いだす作業を 

 続けてきたストラスブール大学サンドラ=シャール教授の研究を軸に据えることで、従来の「近代化 

 言説」が持つある種の歪み、すなわち日本の文化空間のなかで再生産されてきた支配的言説を相対化 

 し、そのなかから浮かび上がる近代日本人、とりわけ近代女性の実像を明らかにすることを目的とす 

 るものである。 

２．研究経過および成果の概要 

  本研究は単年度の共同研究である。2016 年 7 月初めにストラスブール大学外国語外国文化学部サ 

 ンドラ・シャール教授を招へいし、研究情報の相互交換や研究手法に関する討議などを実施した。具 

 体的には、まずシャール教授からの研究報告によって、フランスにおける日本研究の現状について理 

 解を深めた。また近代日本文学における表象の問題や前近代の作品を含む様々な言語的非言語的表象 

 の翻訳可能性の問題について相互討議を進める中で、日本とフランスがそれぞれの国でこれまで蓄積 

 してきた近代化言説分析の方法論、分析対象としてきた作品群を再検討していくための具体的な示唆 

 を得た。この時、山本は近現代日本文学研究者としてシャール教授の表象分析が抱える方法論上の可 

 能性と課題と指摘した。また大豆生田は、膨大な統計的資料を駆使して主食消費の観点から近代日本 

 の実相を明らかにしてきた経験をもとに、共同研究が対象とする時代、すなわち近代化の過程にある 

 日本経済の状況についてシャールと意見交換を行った。鈴木は、近代日本の文学そして経済を分析の 
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 対象とするシャール、山本、大豆生田の共同研究の成果を参考に、前近代ヨーロッパ社会における言 

 語的・非言語的表象の分析に際しての新たな研究視角を得た。これらの成果を踏まえ、2016 年 7 月 8 

 日に井上円了ホールにおいて、「「モダン日本」における都市のドラマトゥルギーと女性の演劇性――

銀座とモダン・ガールをめぐって――」を演壇とするシャール教授の講演会を「東洋大学男女共学教育

100 周年記念事業」のひとつとして開催した。本講演に関して共同研究者の山本は以下のようにコメン

トする。「本講演は、1920 年代中頃に現れた「モダン・ガール」を取り上げ、その中心的舞台となった

モダン都市銀座の様子を確認しながら、同時代の社会評論家による「モダン・ガール」言説の諸相をた

どるものであった。冒頭で、社会学における「演劇性」の概念と、それを都市空間に適用した「上演論

的パースペクティヴ」の観点が示される。そこからまず、ドラマトゥルギーの場としての都市銀座のあ

り方を検証していく。関東大震災後の復興のなかで、銀座は東京随一の繁華街となり、そこで人々はア

メリカ化した「モダン・ライフ」を謳歌する。当時の日本モダニズム、都市生活がアメリカ志向となっ

た背景には、第一次世界大戦後の国際情勢におけるアメリカの国力があった。講演では、新しくきらび

やかな生活風俗で溢れる銀座を表現した、諸種の同時代言説が提示されている。」 

 さらに学生・院生も参加してのワークショップを二回開催した。そのなかのひとつ、「『女工哀史』

言説を乗り超えて：戦前日本における製糸業労働者の＜生の声＞の分析を中心に」に関して、共同研究

者のひとり大豆生田は、研究の意義を以下のように整理する。「製糸女工たち（器械製糸工場で働く若

年女子労働者は、「工女」とも称された）は、長野県諏訪地方などの製糸工場において生糸を挽き、工

場の稼働期間は郷里を離れて寄宿舎などに生活した。過酷な労働や、劣悪な生活環境など、彼女たちを

とりまく悲惨な状況が強調され、いわば「ネガティブ」にとらえられてきたのは先生が指摘されるとお

りである。特に、この講演にも紹介されている、1979 年の映画「あゝ野麦峠」（山本薩夫監督）は、

それに特化したイメージが映像化されていた記憶がある。ただし、シャール先生が「搾取と抑圧の物語」

として紹介する山本茂美『あゝ野麦峠―ある製糸工女哀史』のなかにも、女工たちの「ポジティブな表

象」が見てとれる。また日本近現代史や日本経済史の近年（1970 年代・80 年代以降）の研究は、女工

たちの悲惨な、「ネガティブ」な姿だけをえがいてきたわけではない。女工たちの輩出地域である農村

社会に目を転じれば、小作農民の行動についても、その主体的な契機が重視されるようになっている。

もちろん、シャール先生の研究は、女工たちの多様な生活世界の表象をえがく試みであり、方法論の検

討をふまえながら、オーラルヒストリーをも用いた歴史認識の可能性を追求したものである。女工たち

のたくましい姿は、近年の経済史研究の成果とも整合するものといえよう。このようなイメージの女工

たちは、いつ頃形成されて、どのように変化・変質していくのか。1980 年前後に経済史研究をはじめ

た筆者は、資本主義社会の展開をベースに考えてしまうが、女工たちの変容の様相やその契機について

も、ぜひ知りたいと思った。」 

 こうした講演やワークショップに加えて、国立国会図書館等、都内の複数の図書館・文書館における

資料調査などを実施した。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 以上のように、本研究を通じてフランスにおける日本研究のひとつの方向性が明らかになった。そこ

では、社会学をはじめとする隣接諸学問の成果が積極的に援用されている。しかし他方で、問題の立て

方は 1980 年代までの研究成果に基づいており、我が国における近年の研究状況が充分に摂取されてい

ないのではないかという疑問も生じた。日仏の研究者が今後一層緊密な連携をとることの必要性があら

ためて確認された。 
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Summary 

  At first glance, it looks as if we know a lot about the lives of the women who, born in needy 

rural areas, worked in the silk spinning industry in prewar Japan. Many researchers have 

described their poor working and living conditions in the silk spinning mills, giving us a hint of 

what the reality of their lives might have been. Still, because they almost systematically 

investigated this topic in the macroeconomic context of the Japanese industrialization, they 

mainly criticized its negative consequences and argued that these workers, exploited and 

oppressed, led a horrendous life in these mills. Therefore, most people remember them as 

victims and commonly refer to the history of their lives as “the pitiful history of women workers” 

(jokou aishi). 

  But what do the women who worked in the silk spinning industry in prewar Japan have to tell 

us about their own version of their past? Did they consider themselves as victims and describe their 

experience in pitiful terms at all? Very few scholars have looked for some answers to these questions. 

In this respect, this study, which is based on the analysis of oral testimonies by ex-spinning mills’ 

operatives, aims at reexamining this “pitiful history of women workers” through the lens of life 

history, so as to try and get a fuller understanding of how these workers perceived their experience 

at the factory.  

 This study revealed that a positive representation of these women workers is indeed possible. If 

the informants often described their work as “hard”, they did not go as far as presenting themselves 

as exploited victims of the factory system. On the contrary, many of them insisted on the numerous 

sources of joy and content, not to mention a certain “window on modernity” factory life offered their 

workers. In this perspective, one can think that, for most of these women, “the factory experience” 

may at least have been a lesser evil than the life they led at their parents’ home. 
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日欧マクロ経済政策の比較と財政金融政策のあり方に関する研究 

The research on a comparison of macroeconomic policy, fiscal policy and monetary policy in 

Japan-Europe  

 

研究代表者 川崎 一泰(経済学部経済学科) 

 

 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／ ① 経済政策 Economic policy 

  ② 財政政策 Fiscal policy 

  ③ 金融政策 Monetary policy 

平成 28 年度交付額／1,000,000 円 

 

研究体制は以下の通りである。 

経済学部経済学科 川崎一泰(研究代表者) 

経済学部国際経済学科 平瀬和基 

経済学部総合政策学科 中澤克佳 

法学部企業法学科 スティーブン・グリーン 

神戸大学大学院経済学研究科 宮崎智視(研究協力者) 

 

研究発表／ 

日本側の報告は以下の通りである。 

Kazuyasu Kawasaki, The economic impact of supply chain disruptions from the Great East-Japan 

earthquake. 

Kazuki Hirase, Ex-ante alpha-core with communication system in a KT-4 logic model. 

Katsuyoshi Nakazawa, Change in strategic interaction after introducing a policy. 

H.Steven Green, The soft power of cool. 

Tomomi Miyazaki,Public capital and stock market performance: Evidence from Japan. 

 

 

研究経過および成果の概要 

協定校 Philips Universitat Marburg との Workshop を 2016 年 11 月 5 日から 6 日の 2日間開催し、

前後の交流会を含めて 4 日間の日程で現地滞在を基本とした。報告は計 13 本、日本側 5 名、ドイツ側

8 名の研究報告があり、双方で活発な議論が展開され、有意義な Workshop となった。なお、東洋大学

からは川崎一泰(経済学科)、平瀬和基(国際経済学科)、中澤克佳(総合政策学科)、スティーブン・グリー

ン(企業法学科)の 4 名が報告を行った。このほか日本側からは宮崎智視(神戸大学大学院経済学研究科准

教授)が研究協力者として参加いただき、報告いただいた。 
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また、前後の交流会において今後の交流のあり方を含めた、議論を行った。主な議題は以下の 3 点で、

方向性についても確認を行った。 

 

1. 東洋大学、Marburg 大学、Strasburg 大学との 3 校共同研究会について 

Marburg 側としては問題との旨を確認した。 

2. 次回会議について 

東洋大学主催で 2018 年度に実施することを確認した。先方の希望としては 3月～4 月の開催の希

望が出たが、検討はしてみるものの、日本の学期制では困難である旨を伝えた。 

3. 研究者交流について 

大学院生の交換留学について提案があった。大学院の研究生制度を使えばできそうである旨を伝

え、相互に情報交換をすることを確認した。 

 

以上が Workshop の概要である。 

 

なお、この Workshop は双方の研究者による研究報告と意見交換を通じて、論文のブラッシュ・アップ

をし、国際ジャーナルへの投稿等を行うプラットホームを維持発展させるための共同ワークショップと

位置付けられる。 

 なお、この Workshop は 1992 年以降、今回を含め 13 回目の開催で、この間培ってきた双方の関係

により、学生の交換留学、サマースクール等に波及してきた経緯があることを付言しておきたい。 

  

本計画での研究交流を通じた研究成果として以下の 3 本の英文論文が公刊された。このうち 2 本が査読

付英文ジャーナルであり、こうした研究交流を通じて着実に英文ジャーナルへの意識が高まり、成果に

つながっていることがうかがえる。また、このほかに投稿中の論文、関連研究の実施等、学部の研究レ

ベル向上に大きく寄与しているものと自負している。 

 

Joji Tokui, Kazuyasu Kawasaki and Tsutomu Miyagawa, The economic impact of supply chain 

disruptions from the Great East-Japan earthquake, Japan and the World Economy, 査読有, 41, 

59-70.  2017 

Kazuki Hirase, Ex-ante alpha-core with communication system in a KT-4 logic model,  『東洋大学

経済研究会・経済論集』, 42, (2) , 131-142.  2017 年 03 月 

Tomomi Miyazaki,“Public investment and regional business cycle fluctuations in Japan.” Applied 

Economics Letters, 査読有, Vol.24 No.11, 795-799. 2017 

 

今後の課題としては、協定校である Philips Universitat Marburg との共同研究なども検討したいと考

えている。 

 

なお、当初想定していた予算と決算の不一致については、一番大きな要因は主要経費である旅費であ

る。Workshop 出席のためのドイツへの渡航費が予測できないことと、宿泊に関して、 Philips 

Universitat Marburg 側のご厚意で国際交流施設を利用させてもらったことで宿泊費を大幅に削減でき
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たためである。一方、論文投稿等のための英文チェックやコメントを受けての論文改訂のためのデータ

更新や文献収集等の経費を要したためである。このような事情で当初予算と決算に差異が生じたことに

関してご理解いただきたい。 

 

以上 

 

Summary 

 We held jointly a workshop in Philips Universitat Marburg. This workshop has been hold every 

two years since 1992. This is the thirteen times. Our workshop could be said to be a real success, 

because thirteen scholar presented interesting papers.  

By the way, presentation title of Japanese participants are as follows. 

 

Kazuyasu Kawasaki, The economic impact of supply chain disruptions from the Great East-Japan 

earthquake. 

Kazuki Hirase, Ex-ante alpha-core with communication system in a KT-4 logic model. 

Katsuyoshi Nakazawa, Change in strategic interaction after introducing a policy. 

H.Steven Green, The soft power of cool. 

Tomomi Miyazaki,Public capital and stock market performance: Evidence from Japan. 
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デジタルネットワーク社会における契約当事者としての「人」と「法」 

"People" and "Law" as contracting parties in digital network society 

 

研究代表者 芦野 訓和（法学部法律学科） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

 

キーワード／①契約当事者             Contracting Parties 

      ②消費者               Consumer 

      ③デジタルネットワーク社会  Digital Network Society 

 

平成 28年度交付額／995,000 円 

 

研究発表／(1)研究会発表 

     ・芦野訓和＝マーティン・シュミット＝ケッセル＝宮下修一＝藤原正則 

      「デジタル社会における「人」と「法」」連続シンポジウム 

      平成 29 年 3 月 14 日、15 日（於：東洋大学） 

     (2)研究論文 

     ・芦野訓和＝マーティン・シュミット＝ケッセル＝宮下修一＝藤原正則 

      「デジタル社会における「人」と「法」」 

平成 29 年度発表予定 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究の概要 

本研究は、ドイツを中心としたＥＵとの比較を通じ、我が国で今後想定しうるデジタルネットワーク

社会における新たな法律問題を明らかにし、その法的解決を目指すことを目的とした。より具体的には、

今後デジタルネットワークがより発展することにより生じるであろう契約目的の多様化、履行方法の多

様化、デジタルネットワーク社会での消費者保護の諸問題を明らかにし、法的解決を指向することを目

的とした。 

 資料収集およびその分析の他に、9 月にドイツ・エッセンで開催されたドイツ法曹大会（テーマ「デ

ジタル社会と法」）に出席し、学会出席者と意見交換を行った。そして、協定校であるバイロイト大学

の研究者（マーティン・シュミット＝ケッセル教授）と意見交換を行い、その成果を、年度末の 3月に

公開シンポジウムという形で公表した。 

 

 ２．研究開始当初の背景 

 20 世紀末から始まったデジタル革命は、21 世紀に入り発展の速度を加速し続けている。技術が発展

し、それに伴う社会基盤が調うことにより、人々の生活はデジタルネットワークなしでは成り立たない

ものとなっている。たとえば、現在では多くの人々がインターネットを用いた通信販売を利用し、また、
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SNS を利用した交流を行っている。このような社会状況に対し、国家による法整備は必ずしも十分では

ない。研究面でも、新たな法的問題に対して、これまでの伝統的な理論を基礎に対応するものが中心で

あり、そのような方式では必ずしも新しい問題には対応できていない。さらには、たとえば、多くの SNS

の利用において、人々は無料でそのコンテンツを利用することが可能であるが、その前提として、氏名・

生年月日などの自己の個人情報を入力する必要がある。この場合、SNS解説者・利用者との間にどのよ

うな法的関係が生じるのか、SNS 解説者は利用者の個人情報をどのように利用できるか、等についての

わが国の研究をみつけることはできない。 

視点を外国に向けてみるならば、EU では、デジタルネットワーク社会の規律に関する二つの提案が

近年出されている。一つは「物品のオンラインその他の通信売買契約の一定の側面に関する欧州議会及

び理事会指令提案」であり、もう一つは「デジタル・コンテンツ供給契約の一定の側面に 関する欧州

議会及び理事会指令提案」である。これらは、デジタル単一市場戦略に基づくものである。「デジタル

単一市場戦略」は、3 つの行動目標から成っている。一つ目は「欧州にまたがるデジタル商品及びサー

ビスに対する、消費者と企業のアクセスを改善すること」であり、二つ目は「デジタルネットワークと

革新的なサービスが繁栄していくための適切な条件と公平な競争の場を創り出すこと」であり、そして

もう一つは「デジタル市場の成長可能性を最大化すること」である。 

これらの指令提案については、日本語訳として紹介されたものはあるが、それを深く研究したものは

みられなかった。 

 

 ３．研究の経過および成果の概要 

年度前半はもっぱら資料の収集および分析につとめ、インタビューの際の質問事項の作成に力を注い

だ。 

その後、9 月 13 日から 16 日に亘りドイツ・エッセンで開催された第 71 回ドイツ法曹大会に出席し

た。ドイツ法曹大会は隔年で開かれるドイツの学会であり、ドイツ国内外の研究者のほか、裁判官・検

察官・弁護士などの実務家などが参加し、５つの部会に分かれて開かれるものである。2016 年の民法

部会は「デジタル経済とアナログ法――ドイツ民法典はアップデートが必要か？」というテーマで、デ

ジタルネットワーク社会の発展に追いついていないドイツ民法典の現状を指摘し、デジタル化社会に適

応した法改正が必要か否かの議論が展開された。学会の後には、本研究の共同研究者であるドイツ・バ

イロイト大学マーティン・シュミット＝ケッセル教授と学会での議論を踏まえて意見交換を行った。 

帰国後は、ドイツでの成果を踏まえ、わが国の現状について分析を行った。その結果、EU 指令に基

づき、新たな法現象に取り組んでいるドイツと比較し、わが国の現状は遅れていることが改めて浮き彫

りになった。そして、デジタルネットワーク社会は国境を越えた社会である以上、わが国単独の問題で

はなく、また、その法的問題の解決も世界的に平準化されるべきであるとの結論に至った。 

その仮定的結論を前提に、年度末にシンポジウムを開催すべく、国内外の研究者と意見交換を行った。

シンポジウムの登壇者としては、研究代表者（芦野）および研究協力者（シュミット＝ケッセル）のほ

か、わが国の民法研究の第一人者でありドイツ法にも造詣の深い北海道大学藤原正則教授、わが国およ

びドイツの消費者法に造詣の深い中央大学宮下修一教授に依頼をし、意見交換を行い、その成果を 3 月

14 日 15 日に東洋大学で開催した合同シンポジウムで披露した。 

 

 ４．今後の課題 
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今回のシンポジウムでは、日本法の立場からの具体的解決方法について披露することができなかった。

今回浮き彫りになった問題点の具体的解決方法を明らかにすることが今後の課題である。 

 

 

Summary 

This study aimed to clarify new legal problems in digital network society that we can anticipate in 

the future by comparing with EU, mainly Germany, and aim for legal solution. More specifically, we 

will clarify various problems of consumer protection in the digital network society, diversifying the 

purpose of the contract, which will arise from the further development of the digital network, 

diversifying the implementation method, and legal solution It was aimed at orienting. 

The digital revolution that began at the end of the 20th century has continued to accelerate the 

development speed in the 21st century. As technology evolves and the infrastructure accompanying 

it develops, people's lives cannot exist without digital networks. For example, many people now use 

mail-order sales using the Internet, and they are also using SNS. In response to such social 

conditions, legislation by the state is not necessarily sufficient. In terms of research as well, I focus 

on such new legal problems. For example, in use of many SNSs, people can use the contents for free, 

but as a precondition, it is necessary to input their own personal information such as name, birth 

date and the like. In this case, I cannot find Japanese research on what kind of legal relationship. 

In the EU, on the other hand, two proposals on the discipline of the digital network society have 

been issued in recent years.  

In the first half of the fiscal year, I concentrated on collecting and analyzing the materials and 

focusing on preparing questions for the interview. After that, I attended the 71st German Legal 

Convention. The Civil Law Committee pointed out the current situation of the German Civil Code, 

which has not kept pace with the development of digital network society, with the theme "The 

German Civil Code is an update?". After that, I discussed with professor Martin Schmidt-Kessel of 

Bayreuth University, Germany, a joint researcher of this study. After returning to Japan, I analyzed 

the present condition in Japan, based on the achievements in Germany. As a result, based on the 

EU directive, it was once again highlighted that Japan's current situation is behind compared to 

Germany, which is working on new legal phenomena. And, as the digital network society is a 

cross-border society, we have concluded that the problem of Japan alone should not be solved, and 

the solution of the legal problem should be leveled globally. I exchanged opinions, and presented the 

results at a joint symposium held at Toyo University on March 14th 15th. 
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東アジア地域におけるバリアフリー、ユニバーサルデザインの標準化と 

居住環境整備に関する研究 
 

Study of Standardization of Barrier-free/Universal Design and Improvement of  

Residential Environments in East Asian countries 

研究代表者 髙橋 儀平（ライフデザイン学部人間環境デザイン学科） 

 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①東アジア             East Asian 

            ②バリアフリー        Barrier-Free 

      ③ユニバーサルデザイン Universal Design 

        ④標準化               Standardization 

      ⑤居住環境           Living Environments 

平成 28 年度交付額／1,000,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・日本福祉のまちづくり学会第 20 回全国大会「日本・中国・韓国におけるユーザー参加のバリアフリ

ー環境に関する考察 その 2．中国北京、韓国ソウルでの現地調査報告 2017 年 8 月(予定) 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本研究は、東アジア地域におけるバリアフリー、ユニバーサルデザイン整備の分野で、先行する日本

型技術の導入の可否を視野に入れながら、東アジアで共通な技術基準の標準化の可能性について、新た

な課題解決の手法を検討することを目的としている。全体の研究方法としては、①既往研究調査、日中

韓におけるバリアフリー、ユニバーサルデザイン研究課題の把握、②北京及びソウルにおける現地調査

と協定校研究者との研究交流、③成果の共同討論、④バリアフリー基準の標準化のための今後の課題考

察である。 

２．研究経過及び研究成果の概要 

2.1既往研究調査  

既往研究としては、各国のバリアフリー関連法制度の精査を中心とした。国内では本研究の研究代表

者以外に学会等による発表例は見当たらない。本研究では特に 2015 年 7 月に改正された韓国バリアフ

リー法の動きを注目した。それは優れたバリアフリー建築物を推奨する認証制度が公共建築物を対象に

義務化されたことである。さらに登録障害者団体にバリアフリー法のチェックを業務委任する新制度が

導入された。 

2．2中国北京、韓国ソウルでの現地調査、協定校研究者との研究交流 

①2016 年 9 月、北京・北方工業大学の協力を得て、北京市建築設計研究院にて、北方工業大学林教

授、北京市建築設計研究院孫氏及び北京市内の障害者の自立生活支援団体「新生命」等で活動する車い

す使用者、視覚障害者数名と共に日中バリアフリー・セミナーを開催した。この会議では、北京市にお
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けるバリアフリー化状況を障害者側からどう評価すべきかについて討論した。視覚障害者の男性からは

スマフォの音声ナビを活用した試行実験を体験しているとの報告があり、北京においても情報機器の活

用がバリアフリー施策に応用される段階にあることが確認された。また多くの民間障害者(団体)のバリ

アフリー活動が初めて確認された。 

②11 月には、協定校である建国大学建築学部尹教授、研究協力団体である韓国障害開発院ユニバーサ

ルデザイン室金室長、柳課長の協力を得て、韓国を代表するバリアフリー研究当事者団体である NPO

団体障害者連帯 be 所長、韓国脊髄損傷者連合会代表、韓国視覚障害者連合会会長らに、韓国バリアフ

リー状況についてインタビューを実施した。この調査では、バリアフリー施策(整備基準)への疑問が視

覚障害者団体のスタッフから寄せられた。全体としては積極的に障害者が認証業務審査メンバーに加わ

り、またソウル市をはじめとして各地で障害者団体のバリアフリー施策への関与が捉えられる。中国に

比較して韓国の場合はバリアフリー標準（仕様）が詳細であり、障害者団体の参画が少ないとの印象を

有していたが、標準化の進展とともに、障害者参加が進んでいるとみられる。 

③2017 年 2 月、NPO 組織新生命の協力を得て、北京市内の障害者４世帯を訪問し、生活およびバリ

アフリー要望についてインタビューを実施した。調査の目的は、バリアフリー政策が実際の生活現場に

どのように浸透しているかを確認するためである。障害者住宅は、北京農村部戸建て住宅、都心部公営

住宅（２件）、伝統住宅である四合院住宅で、北京市を代表する４居住類型となった。このインタビュ

ーでは、都市施設、公共交通のバリアフリー標準化は進展しているが、多くの住宅地(周辺)及び住戸内、

交通手段(特に農村部)に到達していないことが判明した。要因としては経済活動の偏り、行政の実行力

の欠如、市民理解の遅れが考えられる。 

④2017 年 2 月、日本、中国、韓国の今後のバリアフリー、ユニバーサルデザイン施策を考える合同

セミナーを朝霞キャンパスで開催し、本研究活動の纒とした。協定校である北方工業大学から林教授他

１名 、韓国からは建国大学ユン教授、障害開発院金部長らを招聘した。 

本研究の結論としては、3 各国における法制度やバリアフリー整備ガイドライン、及び整備水準

の相違点はあるが、同時に課題の共通点が明らかとなった。しかしながら、今後の急激な高齢化は

３か国とも共通であり、都市、生活環境のバリアフリー、ユニバーサルデザインのさらなる必要性、

併せて、政治、経済体制は異なるが、東アジア地域で共通なバリアフリー整備ガイドラインの可能

性も捉えられた。 

尚、協定校北京理工大学については、２月の北京調査時に、同大設計芸術学院にて今後の研究協

力を含めた研究情報交流を行っている。 

３．今後の研究における課題または問題点 

東アジアという世界的には狭いエリアではあるが、バリアフリーに係る共通仕様を検討することの必

要性と困難性が確認できた。同時に日中韓の共通課題を捉えることは学術的意義のみでだけなく、今後

の社会経済活動、都市開発、観光交流等に極めて有益であることが確認された。本研究により協定校で

ある北京理工大学、北方工業大学、建国大学ばかりではなく、関連する各種研究機関、民間障害者団体

との研究協力の必要性が再認識された。 
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Summary 

The focus of this study was to carry out three local surveys in Beijing and Seoul with the 

assistance of cooperating schools. These local surveys were administered in the Beijing 

Institute of Technology as well as in other two locations in Beijing and Seoul, respectively, 

during the period from September 2016 to February 2017. In September 2016, we held a 

Japan-China Barrier-Free Seminar in Beijing. In addition to four experts invited from the Beijing 

Institute of Architectural Design and the North China University of Technology, many wheelchair 

users and visually impaired individuals engaged in various activities in Beijing participated in this 

seminar. Through this seminar, we found that not only members of Beijing Disabled Person's 

Federation but also other disabled persons are involved in the formulation of barrier-free policies in 

Beijing. 

In November, we conducted a survey at Korea Disabled People's Development Institute, during 

which we interviewed the members the two major disabled people's organizations in Korea (namely, 

Korea Spinal Cord Injury Association and Korea Blind Union) to investigate the involvement of 

disabled people in the formulation of barrier-free policies in Korea. In late February in 2017, we 

visited four disabled person’s livings in Beijing to interview them about movement and housing 

issues. This interview provided key insights into the state of housing for disabled people in rural 

Beijing, living situation in the residential complexes in urban areas, and living conditions of 

disabled people living in traditional residential dwellings in urban areas. 

In early February in 2017, we invited researchers from Beijing and Seoul specializing in the field of 

barrier-free design to Toyo University and held a joint seminar to discuss the future of 

barrier-free/universal design policies in Japan, China, and Korea. 

In addition, all three countries were aware that they would be facing the rapid aging of their 

populations in the coming years, and confirmed the added importance of incorporating 

barrier-free/universal design into urban areas and living environments. Other findings of the 

present study can be summarized as follows: 

(1) All three countries are now at the stage of revising the legislative systems relating to 

barrier-free access. 

(2) The future goal is to involve more citizens and users (including those with disabilities) in 

the barrier-free movement. 

(3) Barrier-free access is essential to socioeconomic activities and tourism in the aging society. 

(4) We reached an understanding with the cooperating schools on the importance of promoting 

interactions in both educational and academic areas through collaborative research. 
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脳の性転換メカニズムに関する研究 

ー雄性ホルモンにより雌ティラピア終神経節に起こる遺伝子発現変化― 

Mechanisms for sex reversal in the brain 

Changes in gene expressions induced by androgen 

in the female tilapia terminal nerve. 

 

                                     研究代表者 金子（大谷）律子 （生命科学部生命科学科） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

 

キーワード／①性転換 Sex reversal 

      ②脳   Brain 

            ③雄性ホルモン Androgen 
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平成 28 年度交付金／1,000,000 円 

 

共同研究機関および共同研究者 

  共同研究期間／台湾国国立中央研究院細胞個体生物学研究所 

（Academia Sinica Institute of Cellular and Organismic Biology）  

 

共同研究者／黄 鵬鵬（Pung-Pung Hwang）・所長・教授  

 曾 庸哲（Yung-Che Tseng）・助教 

     陳 若冬 （Ruo-Dong Chen）技術員 

 

研究発表／誌上および学会発表予定 

      （誌上発表） 

     タイトル：Androgen increases proliferation and adult neurogenesis in the terminal  

nerve of the mature female tilapia. （投稿準備中） 

   （学会発表） 

日本動物学会 第 88回 富山大会 2017 年 9 月 21 日-23 日（予定）富山県民会館 

  

     第 9 回 東洋大学 板倉・朝霞・川越キャンパス 研究交流会 2016 年 7 月（予定） 

 

Research abstract 



242 

 

 

1．Materials & methods 

(1) Animals: Mozambique tilapia Oreochromis mossambicus were maintained at 25°C. Sexually 

mature female fish of almost equal size were used. 

(2) Comparison of proliferating (PCNA-positive) cells between control and 11-KT-treated females: 

11-Ketotestosterone (11-KT) or sesame oil was injected into mature females (11-KT-treated or 

control females). After injections, fish were kept individually in tanks for 7 days. Then, animals 

were anesthetized and transcardially perfused with saline, followed by 4% paraformaldehyde in 0.1 

M phosphate buffer (PB). Brains were then removed and immersed in 0.1 M PB containing 20% 

sucrose. Serial frontal sections of 20 μm thickness were cut and thaw-mounted onto 

polysilane-coated MS slides. Thereafter, sections were stained either one of antibodies against 

proliferating cell nuclear antigen (PCNA), GnRH3, GFAP, and Hu.  

(3) Detecting new-born neurons and GnRH3 neurons: Mature females were injected with 10 mM 

BrdU 24 hours before or after the injection with 11-KT. In some cases, 11-KT and BrdU were 

simultaneously injected to mature females. Seven days after 11-KT injection, brains were removed 

and new-born GnRH3 neurons were detected immunohistochemically.  

(4) Transcriptome analysis: Gene expressions in the terminal nerve were compared between 

11-KT-injected and control animals by transcriptome analysis. We performed this part of the 

experiments (in August) and the analysis (in December) in Prof. Pung-Pung Hwang’s Lab （黄 鵬

鵬 教授研究室）at Academia Sinica in Taiwan. Prof. Pung-Pung Hwang, Assistant Prof. Yung-Che 

Tseng (曾 庸哲 助教 ), Miss. Ruo-Dong Chen (陳 若冬  技官 ) and other members in Prof. 

Pung-Pung Hwang’s Lab performed the experiments with us. Standard mRNA library preparation 

and Hiseq 2500 rapid mode sequencing was performed by Genomics BioSci & Tech in Taiwan. 

Assistant Prof. Yung-Che Tsung and Dr. Lee Jay-Ron helped us to analyze the transcriptome data. 

 

 

2．Brief results 

The mean density of PCNA-positive cells was significantly increased in both the dorsal and ventral 

regions along the ventricle in 11-KT injected females, compared to those in controls. This study thus 

showed that 11-KT increased proliferation around the ventricle at the level of the terminal nerve. 

No double labeled cells with BrdU and GFAP but many labeled cells with BrdU and Hu were 

observed in the present study, indicating that 11-KT did not increase the proliferation of ventricular 

radial glial cells but that of neurons. Furthermore, when BrdU and 11-KT was simultaneously 

injected into mature females, some GnRH3-positive cells had BrdU-labeling. Results from 

transcriptome analysis revealed that gene expressions in the terminal nerve were dramatically 

changed after 11-KT injection. More than 50 genes significantly changed their expression levels 

after 11-KT injections. Some of them were genes regulating cellular proliferation such as Sox2 and 

Sox11. Interestingly, we found many interferons (IFN) genes, which were recently demonstrated to 

regulate cellular proliferation, differentiation, were also affected by 11-KT.  
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3. Future works 

The present study revealed that 11-KT induced adult neurogenesis and the increase of newly-born 

GnRH3. In addition, this study provides the collection of genes whose expressions were changed by 

11-KT. We then investigate pathways and/or networks working in 11-KT induced adult 

neurogenesis including neurogenesis of GnRH3 neurons.   

 

 

Summary 

 

It is well known in rodents that sexual differentiation of the brain area related to the reproduction 

is induced by gonadal steroids during a single sensitive perinatal period known as the ‘critical 

period’, and that the sexually differentiated neural circuits lose their plasticity after this period. On 

the other hand, certain fish species undergo complete sex reversal during their life. Some can 

naturally change sex from female to male or from male to female; others can change their sex by an 

impact from social environments or artificial hormonal treatment even after initial maturation. In 

those fishes changing gonadal sex as well as behavioral one, neural circuits involved in sex 

difference are considered to maintain its plasticity even in adult stages. However, it is yet to be 

elucidated how the sex reversal takes place in the brain.  

 The present study showed that non-aromatizable androgen 11-KT induces male-specific 

reproductive behavior in mature female Tilapia and increases adult neurogenesis in the terminal 

nerve of them. This finding is very impressive because it has been demonstrated that adult 

neurogenesis does not occur in most brain areas in mammals except a few areas like hippocampus 

where not androgen but estrogen can induce adult neurogenesis. We revealed in this study that 

androgen can induce adult neurogenesis in fish brain without conversion to estrogen. Furthermore, 

11-KT also increases newly-born gonadotropin-releasing hormone (GnRH) 3 neurons which are 

reported to control male reproductive behavior.  

 Previous studies on sex reversal of reproductive behaviors in fishes have mainly examined 

neuropeptides including GnRH in sex-changing fishes, because neuropeptides are considered as key 

regulators of reproductive function and behavior in fishes, as is the case in tetrapod vertebrates. 

Advanced teleosts of tilapia have three GnRH subtypes; that is, seabream GnRH (GnRH type I, 

GnRH1), chicken GnRH (GnRH type II, GnRH2) and salmon GnRH (GnRH type III, GnRH3), 

which are expressed in the preoptic area (or hypothalamus), midbrain, and terminal ganglion, 

respectively. The different localization of these three subtypes indicates that different GnRH 

subtypes may exert different functions. Among three GnRHs, Ogawa et al. showed that injection of 

GnRH3 antiserum into the intracerebroventricular region of male Nile tilapia significantly 

suppressed nest-building and aggressive behaviors specific to males, suggesting the involvement of 

GnRH3 in induction of male-specific behaviors.  

 Our results combined with previous data lead to the hypothesis that 11-KT induces the 
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male-specific reproductive behavior in mature females at least partly through adult neurogenesis to 

increase GnRH3 neurons, which are key neurons for male reproductive behavior. The results from 

transcriptome analysis provide the important information for further study to elucidate the 

molecular mechanism underlying 11-KT-induced sexual reversal in the brain.  

 


