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東洋大学附属図書館所蔵古典籍と中心とした近世国学・和歌の研究    

The Research of Kokugaku and a Waka poetry in Edo era  

 on the Toyo University Library Rare Books Collection 

研究代表者 大内 瑞恵（校友） 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①国学 Kokugaku 

      ②和歌 Waka poetry 

      ③稲葉文庫 Touyou Collection 

      ④化物 Bakemono 

      ⑤百人一首 Kanou Morohira 

平成 29 年度交付額／630,000 円 

 

研究発表／（１）論文 

・大内瑞恵「「貫之の梅」考―百人一首の近世的展開」東洋通信 54 巻 6 号 

平成 30 年 2 月 

・大内瑞恵「絵巻と草双紙―『化物婚礼』絵巻と十返舎一九『化物の娵入』考」東洋大学大

学院紀要 54 号 

平成 30 年 3 月予定 

・大内瑞恵『東洋大学附属図書館蔵 稲葉文庫解題目録』（冊子・PDF） 

平成 30 年度予定 

（２）口頭発表 

・大内瑞恵「幕末明治の異種百人一首」十九世紀文学研究会 平成 29 年 9 月 30 日 於

法政大学 

・大内瑞恵「狂歌と彗星―『古今夷曲集』考」第 41 回国際日本文学研究集会 平成 29

年 11 月 11 日～12 日 於国文学研究資料館 

 

研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

（１） 東洋大学所蔵の稲葉文庫の書誌および内容の調査 

（２） 九州・京都・奈良等における古典籍・資料の調査 

 

2. 研究経過および成果の概要 

本年は上記の論文発表を行った。 

今年度は東洋大学の典籍との関連を考え、稲葉文庫研究と共通する資料テーマとして「異種百人一

首」及び「武家の絵画」に関する研究を行った。 

（１）前年度からの研究として継続する稲葉文庫は山本嘉将氏の旧蔵書であり、現在東洋大学附属

図書館の所蔵資料である。この資料中には鳥取藩池田家家臣鷲見家の資料および、加納諸平に関する

資料など近世後期国学者の和歌が多く含まれている。 
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まず、第一段階として東洋大学所蔵の稲葉文庫資料の書誌および内容の調査から着手した。稲葉文

庫資料は大きく分けると、次のような構成となる。 

① 類題集とその材料となった和歌資料、②およそ 400 点近い書簡資料、③鷲見家代々の和歌、④

加納諸平関連書籍（近世資料）、⑤その他の板本・写本、⑥近代研究資料（単行本・抜刷など） 

 次に、第二段階として、文庫の中核をなす鷲見家の資料の調査として京都へ調査に赴いた。前年の

広島（江田島）の第 1 術科学校（旧海軍兵学校）において、資料の概要と現在の状況を伺い、旧海軍

兵学校の古典籍資料を調査した。結果として、近代において、鷲見家の資料は、京都の竹苞書楼を通

じて九州大学及び旧海軍兵学校へ売りさばかれたことが判明している。 

 明治から昭和初期、海軍兵学校では兵法書及び兵学書を収集しており、鷲見家旧蔵資料もその一環

として数度に渡って購入された。それに関しては、実際の典籍に書肆の印が捺されていたこと、また

兵学校資料として購入記録が残されていることから明確になった。一方、九州大学は竹苞書楼から古

典籍を購入したことがすでに判明している。 

 これらの調査から鷲見家からの典籍は主に竹苞書楼が取り扱ったものと考えられ、鳥取における記

録、及び東洋大学に蔵される鷲見家旧蔵資料目録などとの照合を行った。 

その上で東洋大学の資料はどのようなものかというと、それらの典籍の草稿または目録といった、

文庫の全体像を示す１次資料であると言える。典籍それぞれがどのようなものであるか、それも重要

な点であるが、文庫全体ひいては近世近代における書籍の流通という視点からみると、あらためて東

洋大学の資料の重要性を再確認することとなった。 

具体的には前年度に引き続き稲葉文庫全体の構造に関する調査研究を行っている。山本嘉将氏のコ

レクションおよび鳥取藩家老鷲見家のコレクションなどが混在した稲葉文庫についてはその成立過

程がたいへん複雑な状況である。東洋大学所蔵の蔵書だけではなく、各資料所蔵機関のご協力を得る

とともに、各方面より期待される東洋大学所蔵蔵書の分析・研究成果を報告したいと考える。実際、

近世国学研究者の間で稲葉文庫の知名度は高く、その内実報告が期待されている状況でもある。ただ

し、現状としては資料（文庫内）の混乱状況がひどく（具体的には現代の抜き刷り資料なども混じっ

ている）、古典籍および、古文書・書状等の整理が目下の急務であり、解題は概ね作成できているが、

あと 2 割というところである。 

 （２）今年度の特色として東洋大学の典籍との関連を考え、いくつか範囲を広げた報告を行った。

「異種百人一首」及び「武家の絵画」に関する研究である。 

 その一つは稲葉文庫・古典文庫旧蔵書・百人一首コレクションなどに共通して蔵されている「歌俳

百人撰」の翻刻・諸本研究である。これは「幕末明治の異種百人一首」として、十九世紀文学研究会

（平成 29 年 9 月 30 日 於法政大学）において口頭発表を終え、次年度の論文準備を行っている。 

 また、武家の絵画という視点から、東洋大学附属図書館蔵「化物婚礼」の諸本研究を行った。稲葉

文庫にも絵画資料と合わせて読むべき草稿が残されている。また稲葉文庫の書簡の中に当時刊行され

た書籍に関する批評や情報が記されている。この点についても順次報告する予定である。 

 

3. 今後の研究における課題または問題点 

２の研究経過および成果の概要に述べたように、まずは東洋大学における資料調査によってさまざ

まなことがわかってきた。実質、この稲葉文庫からは本居宣長没後の国学者たちの動向とその営為が

見えてくる。想定はしていたが、書籍については短時間で整理分類が可能であるが、書簡については、
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その書簡に語られる資料と現在判明している資料との照合が重要である。それにより判明することが

多いことから、資料の取り扱いには慎重にならざるを得ないが、結果報告の時期が決まっていること

を考慮し、さらに調査をスピードアップしていかねばならない状況と考えている。 

今年度において目録の草稿までは完成したが、いくつかの不備が見つかったため、完全を期し、次

年度における刊行を予定している。 

 

Summary 

Toyo University Library possesses the collection called the Toyo-Bunko(稲葉文庫). It includes The 

Sumi-Bunko（鷲見文庫）. The Sumi-Bunko is poet's material of Tottori （鳥取）feudal clan, a poetry 

sourcebook of Sumi family（鷲見家） is left. So, Sumi-Bunko will be a poetry study in the Edo Period 

and a key circulated of a book.  

Sumi-Bunko,it was revealed that material of Sumi family was sold to Kyushu University（九州大

学） and an old naval academy（旧海軍兵学校） through the Chikuhoshoro（竹苞書楼） in Kyoto in 

the modern times. Then, what is material of Toyo University（東洋大学）. There are a lot of drafts 

and letters to old books. 

And, Hyakunin isshu(百人一首) is also included there.So, I study The Isyu Hyakunin isshu(異種

百人一首) possess in Toyo university library. It is Following "Ogura Hyakunin Isshu(小倉百人一首)," 

various Hyakunin Isshu were compiled. There are various Hyakunin Isshu,"Shin-Hyakunin Isshu" 

(新百人一首 New Hyakunin Isshu), "Buke Hyakunin Isshu" (武家百人一首 Swordsmen's Hyakunin 

Isshu), "Gosen Hyakunin Isshu" (後撰百人一首 Later Selected Hyakunin Isshu), "Onna Hyakunin 

Isshu" (女百人一首 Women's Hyakunin Isshu). 

I reported Isyu Hyakunin Isshu study in Meiji Period from the Edo Period. The picture is also 

important by poetry. Personality and person's biography are recorded certainly. I pay attention to a 

painting of the samurai family and merchant's painting. I reported on “Bakemono Konrei” as the 

example. Consideration was tried from the culture of the Edo Period and the angle as the manners. 

This study makes the book and the culture a basic problem. 
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平安時代前中期における『萬葉集』の受容と流布 

It spreads with reception of "Man’yōshū" in the middle from the first half year of the Heian era 

 

研究代表者 池原 陽斉（校友） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①萬葉集 Man’yōshū   

②受容 acceptance   

③和歌集 A collection of Japanese poetry  

④訓読 Reading a Chinese text in Japanese 

平成 29年度交付額／630,000 円 

 

研究発表／論文 

〔論文〕 

・池原陽斉「『源氏物語』と記紀萬葉：享受はいかに論証されたのか」、『ひらかれる源氏物語』、勉誠出

版、2017 年 11 月 

・池原陽斉「『新撰和歌』の萬葉歌：「弘仁より始めて」は何を意味するか」、『日本文学研究ジャーナル』

第 5 号、古典ライブラリー、2018 年 3 月（予定、依頼原稿） 

・池原陽斉「『古今和歌六帖』の「萬葉歌人」一覧」、『女子大國文』第 163 巻、京都女子大学国文学会、

2018 年 6 月（予定） 

・池原陽斉「『萬葉集』の京都：宇治と恭仁京を中心に」、『京都と文学』、武蔵野書院、2018 年 11 月（予

定、依頼原稿） 

〔研究発表〕 

・池原陽斉「『古今和歌六帖』所収「人麻呂歌集略体歌」の性格：次点本との関係から」、上代文学会平

成 30 年度大会、於皇學館大学、平成 30 年 5 月（予定、採択済） 

 

研究経過および成果の概要 

1.研究方法 

 平安時代前中期は、西暦でいえば 794 年の平安京遷都から『源氏物語』の書かれた 11 世紀前半くら

いまでを指す。「『萬葉集』の受容と流布」という本研究課題にも掲げた問題を考えるにあたって、この

時代はとりわけ重要である。 

 まず、『萬葉集』は 759 年以降、最終的な編者と推定される大伴家持が亡くなる 785 年までにはほぼ

現在の二十巻本として完成し、9 世紀前半に世に広まったと推測される（『古今和歌集』仮名序）。しか

し、現存する『萬葉集』の伝本（写本）を鳥瞰すると、最古写本が 11 世紀後半写の桂本であり、しか

も該本は巻 4 のみの零本となっている。ほかに平安時代書写の現存伝本は 10 を超えるものの、零本の
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みで、いずれも平安時代後期に写された本ばかりとなっている。 

 つまり、『萬葉集』資料面から研究しようと考えると、11 世紀以前にはたしかな材料がないというこ

とになる。その缼を部分的に埋めることを可能にするのが、『萬葉集』を引用する種々のかな文献であ

る。『萬葉集』はかな成立以前の漢字専用文献であるが、10 世紀前半から中頃にかなを傍記する事業が

行なわれ（附訓、訓点）、とりわけ 960 年頃には村上天皇の勅命によって国家事業としての附訓作業が

なされた（天暦古点）。この事情によって『萬葉集』の可読性は飛躍的に高まり、おそらくその影響で

あろう、10 世紀中頃から 11 世紀初頭に掛けては、『新撰和歌』、『後撰和歌集』、『拾遺和歌集』、『古今和

歌六帖』、『人麿集』、『赤人集』、『家持集』など、多くの歌集に萬葉歌が採録されることになる。 

 また、紀貫之をはじめとして、平安時代前中期の歌人は萬葉歌の歌句を利用して作歌することが少な

くない。これらも、『萬葉集』の受容と流布を考えるうえでは重要な資料である。 

 本研究では、これら仮名文献を活用し、『萬葉集』の受容と流布の実態を探った。 

2.研究経過および成果の概要 

 具体的な研究成果を報告することで本項目の内容とする。 

「『源氏物語』と記紀萬葉」では、11 世紀初頭成立と目される『源氏物語』に、『萬葉集』や『古事記』、

『日本書紀』が投影されているとの研究史に対して疑義を呈し、その上での読解案をしめした。 

 具体的には「若紫」巻と「夕顔」の巻を対象とした。前者については上代の天皇による儀礼としてし

られる「国見」が光源氏の行動に反映しており、このことが光源氏に「潜在王権」が附与されているこ

とを示唆するとの研究史に対して、「若紫」巻の文章からは無理な想定であることを述べた。 

後者については正体を隠して夕顔のもとに通う光源氏の描写が記紀などに見られる三輪山神話を踏

まえるという『河海抄』以来の見方に対して、神話を型とする理解に根拠のとぼしいことを指摘した。 

 「『新撰和歌』の萬葉歌」では、『新撰和歌』所収の萬葉歌（萬葉類歌）を通して、編者紀貫之が歌集

編纂の際に萬葉歌をどのように位置づけていたのかを推定した。『新撰和歌』の萬葉歌は『萬葉集』と

は歌句を部分的に異にするが、多くは排列との関係などから改訂された理由を説明しうる。 

また、貫之が『萬葉集』を知悉していたことは研究史において明らかにされており、この歌人が萬葉

歌をそうと認識できなかった可能性は低い。にもかかわらず、貫之が『古今集』でも『新撰和歌』でも

「萬葉歌を採らない」と宣言するのは、意図的に萬葉歌と認めない方針があったためと論じた。 

 「『古今和歌六帖』の「萬葉歌人」一覧」は、題名のとおり『古今和歌六帖』に見える萬葉歌人を一

覧としたものである。『古今和歌六帖』は 10 世紀後半に成立した私撰集で、総歌数約四千五百首のうち

およそ一千百首を萬葉歌（萬葉類歌）が占めており、この時代の『萬葉集』の伝来を考えるにあたって

極めて重要な資料となっている。 

 その『六帖』の萬葉歌には、平安時代和歌の同じく、一定数の作者名表記が見える。ただ、誤脱の少

なくないことから、一回的な仕事ではないと推測され、編纂段階において作者名は存在しなかったので

はないかと推定する論者もいる。 

 『六帖』には中世末期（1595 年）をさかのぼる伝本が存在していないため、編纂段階の姿を想定する

ことは難しい。原本に戻り得ない以上、ひとまずは現存の写本に即して作者名表記を総覧し、その実態
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を検討するほか、問題をあきらかにする方法はない。そのため、『六帖』の古写本 2 本と、数葉が伝わ

る古筆切を対象として、『六帖』の萬葉歌人の一覧を作成した。 

 残り 2 本については、1 本はまだ書き上がっておらず、もう 1 本は研究発表であり、その成果にもと

づいて論考化する予定であるから、ここでは割愛する。 

Summary 

"Man’yōshū（萬葉集）" is a finished songbook from 759 through 785. However, the book copied before the late 

eleventh century does not exist when I check a manuscript of "Man’yōshū". When it is going to study 

"Man’yōshū", it is the present conditions not to know the before the latter half of eleventh century well. It is the 

document which it is a hiragana letter and katakana to become the important document to clarify this interregnum, 

and was written. "Man’yōshū" is a work written by a kanji. Therefore it became a difficult work in the Heian era. 

In the middle part of the tenth century, I will add Phonetic to "A" to solve this problem. Particularly, official 

translation was accomplished in about 960. Probably it will be influence of this translation. From the late tenth 

century through the early eleventh century, a lot of songbooks which quoted a 31-syllable Japanese poem 

collected in "A" were produced. As an example, it is works such as "Shinsen-waka（新撰和歌）" and 

"Shūi-wakashū（拾遺和歌集）", "Kokin-waka-rokujyo（古今和歌六帖）".It is in the middle of the Heian era and, 

in this study, decides to think about how "Man’yōshū" spread for works written by these hiragana letters. 

"I examined it what kind of influence "Man’yōshū" had on "The Tale of Genji" written in the early eleventh 

century" in "The Tale of Genji" and "description of folk history", "Chronicle of Japan", "Man’yōshū".In the 

conventional study, it is pointed out that "Man’yōshū" affects two winding of "The Tale of Genji".However, I do 

not resemble "Man’yōshū" that much when I really read a sentence of "The Tale of Genji".Both cannot accept 

close relations. 

 By "the 31-syllable Japanese poem included in "Man’yōshū" collected in "Shinsen-waka" ," I examined an 

editing policy of Tsurayuki Kino who was an editor of "Shinsen-waka".Tsurayuki Kino understood contents of 

"Man’yōshū" well. I perform reference of this work and produce the 31-syllable Japanese poem. However, 

Tsurayuki Kino may announce the contents of "Man’yōshū" by mistake. It commented that it was more likely to 

be an intentional lie not misunderstanding. 

 In addition, I studied some, but omit it about the contents. 
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哲学館出身能海寬の三次に亘るチベット探検について 

－『在渝日記』に見るラサ到達への信念と執着 

About the third Tibet Expedition of 能海寬（ Nomi Kan ）from 哲学館（Philosophy 

Academy)―Belief and obsession for Lhasa's arrival in "在渝日記(ZAIYU-NIKKI)“  

 

                         研究代表者 飯塚勝重 （校友） 

研究期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

キーワード ①能海寬    Nomi Kan 

            ②新仏教徒   New Buddhist 

      ③チベット探検 The exploration toward Tibet 

      ④一統教        “the unified religion” 

      ⑤漢詩          Wuyanshi(五言詩) 

      ⑥在渝日記      “Zaiyu nikki” 

平成 29 年度交付額 254，000 円 

 

研究発表 学会および口頭発表 

     主論文「能海寬『在渝日記』に見る五言詩連作の意味するもの」 

      東洋大学アジア文化研究所研究年報第 52号 2018（平成 30）年 2月  

     口頭発表（標題は主論文題名に準じる） 

① （於島根県浜田市金城町波佐・文化センター） 能海寬研究会第 23回年次大会   記

念講演 平成 29年 7月 9日（2時間、PP使用）   

② 東洋大学甫水会 OB会（PP使用）平成 29年 12月 9日 

③ 東洋大学アジア文化研究所第 12回年次集会 平成 30年 1月 20日（PP使用） 

  

研究経過及び成果の概要 

1．研究方法 

島根県の山村にある真宗大谷派の寺院浄蓮寺に生まれ育った能海寬は，少時から寺の後継と目され、

寺院教育と法務に束縛されがちであったが、長じて京都普通教校で学ぶうち、欧米の宗教事情に鑑み日

本の仏教典を英語訳し、これをもって仏教を欧米に布教すべきと考えるに至り、その正しい経典を得る

ためチベットへ赴くことを必然と考えるようになっていた。能海は学内に英文会を創設、自ら週間の英

語雑誌“New Buddhist” を発刊し、仲間の共感を求めた。やがて能海は上京し慶応義塾予科、哲学館

と学び、自らは新仏教徒を自覚して、明治 26年 11月には専著『世界における仏教徒』を発刊、本山大

谷派本願寺に旅の許可と探検費用の支出を願った。本山の経済的事情、間に日清戦争などがあり、明治

31年 11月、漸く念願が叶い、中国路から西上の旅となった。しかし、当時鎖国状態にあったチベット

事情の為、行く手には様ざまな困難がつきまとった。小さいときから文章を書くことになれた能海の旅

行はその行く先々からの関係者への便りなどで、大まかな旅路は把握されていたが、不幸なことに明治

34年 4月を以て行方不明となり、寺本婉雅編集、大谷大学刊『能海寛遺稿』（大正 6年 4月刊）が能海

の旅を追憶させる唯一のものとなっており、多くの能海寬伝記作者はまずこれを根拠として書かれてい
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た。 

 戦後、昭和も終わりの頃、郷里金城町の民俗学者隅田正三氏は、能海の自坊浄蓮寺の物置を開け，そ

こに大量の能海文書があることを発見した。能海の幼少時代からのあらゆる書き付け文書、投稿した論

文、三次に亘るチベット探検路から送られてきた日記、研究観察文などであり、隅田はこれを全て写真

により複製し『能海寬著作集』全 15巻 17冊として公開した。新たな能海学が始まる端緒であり、新仏

教徒能海を語るためにはこの著作集こそ新バイブルに匹敵するものであろう。 

 

2．研究経過および成果の概要 

 能海がチベット・ラサに到達したいとの強い念願は主として以下の 3 点に表されている。 

（1）．「一統教」宗の原理および実現の過程を記録する。 

「著作集」における新発見の第 1 は、第一次探検が失敗に終わり、同行の寺本婉雅とも別れ、打箭 

爐に滞在して第二次探検路を検討中に、日記として書き付けた「一統教宗」（一統教または一統宗と略

すこともあり）の記事（「著作集」第 5 巻）こそ、これまで能海が新仏教徒と称して活動してきた本心

を一気にさらけ出すものであった。能海自身が著した『世界における仏教徒』の中では、その中には普

通教校で教鞭を執っていた熊本県出身中西牛朗の『宗教革命論』の影響を受けたことを隠してはいなか

ったが、それ以上の強烈さが，能海自身の考えをここまで持ち越してきたのかと、ため息が出る思いで

対面させられたのである。 

（2）．書換えられた｢思想の変遷（学問に付きて）｣（「在渝日記」1900 年 12 月 22 日）（著作集第 4 巻） 

 能海第三次チベット探検行出発の 2 ヶ月前、能海は『在渝日記』に自己の学問形成の過程を全て 9 項

目にまとめて，その来歴を書き付けた。第 1 から 8 項まではチベット出発までの新仏教徒としての能海

の一貫した主張を個条書きされたもので、それは今、欧米はキリスト教信仰が衰弱している。アジア大

陸には五億の仏教徒がおり、この力を背景に、優れた日本の仏教徒は、今こそ仏典を英訳して欧米に布

教すべきであると主張してきたところである。しかし、中国路をチベットに向かう能海は急速にチベッ

ト文化、チベット語に習熟してきた。その経験上から 第 9 項を新たにつけ加えた。 

「9 西藏学の必要 西藏漠遊の途に上りて段々と土人等に遮られて 暫時巴塘及打箭爐に滞在 少々 

西藏経文を得て研究せし處 案外にもその訳文の我々平生望み居る梵語原文に近きより 今は英文よ

り梵学からも却て西藏文学の愈々必要なるを感ずるに至れり」とあり、これは能海の青春をかけて課題

としてきた新仏教徒としての生き方に全く背反する挑戦である。しかもすでに能海は日記中であるが一

統教の構想をあらわにしている。しかもこのことが能海をラサに導く新たな道しるべになるはずであっ

たのではないか。その気分の高揚は次の第３項で明らかにしよう。 

（３）第３次探検行出発直前に披露した漢詩の表現について 

 この度の主論文で取り上げた能海の『在渝日記』中に書き込まれた五言の漢詩がこれ程率直にラサ行

きの信念と執着を表すとは、全くの驚きであるといわざるを得ない。詳細は本文を見られたいがここに

1 句に限って取り上げてみよう。 

明治 34 年 12 月 21 日晨 

我至興新宗 名声超万邦 若有不信帰 誓不帰本土 

（われ新宗を興すに至り 名声は万邦を超（こ）えん 若し信ぜられずして帰ること有れば 誓い

て本土に帰らざ（不）らん） 

3．今後の研究における課題または問題点 
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 能海寬は第 3 次探検行の中で消息を絶ち、その後の音信を得られぬうち、郷里では明治 34 年 3 月 18

日を以て命日としている。奇しくも本年は生誕 150 年を迎える。しかも能海の誇大と思われる一統教の

仕掛けを秘して、チベット出発までの数年間、郷里ではどのように受け取られていたのだろうか。 

能海はチベット探検が彼の予定より遅れたため、出発直前は郷里に帰って，自坊の施設の整備や寺の

歴史、代々の系譜整理などに尽力した。しかも注目すべきは檀家との結びつきを強めるため、檀家組織

の整備に努め能海の急な出発によりその後の経過は不十分であるが、有力檀家による一種のクラブ作り

に精励していたことが残された文書から伺える。果たして一統教が全国の地方組織で活用できるのか，

浄蓮寺を基盤に実験的に立ち上げようとした様子もあり、今後はそれらの村落単位の檀家組織でどのよ

うにして一統教組織を立ち上げようとしていたか。今後の課題として精査して見るべきではなかろうか。 

 

Summary 

About the third Tibet Expedition of 能海寬（  Nomi Kan ） from 哲学館（ Philosophy 

Academy)―Belief and obsession for Lhasa's arrival in "在渝日記(ZAIYU-NIKKI)“  

                                           IIZUKA Katsushige 

New Buddhist Nomi Khan （能海寬）was a journey to explore the 3rd Tibet from Chongqing on 

February 21, 1901（Meiji 34）. Nomi failed in the first and second exploration。But this time it was a 

heavy mission to have to arrive in Tibet / Lhasa at any moment. However,NOMI has disappeared 

completely at the end of the letter addressed to he’s wife Shizuko（静子） from TOUSEN（鄧川 ) on 

April 21, the same year. 

What was the important mission of Nomi's journey?It was wrote in [在渝日記]（ZAIYU - NIKKI) . 

Nomi , In during stay in Chongqing for the 3rd expedition,  he written the 漢詩（ chinese  poems） 

each day 1 phrases , total10 phrase each ,from january to february of this year.  Beyond this, before 

the departure for the second expedition, Nomis to work as a new religious organization by 

consolidating 500 million Buddhists in Asia into a single Buddhist organization in 打箭炉 

(Ta-tsen-lu)。He wrote the idea of "classical teaching" in his diary。 

 There, 1, Nomi himself will be representative, 2, to headquarters in India's famous Buddhist 

relics, 3, to manage all the meetings, 4, each existing sect is still as it is Maintaining, and each 

representative constituting a conference body, etc., were written clearly and concisely. 

 Since about a year later, as Nomi is still in the journey, the launch of a new religion written in 

another diary has not been made public. It will be the first time that the whole is revealed only 

when Nomi returned home. 

  However, in the first half of the Chinese poetry of "在渝日記" in the first half of the poemse, as a 

result of advocating [一統教]"Monotheism", the mercy of the Buddha, Nomi is fully responsible as a 

teacher, will guide the people of the world and will guide . If the Nomi does not recognize the idea of 

this "Liturgy" about Lhasa, he will not go back to his home even if he dies. The purpose for Lhasa, 

which Nomi had disclosed in Japan, was to acquire a correct scripture, translate it into English, and 

use it for propagation to the West. Why did Nomi leap a long-standing mind and made him leap 

until "Epistle to Episcopal"? 

 At the end of 19th century, was it not solidarity and the thing of the Asian Buddhist by an Asian 
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countermeasure for the penetration of the culture of the European and American culture? Was it 

not the end when NOMI thought about the moral countermeasure of the ability for the inland 

residence permission（内地居留） of the foreigner too? 
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日本語版 IPANAT を用いた感情測定 

Measuring affect using the Japanese version of Implicit Positive and Negative  

Affect Test (IPANAT)     

 

研究代表者 下田 俊介（校友） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①感情 Affect 

            ②潜在測定 Implicit measure 

      ③ポジティブ感情 positive affect  

        ④ネガティブ感情 negative affect 

   

平成 29 年度交付額／695,000 円 

 

研究発表／学会発表 

・日本社会心理学会 学会発表 平成 30 年度予定 

          ・学術誌，大学紀要等への投稿 平成 30 年度内に投稿予定 

 

研究経過および成果の概要  

本研究課題において実施された主要な実験の概要について報告する。 

 

「感情誘発刺激提示の事前事後での IPANAT の反復測定による検討」 

心理学での感情関連の実験的研究では，ある出来事の事前事後の感情測定によって感情変化を捉えよ

うとする研究は多い。例えば，多くの実験では，感情の変化をもたらす事象を実験的に操作し（生起させ），

その前後に感情測定を行い，その変化量を検討することで感情の変化を捉えようとする。そうした実験

で，自己報告尺度を用いて感情を測定する場合，実験参加者は事前の事象に対する感情を自覚的に回答

するため，本人の信念（例：「こういう事象の後は，このように感じるべきだ」）などが影響し，本来感

じているはずの感情が正しく測定できない場合がある。そのため，IPANAT がこうした事前事後測定に

よる実験に利用可能であることを示すことが出来れば，感情研究の進展の一助となることが期待できる。

しかし，これまでに IPANAT の事前事後測定への利用可能性を明確に示した研究知見はない。そのため，

本研究では，感情誘発刺激提示の事前事後で IPANAT を用いた反復測定による検討を行った。 

実験は，大学生を対象とし，直感的判断課題と称して1名ずつ個室でコンピュータを用いて実施した。

実験課題は全てコンピュータ・プログラム（PsychPy）を用いて実施した。具体的には，下記のような

順で進められた。 

(1) 日本語版 IPANAT を用いた事前測定 日本語版 IPANAT を用いて事前に感情測定を行った。この

事前測定では、日本語版 IPANAT で用いられる全 6 つの人工語のうち、3 つをランダムに提示し、使用

した。 

(2) 気分誘導 次に、画像判断課題と称して、ポジティブ、ネガティブ、ニュートラルな気分を誘導す
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るための画像を提示した。ポジティブ、ネガティブ、ニュートラルのいずれの画像が提示されるかは、

参加者間要因としてランダムに決められた。実験参加者は、6 枚の画像を各 10 秒ずつ見た後、最も印

象に残った画像を選択するように教示された。 

(3) 日本語版 IPANAT を用いた事後測定 実験参加者に、再度、人工語の課題を行うと教示し、日本語

版 IPANAT を用いて気分誘導後の感情測定を行った。この事後測定では、事前測定では使用されていな

い 3 つの人工語をランダムに提示し、使用した。 

(4) 自己報告による感情測定 現在の気分について、ポジティブ、ネガティブな気分をどの程度感じて

いるかを 8 項目の感情語を用いて、それぞれ 6 件法で回答を求めた。 

(5) 操作チェック 提示した画像に関する操作チェックとして、写真の全体的な印象について、どの程

度、ポジティブ、ネガティブであったかをそれぞれ 5 件法で回答を求めた。 

(6) ポジティブ画像の提示およびデブリ―フィング 再度、画像判断課題を行うと教示し、ポジティブ

な気分を誘発する画像 3 枚を提示した後、最も印象に残った画像について回答を求めた。ここで使用し

たポジティブ画像は、(2)では使用していないものであった。この手続きは、本実験目的とは関連しない

が、ネガティブ感情条件の実験参加者に対して、ネガティブな感情を回復してもらうことを意図して行

った。最後に、実験参加者に実験の終了を告げ、デブリーフィングを行い、本実験の真の目的について

説明を行った。なお、本実験に対して不満や苦痛を訴えた者はいなかった。 

 実験で得られたデータを分析した結果，IPANAT が事前事後測定による実験に利用可能であることを

示唆する結果が得られた。すなわち，ポジティブ，または，ネガティブ感情を誘発する画像提示によっ

て，IPANAT の感情語評定が，事前測定と比べ，事後測定において，よりポジティブ，または，ネガテ

ィブに評定されることが示唆された。以上のように，本研究では，IPANAT の利用可能性についてある

程度示すことができたと考えられるが，上記の実験を含め，本研究課題を遂行する中で，IPANAT を用

いた感情測定について，いくつかの課題も明確なった。今後は，IPANAT を用いた感情測定の性質やそ

の利用可能性について他の様々な方法によってさらに検討していく必要がある。 

 

Summary 

 

The purpose of this study was to examine the extent to which the Japanese IPANAT was sensitive 

to changes in affect. In the experiment, participants assessed the half set of the Japanese IPANAT 

items for measuring the base line of their implicit affect. And then, they assessed the other half of 

these items after the presentation of positive, negative, or neutral photographs. The result suggests 

that implicit negative (or positive) affect was higher after the presentation of negative (or positive) 

photographs. This finding suggests that the Japanese IPANAT was sufficiently sensitive to changes 

in affect resulting from affective stimuli. Further research should examine the more details of the 

measuring affect using the Japanese IPANAT. 
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日本におけるプロフェッショナル経営者に関する研究 

A Study on Executives Hired from Outside Company in Japan 

研究代表者 杉浦慶一（校友） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／ 

①外部招聘経営者（executives hired from outside company） 

②CEO（chief executive officer） 

③CFO（chief financial officer） 

④エグゼクティブ・サーチ（executive search） 

⑤プライベート・エクイティ・ファンド（private equity fund） 

 

平成 29 年度交付金額／556,000 円 

 

研究発表／ 

【学会報告（口頭発表）】（予定、エントリー中） 

2018 年 6 月 2 日（土） 

日本財務管理学会第 46 回春季全国大会 

於: 京都産業大学 

テーマ: 日本におけるプロフェッショナル CFO のキャリアに関する一考察（仮） 

 

【論文】 

2019 年 3 月刊行予定の『東洋大学大学院紀要』第 55 集（東洋大学大学院）での論文の公表を予定して

いる。また、経営および財務の領域の学会誌や著書を通じて成果を公表していく予定である。 

 

研究経過および成果の概要 

1.研究方法 

 本研究では、日本におけるプロフェッショナル経営者の今後の課題や将来展望を明らかにすることを

目的として、（1）文献調査および調査対象企業選定、（2）ヒアリング調査、（3）アンケート調査の三つ

の手法を用いて実施した。研究経過については、次項で述べることとする。 

 

 

2.研究経過および成果の概要 

（1）文献調査および対象企業の選定 

まず、文献調査を実施した。具体的には、国内における経営者に関する論文やレポートを収集し、案

件の傾向や重要な論点などの現状を把握することに努めた。また、外部から招聘されて経営に従事した

経験のある経営者や CFO（chief financial officer）を、有価証券報告書や各社 Web サイト上の資料や

ニュースリリースなどに基づき情報収集を行った。 
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（2）ヒアリング調査 

 ヒアリング調査は、プロフェッショナル経営者を扱う人材エージェントに対して実施した。また、経

営者のほか、プライベート・エクイティ・ファームなどとも積極的な情報交換を行い、日本におけるプ

ロフェッショナル経営者の現状や問題意識を知見として得た。 

 

（3）アンケート調査 

次に、本研究の目的を達成するために、「日本におけるプロフェッショナル経営者に関するアンケート

調査」、「日本におけるプロフェッショナル CFO に関するアンケート調査」、「プライベート・エクイティ・

ファンドの投資先企業に派遣する経営人材に関するアンケート調査」を実施した（表 1・表 2・表 3）。 

 
 
 
表1 アンケート調査①の概要 

名称 日本におけるプロフェッショナル経営者に関するアンケート調査 

調査目的 既存の各種のアンケート調査では明らかにされていない論点も含め、日本におけるプロフェッショナル経営者の今後の課

題や将来展望を明らかにする。 

調査時期 2018年3月 

調査対象 外部から招聘されて経営に従事した経験のある経営者400名 

調査項目 Ⅰ日本の経営者市場に関する質問 Ⅱ就任の際の意識に関する質問 Ⅲ人材エージェントに関する質問 

Ⅳ課題と将来展望に関する質問 

 

表2 アンケート調査②の概要 

名称 日本におけるプロフェッショナルCFOに関するアンケート調査 

調査目的 既存の各種のアンケート調査では明らかにされていない論点も含め、日本におけるプロフェッショナルCFOの今後の課題

や将来展望を明らかにする。 

調査時期 2018年3月 

調査対象 CFOや財務部門の責任者として外部から就任した経験のある経営者500名 

調査項目 Ⅰ就任時の視点と管掌業務に関する質問 ⅡCFOのキャリアと人材エージェントに関する質問 

Ⅲ日本の経営者市場に関する質問 Ⅳ課題と将来展望に関する質問 

 
表3 アンケート調査③の概要 

名称 プライベート・エクイティ・ファンドの投資先企業に派遣する経営人材に関するアンケート調査 

調査目的 既存の各種のアンケート調査では明らかにされていない論点も含め、日本におけるプロフェッショナル経営者の今後の課

題や将来展望を明らかにする。 

調査時期 2018年3月 

調査対象 日本で活動する100社のプライベート・エクイティ・ファーム（主にバイアウト・ファンド、一部グロース・キャピタル・

ファンドなども含む） 

調査項目 Ⅰ日本の経営者市場に関する質問 Ⅱ投資先企業に派遣する経営人材の登用に関する質問 

Ⅲ人材エージェントに関する質問 Ⅳ課題と将来展望に関する質問 
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（4）研究成果の概要 

 本研究の成果は、学会報告（口頭発表）および論文の発表により公表していく予定である。また、経

営・金融関連の専門誌などでも積極的に成果を公表していく予定である。 

 

 文献調査、ヒアリング調査、アンケート調査から得られた知見からは次のような点が指摘できる。 

 

① プロフェッショナル経営者の経営機会としては、上場企業グループ（大企業、中堅企業、中

小・ベンチャー企業）、未上場オーナー企業、未上場ベンチャー企業（IPO 志向）、外資系

企業、バイアウト・ファンドの投資先企業、再生企業などがあげられる。 

② CFO の管掌業務は、財務、経理、税務、経営企画、人事・総務、情報システム、法務・コ

ンプライアンス、広報・IR など多岐にわたる。また、経営戦略や中期経営計画の策定にも

深く関与するケースが多く、経営企画スキルが求められる。 

③ プライベート・エクイティ・ファームの一部には、常駐経営者として派遣できる経営人材を

ファーム内に内製化していたり、投資先企業に派遣する経営者候補のプーリングを実施して

いるケースがある。また、エグゼクティブ・サーチ会社などの人材エージェントや個人のネ

ットワークを通じて案件ごとに経営人材を招聘している。 

 

3.今後の研究における課題または問題点 

今後は、外部招聘により就任した経営者と内部昇格により就任した経営者の意識の違いや、組織にお

ける受容性などに焦点を当てた調査・研究が必要になっていくと考えられる。また、株主・企業タイプ

ごとの特徴についても、掘り下げていく必要がある。さらに、プロフェッショナル経営者やプロフェッ

ショナル CFO を含むグローバル経営人材の育成に関する論点も、今後の重要な研究課題となる。 

 

Summary 

 In recent years, the number of hiring an executive from outside company has increased in Japan.  

  The purpose of this study is to analyze the trend and behavior about executive hires from outside 

company in Japanese companies. This study is organized as follows. The first stage was desk-top 

survey of the trend and previous studies of executive hires (e.g. CEO, COO, & CFO) in Japanese 

companies. The second stage was to conduct hearings from executive search firms and private 

equity firms. The third stage was to send questionnaires to executives hired from outside company 

in Japanese companies and private equity firms. The final stage is to analyze the data received 

through questionnaires.  

  This study is brought as follows.  

 

(1) There are opportunities of executives hiring from outside company with a listed company group 

(e.g. large enterprise, small and medium sized enterprise, venture company), private company, 

subsidiary of foreign company and portfolio company of private equity fund. 

(2) The functions of CFO varies case by case and spreading to finance, accounting, tax, management 

planning, information system, investor relations, legal, and compliance etc. 
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(3) Private equity firm keeps contact with many executive candidates through executive search 

firms and its proprietary network. Some of private equity firms are establishing own executive 

candidate pool.  

 

The future study includes analysis on difference of awareness on objectives and plan on 

management of the company between executives hired from outside company and internally 

promoted executives. 
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関節リウマチ新規治療ターゲットとしての 

Layilin の関節炎への病態関与の解明 

Analysis of Layilin, a hyaluronan receptor, expression and its intracellular functions    

研究代表者 土屋 貴大（校友） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日 

キーワード／①ライリン           Layilin 

            ②発現                      Expression 

      ③局在    Localization 

        ④近位依存性ビオチン標識   BioID 

      ⑤相互作用          Interaction   

平成 29 年度交付額／626,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

・なし 

 

研究経過および成果の概要   

１． 研究方法 

ライリンはヒアルロン酸受容体として同定されたタンパク質である。これまでにライリンはがん細胞

の浸潤・転移、または上皮間葉転移などに関与することが示唆されているが、本来機能は未知である。

またヒアルロン酸受容体とされるものの、細胞におけるライリンの局在を明瞭に示した報告はほとんど

ない。本研究ではまず種々の細胞株を用いた免疫染色を行い、それらの細胞におけるライリンの発現を

調べた。神経膠腫細胞株A172やT98G、尿細管上皮細胞株KMRC-1、ヒト子宮頚がん由来細胞株HeLa、

ヒト胎児由来腎臓上皮細胞 293T を培地中に懸濁し、37℃、5%CO2条件下で培養した。培養開始 24 時

間後、培地をチャコール処理した培地に交換し、さらに 24 時間後に TNF-αまたは TGF-βを培地中に

終濃度 10ng/mL になるように加えた（これらの炎症性サイトカインによりライリンの発現が変化する

という報告があるため、これを実施した）。さらに 24 時間培養した後、4%PFA/4%スクロースで固定を

行った。固定した細胞は抗-ライリン抗体による免疫染色を施し、共焦点レーザー顕微鏡にて撮影を行っ

た。 

 さらに詳しくライリンの局在を調べるために、ライリンの細胞外ドメインを認識する抗体と、細

胞内ドメインを認識する抗体の両方を用いた二重免疫染色を行った。A172 細胞、および T98G 細

胞を用い、培養 48 時間後に細胞を固定した。その後、上述した２種の抗ライリン抗体を用いた免

疫染色を行い、共焦点レーザー顕微鏡による細胞の撮影を行った。 

上述の研究から、ライリンの発現が細胞質中に集中していることが明らかになり、ライリンのヒ

アルロン酸受容体として以外の細胞質中での機能が示唆された。そこで次に、近位依存性ビオチン

標識（BioID）によるライリンと相互作用するタンパク質の網羅的な検出同定を行い、それらの分

子的関連からライリンの細胞質中での機能の解明目指した [BioID ではライリンと相互作用する

タンパク質を、BioID2（近年改良されたビオチンリガーゼ）によりビオチン標識し、標識された

タンパク質を質量分析で同定する。ごく短時間の一時的な結合でも捉えることができ、従来の免疫
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沈降を大きく超える感度を持つ技術である]。 

本年度は BioID 法を実施するためのベクターの構築を行った。本研究ではライリンと細胞質中で

相互作用するタンパク質を網羅的にスクリーニングすることを目的とし、ライリンの細胞内ドメイ

ン（ライリン 250–374）を発現する BioID 発現ベクター（pMyc-BioID2-ライリン 250–374）の構築を行

った。ライリン 250–374のインサートは A127 細胞由来のトータル RNA の逆転写により得た cDNA

を鋳型とした PCR により作製した。これらのインサートは pMyc-BioID2-MCS（Addgene）のマ

ルチクローニングサイトに挿入した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

ライリンの発現を観察した結果、ライリンは細胞膜上よりも、むしろ細胞質中に多く局在するこ

とが明らかになった。また、細胞質中の核の周辺にライリンが集積している像が多く観察された（特

に T98G 細胞株）。一方で TNF-αや TGF-βなどの炎症性サイトカインによるライリンの局在への

影響は観察されなかった。ライリンの細胞外ドメインおよび細胞内ドメインを認識する抗体の両方

を用いた二重免疫染色の結果、それらのシグナルほとんどは細胞質中に見られ、また共局在してい

ることが明らかになった。これらの結果から、ヒアルロン酸受容体とされていたライリンが、少な

くとも通常の培養条件下においては細胞膜上よりもむしろ細胞質中に局在しており、かつそれらの

ほとんどは切断を受けずに存在することが、様々な細胞株で示された。これらのことから、ライリ

ンのヒアルロン酸受容体として以外の、細胞質中における役割が示唆された。。 

ライリンと相互作用するタンパク質の網羅的に関しては、作製したベクター（pMyc-BioID2-ラ

イリン 250-374）の配列をシークエンスで確認し、配列には問題がないことが示された。しかしなが

ら、このベクターを過剰発現させた 293T 細胞のタンパク質サンプルを用いたウエスタンブロッテ

ィングの結果、ライリン 250-374の発現が見られなかった。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 今回の研究で作製したライリンの細胞内領域（ライリン 250-374）を発現するベクター

（pMyc-BioID2-ライリン 250-374）では、目的のタンパク質の発現が見られなかった。当初予定して

いたライリンの細胞内領域のみを発現させて、これと相互作用するタンパク質の網羅的解析を行う

実験が困難な可能性があることを踏まえ、現在 pMyc-BioID2-MCS にライリンのシグナルペプチド

以外の領域（ライリン 22-374）を組み込んだベクター（pMyc-BioID2-ライリン 22-374）を構築してい

る。pMyc-BioID2-ライリン 22-374 と pMyc-BioID2-ライリン 250-374 の発現強度を比較する実験を行

い、ライリンの細胞内領域のみの強制発現が困難なのか検証する。もし本当にライリンの細胞内領

域のみの強制発現が困難であるならば、今後の研究はライリン 22-374 と相互作用するタンパク質の

BioID による網羅的解析へと進めることにする。 

 

 

Summary 

Layilin was originally identified as a hyaluronan receptor. Though recent studies have shown that 

Layilin is involved in infiltration and inversion of cancer cells and epithelial-mesenchymal 

transition, the primary function of Layilin is still unclear. In addition, the localization of Layilin has 
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not been studied well. In this study, the expression of Layilin was immunocytochemically stained 

using various cell lines, including A172, T98G, KMRC1, HeLa, 293T cells. Interestingly, Layilin 

expression was strongly seen in cytoplasm and poorly exhibited in cell membrane. In addition, 

inflammatory cytokines, such as TNFα and TGFβ, which have been reported to change Layilin 

expression, did not affect the localization of Layilin. Double immunostaining using anti-N-term 

Layilin antibody and anti-C-term Layilin antibody showed that their signals were mostly 

overlapped, indicating that Layilin is mainly localized in cytoplasm without cleavage. These data 

also suggested important roles of Layilin in cytoplasm. 

 To elucidate the roles of Layilin in cytoplasm, we are working on comprehensive analysis of 

proteins interacting with Layilin by using BioID. To date, we have established a plasmid vector 

which express intracellular domain of Layilin (Layilin250-370) in the C-terminal multi cloning site of 

pMyc-BioID2 vector (Addgene). DNA sequencing of the vector (pMyc-BioID2-Layilin250-374) 

confirmed no missense and mutation. However, the protein expression of Myc-BioID2-Layilin250-374 

in the protein samples of 293T cells transfected with pMyc-BioID2-Layilin250-374 has not been 

detected so far. Since there is a possibility that the intracellular domain of Layilin (Layilin250-374) is 

difficult to be expressed, one other plasmid vector, pMyc-BioID2-Layilin22-374, is constructed. 

Layilin22-374 codes the full length DNA sequence of Layilin except the region of signaling peptide 

(Layilin1-21). The expression levels of Myc-BioID2-Layilin22-374 and Myc-BioID2-Layilin250-374 will be 

examined. If the expression of Myc-BioID2-Layilin22-374 could not be detected or if it was obviously 

weaker than Myc-BioID2-Layilin250-374, further experiments including BioID would be performed 

using Myc-BioID2-Layilin22-374. 

 

 

 

 

 


