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近代ギリシア世界におけるヘレニズム 

――メガリ・イデアとギリシア人アイデンティティ 

Hellenism in the Modern Greek World:  

the Megali Idea (Great Idea) and Modern Greek Identity 

 

研究代表者 村田 奈々子（文学部史学科） 

 

研究機関／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①ナショナル・アイデンティティ national identity 

     ②ヘレニズム Hellenism 

      ③ナショナリズム nationalism 

      ④ギリシア人 the Greeks 

      ⑤国民国家 nation state 

平成 29 年度交付額／1,106,000 円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

      ・平成 30 年度末に平凡社より新書出版予定（現在執筆中） 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

近代以降ヘレニズムは、ギリシア人のナショナル・アイデンティティと強く結びつけられている

と理解されてきた。本研究は、このヘレニズムという語に焦点をあて、近代独特のヘレニズム言説

の生成と発展の全貌を明らかにする試みである。研究方法としては、ギリシア（在アテネ・アメリ

カ古典学研究所所属ゲナディウス図書館／在アテネ・イギリス考古学学校附属図書館）およびアメ

リカ（ニューヨーク公立図書館／ニューヨーク大学ボブスト図書館）において、ヘレニズム言説に

関する史料を収集すると同時に、同様の研究興味を有する海外の研究者（ギリシア、オーストラリ

ア、アメリカ）と連絡を取り合い、情報交換をおこなった。また後述する平成 29 年度の研究テー

マは、日本とギリシアとの関係も取り扱ったことから、国会図書館での史料蒐集、および 20 世紀

初頭の日本の新聞記事の調査も実施した。 

２．研究経過および成果の概要 

 近代以降のギリシア世界のヘレニズムの生成と発展の全貌を描き出す作業の一環として、近代ギ

リシア史のひとつの転換点とされる 1922 年に注目した。この年、トルコ革命政府軍にギリシア軍

が大敗を喫したことで、ギリシア国民国家が建国以来目指してきた領土拡張思想「メガリ・イデア」

は終焉を迎えた。このとき 100 万人を超える小アジアからギリシアへ難民の移動が生じた。この小

アジアからの難民のギリシアへの流入は、その後のギリシア人のナショナル・アイデンティティの

形成や国民国家概念の変容に大きな変化をもたらしたとされる。 

この出来事については、ギリシア軍の拠点となった小アジア西岸の港湾都市スミルナ（イズミル）
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に小アジアから集まってきたギリシア系難民の一部を日本船が救い、ギリシア領まで運んだという

エピソードがある。このエピソードは、史料的裏づけに乏しいにもかかわらず、今日までギリシア

人の間では口承で伝わっている。アメリカ、カナダ、オーストリアなど全世界に広がるギリシア系

コミュニティにおいてもこのエピソードは知られていて、歴史研究者の関心も高い。しかしながら、

史料の蒐集とその読解、解釈にあたっては日本語能力の有無が不可欠となるため、外国人研究者が

このエピソードについての詳細な事実を明らかにすることは、非常に困難である。本研究では、日

本語を母語とし、ギリシア語読解も可能であることを最大限に生かし、研究代表者はこのエピソー

ドを史料的に証明するために、ギリシア、アメリカ、日本での史料蒐集と調査をおこなった。その

結果、ギリシア系難民を運んだとされる日本船の船名や難民救済時に船長が発したとされる言葉に

ついての記載されている史料を見つけ出すことができた。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 今後の研究における課題としては、史料から発見された日本船が、本当にギリシア系難民の救済

にあたった船であるのかをさらに詳細に見ていく必要がある。もし、そうだとすれば、所属する海

運会社はどこなのか、どのような目的で当時日本船がスミルナに来航していたのか、日本船の乗組

員から見て、ギリシア領への難民の当時の状況はいかなるものだったのかといったことを明らかに

することも課題となる。またこの日本船による救済のエピソードを含む、1922 年の小アジアから

ギリシアへの難民の移動が、ギリシア国民国家の歴史とヘレニズム言説にいかなる影響を与えたの

かを具体的に見ていく必要があるだろう。 

 現段階では、日本の海運関連の資料や工学系の船舶専門の研究者の協力を得つつ、この日本船の

所属する海運会社を特定することに注力している。しかしならが、このエピソードが生じた時期が、

戦時であったことに加え、オスマン帝国からトルコ共和国が建設される過渡期という混乱のさなか

だったため、決定的な史料が残されているのかどうかという問題がある。海外の研究者とも頻繁に

情報交換をしているが、今のところ研究を前進させる証拠は見つかっていない。 

 しかしながら、まだ日本国内で調査する史料もいくつか残されているので、まずはそれらに目を

通す予定である。そこから何らかの手掛かりを得られることを期待している。 

 いずれにしても、1922 年の小アジアでのギリシア軍の大敗は、近代ギリシア史の大転換期であ

る。長期的視野にたって、今後さらに研究を進めていきたい。 

 

Summary 

 

This research project intends to look at an aspect of modern Hellenism, focusing on an event 

that a Japanese ship rescued Greek refugees on the quay of Smyrna in 1922 after the debacle of 

the Greek army in Asia Minor attacked by the Turkish Kemalist troops. The memories of this 

event have handed down to some Greek communities in the world. Opinions are varied about 

the event. Some say that it is nothing but an unfounded myth while others say that it actually 

happened. By looking at Greek and Japanese newspapers, Japanese diplomatic sources, and 

other primary sources concerning maritime affairs, I tried to identify the Japanese ship. 

Though I found out a name of the Japanese ship which are supposed to help out Greek refugees 

in 1922, I am not able to go further the research yet. My investigation is still in progress and 
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there remain a lot to be examined. I need to examine several primary sources and periodicals of 

private maritime companies at local archives and libraries. The “Catastrophe in Asia Minor” in 

1922 including the episode of the Japanese ship, which is considered as the end of the Megali 

Idea (Great Idea), i.e. the irredentist policy of the modern Greek state, is one of the most crucial 

turning point in modern Greek history in terms of Greek national identity. Therefore, it is 

important to find missing pieces and get its overall picture in the end. 
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近世イングランドにおけるカトリック信仰――対抗宗教改革とブリテン諸島 

Catholicism in Early Modern England: the Catholic Reformation and the British Isles 

 

研究代表者 後藤 はる美（文学部史学科） 

 

 

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宗教改革 Reformation 

②カトリック信仰 Catholicism 

③国教忌避 Recusancy 

④イギリス近世史 Early Modern British History 

 

平成 29 年度交付額／913,000 円 

 

研究発表（学会および口頭発表）／ 

国際公開セミナー 「民と革命――17 世紀イギリス史再考・1」 

日時：2017 年 10 月 28 日（土）14:00～17:30 

会場：東洋大学白山キャンパス 10 号館 A301 教室 

司会：後藤はる美 

報告：Prof. John Walter（エセックス大学） 

“Crowds and Popular Politics in the English Revolution: Recovering Agency” 

 

那須敬氏（国際基督教大学） 

“Popular Singing (and Dancing) in Church during the English Revolution:  

Recovering Agency?” 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

本研究課題は、宗教改革期イングランドにおけるカトリック信仰を、対抗宗教改革の枠組のなか

で再考することを目的とした。具体的には、最後の宗教戦争ともいわれるブリテン革命（17 世紀半

ば）前後におけるブリテン諸島内でのカトリック共同体の形成と、彼らのヨーロッパ規模でのネッ

トワークのありかたに着目して研究を進めた。同時に、16～17 世紀にイエズス会士らが布教を行

った日本近世との比較／思想的交流の視点を取り入れ、この問題をグローバル・ヒストリとして位

置づける可能性を探った。 

 

２．研究経過および成果の概要 

年度前半は、おもに宗教改革期イングランドのカトリック信仰およびヨーロッパにおける対抗宗
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教改革にかかわる二次文献の調査を進めつつ、10～11 月および 3 月の海外研究者招聘に合わせた

共同研究の準備を行った。年度後半は、井上助成研究所プロジェクトおよび科研費補助金による招

聘により来日したジョン・ウォルタ氏（エセックス大学名誉教授）、ジョン・モリル氏（ケンブリ

ッジ大学名誉教授、英国学士院会員）、マイケル・ブラディック氏（シェフィールド大学教授、英

国学士院会員）の 3 名を迎えての国際セミナー（「民と革命――17 世紀イギリス史再考・1」10 月

28 日 東洋大学白山キャンパス）、および長崎のキリシタン関連史跡視察（3 月 11 日～15 日）を

中心的活動とした。 

宗教改革史家 W・ウォルシャムによれば、プロテスタント・イングランドのカトリック信者たち

は、ヨーロッパはもとより当時世界中で展開したカトリックによる伝道と迫害の物語のなかに自ら

を自覚的に位置づけていたという。これには近世日本のキリシタンも含まれており、1597 年の長

崎における26人のキリシタン殉教は、英語圏でもパンフレットを通じて同時代に報じられていた。

3 月の原城址（島原の乱の主戦場）や関連資料館、および現在まで伝統を保持する潜伏キリシタン

地域の視察は、カトリック宗教改革が確かにグローバルに展開していたこと、またその地政学的な

背景を確認するうえで大きな意義があった。他方で、17 世紀半ばのブリテン諸島におけるカトリッ

ク信仰については、とくにアイルランドのカトリック同盟の動きが、三王国戦争（スペイン、フラ

ンスを含む六王国戦争）のなかでのカトリシズムの位置づけを考えるうえで重要であることが再確

認された。 

これらを通じて、従来プロテスタント国家建設のなかで語られてきたイングランドの国教忌避

（≒カトリック）問題を、カトリック宗教改革の側からとらえるための基礎を築くことができた。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 今後は、具体的な事例研究を進め、日本近世のキリシタン、あるいはアイルランドのカトリック

の問題を、イングランドのカトリック（国教忌避者）の問題と有機的に接合することが可能かどう

かを見極めることが、この問題をグローバルな視点から考えるうえで重要な課題となる。 

Summary 

This project aimed to reconsider Catholicism and recusancy in seventeenth-century 

England by focusing on the influences of the European Counter Reformation. It also explored 

the global dimension of the Catholic Reformation by looking at the Japanese example of 

Kirishitan (hidden catholic) communities in early modern Nagasaki. 

The seminar on “Peoples and Revolutions: Rethinking Seventeenth Century British History” 

was held on the 28th of October 2017 at Toyo University, with Prof. John Walter (Essex 

University) and Dr Kei Nasu (ICU) as the main speakers. The seminar shed fresh light on the 

role of religion during the British Revolution. On the other hand, the visit to Nagasaki’s hidden 

catholic villages and relevant historic sites and archives in March 2018 with Prof. John Morrill 

(Cambridge University) and Prof. Michael Braddick (Sheffield University) deepened our 

knowledge of early modern global Counter Reformation. The news of the Japanese martyrs was 

reported in contemporary English pamphlets and woodcut-prints, which shows the potential to 

explore the subject as a global connective history. 
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小学校外国語活動指導のための学生用テキストの開発 

―ＳＴＤ法を用いたテキスト― 

Preparing textbooks for student teachers of English at elementary schools 

—Textbooks using the STD method— 

 

     

研究代表者 伊藤 摂子（文学部教育学科） 

 

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小学校外国語活動 Foreign Language Activities 

            ②テキスト  Textbook 

      ③構造分析  Structure Analysis 

        ④英文法   English Grammar 

      ⑤語彙    Words (Vocabulary) 

平成 29 年度交付額／266,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

・関東甲信越英語教育学会第 41 回新潟研究大会 研究発表 

小学校外国語活動指導のためのテキストの考察―教員養成課程大学の外国語活動指導

で用いられているテキスト分析を通して― 

平成 29 年 8 月 26 日 於 新潟大学教育学部（五十嵐キャンパス） 

・全国英語教育学会、関東甲信越英語教育学会、日本児童英語教育学会等のいずれかで

平成 30 年度中に発表予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本研究は小学校教員養成課程における外国語活動指導のためのテキストの作成を目的とす

るもので、3 年間の研究期間の初年度である。平成 29 年度に着手した研究とその方法として、

まず現在の小学校教員養成課程がある大学において、外国語活動関連の科目を設置している大

学の入手可能なシラバスから、そこで使用されているテキストを可能な範囲で入手し、それら

テキストではどのような内容を取り扱っているかを調査し、合わせて文部科学省における教職

課程コアカリキュラムと呼ばれる教員養成課程の今後のカリキュラムと合わせて小学校外国

語科における、「外国語の指導法」、「外国語に関する専門的事項」で示されている学習内容や

到達目標とも合わせて比較をし、小学校外国語活動を指導する際に必要だと思われる内容の検

討とテキストについての考察を行う。 

次に、現在の小学校外国語活動で多く使用されている文部科学省が配布している小学校外国

語活動指導用教材『Hi, friends! 1』、『Hi, friends! 2』について、テキストの構造分析を行い、
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現教材における課題を明確にする。本研究は教員養成課程の学生が小学校外国語活動の内容や

指導方法等を学び、指導者として必要な学びの理解を進める際に使用するテキストを作成する

ことを最終目的としているため、これら指導用教材『Hi, friends! 1』、『Hi, friends! 2』を理解

し、どのように指導で扱っていくかを知ることは指導上必須であり、そのための分析を平成 29

年度に実施した。この分析の活用についてであるが、従来の教員養成課程の学生が使用するテ

キストには、第二言語習得、教授法、音声指導法等、英語指導に関する専門的な内容が含まれ

ており、中高英語教員養成指導のための専門的な内容を、英語の専門家ではない小学校教員養

成の学生へ、指導時間も少ない中で指導されてきた。しかしそのようなテキストは英語教育へ

の理解を図るという面では不十分であり、学習内容が指導のためにどのように繋がるのか具体

的に示し理解を促すことができれば、効率よく、わかりやすい指導を進めることができる。そ

こで、それらの手法が用いられている構造的テキストデザイン（ＳＴＤ）法を用いた教材を作

成し、学生の指導力を向上させ、全体的な理解と各項目のより深い理解を促すことを目指すこ

とが本研究の趣旨である。この STD 法を用いた教材を作成するに当たり、教材の構造分析、

現在の教材の使用状況を初年度研究とし、テキスト作成については次年度以降の研究課題とし

ている。 

２．研究経過および成果の概要 

   本年度の研究成果として、小学校教員養成課程が設置されている大学のうち、およそ半数の

大学においての使用教材について分析をし、平成 29 年 8 月の関東甲信越英語教育学会第 41 回新

潟大会において、その分析と考察について発表を行っている。この発表では、大学で使用されて

いるテキストは『Hi, friends! 1』または『Hi, friends! 1』、『Hi, friends! 2』の両方としていると

ころが多く、それ以外として、理論的なことも合わせ全般的な内容を含むテキスト、英語に注力

したテキスト等があった。また全く教材の指定がないところも 1 割ほどあり、指導力向上と英語

力向上ではテキストが異なること、また内容が専門的すぎるものもあるため、聞く・話す・読む・

書く、の４技能向上に合わせ、絵本の指導、異文化理解までをカバーするには 1 冊では難しいと

感じた。また文部科学省からの指導用教材である『Hi, friends! 1』、『Hi, friends! 2』については、

二名の分析を専門とする本学の大学院生の協力の下、文法事項、語彙についてそれぞれデータ分

析を行った。これらについては現在得られたデータについて詳細にその内容を考察・検討してい

る段階であり、平成 30 年度の学会において、その考察結果の発表を予定している。 

３．今後の研究における課題または問題点 

  今後の研究計画であるがいくつか課題が挙がっている。まず 1 つ目に、文部科学省から新

たに小学校 5，6 年生用教材『We Can! 1』、『We Can! 2』、3，4 年生用教材『Let’s Try! 1』、『Let’s 

Try! 2』が発表された。3，4 年生用の教材『Let’s Try! 1』、『Let’s Try! 2』については、これ

まで使用されてきた『Hi, friends! 1』、『Hi, friends! 2』と大きな違いはないと考えるが、5，6

年生用の新教材『We Can! 1』、『We Can! 2』についてはこれまで扱われてきた内容や言語材

料と比較すると、その内容は非常に難しく、高度になり、指導者とされている小学校の教員が

これらの内容を指導できるのか、指導できるような教員養成課程の学生向けのテキストが作成

可能なのか、という懸念が浮かんできた。また 2 つ目に、平成 29 年度に行った各大学におけ

るテキストの分析であるが、この文部科学省の新学習指導要領の発表後、徐々に使用教材、使

用テキストが変更され、また出版社から新しく出版される小学校外国語活動指導用のテキスト



134 

 

がこの半年で大量に出され、それらの分析も今後必要になることから、当初の計画よりも分析

の量が増えてしまい、それらの検討に時間がかかると予想される。また 3 点目として、先の 2

つの課題から、教員養成課程の学生に、1 年間で小学校において英語指導ができるようになる

ための、情報の取捨選択が非常に難しくなってしまったということがある。１の研究方法でも

述べたが、小学校教員は英語指導の専門家ではなく、第二言語習得や英語教授法等、詳細に指

導を受ける時間も不十分であり、またそれらを十分に理解することも容易ではなく、英語指導

に必要な最低限の知識と、発展的な知識とを分け、英語力が不十分な学生でも英語指導の意味

を理解し、指導可能な教員に育てるためのテキストを作成することは非常に急を要することで

ある。今後はこのテキスト作成のためより一層の研究を積み重ねる必要があると考える。 

 

 

Summary 

  This study is intended to benefit student teachers planning to teach in elementary school. 

Currently, elementary school teachers are neither sufficiently trained to teach English, nor is 

their English knowledge equal to the challenge of elementary school English instruction. The 

intended output of this study is a course textbook for such teachers, focusing on guidance for 

English instruction. Having begun in 2017, the study will take three years to complete. I 

started by compiling a list of colleges and universities granting diplomas for elementary school 

education. I also determined which textbooks were being used in courses of elementary English 

education throughout the country. I gave a presentation on textbook analysis at the Kanto 

Koshinetsu Association of Teachers of English in Niigata, in August 2017. With the help of two 

graduate students at Toyo University, I have been investigating the structure of the English 

textbooks used in elementary schools. This examination and associated observations are still in 

progress, and I intend to present the provisional findings of my research sometime in 2018. 

 The contents of the children’s English textbooks are increasing in difficulty. MEXT recently 

published two new textbooks, one for the third and fourth grades and the other for the fifth and 

sixth grades. These are entitled Let’s Try! 1 and Lets Try! 2 and We Can! 1 and We Can! 2. Let’s 

Try is similar to the previous textbook Hi, friends!, but the new advanced textbook We Can! is 

relatively more difficult than other textbooks that are currently in use as well as previously 

published ones. The new advanced textbooks cover the past tense, the third person singular, 

word order, and other challenging topics. Many new textbooks used in teaching English at the 

elementary school level have been published over the last six months. However, some of them 

are too complex or require a deeper knowledge of English than elementary teachers, who are 

not experts, possess. This study has as its goal the production of a quality textbook for teachers 

that uses a structured text design to give a flow to the material and allow learners to grasp the 

process of learning. A new system of English education in elementary school has already 

started in some institutes and will be universal by 2020 at the latest, so making this textbook is 

an imperative task to meet the needs of student teachers in elementary school education. 



135 

 

ローカルスモールビジネスの地域経営圏の確立 

―長寿・売薬企業の文献・実態調査研究― 

 

Establishment of Regional Management Zone for Local Small Business： 

Research on Literature and Actual Condition Survey of Longevity Companies and Drug Companies 

in Japan 

 

研究代表者 幸田 浩文（経営学部経営学科） 

 

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ローカルスモールビジネス Local Small Business 

            ②地域経営圏        Regional Management Zone 

      ③長寿企業         Longevity Company 

        ④製薬企業         Drug Company 

      ⑤文献・実態調査研究       Research on Literature and Actual  

Condition Survey 

平成 29 年度交付額／861,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

・【論文(単著)】「近江日野商人の独自性と売薬行商の展開」『経営力創成研究』第 14 号, 東洋大学経営

力創成研究センター, pp. 5-20, 2018 年 3 月 16 日. 

・【講演会(招待講演)】「『日本四大売薬』における行商圏の構築過程とその後」一般財団法人島原科学振

興会 45 周年記念講演会, 2017 年 11 月 6 日. 

・【シンポジウム研究報告】 「ファミリービジネス研究の史的展開－３つの主要テーマを中心として－」 

東洋大学経営力創成研究センター2017 年度第 2 回シンポジウム (平成 29 年度私立大学戦略的研究基

盤形成支援事業), 東洋大学, 2017 年 11 月 18 日. 

・【講演】「近江商人の三方よし（買い手よし, 売り手よし, 世間よし）から学ぶ」館山ロータリークラ

ブ公開講師例会－千葉県館山市, 2017 年 9 月 20 日. 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本研究の目的を達成するために国内の文献研究、アンケート調査、並びに面接調査による実証研究は、

次の４段階を用意した。 

①基礎文献研究：対象製薬・売薬企業に関連する書籍、論文、雑誌、記事類。 

②専門研究機関の文献・資料・資料調査：専門研究機関との研究交流と聞き取り調査等。 

③現存する末裔の代表的な製薬・売薬企業の担当者との面接研究：定型的な質問に限定せず、現場で臨

機応変に柔軟な質問をするが、観察法と深層心理分析の手法を用い、隠された内面性と言葉にし難い暗

黙知的な知識の掘り起こし。 
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④仮説検証の討論研究：以上の３段階を通じて得られた研究成果を素材にして、暫定仮説から最終仮説

の設定に向けて、第３者の客観的情報を含め、今後の研究課題をより絞り込み、同時にその研究方向性

をよる精緻化。より具体的には、 

1) 富山県・滋賀県・奈良県・佐賀県・山口県・岡山県・新潟県の製薬・売薬（行商）に関わってきた商

人・企業の経営理念・手法・販売・流通システムなどに関して、関連学問分野の文献（学術研究雑誌な

ど）・資料・史料所蔵機関（大学・研究所等）を中心に、情報の調査・収集。 

2) 上記地域に現存する末裔の代表的な製薬・売薬企業（経営者）に対するアンケート調査を実施すると

ともに、その後企業・経営者を訪問しヒアリング調査の実施。 

3) 文献（書籍・資料・史料など）調査を通じて収集した情報・データを用いて、代表的製薬・売薬企業

の経営理念・手法・販売・流通システムを比較考量し、かつ事業承継・後継者育成問題とその解決策を

調べることによる長寿・百年企業の最低必要条件・要素の解明。 

 

2．研究経過および成果の概要 

 本年度は, (1) 本研究課題の研究成果として, 東洋大学経営力創成研究センターに論文(単著)を 1 本, 

(2) 本研究課題に関連する先行研究成果を, 一般財団法人島原科学振興会45周年記念講演会への招待講

演, (3) 東洋大学経営力創成研究センター主催のシンポジウムでの基調講演, そして(4) (1) に関連する

研究成果を館山ロータリークラブ公開講師例会での講演を行った。本年度の研究成果で「日本四大売薬」

地域に関する研究は一応の段落をみた。今後は、山口県美祢市の伊佐売薬と岡山県総社市の備中売薬に

取り組むことにする。 

 (1) の成果概要 

本論文では, 富山・大和・田代売薬とは違った史的展開をみせる近江の日野売薬(1) を取り上げた。

その理由は, 日野売薬の特質が, 江戸時代に近江地方（現在の滋賀県）より発祥し, とくに北関東・東北

方面を中心に, 遠く北海道や九州で活躍した近江商人全体に共通する特質と, 日野商人自身の独自性と

が相俟って形作られたと考えるからである。 

日野売薬の特質に言及するにあたり, 第 1 に, 近江商人の起源と特質, 第 2 に近江商人における共通性

と日野商人の独自性について考察した。 

第 3 に, 日野において売薬が創製される以前から行われていた独自の行商方法について行商の概念か

ら言及した。また日野売薬は, 富山・大和・田代売薬とは売薬創製の経緯, 行商取扱商品の内容, 売薬の

販売方法, 行商の仕方などに大きな違いがみられた。 

そこで第 4 に, 日野売薬の祖である正野玄三の売薬創製に至る経緯ならびに日野売薬の製造・販売の

展開について論述した。そして日野商人は, 顧客への信用力の強化と仲間の他国稼ぎの支援を目的に, 

株仲間でなく地縁・民主的な「日野大当番仲間」を設けた。この仲間組織は他の売薬にみられる株仲間

とは異なる機能を有していたことが分かった。 

そこで第 5 に, この組織の特徴と日野（売薬）商人にとっての存在意義について論究した。 

 

(2) の成果概要 

 越州富山（富山県）、和州大和（奈良県）、江州日野（滋賀県）、そして対州田代（佐賀県）といった 4

つの地域における行商圏の構築過程は、当時の幕藩体制下での各地の状況により異なる展開をみせた。

富山売薬においては富山藩が第一の国産としての積極的な売薬業への振興・保護・統制施策や免税によ
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る支援政策を取ったのに対して、大和売薬や日野売薬の場合は富山藩のような売薬業への振興・保護・

統制施策が取れなかったが、比較的自由に領域外との交易や移動が容易という地の利があった。他方、

田代売薬では、藩が農村での商工業を厳しく禁止し、農民の農業への専念を命じたが、農民たちは非公

式に売薬・行商をすることで、徐々に行商圏を拡大していった。以上、江戸期中期から現在に至るまで

の「日本四大売薬」地域の歴史的展開を中心にその諸特徴を明らかにした。 

 

(3) の成果概要 

本講演では、こうした三者を研究対象とした国内外のファミリービジネス研究の展開と、学際的研究

テーマであるファミリービジネス研究への周辺諸科学・理論からのアプローチを整理した。欧米に比べ

てわが国のファミリービジネス研究はまだ緒についたばかりである。「所有と経営の分離」神話の呪縛

から解き放たれて、ファミリービジネス研究のさらなる進展が望まれる。 

 

 (4) の成果概要 

 本講演では、近江商人の経営実態（企業管理、ビジネス活動、経営に関する技術・技法・技能など）

について考察することで、かれらの経営哲学（CSR 経営）由来する地域経営圏の構築の実態について明

らかにした。 

 

3．今後の研究における課題または問題点 

本研究では、文献研究ならびにアンケート・ヒアリング調査を実施するが、先行研究の分かったこと

は越中富山・近江日野・大和商人に関する文献・資料・史料は古文書などを除き多くを入手済みである。

しかし、田代商人については学術図書・文献などはわずかに入手・確認済みだが、伊佐・備中・富山商

人に至っては民族博物館などの展示物しか確認できていない。その場合は、田代商人を含む４つで所期

の目的は達成できる。またアンケート調査は回答数の特定が不明であり、不確定な要素が大きいが、先

行研究において後継企業の経営者との接触があり、地域の代表企業と経営者へのヒアリング調査で、そ

の点はフォロー・カバーできる。 

 

Summary 

(1) Toyama patent medicine business is a Japanese representative local industry which has grown 

up by door-to-door visits under the management principle of Value First, Money Later since the 

mid-Edo period. In this system drug merchants travel around the country once or twice a year for 

restocking medicine chests and collecting bills for the amount of medicines consumed. The driving 

forces that make it possible that Toyama patent medicine business could continue to survive is for 

one thing, tax reduction policies and active practices such as measures of promotion, protection, and 

support of patent medicine business by the Toyama Domain; for another, the adoption of the home 

distribution system of patent medicines by Toyama patent medicine merchants as a pioneer of the 

current consumer lock-in. 

 

(2) During the Edo period, Yamato Baiyaku (patent medicine business) was overwhelmed by 

Toyama Baiyaku's organizational power and sales expertise. The Meiji Government started to 
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impose heavy taxes on patent medicine business. In order to deal with it, distinct organizational 

structures of patent medicine businesses were established in Nara and Toyama prefectures with the 

initiative of Yamato Baiyaku and Toyama Baiyaku. They have endured the change of social, 

economic, and political environments for years, establishing indigenous industries of drug and 

patent medicine in Nara and Toyama prefectures. The business of Baiyaku, which is now called 

Haichi Katei Yaku (household deposit medicine), have survived as a traditional industry with the 

management principles of “Value First, Money Later” and “Door-To-Door Visit” not only in Nara and 

Toyama prefectures, but also in other places. 

 

(3) Tashiro Baiyaku flourished in Tashiro territory, an enclave of So family's Tsushima domain 

during the mid-Edo period. In Tsushima domain peasants were forced to concentrate on 

agricultural work, being prohibited from engaging in commerce and industry. Yet, they sold patent 

medicine as peddlers without permission and gradually extended their drug peddling areas. 

Eventually they were permitted to engage in peddling outside of Tsushima domain and rapidly 

expanded their peddling business around Kyushu from the late Edo period to the early Meiji period. 

Their business continued to survive during the period of Taisho, the early Showa, and the World 

War II despite strict governmental measures and heavy taxes on patent medicine, enlarging 

their peddling areas not only to all over Japan but also to foreign countries. However, the demand 

for household deposit medicine has dropped since the period of rapid economic growth in the 1960s. 

The patent medicine business is ailing due to the aging of drug peddlers and the lack of their 

successors. 

 

(4) Omi merchants refer to four merchants (Takashima, Hachiman, Hino, and Koto) arising from 

the Omi district around the current Shiga Prefecture and Lake Biwa in the Edo period. They 

established their own distribution network by linking local rich merchants with an abundant labor 

force and opening stores in peddling areas whereas head stores were located in Omi. In contrast to 

other Omi merchants who sold goods in large cities, Hino merchants went to small cities and 

adjacent rural areas in North Kanto and Tohoku, opened many stores, and sold goods on 

commission through these stores. Genzo Shono in Omi Hino Town produced concoction by 

combining five medicines in 1701. This drug was well-received for its effectiveness, replacing 

Hinowan, the leading product of Hino merchants with Hino patent medicine as goods sold on 

commission through existing sales network over time. A merchants' association named 

“Otoubannakama” which was established in 1680 supported it. Its activities had continued until the 

early Meiji era for about 200 years, contributing to the development of Hino patent medicine. 
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リーダーシップ開発のためのエグゼクティブ・コーチングによる 

視点と行動の変容の研究 

A study on the transformation of clients’ perspectives and behaviors 

by executive coaching for leadership development 

 

研究代表者 室松 慶子（法学部法律学科） 

 

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エグゼクティブ・コーチング  Executive Coaching 

            ②リーダーシップ開発    Leadership Development 

      ③強み    Strength 

        ④アセスメント   Assessment 

      ⑤自信      Self-Confidence 

平成 29 年度交付額／1,151,000 円 

  

研究発表／ 

（１）学会口頭発表 

・Muromatsu, Keiko  “What Executives Need to Develop for Success:  

A Three-Dimensional Model of Skills for Learning in Executive Coaching”,    

31st Annual Australian & New Zealand Academy of Management Conference,  

Creative Disruption: Managing in a Digital Age, RMIT University, Melbourne,  

Australia.  2017 年 12 月 8 日（査読付き） 

（２）論文 

・Muromatsu, Keiko  “What Executives Need to Develop for Success:  

A Three-Dimensional Model of Skills for Learning in Executive Coaching”, 

Australian & New Zealand Academy of Management, 31st Annual Australian & 

New Zealand Academy of Management Conference, Creative Disruption: 

Managing in a Digital Age, Conference Proceedings, pp. 1725 – 1741.  2017 年

12 月（査読付き） 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

コーチングが有望な人材開発のツールとして活用され、コーチング産業が興隆しているが、

学術研究が乏しく、コーチングの効果の解明が望まれている。本研究は、リーダーシップ開発

のツールとしてエグゼクティブ・コーチングに着目し、Muromatsu (2014) で提案した「エグ

ゼクティブ・コーチングにおける自己変容のプロセス」を検証することによりコーチングの有

効性を明らかにすることを目的とした。 
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研究方法は、エグゼクティブ・コーチングのクライアントが開発すべきスキルとは何かを探

るための学際的文献研究と、「自己変容のプロセス」を検証するためのアセスメント実施と継

続的コーチングを行う実践的研究である。後者は、アセスメントの実施・解釈・フィードバッ

ク及びコーチングを資格を有する研究代表者自身が行う研究方法をとるため、実施者のスキル

の差に由来する効果の差が結果に反映するという問題がなく、コーチングの有無による効果の

相違が解明できる。さらに、分析者が、調査結果のみではなく、クライアントに直接コーチと

して関わるため、プロセスの研究に適した方法である。 

 

２．研究経過および成果の概要 

文献研究において、エグゼクティブ・コーチングのクライアントが開発すべきスキルを探究

するにあたり、エグゼクティブ・コーチングの定義は様々であり、したがって、開発すべきス

キルが曖昧であることが分かった。そのため、それら複数の定義を精査した。また、クライア

ントとしてあげられているリーダーとマネージャーは、文献により同一視されたり別個として

扱われたりしているため、これについても精査した。本研究では、リーダーとマネージャーは

別であるという立場を取り、さらに、エグゼクティブの脱線の先行研究やコーチングの最新デ

ータを考慮に入れ、それぞれに必要なスキルについて分類した。これらを基に、成功するエグ

ゼクティブが必要とする、リーダーシップスキル、マネジメントスキル、個人内スキルの 3 次

元モデルを提案した。この研究は、コーチング研究が盛んであるオーストラリア・ニュージー

ランド経営学会の年次大会の査読審査を通り、12 月にメルボルンにて口頭発表を行った。そし

て、論文は大会のプロシーディングスに査読付き論文として掲載された。 

実践研究は、コーチとの対話によってクライアントが新たな視点を発見し行動を変容させる

プロセス (Muromatsu, 2014) と継続したコーチングにアセスメントを組み入れることが変容

の誘因となること（室松, 2017）を踏まえ、コーチングの効果を明らかにすることを目的とし

た。研究対象者をコーチングを受けるグループ A と受けないグループ B に分類し、目標達成

までのプロセスを比較する方法をとった。まず両グループに共通して詳細なキャリアアンケー

ト調査と Gallup 社のクリフトンストレングスのアセスメントを実施した。その後、グループ

A の研究対象者は、12 週の間にアセスメント結果説明を含む計 4 回のコーチングを受け、目標

設定及び課題への取組みはコーチング有の状態で行った。一方、グループ B は、アセスメント

結果説明を除いては、同一期間で取り組む目標を各自で設定しその課題に個人で取り組んだ。

12 週間の取り組み後に、両グループに自己変容のプロセスを中心とした詳細な記述式のアンケ

ートを行った。 

研究結果は継続したコーチングが有効であることを示した。コーチング有のグループの方が

目標達成率が高かった。定期的に行われるコーチングがはりあいとなったり、コーチとの対話

が取り組みへの励みとなり、多忙な中でも取組みを継続させようとするモチベーションになる

ことがわかった。さらに、このグループは、背中を押された、行動的になった、自信がついた、

というコメントが多く、ポジティブな意識に変容しており、コーチング終了後に対しても前向

きな姿勢を示した。一方、コーチング無のグループは、目標達成率が低い傾向を示し、取り組

みの熱心さに個人差が出た。これらから、継続したコーチングはクライアントの目標達成に有

効であり、コーチング終了後もその達成感が持続する力をもち、自信を生み出すあるいは向上
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させる効果があると結論できる。この実践的研究の成果は、論文あるいは学会において発表し、

リーダーシップ開発に活用させたい。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

今回の研究において、コーチングにより開発されるべきリーダーのスキルとコーチングの有

効性が明らかになった。しかし、今回のコーチングは 12 週間という期間であり、プロセスの

研究にはより長期にわたる継続したコーチングの調査が必要である。また、今回は強みを強調

するアセスメントを用いたが、弱みを浮彫にするアセスメントを活用した同様な研究も必要で

あると考える。本研究を発展させた研究課題が平成 30 年度の科学研究費助成事業に採択され

た。平成 32 年度までの助成の機会を得て長期的な研究が可能になったため、今後はこのよう

な方向性で研究を発展させていきたい。 

 

 

Summary 

         Executive coaching has been utilized as a tool of leadership development.  Although the 

coaching industry flourishes, its effectiveness has yet to be ascertained by academic research.  

This study endeavors to elucidate such effects from the perspective of a “Process of 

Self-Transformation in Executive Coaching” that I proposed in Muromatsu (2014). 

This research consists of two parts.  One part investigates what skills executives need to 

develop for success.  The areas that the executive coaches are working on are described as 

“leadership skills” or/and “management skills.”  However, the acquisition of high levels of such 

skills does not seem to ensure success, with the overused strengths becoming weaknesses, 

causing the derailment of executives.  I have proposed a three-dimensional model of skills for 

executives’ learning.  By possessing a strong combination of these three skills, executives can 

continue to be successful and can prevent their derailment before it occurs.  This work has 

been accepted as a refereed paper to be presented at the international conference and has been 

published in the peer-reviewed proceedings, in December 2017. 

         The second part of the research consisted of an empirical study.  Study participants were 

divided into two groups: Group A, which received coaching and Group B, which did not.  First, 

I administered a detailed questionnaire about their careers, as well as a CliftonStrengths 

assessment, to both groups.  Then, the participants in Group A set goals and made efforts to 

achieve their goals for 12 weeks while they received 4 periodical personal coaching sessions.  

In contrast, Group B set goals and made efforts on their own for 12 weeks, receiving only one 

session of feedback on their assessment.  As a certified executive coach, I performed coaching 

in addition to analyzing the data as an academic researcher.  After the 12 weeks, the 

questionnaire was administered to both groups.  Group A showed a higher rate of achievement 

of their goals as compared to Group B, demonstrating that continuous coaching is effective.  In 

addition, Group A reported that they were motivated and felt encouraged by conversation with 

the coach, raising their self-confidence.   
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A project for future research would involve a longer period of coaching as well as the use of a 

different assessment tool that reveals an individual’s weaknesses as well as strengths.  This 

academic year, my research subject, which is based on this study, was chosen to receive a 

KAKENHI Grant (2018 – 2020).  This support will enable me to begin the new research project 

described above, where I will further investigate the effectiveness of coaching. 
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生命保険約款の解釈問題 

Interpretation of Life Insurance Policy 

 

研究代表者 李 芝妍（法学部法律学科） 

 

研究機関／平成 29 年 4 月 1 日～平成 3 月 31 日 

 

キーワード／① 保険契約      Insurance Contracts 

      ② 保険約款      Insurance Policy 

      ③ 解釈          Interpretation 

      ④ 重要事項   Material facts 

      ⑤ 情報の不均衡  Inequality of information 

 

平成 29 年度交付額／493,000 円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

（１）学会および口頭発表 

・李 芝妍「一部誤表記のある保険約款の適用と解釈問題」日本保険学会（関東部会）平成 29 年 3 月

17 日報告 

（２）論文発表 

・李 芝妍「一部誤表記のある保険約款の適用と解釈問題―韓国における災害死亡保険金と自殺に関す

る事例を中心として―」『保険学雑誌』第 638 号 1～22 頁（平成 29 年 9 月）、査定あり 

・李 芝妍「生命保険約款の解釈上の諸問題（仮）」平成 30 年度発表予定 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 保険契約が当事者間の情報が不均衡な附合契約であり、その契約内容である保険約款は内容と用語な

どが専門的で難しいことから、保険約款の解釈には契約解釈一般とは異なる特有の解釈原則が用いられ

ている。そこで、本研究では、保険約款の正しいあり方と消費者にとって分かりやすい保険約款の定着、

保険約款の適正な解釈原理について提案できることを目的として研究を行った。 

 その目的達成のために、日本とイギリス、アメリカを中心として保険約款に関する基礎理論を整理し、

解釈問題に関する文献調査と比較法的分析方法により研究を行った。そして、解釈問題の実態調査のた

め、実務担当者にヒアリングを行い、その内容を学理的に分析した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 平成 29 年度の前半は、3 月に学会報告を行った韓国の事例をベースとした保険約款の適用と解釈問

題について研究を進めて、その成果を保険学雑誌 9 月号に掲載した。 

 契約を解釈する究極的な目的は契約当事者間の意思を明確にすることであり、契約の性質を有する約



144 

 

款においても同様である。しかし、保険約款の解釈は保険者と保険契約者の合理的な意思を追求する作

業であるため、約款全体を鑑みて公正かつ客観的な方法で行わなければならない。また、その過程にお

いては保険団体全体の利害関係と公共利益も考慮すべきであることを再確認できた。 

 その後、研究の争点を少し変えて、1901 年にフランスで登場した Saleilles の附合契約理論とイギリ

スの裁判所で約款解釈上の判断基準とされる合理的な保険契約者の概念について考察した。その研究を

遂行するため、12 月にイギリスとフランスを訪問し、資料収集と分析を行った。収集した資料の分析結

果を踏まえ、その成果を論文としてまとめる予定である。 

従来、ドイツの客観的な解釈原則は約款解釈において個別約定がある場合を除いて、個別的事案の具

体的事情は全く考慮されないとしている。しかし、この見解は約款条項の契約的性質に反するものであ

るため、批判の見解が多くみられた。従って、保険約款を解釈する際、一般的に考慮すべき個別的事情

は存在しないが、例外として個別事情が存在する場合もあるので、その場合は解釈範囲内で考慮すべき

であるとの結論に至った。 

次に、約款解釈の大原則である作成者不利益の原則は責任思想に基づくものである。すなわち、契約

条項を作成した者は一般的に自己に有利になるよう表現する可能性が高いため、その欠陥（不明確性）

から生じうる危険も作成者本人が負担しなければならないとしている。しかし、すべての意思表示を作

成者不利益の原則に基づいて解釈してしまうと、不合理な結果をもたらすことになるため、その前提と

して一方の当事者が契約条項を相手の意思に関係なく提示したことを要する。 

そして、作成者不利益の原則は他の契約解釈原則に対する補充性を有するものである。すなわち、作

成者不利益の原則は保険約款に不明確条項があるだけで、すぐ適用されるわけではなく、他の解釈原則

を適用しても不明確性が除去されない場合に適用されるものである。 

結局、個別約定とか約款条項に対する共通の理解が確認できなくて、定型的意味を明らかにする解釈

からもその不明確性を除去できなかった場合、作成者不利益の原則が適用されることになる。 

本研究では、保険約款の解釈において原則として個々の契約者の意思あるいは具体的な事情を考慮す

ることなく、平均的顧客の理解可能性を基準として客観的かつ画一的に解釈しなければならないことを

究明し、アメリカ法による保険約款の特質に基づく修正解釈ルールの展開に注目する必要があることを

指摘した。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

今後は昨年度に成立した改正民法の中に定型約款に関する条項が新設されたので、保険約款との関連

性を課題として保険約款に関する研究を発展させていく予定である。また、保険約款の解釈問題につい

て比較対象としていたアメリカに関する研究が残されているので、アメリカにおける保険約款の解釈原

則の動向と契約文書の修正を意味する reformation を研究課題として検討を続けていく予定である。 

 

Summary 

 

 Insurance policy used for concluding insurance contracts are pre-drafted by the insurer to sign 

insurance contracts with multiple people, and it makes it possible to reduce transaction expenses 

and to sign contracts promptly. 

However, because the contents of insurance policy such as limitations of insurer responsibility is 
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complex and difficult, there are difficulties for insurance consumers to understand the contents and 

it is made advantageous to the insurer, thus unjustly infringing upon the interests of the insurance 

subscribers. 

Furthermore, insurance subscribers are normally at a much more disadvantageous position than 

the insurer in policy of the technical and legal knowledge of the insurance contract, and it is 

common for them to sacrifice their interests. Therefore, it is necessary to restrict insurance policy to 

manage and maintain insurance, which has the characteristic of good faith and public benefit, while 

protecting the insurance subscriber who may not properly understand the contents of insurance 

contract. 
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評判情報サイトのレビュアー評価を用いた製品/サービスの 

適正な価値とゆらぎの推定 

Estimation appropriate values and value noises of products / services based on reviewer evaluations 

on reputation information sites 

 

研究代表者 山田和明（理工学部機械工学科） 

 

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評判情報サイト Reputation Information Site 

            ②レビュアー評価 Reviewer evaluation 

      ③評価のゆらぎ  Evaluation noise 

        ④価値推定    Value estimation 

      ⑤粒子フィルタ  Particle filter 

平成 29 年度交付額／973,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

・山田和明, 髙橋裕紀, 西野成昭, 竹中毅, 評判情報サイトにおける製品/サービス選択時の事

前期待の影響, 計測自動制御学会システム・情報部門第 15 回社会システム部会研究会,  

pp.80—87 平成 30 年 3 月 

・西田公己, 山田和明, 多目的強化学習のマルチエージェントシステムへの適用, 計測自動制

御学会システム・情報部門第 59 回システム工学部会研究会, pp.20—23 平成 30 年 3 月 

・松田祥之, 山田和明, 粒子フィルタの推定精度向上に関する研究 - レプリカ交換法を

用いたMCMC法の導入 -, 情報部門第 59回システム工学部会研究会, pp.24—27 平成

30 年 3 月 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

オンラインショップやシェアリング・エコノミーの発展により，消費者は企業だけでなく

個人が提供する多様な製品／サービスを簡単に入手できるようになった．一方，個人がウェブ

から製品／サービスの詳細を知ることは難しいため，それらの適正な価値を推定することが困

難になった．そのため，本研究では，ウェブ上のレビュアー評価から製品／サービスの適正な

価値と，レビュアーと製品／サービスの双方に生じるゆらぎを，システムの状態を推定する手

法の一種である粒子フィルタを用いて同時に推定し，少数のレビュアー評価でも製品／サービ

スの適正な価値を一定の信頼度で推定する評判情報システムの開発を目指す．提案する評判情

報システムを開発するために，次に示す 3 つのパートに分けて研究を進める． 

(1) 消費者が製品／サービスの価値を評価する際の評価プロセスをモデル化するために，まず，

既存サイトから実データを収集してレビュアー評価に生じるゆらぎ（ノイズ）を分析する．

次に，消費者が製品／サービスを評価する意思決定モデルを構築する．また，粒子フィル
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タの推定精度を向上させるために最適化手法を導入する． 

(2) 作成したモデルを基に評判情報サイトの仮想シミュレータを作成し，レビュアー評価や製

品／サービスの価値のゆらぎを変えて，提案する評判情報システムの推定精度を改善する． 

(3) 実用化に向けて，既存の評判情報サイトの実データを用いて提案手法の有効性を検証し，

多様なレビュアー評価から製品／サービスの適正な価値を推定する手法を確立する． 

提案手法は，評判情報サイトにおける多数のレビュアー評価から粒子フィルタによって，製

品／サービスの適正な価値を推定する．そして，提案手法の有効性を，実際の評判情報サイト

を模したエージェント・ベース・シミュレーションを通して検証する．そのため，構築する消

費者の意思決定モデルが，実施の消費者のそれ類似していることが望ましい．そこで，今年度

は第１段階として，消費者が製品／サービスの価値を評価する際の評価プロセスのモデル化，

および，粒子フィルタの推定精度を向上させるために最適化手法の導入を行う． 

 

２．研究経過および成果の概要 

  ○ 消費者が製品／サービスの価値を評価する際の評価プロセスのモデル化 

消費者が製品／サービスの価値を評価する際の評価プロセスをモデル化するためには，まず，

(a) 消費者が製品／サービスの価値を評価する際に発生する評価のゆらぎの大きさを知る必要

がある．また，(b) 消費者が製品／サービスを利用・評価し，評判情報サイトにレビュアー評

価を投稿する際の意思決定モデルを構築する必要がある．そこで，本研究では，クローラを作

成して既存の評判情報サイトからレビュアー評価を収集し，消費者における評価のゆらぎの分

析を進めた．また，消費者の意思決定モデルを，マーケティング分野における期待不一致モデ

ルと，事例ベース意思決定モデルを参考に構築した．そして，構築した消費者の意思決定モデ

ルを実装したエージェント・ベース・シミュレーションを作成し，消費者の人数，および，評

価基準が異なる消費者の割合を変更したとき，製品／サービスの評価がどのように変化するの

か計算機実験により検証した．その結果，多数の消費者が製品／サービスを評価し，その評価

を集計して，他の消費者にフィードバックすることで，実際の評判情報サイトと同様，製品／

サービスの評価が適正な値に収束することを確認した． 

 

○ 粒子フィルタの推定精度向上 

本研究では，粒子フィルタの推定精度を向上させるため，最適化手法の一種であるレプリカ

交換方を用いた MCMC 法を導入した．粒子フィルタは，ノイズを含むセンサ入力からシステ

ムの真の状態を推定する手法である．粒子フィルタでは，システムの状態を表す状態空間に多

数の粒子を散布し，センサにより観測されたシステムの状態から散布した各粒子の尤度を算出

する．そして，尤度に基づいて重み付けした多数の粒子によりシステムの真の状態を確率分布

として近似する．粒子フィルタの多数の粒子により近似された確率分布が，正規分布のような

単峰性の場合，システムの真の状態は尤度に基づいて重み付けされた多数の粒子の加重平均に

より算出できる．しかし，近似された確率分布が多峰性の場合，システムの真の状態の存在確

率が，最も高い分布を探索する必要がある．そこで，本研究では，多峰性，かつ，深い谷が存

在する確率分布において，レプリカ交換法を用いた MCMC 法により確率の最も高い状態を探

索する手法を提案し，計算機実験を通して有効性を検証した．その結果，散布した多数の粒子
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が状態空間上に密集している場合は，提案手法の推定精度が高く，一方，多数の粒子が状態空

間上に散らばっている場合は，加重平均の方が推定精度が高いという結果となった． 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

今年度は，提案する評判情報システムを開発する 3 つのパートのうち第 1 段階を行った．今

後は，今年度作成した消費者の意思決定モデル，および，レプリカ交換法を用いた MCMC 法

を導入した粒子フィルタを，評判情報サイトを模したエージェント・ベース・シミュレーショ

ンに搭載し，提案手法の推定精度を検証し，提案手法の実用化を進める予定である． 

 

Summary 

In this study, we propose a novel method to estimate appropriate values of products / services 

by using particle filter from many user evaluations in web sites such as amazon.com, 

booking.com, and so on. In those web sites, users can vote the evaluations of products / services 

such as books and restaurants. However, all users cannot always estimate values of products / 

services appropriately. And products / services cannot always keep fixed values. Thus, we need 

to estimate appropriate values of products / services by removing noise of user evaluations and 

products /services. To overcome above-mentioned problems, we construct a reputation 

information system which can estimate the appropriate value of products / services from many 

user evaluations. In order to construct the proposed system, we separate the proposed system 

three parts as follows. 

(1) In order to model the evaluation process in the case when users evaluate products / services, 

firstly, we download user log data from existent reputation information sites, and extract the 

noise of user evaluation. Next, we construct a decision making model for evaluating products 

/ services. And we employ optimization methods to the particle filter. 

(2) We construct an agent based simulation embedded the proposed a user decision making 

model. 

(3) In order to realize the proposed system, we investigate the efficiency of the proposed method 

by using a lot of user log data which downloaded from existing reputation information sites. 

The proposed method can estimate the appropriate value of products / services by using 

particle filter from many user evaluation. We investigate the efficiency of the proposed method 

through the agent based simulation imitating existing reputation information sites. Thus, it is 

better that the constructed user decision making model is similar to existing web user's it. In 

this year, we modeled the evaluation process of web users when user evaluate products / 

services. And we employed the optimization method to particle filter in order to improve the 

estimation accuracy. Above-mentioned research achievements were presented in SICE 15th 

Social System Conference and 59th System Engineering Conference. 
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革新的超音波診断技術の確立を目的とした３次元同位置計測システムの開発 

Development of 3D Automatic Positioning System  

for Innovative Ultrasound Imaging System   

     

研究代表者 新藤 康弘（理工学部機械工学科） 

 

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

キーワード／①超音波 Ultrasound 

            ②リハビリテーションシステム  Rehabilitation System 

      ③変形関節症  Osteoarthritis 

        ④温度計測 Temperature Measurement 

      ⑤有限要素法解析 Finite Element Method 

平成 29 年度交付額／868,000 円 

  

研究発表／ 学会および口頭発表 

・ Yasuhito Ichishima, Yasuhiro Shindo, Kazuo Kato, Akira Takeuch (共著), A 

Study of Controlling Ultrasound Irradiation Area and Focal Length by Changing 

HIFU Transducer, IEEE LSC 2017 (life science conference), オーストラリア シ

ドニー, 2017 年 12 月 

・ Yasuhiro Shindo, Kenji Takahashi, Futoshi Ikuta, Yuya Iseki, Kazuo Kato, An 

Evaluation of Microwave Diathermy Systems Using Temperature Increase 

Distributions Produced by Ultrasound Imaging Techniques, IEEE International 

Ultrasonics Symposium (IUS2017) アメリカ ワシントンＤＣ, 2017 年 9 月 

論文 

・ Evaluating Microwave Diathermy Results Using Robotic Arm Guided 

Temperature Measurement System, Yasuhiro Shindo, Kenji Takahashi, Futoshi 

Ikuta, Yuya Iseki, FERMAT (Forum for Electromagnetic Research Methods and 

Application Technologies) , Vol.22, Article 1, pp. 1-7. 2017 年 8 月 

・ Improved Deep Thermal Rehabilitation System with Temperature Measurement 

Function Using Ultrasound Images, Yasuhiro Shindo, Kenji Takahashi, Futoshi 

Ikuta, Yuya Ikuta, Kazuo Kato, Thermal Medicine, Vol. 33, No. 3, pp. 91-101. 

2017 年 9 月 

受賞 

2017 年 9 月 日本ハイパーサーミア学会研究奨励賞 

2018 年 3 月 関東ハイパーサーミア研究会優秀発表賞 
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研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 医療現場において、超音波画像診断は、侵襲性が極めて少なく、安全かつ低コストで簡便な

診断方法として高い頻度で用いられている。特に、超音波画像に含まれるドップラーデータを

情報処理することで、リアルタイムで撮像部位の血流量計測が可能であるという他の装置には

無い利点がある。これらの理由により、超音波画像診断装置の汎用性は CT や MRI 等の他の

画像診断装置と比べて極めて高く、医療現場において欠かすことのできない、使用頻度の高い

汎用計測装置といえる。 

 しかし、超音波プローブの取り回しの容易さ故に、プローブの傾きや人体に押し当てる力の

加減によって、撮像断面が大きく変動してしまうという欠点がある。そのため、一度でも超音

波プローブを人体から離してしまうと、再度同じ部位を計測することは、極めて困難である。

そのため、同位置での超音波画像診断可能なシステムは実現できていないのが現状である。 

 しかしながら、汎用性が高い超音波画像診断装置を用いて、高精度同位置計測が可能となれ

ば、術前術後の画像比較を行うことが極めて容易となり、予後経過観察、運動前後での組織比

較、同位置での血流量計測などの計測がより高精度かつ簡便に可能となる。そのため、医療現

場において、同位置計測機能を有する超音波画像診断装置の開発が待望されている。 

 これまでに、先行研究において超音波画像診断装置を用いた非侵襲的な、人体内部の温度分

布計測システムの開発に着手しており、本研究で提唱する同位置計測システムと組み合わせる

ことによってより高精度な温度計測ができると考えている。さらに、これまで進めてきた温熱

リハビリテーションシステムと組み合わせることによって、さらなる研究の発展、臨床応用へ

の可能性を高めることができる。 

本研究では、予算を考慮し、上記研究課題の基礎検討部分についての研究を進めた。具体的

には、先行研究で開発したロボットアームを用いた超音波画像自動取得システムを開発し、画

像誤差の計測および、温度計測システムと組み合わせた際の計測精度に関して、実験的に確認

した。その結果、本研究で開発したシステムを用いることで高精度に同位置での超音波画像取

得を実現し、非侵襲的な温度計測システムの精度向上にも貢献できることが明らかとなった。 

さらに温熱リハビリテーション分野においても、本システムが効果的であることを結論付け

た。 

  

２．研究経過および成果の概要 

 本研究で提案する温度計測機能は、加温前後の超音波画像を比較画像処理することで、温度

変化による微小な超音波画像の変化を数値的に解析し、その変位量を基に内部温度計測を可能

としている。そのため、高精度な計測再現システムの構築が必要不可欠であった。現在までに、

ロボットアームを自作し、実験的システムの構築を行い、先行研究の温度計測システムと組み

合わせることで、より高精度に温度計測できることを実験的に確認した。 

 研究成果に関しては、積極的に学会発表を行い、査読付き国際会議において 2 件の発表と、

2 編の筆頭論文が学会誌に掲載された。 

 また発展研究として、超音波治療に関する研究を進め人体内部での超音波伝搬に関するコン

ピュータシミュレーションにも着手することができ、研究をさらに発展することができた。 
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 さらに、日本ハイパーサーミア学会による研究奨励書の受賞、関東ハイパーサーミア研究会

から優秀研究発表賞を受賞することができた。 

  

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 本年度では研究課題の基礎検討として、超音波画像診断装置による計測再現システムを構築

しその精度について実験的に有用性を確認した。今後、温熱リハビリテーション装置と組み合

わせたシステムの構築を実施予定である。また、本温度計測機能は汎用性が高く、リハビリテ

ーション分野のみならず様々な分野において求められていることから関連分野への研究発展

も望めると考えている。 

 

Summary 

Thermal rehabilitation systems are widely used for treating musculoskeletal disorders in 

clinics. Microwave diathermy system is one of the most popular thermal rehabilitation 

treatments for the purpose of inhibiting the early progression of osteoarthritis (OA). 

Microwave diathermy systems are typically set at 2.45 GHz. The applicator heats the 

human knee without contacting the skin’s surface. For effective thermotherapy of OA, the deep 

cartilage should be heated. However, because of the wavelength, microwave diathermy is not 

the most effective heating method for the deep tissue. Our previous experiments using agar 

phantoms showed that microwave diathermy was able to heat only less than 20 mm deep past 

the surface of the skin. 

In this study, we developed a new temperature distribution measurement system using 

ultrasound images taken before and after each heating treatment. The basis of this method was 

already tested in our previous research, and we found that this system’s algorithm was able to 

effectively estimate temperature distributions inside the human body. To evaluate the heating 

performance of microwave diathermy systems, we compared our experimental results using our 

newly-developed system to results calculated by using FEM. 

As we conducted microwave diathermy on a healthy human subject’s knee, we accounted 

for slight shifts of the ultrasound images taken before and after heating, and we were able to 

estimate the heat penetration depth from comparing these images. To calculate the 

temperature distribution using FEM, we used an anatomical knee model reconstructed from 

MRI.  

From our results, we confirmed that the microwave diathermy system could not effectively 

heat the deep tissue in the knee. Furthermore, we found that by using ultrasound imaging 

techniques, we were able to calculate the temperature increase distributions inside the human 

body. Additionally, our newly-developed system is able to measure the temperature in 0.5-1.0oC 

increments by using the robotic arm. This sensitivity is an improvement over measurement 

systems using CT or MRI. 
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道路舗装下の埋没管の位置測定の向上に関する研究 

Study on improvement for measurement position of 

underground-pipe under pavement 

     

研究代表者 久保寺 貴彦（理工学部都市環境デザイン学科） 

 

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地中レーダ Underground-radar 

            ②埋設管   Underground-pipe 

      ③土被り   Overburden 

        ④金属板   Metal-plate 

      ⑤土槽    Soil-tank 

平成 29 年度交付額／2,000,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

・久保寺貴彦，政春尋志，渡部舜二，石森智也，石田哲朗：地中レーダによる埋設管の

土被り測定の向上に関する実験，土木学会全国大会，第 73 回年次学術講演会講演概

要集，2p，2018 年 8 月．(発表予定) 

・久保寺貴彦，政春尋志，渡部舜二，石森智也，石田哲朗：地中レーダによる埋設管の

土被り測定の向上に関する実験，土木学会論文集 E1（舗装工学），No.3（舗装工学論

文集），2018 年 6 月．(投稿予定) 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

地下空間には，上下水道，ガス，電力，通信などの施設が埋設されており，位置が誤っていると

開削時に目的外の埋設物に直面してしまう．このため，地下空間をできる限り正確に把握する技術

が必要である．埋設管の位置を知る方法に台帳図があるが，上下水道，ガス，電力，通信の管理者

は別々なので，それらの台帳図も別々である． 

そのため，埋設管の位置を別の方法で測るべきだと考え，地中レーダを用いた埋設管の土被りを

測定する技術に着目した．地中レーダは，表面から電磁波を照射して，埋設管からの反射を利用し

て，埋設管の土被りを測定する．しかし，埋設管の形状が円柱であるので，電磁波は埋設管上面で

乱反射する恐れがある．そこで研究代表者は，埋設管の土被り測定の向上のため，電磁波を正反射

しやすいよう矩形の金属板を埋設管上面に設置することに着想した． 

また，平成 28 年 4 月 1 日より，国土交通省は，電線等の埋設に関する設置基準を緩和した．こ

れによると，交通量の少ない生活道路で道路の舗装厚さが 50cm の場合，電線の頂部と路面との距

離は，これまでの 80cm から最大 35cm まで浅くすることが可能となった．このような背景から土

被りもパラメータとすることとした． 

埋設管上面の金属板の有無，土被りが地中レーダの測定に及ぼす影響を明らかにするため，既知
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図-2 埋設管を設置した土槽 

 

図-3 金属板ありの埋設管 

 

図-4 地中レーダによる探査 

の土被りを用意し，これを容易に変更できる必要がある．さらに，土の含水比を一定にさせる必要

がある．このため，埋設管を設置した土槽での実験を行った． 

使用する土の含水比を求めるため，突固めによる土の締固め試験を行った．本実験で使用する試

料は，東洋大学川越キャンパス内で採取したものである．図-1 に締固め曲線を示す．図-1 から，最

適含水比は，29％くらいだが，地中レーダは，地下水，雨天時と雨天後では良い結果は得られず，

含水比が低いほうが良いとされている．このため，本実験で用いる含水比は，最大乾燥密度 90%以

上を確保する範囲で含水比を低くした 17.5±2.5%の範囲に設定した． 

埋設管を設置した土槽を図-2 に示す．土槽のサイズは，縦×横×高さ＝70cm×63cm×80cm で

ある．一層の仕上がり厚さ 20±2cm で計 4 回に分けてランマーによる土固めを行って模型を作成

した．金属板ありの埋設管を図-3 に示す．使用した埋設管は，VP 管(塩ビ管)直径 3cm，長さ 50cm

である．金属板が 1 枚だとレーダの反射を受ける範囲が狭いことから 3 枚の金属板を取り付けた．

測定ケースを表-1 に示す．土被りは，60cm と 20cm の 2 種類とした．金属板は，有無の 2 種類と

した．測定ケースは，合計 4 ケースである．これらの 4 ケースについて，地中レーダによる探査を

行った．地中レーダは，ジオ・サーチ社最小サイズのハンディ 500 を用いた．図-4 のようにハンデ

ィ 500 を土槽の上面に端から端まで滑らせて調査した．測定する深度は，調整可能であり，0.8m

程度までに 設 定 し た． 

 

 

  

 

図-1 締固め曲線 
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表-1 測定ケース 

ケース 
土被り 

[cm] 
金属板 

1 60 なし 

2 60 あり 

3 20 なし 

4 20 あり 
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ケース 1 金属板なし   ケース 2 金属板あり   ケース 3 金属板なし   ケース 4 金属板あり 

(a) 埋設管土被り 60cm              (b) 埋設管土被り 20cm 

図-5 画像による測定結果 

２．研究経過および成果の概要 

電磁波は，電気的特性の異なる物質の境界で反射し，伝播する物質によって速度が異なる．この

性質を利用して距離を求める．地中レーダの測定は，画像を判読して行う．黒と白の縞が顕著に生

じている箇所が異なる物質の境界である． 

画像による測定結果を図-5 に示す．縦軸は，表面からの深さ[m]であり，上に凸の黒と白の縞を

埋設管と判読した．埋設管上面に金属板を設置したことにより，上に凸の幅が比較的広くなったこ

とがわかり，さらに，黒と白の縞が明確になったことがわかる．埋設管土被り測定の精度は，画像

判読に左右されるので，埋設管上面に金属板を設置したことにより画像判読しやすくして，埋設管

土被り測定の精度を向上できることがわかった．埋設管上部での黒と白の縞は，含水比や締固めバ

ラツキの影響と思われる．また，ノイズは，土槽の側面の反射も考えられる．ここで，誤差は，既

知の埋設管土被りを真値と仮定したとき，地中レーダによる測定値と真値の較差とした．図-5 から

画像判読した埋設管土被り測定結果を表-2に示す．土被り測定結果は，埋設管の土被り 60cmより，

20cm のほうが精度良く測定できることが示された．また，それぞれの土被りで金属板を設置した

ほうが精度良く測定できることがわかった． 

 

表-2 埋設管土被り測定結果 

ケース 金属板 
測定土被り 

[m] 
既知土被り 

[m] 
誤差 
[m] 

1 なし 0.50 0.60 -0.10 

2 あり 0.52 0.60 -0.08 

3 なし 0.23 0.20 0.03 

4 あり 0.21 0.20 0.01 
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３．今後の研究における課題または問題点 

 ノイズは，土槽の側面の反射も考えられるので，この場合，さらに大きいサイズの土槽を用意し

た実験が必要と考えられる．また，含水比を一定範囲内とした実験を行ったが，含水比が測定結果

に及ぼす影響は不明であるので，今後，含水比をパラメータとした実験も必要と考えられる．表-2

の誤差の列に着目すると，符号が逆転している．この原因は不明であるので，解明に向けた検討が

必要と考えられる． 

 

Summary 

The water pipe, the gas pipe, the electrical wire and so on are laid in the underground 

space. So, it is necessary that the technology could be surveyed the underground space as 

accurately as possible. The overburden of underground pipe was surveyed using the reflection 

from underground pipe, irradiating the electromagnetic waves from surface with the 

underground radar. The representative of this research got the idea that setting the 

rectangular metal plate on the underground pipe easy to reflect the electromagnetic waves 

correctly, in order to improve the measurement overburden of underground pipe. It was 

necessary to prepare the known overburden of underground pipe and change this known 

overburden of underground pipe easily, in order to clear the influences that the existence of the 

metal plate on the underground pipe and the overburden of underground pipe effects on the 

surveying of the underground radar. Furthermore, it is necessary to fix the water content ratio 

at a certain range. Because of these, the experiments with the soil tank were conducted. The 

compaction testing of the soil using the rammer were conducted to search for the water content 

ratio. As the results, the water content ratio in this study was set in the range of 17.5±2.5%. 

The overburden of underground pipe were set to two cases (60cm and 20cm). The metal plate on 

the underground pipe were set to two cases (existence or nonexistence). The total cases of 

measurement were set to four cases. The surveying were conducted about the four cases by the 

underground radar. As the results, it found that the 20cm of overburden of underground pipe 

could be surveyed more accurate than the 60cm of overburden of underground pipe. 

Furthermore, it also found that the accuracy of measurement overburden of underground pipe 

could be improved by setting the rectangular metal plate on the underground pipe in the all 

cases. 
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作用素平均とその応用の研究 

Research on operator means 

 

研究代表者 山崎 丈明 （理工学部電気電子情報工学科） 

 

研究機関／平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

キーワード―／①函数解析学 Functional Analysis 

              ②作用素論 Operator Theory 

              ③作用素平均 Operator Means 

平成 29年度交付額／276,000円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

 山崎 丈明, The Karcher equation, relative operator entropy and the Ando-Hiai 

inequality, 日本数学会 2018年度年会, 東京大学, 2018年 3月 20日. 

 Takeaki Yamazaki, Generalized Karcher equations, operator entropies and 

extensions, 2017 Korea-China International Conference on Matrix Theory with 

Applications, 成均館大学校, 韓国, 2017年 12月 15日. 

 山崎 丈明, The Karcher equation, relative operator entropy and the Ando-Hiai 

inequality, BANACH 空間に基づく技法による作用素論の最近の研究と関連する話題, 京

都大学数理解析研究所, 2017年 10月 24日. 

 Takeaki Yamazaki, Properties of weighted operator means via generalized relative 

operator entropy, ILAS2017, アイオワ州立大学, アメリカ, 2017年 7月 24日. 

 

研究経過および成果の概要  

1. 研究方法 

 本研究はヒルベルト空間上のｎ個の有界線形作用素の平均に関する研究である。ヒルベルト空間

上の有界線形作用素の典型的な例としては、行列が挙げられる。作用素の平均として、算術平均は

通常の平均と同様に定義することができる。一方、行列と同様、作用素は積に関して非可換である

ので、幾何平均（相乗平均）を定義することはやさしくない。２個の作用素の幾何平均については、

1975年に Pusz と Woronowicz によって初めて定義された。これは、以下のような幾何学的な定

義をする。固有値が正である行列の集合はリーマン多様体というある種の曲面になる。この曲面上

の２個の行列を曲面に沿って最短経路で繋ぐ（この曲線を測地線という）と、その曲線の中点が 2

個の行列の幾何平均になる。その後、1980年に久保と安藤によって２個の作用素の平均の公理が与

えられた。同時に作用素の平均と作用素単調関数が 1対 1の対応関係を持っていることが示された。

これ以降２個の作用素の平均の研究は爆発的に広がった。一方で久保と安藤によって提示された２

個の作用素の平均を３個以上の作用素に拡張するという問題は多くの研究者によって検討されて

きたが、長い間成功していなかった。この問題に対して 2004 年に安藤, Li, Mathias の３名がｎ

個の行列の幾何平均を定義した（ｎ個の作用素の算術平均は容易に定義できる）。これ以降多くの
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研究者はｎ個の作用素の幾何平均に関する研究を始めた。これらの研究の中で、2005年に Morkher, 

2006 年に Bhatia と Holbrook による幾何平均は注目を集めた。安藤、Li, Mathias によるｎ個の

行列の幾何平均は、n-1個の行列の幾何平均を用いて帰納的に定義していたが、Morkher や Bhatia

と Holbrook による行列の幾何平均は、リーマン多様体の性質を利用した定義となっており、最初

に２個の作用素による幾何平均の定義と同じ思想で定義されている。また、この幾何平均は 

Karcher 方程式と呼ばれる作用素方程式の解として表現することができる。この作用素の幾何平均

を Karcher 平均と呼ぶ。ｎ個の作用素の幾何平均は Karcher 平均の他にも安藤, Li, Mathias に

よる幾何平均など、いくつかの定義の仕方があるが、Karcher 平均は作用素論における重要な不等

式の一つである、安藤―日合の不等式が成り立つ唯一の幾何平均である（これは筆者が 2012 年に

示した）。Karcher 平均については、2016年に、Palfia が Karcher 方程式を一般化し、それに対

応する方程式の解をｎ個の作用素の平均として定義することに成功した。本研究は、Palfia が定

義した Karcher 平均の一般化された平均の性質を調べることである。特に安藤―日合の不等式は

一般化 Karcher 平均に対しても成り立つことを示した。 

 本研究では、以下のステップに従って研究を進めた。 

１）文献調査、２）予想の構築、３）コンピュータによるテスト、 

４）証明、５）研究発表、６）論文執筆 

 最初に、過去の作用素平均に関する文献を調べた。作用素平均に関する文献は膨大にあるが、２

個の作用素平均に関する文献はすでに良いテキストが出版されているため、主にｎ個の作用素の幾

何平均に関する文献を中心に調査した。特に Palfia の論文は非常に重要であるので特に精査した。

文献調査をした後に、予想の構築に取り掛かる。目標は、Karcher 平均の持つ性質と同様の性質を

一般化 Karcher 平均も満たすことを示すことである。また、Karcher 平均はｎ個の作用素の幾何平

均として考えられるが、一般化 Karcher 平均がどのような作用素の平均と対応しているのか明らか

にすることも目標の一つである。この研究目標に向けて予想を構築した。しかしながら、構築した

予想が正しい保証は一切ない。そこで、証明に入る前にコンピュータによるシミュレーションを行

った。コンピュータによる計算をして予想通りの計算結果が得られなければ予想は間違っていたこ

とが直ちにわかる。この場合は、予想を修正する。この作業を繰り返して予想の精度を高めていく。

なお、コンピュータによる計算は Mathematicaという計算ソフトを利用した。ある程度予想の精度

を高めたら、いよいよ予想が正しいか証明をする。予想が正しいか証明をするために、再び文献調

査を行った。いくつかの予想は作用素論の論文を読んだだけでは解決できそうにないと考えたから

である。証明の段階では、作用素論をはじめ、幾何学、力学系など数学の他分野の論文も調べた。

これら文献調査の成果もあって、いくつかの予想は正しいことがわかり、定理とすることができた。

最後に、定理の証明を再度見直して、可能な限り簡潔な証明に書き換えていった。また、研究発表

や論文執筆をする際に必要な背景や動機付けについて整理をした。これを経て、論文執筆の前に研

究発表を行った。研究発表後に受けた質問やコメントを整理し、それらに答える形で論文を執筆し

た。執筆した論文は現在海外の論文雑誌に投稿中である。 

2. 研究経過および成果の概要 

 本研究は作用素平均の研究である。2017年度は上記の通り研究発表を行い、論文も１編執筆し投

稿中である。したがって、完全ではないがある程度の成果は得られた。以下、研究成果の概要を説

明する。 
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 本研究では、ｎ個の作用素の平均の性質を調べた。特にｎ個の作用素の幾何平均の代表例である

Karcher 平均の拡張である、一般化 Karcher 平均の性質について研究をした。ｎ個の作用素の

Karcher 平均は 2個の作用素の幾何平均の拡張である。しかしながら、一般化 Karcher平均は、ど

の様な 2 個の作用素の平均の拡張になっているのか不明瞭であった。この状況は、2 個の作用素の

一般化 Karcher 平均を考えたとしても、よくわかっていなかった。これに対して、作用素平均と 1

対 1対応する作用素単調関数に注目して、ｎ個の作用素の一般化 Karcher 平均がどのような 2個の

作用素の平均の拡張になっているのか考察した。現時点では明確な解は得られていないが、2 個の

作用素の一般化 Karcher平均と 1対 1対応する作用素単調関数の逆関数を得ることができた。これ

によって、より具体的な一般化 Karcher平均の性質を調べることができるようになった。特に、作

用素論において最も重要な不等式の一つである、安藤―日合の不等式について、大きな拡張を得る

ことができた。安藤―日合の不等式は、1990年に安藤と日合の二人によって示された作用素不等式

であり、2個の作用素の幾何平均に対して示されている。具体的には次のような定理である。A, 𝐵 を

ヒルベルト空間上の正値有界作用素（固有値が全て正である対称行列だと考えてもよい）、A ⋕α 𝐵 

をA と𝐵 の重み α の幾何平均とする。このとき、r ≥ 1, α ∈ [0,1] に対して次が成り立つ。 

A ⋕α 𝐵 ≤ 𝐼 ⟹ 𝐴𝑟 ⋕𝛼 𝐵𝑟 ≤ 𝐼. 

ここで、I は単位作用素（単位行列）とする。この作用素不等式は現在 2 つのタイプに拡張されて

いる。一つは 2個の作用素の幾何平均の部分をｎ個の作用素の幾何平均（Karcher 平均）に拡張し

たものである。これは 2012年に筆者によって最初に示されている。さらに 2013年には、筆者と Lim 

の共同研究によって、Karcher 平均を一般化した冪平均に対しても同様の作用素不等式が成り立つ

ことを示した。これらは次の通りである。𝔸 = (𝐴1, … , 𝐴𝑛) をｎ個の正値作用素の組、ω = (𝑤𝑛 … , 𝑤𝑛)

を確率ベクトル（各成分が正で足すと１になるベクトル）とする。Λ(ω; 𝔸) を、重みω = (𝑤𝑛 … , 𝑤𝑛) 

で決まる𝔸 = (𝐴1, … , 𝐴𝑛) の Karcher 平均とする。この時 r ≥ 1 に対して次が成り立つ。 

Λ(ω; 𝔸) ≤ I ⟹  Λ(ω; 𝔸r) ≤ I. 

ここで、𝔸r = (𝐴1
𝑟 , … , 𝐴𝑛

𝑟 ) と定義する。冪平均については状況が若干異なる。ここで、冪平均につ

いて少し説明する。𝔸 = (𝐴1, … , 𝐴𝑛) をｎ個の正値作用素の組、ω = (𝑤𝑛 … , 𝑤𝑛)を確率ベクトルとす

る。パラメータ t ∈ [−1,1] に対して、Pt(𝜔; 𝔸) を冪平均とする。冪平均の詳しい定義は省略するが、

冪平均は Karcher 平均を一般化したものであることを注意しておく。具体的には、t = 1,0, −1 とし

たとき、それぞれの冪平均は算術平均、幾何平均、調和平均と一致する。冪平均についても、

t ∈ [−1,1], r ≥ 1 に対して次が成り立つ。 

Pt(ω; 𝔸) ≤ I ⟹  Pt/r(ω; 𝔸r) ≤ I. 

冪平均の場合では、仮定の不等式と結論の不等式では、異なるパラメータ t と t/r が表れてるこ

とに注意しておきたい。これが、安藤－日合の不等式の 1番目の拡張である。2番目の拡張は、2013

年に和田によって示された。これは、2 個の作用素に対する任意の作用素平均に対して、安藤―日

合の不等式が成り立つ為の必要十分条件を示している。具体的には次の通りである。σ を作用素平

均とし、対応する作用素単調関数を f とする。この時、次の 2つの命題は同値である。 

(i) 𝑓(𝑥𝑟) ≤ 𝑓(𝑥)𝑟 が任意の r ≥ 1 と x ∈ (0, ∞) で成り立つ。 

(ii) A𝜎𝐵 ≤ 𝐼 ⟹ 𝐴𝑟𝜎𝐵𝑟 ≤ 𝐼 が任意の r ≥ 1 と正値作用素 A, B に対して成り立つ。 

ここでは、命題 (ii) では仮定と結論において同じ作用素平均が表れていることから、1 番目のタ

イプと異なることがわかる。本研究ではこれら二つのタイプの安藤―日合の不等式を一般化
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Karcher 平均を用いて拡張した。具体的は、最初のタイプにおいては冪平均を一般化 Karcher 平

均に置き換えた。この時、仮定の不等式と結論の不等式は冪平均の場合と同様異なる作用素平均が

表れるが、それについてもどの様に異なっているのかを明らかにした。また、2 番目のタイプにお

いては、2個の作用素の平均をｎ個の作用素の一般化 Karcher 平均に置き換えた結果を得た。また、

安藤―日合の不等式はからは、ある作用素ノルムの不等式がなりたつことが知られている。本研究

では一般化 Karcher 平均では安藤―日合の不等式は成り立つが、作用素ノルムの不等式は示してい

ない。これについては、状況証拠を挙げて、ネガティブな予想であることを述べた。しかしながら、

実際に成立するか否か決定的な証拠は得られなかった。 

3. 今後の研究における課題または問題点 

 本研究では、ｎ個の作用素の一般化 Karcher 平均について、2 個の作用素の場合に付随する作用

素単調関数の逆関数を求めた。そして、それを利用して安藤－日合の不等式を拡張した。今後の課

題は次の通りである。 

１）古田不等式の拡張を求める。  

２）安藤―日合の不等式の応用を見つける。 

３）一般化 Karcher 平均の表現関数を具体的に求める。 

４）一般化 Karcher 平均で求められる全ての平均を特定する。 

 最初に、１）の古田不等式の拡張を求めることをやりたい。古田不等式は 1987 年に古田によっ

て示された作用素不等式である。作用素の順序は数の順序と比べると制約条件がかなり厳しい。た

とえば、二つの正値作用素 A, B に対して、A ≤ B であったとしても（作用素の順序の定義はここ

では省略する）、任意の α ≥ 0 に対してAα ≤ Bα とはならないのである。実際には α ∈ [0,1] のと

きに限りAα ≤ Bα は成り立つ（これを Loewner-Heinz の不等式という）。この結果を受けて、古田

はf(𝑋) = (Ap𝑋Ap)
1

𝑞という作用素上で定義された写像を用意しておけば、𝑓(𝐴𝛼) ≤ 𝑓(𝐵𝛼) が任意の 

α ≥ 0 に対して成り立つことを示した。古田不等式は作用素論において最も重要な不等式の一つで

ある。実は、古田不等式は作用素の幾何平均を使って記述することができる。さらに、古田不等式

は安藤－日合の不等式と同値であることが知られている。これを受けて、現時点では次のことが分

かっている。(A) 古田不等式は 2個の作用素の間の不等式を示しているが、n個の作用素の Karcher 

平均（幾何平均）を利用することで、古田不等式の拡張が n個の作用素の間の不等式として得られ

た。これは 2013 年に伊藤によって示された。また、2 個の作用素の幾何平均以外の作用素平均を

用いて古田不等式タイプの不等式が 2013 年に和田によって示されている。これらをまとめると、

ｎ個の作用素の一般化 Karcher 平均を用いて古田不等式を一般化することが期待できる。この試

みは 2013 年から続けられているが、未だに成功していない。今後の課題としては、まず第 1 にこ

の問題に取り組みたい。続いて、２）安藤－日合の不等式の応用を見つける。安藤―日合の不等式

は、作用素論においても非常に重要な作用素不等式の一つである。この不等式から量子情報理論に

おいて重要となるノルム不等式が得られるなど他分野への応用が知られている。Karcher 平均にお

いても、同様のノルム不等式が成り立つことが 2013 年に日合と Petz によって示された。よって、

Karcher 平均の場合は安藤－日合の不等式に応用が期待できる。これについて研究したい。一方、

上記にも述べたが一般化 Karcher 平均の場合は、同様のノルム不等式は成り立たないと考えられて

いる。現在のところ、その証明または反例は知られていないので、ノルム不等式は成り立つかもし
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れない。この問題についても研究する。安藤―日合の不等式はそれ以外での応用は知られていない。

安藤―日合の不等式と同値な古田不等式は多くの応用を持っていることから、安藤－日合の不等式

も多くの応用があることが期待できる。これを研究する。３）一般化 Karcher 平均の表現関数を具

体的に求めたい。本研究では、一般化 Karcher平均の表現関数の「逆関数」を求めることが出来た。

これにより表現関数の性質を多く得ることが出来たことから本研究は実り豊かなものになった。し

かしながら、表現関数の逆関数だけでは、やはり不十分である。表現関数の具体的な形が分かれば、

さらに多くの性質がわかる。今後一般化 Karcher 平均を研究する上で、この問題は避けることが

できない課題である。最後に、４）一般化 Karcher 平均から得られる作用素平均の種類の特定を行

う。Karcher 平均は幾何平均の事であったが、一般化 Karcher 平均からは多くの種類の平均が得ら

れることが分かっている。たとえば、冪平均は Karcher 平均では得られることが出来ないが、一般

化 Karcher 平均から得られることができる。このことから、一般化 Karcher 平均は Karcher 平均

よりも多くの種類の作用素平均を含んでいることが分かる。しかしながら、全ての作用素平均が一

般化 Karcher平均に含まれているかは、分かっていない。より詳しく、どのような作用素平均が一

般化 Karcher平均に含まれており、どのような作用素平均が一般化 Karcher平均に含まれていない

のかも全く分かっていない。この問題に対しては、最近日合によって deformed 平均という、一般

化 Karcher 平均をさらに含むようなｎ個の作用素の平均が定義された。さらに、deformed 平均も

安藤－日合の不等式が成り立つなど、一般化 Karcher 平均の更なる拡張として期待できる。しかし

ながら、deformed 平均においても、どのような作用素平均が deformed 平均に含まれるのか否か

が分かっていない。この問題についても研究する。 

4. Summary  

I studied the generalized Karcher mean. It is a kind of extensions of the operator means. In 

what follows, an operator means a bounded linear operator on a complex Hilbert space. A 

typical example of operators is matrices. Since matrices are non-commutative on their product, 

we cannot define the geometric mean of matrices, easily. Pusz and Woronowicz defeined the 

geometric mean of 2-operators in 1975. Then Kubo and Ando have obtained the axiom of 

operator means in 1980. They also obtained that every operator mean has a corresponding 

operator monotone function. It is called a representing function of an operator mean. To extend 

the axiom of operator means of 2-operators into n-operators was a long-standing problem. In 

2004, Ando, Li and Mathias have given a nice definition of a matrix geometric mean of 

n-matrices. It has very nice 10 properties, for example, monotonicity on each matrix. Since then, 

many people studied operator geometric means of n-operators. Especially one of the geometric 

mean is interested in many people. It is called the Karcher mean. In 2016, Palfia succeeded to 

generalize the Karcher mean. It contains several kind of operator means of n-operators, for 

example, the Karcher mean, the arithmetic mean and the Harmonic mean. In this research, we 

studied some properties of the generalized Karcher mean. In fact, we obtained a concrete form 

of the inverse function of the generalized Karcher equation. Then by using this function, we 

extended the Ando-Hiai inequality. The Ando-Hiai inequality is one of the most important 

operator inequality in the operator theory. The Ando-Hiai inequality has been proven by Ando 

and Hiai in 1990, firstly. Then it was extended two types of operator inequalities. The 
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Ando-Hiai inequality is given for the operator geometric mean of 2-operators. The first 

extension of the Ando-Hiai inequality is given for the Karcher mean (operator geometric mean 

of n-operators), and the second one is given for arbitrary operator means of 2-operators. In this 

research, we obtained the Ando-Hiai inequalities for the generalized Karcher mean of 

n-operators. They are quite extensions of the previous researches. At the end of the summary, I 

would like to mention a remained problem. From the Ando-Hiai inequality for the geometric 

mean, we can get a norm inequality that is quite important in the quantum information theory. 

However, from an extension of the Ando-Hiai inequality for the generalized Karcher mean, we 

have not obtained any norm inequality except the Karcher mean case, yet. Therefore, I wish to 

get any norm inequality from an extension of the Ando-Hiai inequality.  
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南イタリアリアーチェの多民族共生社会におけるコミュニケーションネットワークの研究 

Study of the Communication Network of the Multiethnic Solidarity Society in Riace in Southern Italy 

     

研究代表者 中挾 知延子（国際観光学部国際観光学科） 

 

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多民族社会 Multiethnic Society 

            ②コミュニケーション Communication 

      ③社会ネットワーク Social Network 

        ④南イタリア Southern Italy 

      ⑤リア―チェコムーネ Riace Comune 

平成 29 年度交付額／896,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

・情報処理学会ドキュメントコミュニケーション研究会 研究報告発表 30 年 7 月予定 

・社会マネジメント、地域研究関連の国際会議 30 年度内（詳細は未定） 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

調査場所となったイタリアカラブリア州レッジョ・カラブリア県リア―チェ村（リア―チェコムー

ネ、人口約 2 千人）にて、以下の現地調査を実施した。方法としてはインタビューと資料データの

収集を行った。インタビューでは、年齢や出身などの基本情報に加えて、１）どんな言語を使って

日常コミュニケーションをとっているか、２）コミュニケーションをとる際に困難を感じる、ある

いは感じた過去の経験、３）現在の村での生活についてどのように感じているか、何でもいいので

話してほしい、４）自身の将来計画、の４つを柱に、あとはその場の状況に応じて、自身の今まで

歩んできた経歴や日頃考えていることなどを自由に話してもらった。 

インタビューの対象となった人々は大きく分けて以下になる。以下のようなそれぞれ異なった立場

からの人々にインタビューをすることで、彼らのコミュニケーションのネットワークがどのように

形成されているのかについて調べてみることにした。 

① 役場の事務担当者、村で活動しているアソシエーションの活動メンバー 

公的あるいは半公的な立場の人々へインタビューを行った。イタリアでいうアソシエーションとは、

NPO・NGO を指し、イタリア政府から活動の援助を受けている団体である。アソシエーションは

ある目的のプロジェクトを行う人々の集まりであり、そのプロジェクトが完遂すれば事実上解散に

なる。役場担当者からは、資料データとして、2000 年以降のリア―チェにおける人口動態データ

を見せてもらうことができた（コピーは不可、ただしこれらの一部はネットで取得可能）。 

② 移民・難民として村に移住してきた人々 

アフリカ・中近東の出身の人々である。様々な事情でリア―チェにたどり着いて暮らしている。 

③ 受け入れ側の住民（ホスト住民） 
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生まれてからずっとリア―チェに暮らしているイタリア人である。 

２．研究経過および成果の概要 

インタビューは総勢 14 名になる。彼らに加えて、ルカルノ村長とダニエラ（アテンドしてくれた

カラブリア語と英語の通訳）にも村で会うたびにお話を伺った。 

① Giuseppe（副村長、男性 40 歳）、Rita（村役場戸籍担当、女性 54 歳）、Antonio（警察官、男

性 47 歳）、Jerri（Associatione Welcome 団体代表、男性 40 歳）、Emiliano（移民定住推進ボ

ランティア、男性 26 歳）、計 5 名 

② Rawda（ソマリア出身、女性 38 歳）、Aiwa（トーゴ出身、男性 43 歳）、Laureta（カメルーン

出身、女性 30 歳）、Daniel（ガーナ出身、男性 35 歳）、計 4 名 

③ Irene（女性 30 歳）、Roberto（男性 91 歳）、Leonardo（男性 92 歳）、Stella（女性 58 歳）、

Giuseppe（男性 63 歳）、計 5 名 

以上のようなリア―チェ村に住むさまざまな立場の人々からどのような人間関係を築いているの

か話を伺うことができた。詳しい内容は今後の研究報告として発表予定であるが、リア―チェのよ

うな移民を大胆に受け入れた多文化社会が持続可能であるためには以下のキーワードが重要なポ

イントではないかとインタビューを通じて感じているところである。これらは文献調査でも明らか

になったことである。 

・強いリーダーの存在 移民定住を受け入れるスタッフは多くいても、誰かが卓越したリーダーシ

ップをとる必要、公平を尊重した分権体制はうまくいくのかどうか疑問である。 

・日常生活のコミュニケーションのための共通語としてのイタリア語の学習サポート 

・ホスト住民と移民が協働できる仕掛け 

そして、外部への効果的な発信、連帯ツーリズムなどへの発展が追加として考えられる。 

すでに「リア―チェモデル」としてリア―チェで取り組まれてきた移民受け入れによる多文化共生

社会の在り方は周辺の同じような村の共同体にも影響を及ぼしてきている。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

今回の調査では、インタビューという形をとった。今後、この成果を土台にして、村全体のインタ

ーパーソナルネットワーク調査を定量的に行う予定である。場所として、リア―チェ村全体は今回

訪れた山間部に加えて、海岸に面する地域（リア―チェ・マリーナ）がある。それら２つの地域の

間には移動のみで人々は住んでいない。今回インタビューでわかったこととして、山間部と海岸部

の人々の移動が少なからず人々のネットワークに影響を及ぼしているということである。そのため

今後は海岸部にも視野を広げて調査を行っていく必要があると考えている。ただ、秋以降にリア―

チェ村の村長ルカルノ氏が横領の疑いをかけられて逮捕されるなど、予期せぬ事態も起こった。こ

れによってこの 20 年間で築き上げられてきたリア―チェの多文化共生社会が根底から崩れてしま

うのではないかと大変危惧していた。しかしながら、2018 年 3 月に別の研究予算でリア―チェを

再び訪れた際に、ルカルノ村長はそのまま村長職にあり、村も以前と大して変わっていない印象を

受けた。ただ、何割かの移民は近隣の村落に移っていったとのことであった。このような思いがけ

ない展開は地域研究では避けられないものの、日本にいても常に状況をネットやイタリア在住の知

り合いからのメッセージでチェックしていき、研究を続けていきたいと考える。 
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Summary 

I conducted field research on the interpersonal communication network of the Riace Comune in the 

Calabria Region of Southern Italy. Interviewing local people and collecting information were major 

research methods. The four questions asked in semi-structured interviews are: (1) In what 

languages do you communicate in daily life? (2) Have you had past experiences in which you had 

difficulty communicating? (3) What do you think of your actual life in Riace? (4) What is your future 

plan? The interviewees were grouped into three categories according to their social background and 

origin:  

(1) Public officer, NGO/NGO staff, and volunteers 

I interviewed the vice mayor, village office staff in charge of family registration, and local policeman. 

A member of the office staff showed me part of the demographic movement data. In Italy, 

NGO/NPOs are called associaziones, and volunteers are working to improve the settlement of 

immigrants in Riace. The activity of the associazione is fiscally supported by the Italian 

government. 

(2) Immigrants and refugees from Africa, Middle and Near East regions 

Immigration to Riace started at the beginning of the 21st century. Since then, people have been 

coming and starting their new life. They experienced upheaval and many changes before arriving in 

Riace. 

(3) Indigenous Italian people (called host people), who were born and have always lived in Riace  

 

Interviewing those with diverse backgrounds can reveal how to shape the interpersonal 

communication network in a small multiethnic society. I interviewed a total of 14 people. In 

addition, each time I went to the village, I talked with the mayor, Mr. Domenico Lucarno, and 

Daniela Maggiulli, research collaborator and project facilitator. 

The interviewees are listed in Table 1. 

Table 1. List of the interviewees 

Public officer, associazione 

staff, and volunteers 

Immigrants and refugees Host people 

1. Giuseppe 

Mr., vice mayor, 40  

2. Rita 

Ms., village officer in 

charge of family 

registration, 54  

3. Antonio, Mr., local 

policeman, 47 

4. Jerri, Mr., leader of 

the associazione, 40 

5. Emiliano,  

Mr., volunteer, 26  

1. Rawda 

Ms., Somalian, 38 

2. Aiwa 

Mr., Togolese, 43 

3. Laureta 

Ms., Cameroonian, 30 

4. Daniel 

Mr., Ghanaian, 35 

 

1. Irene, Ms. 

artisanal souvenir 

shop employee, 30 

2. Roberto,  

Mr., retired, father of 

the mayor, 91 

3. Leonardo 

Mr., local traditional 

dancer, 92 

4. Stella,  

Ms., housewife, 58 

5. Giuseppe, Mr. 

elder brother of the 

mayor, entrepreneur 

in Torino, 63 
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I obtained much instructive information regarding how people in Riace have recently been 

establishing human relationships based on their various cultural backgrounds. I will report 

details in other articles. In this report, through the interviews, I suggested the following 

keywords for multiethnic societies accepting many immigrants like Riace to be sustainable. 

These suggestions have been revealed by literature survey. 

 Powerful leader—someone should direct the projects with a large staff and many 

volunteers. Role sharing and fairness must be important; however, excessive sharing is not 

convincing for sustainability.  

 Language–supporting immigrants in learning sufficient language for everyday 

communication: Italian is the common language in Riace. Immigrants have opportunities 

to learn with support from the associaziones. 

 Collaboration—opportunity for immigrants and host inhabitants to collaborate: As one 

example, in Riace, some artisanal product shops are managed by a pair of an immigrant 

and a local woman. 

In addition, the website can effectively disseminate information about multicultural society 

and promote solidarity tourism. This immigrant-welcoming project came to be recognized as 

the Riace Model, and it has been influencing neighboring villages. I expect that the Riace Model 

can become widely known in the international community in due course. 
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地域文化によるグローバル・マーケティング戦略 

Global Marketing Strategy by Local Culture 

研究代表者 佐々木茂（国際観光学部国際観光学科） 

 

研究期間／平成 29 年 7 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①地域発国際戦略 global strategy by local entities 

②地域文化 local culture 

③文化翻訳と変換 cultural translation and conversion 

④ミュージアム museum 

平成 29 年度交付額／1,160,000 円 

研究発表／佐々木茂「地域発国際戦略－文化変換の事例研究－」余暇ツーリズム学会誌、第 5 号、平成

30 年 3 月 31 日 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 米国・ニューヨーク市と、フランス・パリ市、ナンシー市、ストラスブール市、コルマール市、マル

セイユ市、トロワ市における主要なミュージアムやギャラリーを訪問し、キュレーターにヒアリング調

査を行い、さらに、各地の自治体並びに観光局並びに地元の商工会議所とフランス政府の経済団体のマ

ネジャーにもヒアリングを行い、各館及び各地の地域文化についての認識、外国人への伝え方、地域マ

ーケティングの取り組みについてお話を伺い、共通項の抽出に取り組んだ。 

 また、これらの各都市を訪問する際に、日系の団体（JETRO, Clair, JNTO, Japan Foundation, Japan 

Society）や食と観光と建築に関連した企業（卸売業者、小売業者）やレストランやコンサルティング企

業を訪問し、日本文化を現地の人々に日本の食や飲料を通じてどのように翻訳し、価値を変換している

のかについても、ヒアリングを行った。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 本研究から、地域文化マーケティングという枠組みについての体系化と理論的な説明の必要性を考え

ることができた。まず、地域文化を特定し、地域特性のコード化を通じて、地域を包括するコンセプト

を創出する。このコンセプトに基づいて地域ブランドを構築する。次に、地域文化を相手の文化に変換

するプロセスである。この変換の際に、高い教養レベルが求められれば求められるほど、ブランド階層

が上昇し、必然的に付加価値が高まっていく。そこで、このアプローチ方法を地域文化のマーケティン

グとして、以下のようなマーケティングのプロセスを経ることにする。すなわち、マーケティング・リ

サーチの内容に地域文化の項目を入れて、顧客の意思決定の背景にある文化的要素まで掘り下げた調査

から、顧客の購買・使用行動の理由を理解したマーケティング戦略を展開する。この地域マーケティン

グでは、発信側と受信側のそれぞれの地域双方の文化理解力を高めることで、ニーズとシーズのマッチ

ングが効果的に行えるようになる。 

 今回の調査で明らかになった成果の具体例は、以下の通りである。 

 (1) Tenement Museum(米・ニューヨーク市)～移民を地域文化に位置づけ、ガイドと共に文化を紡ぐ 
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ロワー・マンハッタン地区に立地し、移民の歴史を伝えるミュージアムである。同ミュージアムの

David Eng 副館長によると、来館者調査から 92%の人が初めての来館で、とても満足したので知人に訪

問を奨めたいと回答する。来館者は世界中から訪れ、特に、英、仏、伊と豪が中心である。施設や立地

している地域のことだけでなく、移民の歴史やここからどのようにして他の地域に移り住んだかについ

ても、史実に基づいてストーリーを伝えている。来館者に豪州人が多いのは、彼らの移住の歴史との共

通点が多いためで、同館を訪問し自らの歴史を振り返っているという。同館のミュージアム・ショップ

はバラエティに富んでおり、常に買い物客で混み合っている。その理由としては、小売販売部長がキュ

レートした商品を扱い、NY 市、歴史、移民、出身地、遺産などを考慮して品揃えしていることがあげ

られる。商品は同館で開発したものを中心に、ギフト市場やメーカーや問屋から仕入れている。なお、

同館の運営は NPO である。 

 (2)英語能の創作～伝統文化の異質文化圏への変換 

 NY Japan Foundation では、英語能についてヒアリングした。これは、いわば文化の翻訳から現地へ

の文化の変換あるいは同化と考えられる。長年にわたり能を研究・実践してきた Richard Emmert 教授

が中心となり、2010 年に立ち上げた団体、シアター能楽が、2017 年に、エルビス・プレスリーを題材

とした Blue Moon Over Memphisが創作され好評を博している(Deborah 加賀谷真子訳,2003,メンフィスを照ら

す青い月,武蔵野大学能楽資料センター紀要(15),169-86)。このように、これまでは日本固有の文化であり、外

国人には容易に受け入れられなかったような文化ですら、変換が行われるようになってきている。自国

の文化を他国の文化に変換する試みは、日本においてのみならず、米国や仏のミュージアムにおいても、

さまざまな形で行われている。 

我が国には 2000年以上にも及ぶ歴史があり、地域に固有の営みも数え切れないほど創出されてきた。

中にはさまざまな事情で廃れていったものもあるが、今まさに、そうした廃れた文化をも含めて、今一

度見直しを図り、地域内であらためて共有すると共に、その地域文化を地域の特長として再編集しなが

ら地域外の人たちとの交流を図るべき時に来ているのではないだろうか。それが、地域ブランドを構築

する道につながっている。 

 なお、現段階までの考察は、余暇ツーリズム学会学会誌に掲載している。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

地域文化をどのように説明するのかを以下の点に沿って整理する必要がある。①風土としての地域文

化の説明、②地域文化を表象する文化活動の説明、③地域文化を他の地域文化に変換プロセスとして、

認知→理解→共感→自分事化→他の人と共有→消費あるいは観光のフローを明確化する。 

 

Summary 

Due to this research fund, I visited NY, Paris, Nancy, Strasbourg, Colmar, and Marseille. Through 

the study, I met a couple of curators of museum and managers of tourism office. I’ve found the 

importance to specify its local culture and extract some concept. It is necessary to build place brand 

by using local cultural image. Next step is to translate this culture into that culture. At this point, if 

people are required higher comprehension for liberal-arts in other culture, its added value becomes 

increasingly higher. Specific examples of achievements revealed in this survey are as follows.  (1) 

Tenement Museum (New York, U.S.A); in this museum, immigrants are positioned as regional 
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culture, and cultures are spun together with guides. (2)Creating Noh in English; this is a typical 

case on conversion of Japanese traditional culture to heterogeneous culture area. 

There are over 2000 years of history in Japan, and unique activities in local area have been 

created in countless numbers. Some are obsolete due to various circumstances. When we should 

review this now, including such obsolete culture, share it again within the region, and exchange it 

with people outside the region while re-editing the regional culture as a regional feature. 

For the next study, I want to clarify the way to explain about local culture by ordering place 

culture, cultural activities in the area, and translating process from A to B. 
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自閉症リスク因子としての代謝型グルタミン酸受容体と 

シナプス病理をつなぐ分子機構 

 

Molecular mechanism of the link between metabotropic glutamate receptor as a risk factor for 

autism and synaptic pathology in autism 

 

研究代表者 児島 伸彦（生命科学部生命科学科） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日〜平成 30 年 3 月 15 日 

キーワード／① 自閉症    autism 

② シナプス   synapse 

③ 代謝型グルタミン酸受容体 metabotropic glutamate receptor 

④ 樹状突起スパイン  dendritic spine 

⑤ バルプロ酸ナトリウム  sodium valproate 

平成 29 年度交付額／1,015,000 円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

・ Shiraishi K, Urushiyama R, Yamazaki R, Kaneko S, Oka Y, Kojima N Prenatal exposure of 

mice to sodium valproate causes synaptic abnormality and change in gene expression in 

the brain. 第 40 回日本神経科学大会 2017 年 7 月（幕張） 

・ 白石加奈、児島伸彦 胎生期バルプロ酸ナトリウム曝露による自閉症行動と脳内遺伝子発現変

化. 第９回東洋大学川越・朝霞・板倉キャンパス研究交流会 2017 年 9 月（川越キャンパス） 

・ 金子桜子、漆山理沙、児島伸彦 胎生期バルプロ酸ナトリウム曝露による初代培養ニューロン

の形態変化. 第９回東洋大学川越・朝霞・板倉キャンパス研究交流会 2017 年 9 月（川越キャ

ンパス） 

・ 児島 伸彦 フェルガードのマウス神経細胞および高次脳機能に及ぼす効果. 第 5 回フェルラ

酸研究会 2018 年 1 月（品川） 

 

研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

代謝型グルタミン酸受容体（mGluR）5 アゴニストの脳室内注入：血液脳関門を通過しない mGluR5

アゴニスト CHPG をマウス脳に作用させるため、脳定位固定装置を用いて C57BL/6N マウスの側脳室

にカニューレを埋設し、マイクロシリンジポンプ（0.5μl/分）で CHPG（10mM 5μl）を注入した。そ

の後マウスをオブジェクト（新規および既知のオブジェクト）を設置したオープンフィールドに入れて、

オブジェクト探索課題を行い、mGluR5 活性化の学習記憶機能への影響を調べた。 

VPAマウスの作成：胎生期（12.5日齢）のC57BL/6Nマウスに抗てんかん薬バルプロ酸ナトリウム（VPA）

を投与し、出生した仔マウスを自閉症モデルマウスとした。 
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VPA マウスの行動解析：生後 1 週間目の仔マウスを母マウスから 5 分間分離し、その間に誘発される

啼鳴反応を超音波測定記録装置（Avisoft 社）により計測した。生理食塩水（生食）を投与した妊娠マ

ウスから出生した仔マウスをコントロールマウスとした。離乳した仔マウスは 3-5 匹／ケージで飼育し、

10 週齢になった時点で社会性相互作用テストを実施した。 

海馬ニューロンの培養：胎生 17 日目で胎仔より海馬を切り出し、トリプシン処理により分散した細胞

をポリリジンコートしたカバースリップ（18 mmφ）に播種し、グリアフィーダー細胞上に 37℃にて

5%CO2 存在下で培養した。一定期間の培養の後に細胞を固定し、ファロイジン染色により細胞形態を

可視化し、樹状突起の長さ、分岐数を計測して、コントロールマウスのニューロンと比較した。 

VPA マウス脳における遺伝子発現：VPA マウス脳を摘出し、前脳（脳幹、小脳を除く）よりトータル

RNA を抽出した。RNA を鋳型としてオリゴ dT をプライマーとした逆転写反応により cDNA 合成し、

そこに含まれているモノアミン伝達関連遺伝子およびシナプス可塑性関連遺伝子の発現量を PCR アレ

イ（RT2 Profiler、QIAGEN 社）で解析した。 

2. 研究経過および成果の概要 

mGluR5 アゴニスト CHPG を脳室内投与して、その直後に新規あるいは既知のオブジェクトの探索課

題を行ったところ、コントロールでは既知オブジェクトよりも新規オブジェクトへの接触回数が有意に

多かったのに対して、ほとんど差がなかった。したがって、mGluR5 の活性化によって学習が抑制され

ることが示唆された。胎生期に VPA を曝露されたマウス（VPA 曝露マウス）は、自閉症モデルとして

広く研究対象とされている。母仔分離によって誘発される超音波発声のオンセットの遅延、発声回数の

有意な減少がみられ、母仔間のコミュニケーション障害が確かめられた。しかし、生後 10 週齢で調べ

た社会性相互作用テストで評価した新規マウスおよび既知マウスに対する接触行動においてコントロ

ール群と有意差がなかった。VPA 曝露マウス胎仔の海馬初代培養ニューロンを培養７日目で固定しファ

ロイジン染色後、樹状突起長と分岐数を Sholl 解析で計測したところ、コントロールニューロンと比べ

VPA 曝露ニューロンで分岐数の有意に減少しており、ニューロンの成熟過程が遅延していることが示唆

された。12 週齢の VPA 曝露マウスの脳内遺伝子発現プロファイルを PCR アレイにより解析し、セロ

トニン代謝酵素であるトリプトファン 2,3-ジオキシゲナーゼ、トリプトファンヒドロキシラーゼ 2 の発

現がコントロールに比べ増加することが明らかになった。一方で Fos、Arc、Egr1 などのシナプス可塑

性に関連した最初期遺伝子の発現が減少していた。 

3. 今後の研究における課題または問題点 

本研究で mGluR5 アゴニストが動物の学習行動に影響することが示された。このことはサヴァン症候群

など一部の自閉症で記憶力の亢進がみられることと関連するかも知れない。しかし、mGluR5 活性が学

習の獲得に作用するのか、記憶保持に作用するのかについては不明であるので、今後 mGluR5 アゴニス

トの投与時期を変えることで明らかにしたい。また、mGluR5 活性の自閉症様行動、VPA 曝露ニュー

ロンに見られるニューロン発達遅延やシナプス形成の異常との関連についても検討したい。胎生期 VPA

曝露マウスを自閉症モデルマウスとして解析し、脳内でシナプス関連遺伝子を含む複数の遺伝子発現が

変動していることがわかった。これらの遺伝子とニューロンの成熟過程の遅延や動物のコミュニケーシ

ョン障害などの自閉症様行動との関連を今後調べる必要がある。VPA 曝露マウスで社会性相互作用テス

トの成績がコントロールマウスと同程度であった（すなわちVPA曝露マウスの社会性は正常であった）

ことはこれまでの報告と異なる結果である。これはおそらく先行研究に比べて我々が調べたら週齢が遅

かったことによる可能性が考えられるので、今後より早い時期にテストを行って検証したい。 
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Summary 

Autism is a neurodevelopmental disorder characterized by deficits in social interaction, 

communication and stereotyped behaviors. The fact that several genes are involved in synapse 

formation suggests that disrupted synaptic development is associated with pathology of autism. It 

has been reported that autism-like behavior is restored by antagonizing metabotropic glutamate 

receptor subunit 5 (mGluR5). To know the behavioral effect of mGluR5 activation we 

administration of mGluR5 agonist CHPG in the lateral ventricle of normal mice. We found that 

CHPG-injected mice showed a deficit in the object recognition task. Further study should be 

required to know if mGluR5 activity could be involved in autism-like behavior to test the agent in 

VPA-treated mice. We next examined the neuronal development in vitro and change in gene 

expression in the brain of mice prenatally exposed to sodium valproate (VPA) as an animal model of 

autism. VPA was intraperitoneally injected to pregnant mice at gestational day 12.5. For primary 

neuronal cultures, the E17 embryos were sacrificed, and hippocampal neurons were dissociated and 

cultured with astrocyte feeder layer. Neurons from the saline-treated embryos were used as a 

control. Neurons were fixed at certain time point (7 DIV), and the developmental processes were 

compared with control neurons. For gene expression profiling, after the completion of the series of 

behavioral tests including maternal separation-induced ultrasonic vocalization and social 

interaction tests, total RNA was isolated from the forebrain, and PCR arrays of dopamine & 

serotonin related genes and synaptic plasticity related genes (QIAGEN) were conducted. 

VPA-exposed neurons could extend arborized dendrites and form synapses, but showed a 

retardation of neuronal maturation and differences in neuronal morphology. As previously reported, 

VPA-exposed mice exhibited autism-like phenotypes, including less vocalization after maternal 

separation at first week after birth. We found that the expression of several immediate early genes, 

including Egr1, Arc and c-fos, is downregulated in VPA-exposed mice compared with that in 

controls. Since these genes are known to be critical to synaptic plasticity, the attenuated function of 

these genes might cause an abnormality in the function of neural circuits in VPA-exposed brains. 

Thus, our data suggest that autism-like behavior in VPA-exposed mice is due to synaptic 

malfunction. 
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FIDA-Po 法を用いたガングリオシド糖鎖間相互作用のハイスループット解析 

High-throughput evaluation system based on fluorescence intensity distribution 

analysis-polarization to investigate carbohydrate-carbohydrate interactions between cell-surface 

gangliosides 

 

研究代表者 長谷川 輝明（生命科学部生命科学科） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 15 日 

キーワード／①糖鎖間相互作用 / Carbohydrate-Carbohydrate Interaction 

            ②ガングリオシド / Ganglioside 

      ③回転拡散速度 / Rotatory diffusion rate 

        ④FIDA-Po 

      ⑤ハイスループット解析 / High-throughput evaluation 

平成 29 年度交付額／393,000 円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

・T. Hasegawa, M. Iwamura, T. Hirao, M. Hagio and M. Akasaka, （共著） 

"High-throughput screening system to investigate carbohydrate-carbohydrate 

interactions", EUROCARB2017, Barcelona, Spain, 平成 29年 7月 4日 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

細胞膜に存在するスフィンゴ糖脂質が、糖鎖間相互作用(CCI)を介し、各種の細胞接着や細胞間情

報伝達に深く関与していることが解ってきた。しかし、細胞膜の複雑性や流動性、さらにはスフィ

ンゴ糖脂質発現量の時間的変動のため、細胞を用いた直接的な研究によって CCIの作用メカニズム

を分子レベルで解明する事は非常に困難である。種々の人工モデル系を用いた CCIメカニズム解明

の試みも複数例報告されているものの、その分子レベルでの作用機序（糖鎖選択性やイオン選択性

など）には、未だ不明な点が数多く残されている。しかし、CCIの作用機序を明らかにすることは、

望まない細胞接着が引き金となって発症する各種疾患（ガン転移やリウマチなど）の予防や治療の

ためにも非常に重要である。特に、CCI は細胞膜表面に存在する各種ガングリオシド糖鎖の間で強

く働くことが示唆されている。我々は本研究課題において、ガングリオシド糖鎖間に働く CCIのメ

カニズム解析を迅速かつ網羅的に行うためのハイスループット解析法として、蛍光標識オリゴ糖鎖

を分子プローブとして用いた一分子蛍光分析法の確立に取り組んだ。 

２．研究経過および成果の概要 

ラクトース（Lac）またはセロビオース（Cel）を出発原料とし、7 段階の反応を経て一級アミノ基

を有する各種オリゴ糖誘導体を合成した。これらのオリゴ糖誘導体と N-ヒドロキシスクシンイミド

（NHS）で活性化されたローダミン（NHS-Rho）とをカップリングさせたのち、脱アセチル化を

行うことで、ラクトース修飾ローダミン（Rho-Lac）またはセロビオース修飾ローダミン（Rho-Cel）
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を合成した（Chart 1）。また、糖部位を有さないネガティブリファレンスとして、アニリンを出発

原料とする合成スキームにより、ローダミン修飾アニリン（Rho-H）も合成した。これらの分子プ

ローブの蛍光偏光度を様々なオリゴ糖（Lac、Cel、Mal、3’SLac、または 6’SLac）やカチオン（Na+

または Ca2+）を共存させた水溶液中にて一分子蛍光システム（MF20／OLYMPUS）解析を行い、

分子間に働く CCI を評価した。CCI が共存オリゴ糖との間で働けば、見かけの分子量が増大して

分子プローブの回転速度が低下するため、蛍光偏光度は増大するはずである。 

実際、まず Rho-Lac および Rho-H の蛍光偏光度（mP）を測定したところ、脱イオン水中における

蛍光偏光度（mP0）はそれぞれ 33.7 と 51.0 であった。一方で、Lac および Ca2+を共存させた場合、

これらの分子の mP はそれぞれ 46.2 および 62.4 に上昇した。本来であれば、ラクトース部位を持

たない Rho-H は共存オリゴ糖である Lac と相互作用しないため、mP に変化は無いはずである。

今回の結果は、Lac や Ca2+を添加することにより溶液の粘度が上昇して Rho-H 分子の回転が抑制

されたため、その結果として mP が上昇したことを示差している。この結果を踏まえ、添加物によ

る溶媒の粘度上昇を考慮した式を用いて ΔmPr を算出した。ΔmPr の数値が大きいほど、CCI が強

く働くことを表している。Rho-Lac の ΔmPrは脱イオン水中に比べ、Lac および Ca2+を共存させる

と大幅に上昇した（0.005→0.112）。これは共存オリゴ糖である Lac と Rho-Lac のラクトース部位

との CCI が Ca2+の存在により誘起されたことで、Rho-Lac の見かけの分子量が増大し、Rho-Lac

分子の回転速度が抑制されたためと考えられる。この結果は、Ca2+によって Lac-Lac 間相互作用が

誘起されるという既存の報告と一致し、我々の開発した一分子蛍光システムでも CCI が検出できる

ことが分かった。また、Lac ではなく 6’SLac を共存させると、Rho-Lac の ΔmPrはさらに大きく

増大し（ΔmPr = 0.165）、その増大の程度は 3’SLac 添加時（ΔmPr = 0.124）よりも大きかった。の

ことは、Rho-Lac のラクトース部位が Lac よりも 3’SLac や 6’SLac とより強く相互作用することを

示している。これら三つの糖の構造上の違いは、シアル酸の有無またはラクトース部位に対するシ

アル酸の結合位置（3 位または 6 位）だけである。この結果は、本手法が CCI の糖構造依存性の解

析にも極めて有用であることを示唆している。また Lac と 6’SLac 間との相互作用はこれまでに報

告例はなく、本手法が未知の CCI の探索にも有用なハイスループット解析法であることを示すデー

タである。 

３．今後の研究における課題または問題点 

本研究において我々は、ローダミンで蛍光標識したラクトース（Rho-Lac）を分子プローブとし、

様々なオリゴ糖やカチオンを共存させた水溶液中でその動的パラメータ（回転拡散速度）を評価し

たところ、共存させるオリゴ糖の構造に依存して Rho-Lac の動的パラメータが変化することを見出

した。これらの共存オリゴ糖鎖と相互作用しながらブラウン運動することが、これら動的パラメー

タの低下に繋がったと考えられ、CCI の糖構造依存性や共存カチオン依存性、さらには未発見の

CCI の探索を迅速に行うための方法論として期待できる。 

Summary 

Glycosphingolipids (GSL) in cell membranes laterally aggregate to form microdomains and 

face-to-face interactions between such microdomains induce cell-cell adhesions and cell-cell 

signal transductions. It has been recognized that main driving forces to induce such face-to-face 

interactions include carbohydrate-carbohydrate interactions (CCI), in which the carbohydrate 

unit of one GSL recognizes the carbohydrate unit of another GSL in specific and, in some cases, 
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cations-dependent manners. Since cell-cell adhesion is a fundamental bioprocess in 

multicellular organisms, investigation on CCI is of quite importance from academic viewpoints. 

Investigation on CCI is of quite attractive from an industrial aspect, since it would supply 

useful information to design new drugs for preventing various diseases triggered by 

unfavorable cell-cell adhesions (metastases, inflammations, etc.). In spite of their importance, 

detailed mechanism of CCI has not been clarified so far. Not only fluidity of cell membrane but 

also dynamic fluctuation of their GSL levels make it quite difficult to investigate CCI on the 

cell surface in detailed manners. Artificial model systems are, therefore, powerful alternatives 

to investigate the mechanism of CCI. 

In this work, we focused our research effort on establishing a new high-throughput screening 

(HTS) system based on fluorescence intensity distribution analysis-polarization (FIDAPo) to 

evaluate CCI. To achieve this goal, we firstly synthesized rhodamine-labeled lactoside (RhoLac) 

as a molecular probe to monitor its rotational diffusions in aqueous media containing free 

oligosaccharides. If adhesive CCI exist between the free oligosaccharides and these 

Rho-derivatives, they should restrict molecular motion of Rho-Lac to reduce its rotational 

diffusion rates. 

To prepare RhoLac, p-aminophenyl--lactoside carrying O-acetyl groups was amidated with 

chloroacetyl chloride and the subsequent SN2 reaction using NaN3 afforded per-acetylated 

-lactoside having terminal azide. The subsequent reduction on Pd/C, coupling with RhoNHS 

and deacetylation in aqueous ammonia afforded RhoLac. Successful purification of RhoLac was 

achieved by using a column packed with hydrophobic resin (Diaion HP20, Mitsubishi chemical). 

We also synthesized another Rho derivative having no Lac unit (RhoH) as a negative reference 

through a coupling between RhoNHS and aniline derivative. 

We then carried out FIDAPo measurements on RhoLac and RhoH. In fact, rotatory diffusion 

rates of RhoLac decreased in the presence of free Lac, 3'-sialyl lactose (3'SLac) and 6'sialyl 

lactose (6'SLac). These data clearly indicate that the Lac unit of RhoLac strongly and 

selectively interact with the co-existing Lac, 3'SLac and 6'SLac in the presence of Ca2+. 
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低周波治療器を用いた骨量改善における機序の解明と方法論の開発 

Elucidation of mechanism in bone mass improvement using the low frequency treatment device and 

the development of the methodology 

     

研究代表者 大迫正文（ライフデザイン学部健康スポーツ学科） 

 

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ラット大腿骨  Rat’s femur 

            ②不動化       immobilization 

      ③低周波治療器  Low frequency treatment device 

        ④組織学        Histology 

      ⑤骨吸収       Bone resorption 

平成 29 年度交付額／994,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

＜学会・口頭発表＞ 

・ラット不動化モデルの大腿骨骨折線に及ぼす鍼通電刺激の影響．第 66回全日本鍼灸学会 

（於・東京大学）2017年 6月 11日． 

・異なる介入頻度の鍼通電刺激がラット大腿骨の骨構造に及ぼす影響．日本体力医学会 

第 72回大会（於・愛媛県松山市）2017年 9月 17日． 

＜論文＞ 

・Nakai S.,OhsakoM.（共著）： Comparison of effects of electrical stimulations in various 

conditions on femoral bone structures in rats. Bulletin of Graduate School of TOYO univ. 

54:291-301,2018. 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

7 週齢のウィスター系雄性ラット 45 匹を用い、無作為に不動群(IM)、不動･置鍼群(IMA)、不動･経

皮通電刺激群(IMTE)、不動･鍼通電刺激群(IMEA)および対照群(CO)の５群に分けた。IM は後肢不動化

を図り、IMA は不動中にステンレス鍼を刺入し、また、IMTE は不動と同時に経皮的通電を行った。さ

らに、IMEA は不動中に刺入した鍼に電気を流し、CO はケージ内にて正常飼育した。CO 以外の各群

は、ジャケット型不動装置を用いて、股関節および膝関節を伸展位で固定した。IMA および IMEA の

刺鍼部位は大腿前面の中央および遠位部とし、IMTE は同部位の皮膚表面に電極を添付した。連続的交

流通電は 250μsec、50Hz、0.24mA（500Ω 負荷時）の条件の鍼または経皮通電を、10 分／日、毎日行

った。なお、これらの群における置鍼または通電刺激は麻酔下で行った。実験期間終了後、各群のラッ

トを安楽死させた後に大腿骨を摘出し、左脚の骨幹中央部を用いて組織学的および形態計測学的に観察、

計測し、右脚の同部位では三点支持による骨強度試験で計測した。 
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２．研究経過および成果の概要 

本研究の CO では第三転子が発達し、皮質骨が後外方に伸びるために、その部位の骨膜側では骨形成

が活発であり、骨内膜面側では吸収が促進された。一方、IM では骨内膜面側に大きな骨髄腔が存在し、

他の群に比べて皮質骨が最も薄く、このことからこの群では骨膜面側での骨形成が抑制されると同時に

骨内膜面側での吸収が著しく促進されたと考えられた。 

置鍼または通電刺激された群の皮質骨の厚さは IM に比べていずれも厚かったが、その中でも IMA

が最も薄く、IMEA が最も厚かった。以上のことから、不動化に伴うこの部位の骨膜側の骨形成の抑制

は、その皮質骨の厚さが示すように IMA より IMTE、そしてさらに IMEA という順で、大きな効果が

もたらされていた。骨幹中央部の中でも前内側部に層板構造が形成されているが、後外側部には層板構

造を有しない骨が厚く形成されることが認められた。層板構造の有無と、基質線維の密度および配列状

態から骨の形成速度や組織の分化度について検討した報告では、典型的な層板構造が形成される骨は分

化度が高く、形成にも長い時間を要するとされている。このことに、本研究におけるラット大腿骨の前

内側部と後外側部の構造上の違いを当てはめて考えると、前者の骨は緩やかに形成される分化度の高い

骨であり、後者は比較的短時間のうちに形成されていると思われる。皮質骨内に層板構造が占める割合

は、CO と IMEA でほぼ同値であった。このことから皮質骨に厚さ、成熟度ともに CO と IMEA は類似

していると考えられる。 

類骨が石灰化によって骨基質になると、骨細胞の細胞体および細胞突起は、それぞれ骨小腔､骨細管

とよばれる骨基質で囲まれるようになる。骨基質内に埋入された骨細胞は、成熟の度合いによって形態

や細胞内小器官の量などの差異が生じ、骨形成能は休止すると考えられている。不動化による皮質骨の

厚さの変化が少なかった大腿前面の骨小腔の大きさを群間で比較すると、IM、IMA および IMTE では

CO より有意に大きい値を示したが、IMEA と CO との間には有意な差を示さなかった。また、IMTE

の骨細管の太さに関しても同様な傾向が認められた。骨粗鬆症では骨小腔や骨細管壁から無機質が溶け

出すことによってその壁が開大し、これは骨細胞性骨溶解と呼ばれる。本研究の骨小腔や骨細管の開大

はそれと同様な状態にあることを意味し、このことから不動化によって骨溶解が進められるが、IMTE

および IMEA では、それが抑制されていたと考えられる。一方、物性を示す骨強度試験の結果を比較す

ると、Strength の値は CO に次いで IMEA の値が高く、IM より維持されていることが分かった。こ

のことは、硬さとしなやかさの積で表される Strength に、層板構造の占める割合や骨小腔の開大が関

連したことを反映していることが考えられる。 

以上のことから、不動化の影響のみならず、介入の影響が大腿骨の後外側部で明瞭であったことから、

それらは正常状態でも活発な形成および吸収が行われている部位、すなわち高代謝回転のみられる部位

に顕著な影響をもたらし、鍼通電刺激によって構造的、強度的な維持がなされることが示唆された。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 本研究では、後肢不動化ラットで皮質骨表面に吸収像と、皮質骨内の骨小腔の増大化が認められ

た。鍼灸針の置鍼や、鍼または経皮的な低周波電気刺激によってそれらの影響は抑制されたが、経

皮通電刺激よりも鍼通電刺激で効果が顕著であった。経皮的な通電では、刺激が皮下を通過する間

に減衰する可能性があり、それには周波数が影響すると考えられる。今後は、鍼の使用のような特

殊な資格を必要しない、経皮的な電気刺激による骨の健康維持法を一般化するために、種々の周波
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数の電気刺激を用いて、経皮的刺激でも深部の骨にまで到達できる条件について検討することが必

要とされ、これを今後の課題とする。 

Summary 

  A bone strength declines accompanied with an aging or a long period bedrest, and the bone 

fractures easily by low-intense external force. As focusing the difference on the methodology of 

an electrical stimulation between the acupuncture or the transdermal, this study aimed to 

compare and investigate effects of those electrical stimulations on the cortical bone.  

Furthermore, effect of inserting acupuncture was also investigated as non-electrical 

stimulation. 

  Forty-five male rats (wistar strain, seven-week-old) were used as materials and were 

divided into five groups randomly: immobilized group (IM), immobilized and acupunctured 

group (IMA), immobilized and transdermal electrical-stimulated group (IMTE), immobilized 

and electrical acupuncture stimulated group (IMEA) and control group (CO).  Hindlimbs of 

rats were immobilized for two weeks in group except for CO.  Stainless needles were inserted 

until femoral periosteum in IM-A and IM-EA simultaneously with immobilization, and 

electrodes were pasted to the skin surface in IM-TE.  Conditions of those electrical 

stimulations were the continuous alternating current (250μsec、50Hz、0.02mArms), 10min/day, 

every day for two weeks.  Femurs were excised from each group after an experimental period 

and these specimens were analyzed histologically.   

Many bone resorption images and large osteocytic lacunae were observed at the periosteum side 

of a cortical bone, in IM.  Those images were hardly recognized in IM-A, IM-EA and IM-TE.  

However, thickness of the periosteum increased in those groups. It was understood that the 

acupuncture stimulation to the periosteum and the transdermal electrical stimulation had 

inhibiting effects of decrease in the thickness of periosteum and the bone density, caused by 

immobilization. Most groups, except for IMTE, showed significant high Stiffness compared to CO, 

and a difference among IMTE and CO wasn’t significant.  Significant low Deformations were found 

in IM and IMTE, but the differences between IMA, IMEA and CO weren’t significant.  Strength 

was lower in all groups immobilized than CO. Anterior-posterior and medial-lateral diameters of 

the cortical bone and cross-sectioned areas in IM were lower significantly than CO.  The groups 

treated by the acupancture or transdermal stimulations indicated higher values than IM, but no 

significant differences were found between groups . A difference in Strength between IM and IMTE 

was no significant and Strength in IM was lower significantly than other groups. 

 It was understood that the effect of the immobilization on the structure and the bone strength was 

inhibited by the electrical acupuncture. 
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高齢者の移動の質を向上するパーソナルモビリティビークルの研究 

Research on Personal Mobility Vehicle to Improving the Quality of Life of Elderly People 

   

     

研究代表者 高橋 良至（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 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①パーソナルモビリティビークル Personal Mobility Vehicle 

            ②高齢者  Elderly People 

      ③移動支援  Mobility Assistance 

        ④公共交通 Public Transportation 

      ⑤生活の質  Quality of Life 

平成 29 年度交付額／439,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

・パーソナルモビリティビークルと公共交通機関の連携に関する予備実験，高橋良至，

松原淳，第 20 回福祉のまちづくり学会講演概要集，P2-2，2017．  

 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

現在，公共交通機関の駅などから目的地までの、いわゆる”ラストワンマイル”の移動に困難

を抱える移動制約者が，社会と関わりを持ち続けるためのモビリティのあり方が問われている． 

研究代表者らは，これまでに公共交通機関の駅などからの”ラストワンマイル”の超短距離移

動に用いる，“パーソナルモビリティビークル”の提案を行っている．本研究では，これまで

に行ってきた移動制約者のためのパーソナルモビリティビークルの開発に資する，パーソナル

モビリティビークルと公共交通機関を組み合わせた移動の有効性について調査を行い，パーソ

ナルモビリティビークルの仕様の実験的な確認と共に，公共交通機関を利用して移動範囲を拡

大するユニバーサルな移動のデザインを提案することを目的とし，パーソナルモビリティビー

クルとしてハンドル型電動車いすを用いて，公共交通機関を利用して移動を行う予備実験を実

施し，国内外における公共交通等のバリアフリー事例調査，高齢者のための移動やリハビリテ

ーション機器調査等を実施した．  

 

２．研究経過および成果の概要 

パーソナルモビリティビークルと公共交通機関の連携に関する実験にあっては，公道（歩道）

での走行が可能であり運転に免許などが必要ない，折りたたみ式電動カート，Luggie（日本工

業規格（JIS）では，ハンドル型電動車いすに分類）を用いて，健常者，脳血管障害の既往歴

のある実験協力者に，つくばエクスプレス線，北陸鉄道浅野川線を利用して，日常生活におけ
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る移動を模した市街地や駅構内における移動，駅における列車への乗降を行ってもらい，その

様子を観察した．その結果，ハンドル型電動車いすを PMVとして用いて移動する様子を観察し

た結果，パーソナルモビリティビークルが公共交通機関と連携するためには以下のような点に

ついて考慮する必要があることが分かった． 

・つくばエクスプレス線では，ホームと列車の隙間は小さいが段差があるため，ハンドル型電

動車いすに乗ったまま列車に乗降するためにはスロープが必要であった．パーソナルモビリテ

ィビークルには段差乗り越し能力が求められるが，車輪径の大型化やモータの高出力化等が必

要であり，小型軽量化が求められるパーソナルモビリティビークルの仕様と相反するものであ

る．  

・エレベータ乗降時，列車乗車後に降車するための方向転換を車内で行う必要があるため，そ

の場で転回が可能な旋回性能が必要である．  

・駅構内やプラットフォームでは，平坦で転回可能な空間が必要である．後進や操作間違いに

よる転落を防止するために，ホーム柵の設置などホーム端に近づかずに走行できる構造が望ま

しい．また，パーソナルモビリティビークルに特別な機構などがなくとも乗降が可能となるよ

うに，ホームと列車との隙間や段差を少なくする必要がある．但し，建築的，土木的な工事を

行う必要があるため，早急な実現は困難であると考える． 

・信用乗車方式，ゾーン制運賃などを採用することで，ワンマン運行の場合も後方扉から乗降

可能となり，乗降がしやすくなるのではないかと考える．乗降時間を含めた柔軟な運行ダイヤ

の検討，車内における車いすやベビーカーを含めた移動機器類のための車内スペースの検討，

混雑状況の緩和についても検討の必要があると考える． 

 国内外における公共交通等のバリアフリー事例調査，高齢者のための移動やリハビリテーシ

ョン機器調査にあっては，ロンドンにおけるオリンピック・パラリンピックに対応した地下鉄

のバリアフリー改修事例，ICORR（International Conference on Rehabilitation Robotics）

2018におけるリハビリテーション機器（ここでのリハビリテーションは，機能回復訓練のみな

らず生活支援を含んでいる）の調査を行った．ロンドン地下鉄におけるプラットフォームの一

部かさ上げの事例，車いすアクセス可能の表示，市内のシェアバイクなどの状況を確認し，歩

行リハビリテーション機器や歩行用ロボット等に関する展示の見学や研究発表を聴講し，情報

収集を行った． 

   

３．今後の研究における課題または問題点 

本研究で明らかになった，パーソナルモビリティビークルと公共交通機関を連携し，高齢者の

移動を確保することで生活の質を向上させるために必要な要件を満たすパーソナルモビリテ

ィビークルの開発を今後行って行く必要がある．また，パーソナルモビリティビークル本体の

技術的な改良のみならず，周辺環境や運行システムなどの整備が必要であることから，移動を

確保するためのユニバーサルデザインやバリアフリー環境についても研究の幅を広げる必要

があることを確認した．  
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Summary 

“Last One Mile” problem is acknowledged recently that is especially on the transportation 

of elderly and disabled people. Therefore, “Personal Mobility Vehicle” is developing for 

short-range transportation such a between train station and home. In this research, we 

investigated the effectiveness of mobility combined with personal mobility vehicle and 

public transportation, which contributes to the development of personal mobility vehicle 

for persons with mobility difficulties we have done so far. And also, it was conducted a 

preliminary experiment to determine the specification of personal mobility vehicle along 

with confirmation, with the aim of proposing a universal design on the mobility that 

expands the range of movement by using public transportation. In this experiment, 

handle-controlled electric wheelchair, Luggie, was used as a personal mobility vehicle. 

Healthy subjects and subjects with a history of cerebrovascular disorder were participated 

the experiments. Subjects moved from start point where is near station to goal point by 

using personal mobility vehicle and train. That way was virtual route of usual 

transportation in an urban area and subject’s acts were carried out. As a result, personal 

mobility vehicles are required to have a step clearance capability, it is necessary to increase 

the wheel diameter, to increase the output power of the motor, and the like. We will develop 

a personal mobility vehicle that meets the necessary requirements for improving the 

quality of life of the elderly people ensuring the ability of transportation. Moreover, it is 

necessary to develop not only the improvement of the personal mobility vehicle itself but 

also the running environment and safety law system, so it is necessary to broaden the 

range of research on universal design and barrier-free environments to ensure movement. 
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運動トレーニングに伴う静脈血管伸展性の適応は 

動脈血管機能の向上と関連するのか？ 

Is the adaptation of venous compliance with exercise training related to 

the improvement of arterial vascular function? 

 

研究代表者 大上 安奈（食環境科学部 食環境科学科） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 15 日 

キーワード／ ① 持久性運動  Endurance exercise 

② 循環調節   Circulatory regulation 

③ 静脈還流量  Venous outflow 

④ 静脈容量   Venous capacitance 

⑤ 脈波伝播速度 Pulse wave velocity 

平成 29 年度交付額／1,160,000 円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

大上安奈：運動トレーニングに伴う静脈血管伸展性増大と動脈血管機能性向上の関連性。

第 73 回 日本体力医学会大会、福井、平成 30 年 9 月（予定） 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

本研究では、1）短期間の持久的な運動トレーニングは静脈血管伸展性（柔らかさ）を増大させるの

か、2）静脈血管の適応は動脈血管機能向上と関連するのか、を明らかにすることを目的とした。なお、

本研究を行うにあたり、研究の目的や手順および危険性について口頭または文章で説明し、同意を得て

から実験を行った。 

被験者は健康な若年男女 6 名とし、トレーニングを行う群［TRA 群：3 名（年齢：20.7±0.3 歳、身

長：166.5±2.8 cm、体重：61.6±4.6 kg、収縮期血圧：109±8 mmHg、拡張期血圧：66±6 mmHg、

および心拍数：84±2 拍/分）］と行わない群［CON 群：3 名（年齢：21.7±0.3 歳、身長：170.5±5.7 cm、

体重：63.0±1.7 kg、収縮期血圧：112±4 mmHg、拡張期血圧：68±3 mmHg、および心拍数：66±3

拍/分）］に分けた。TRA 群は、最大酸素摂取量（V
．
O2max）の 60%に相当する強度（60%V

．
O2max）の一

定負荷自転車運動を、1 回 40~60 分、週 3 回、8 週間実施した。運動時間は、トレーニング 1～2 週目

では 40 分、3～4 週目では 50 分、そして残りの 5～8 週目では 60 分とし、徐々に時間を延長した。ま

た、運動トレーニングに伴う体力レベルの増加により運動負荷も変化するため、トレーニング開始 4 週

目終了時に運動負荷の再設定を行った。一方、CON 群は、特別な運動を行わない通常の生活を 8 週間

実施した。 

まず、トレーニング開始前（Pre）の測定として、被験者の V
．
O2maxと運動負荷を決定するために、漸

増負荷運動テストを実施した。被験者は、座位姿勢で 3 分間安静の後、ウォーミングアップとして

20~50W の負荷を 3 分間漕ぎ、それに引き続き 2~24W/分で負荷を漸増させた状態で自転車運動を継続
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した。被験者は疲労困憊まで自転車運動を行い、その時の呼気ガスを breath-by-breath で測定し、併せ

て循環応答（心拍数と血圧）も測定した。さらに、漸増負荷運動テストの日から 2 日以上あけ、下腿部

と前腕部の静脈血管パラメータ（静脈血管伸展性、静脈容量および最大静脈還流量）と動脈血管機能の

指標（上腕-足首間脈波伝播速度）を評価した。被験者は 20 分以上仰臥位姿勢にて安静を保ったのち、

脈波伝播速度を測定し、その後、静脈血管パラメータを測定した。脈波伝播速度とは、心臓の拍動によ

って生ずる大動脈の振動（脈波）が末梢に向かって伝播する速度であり、この値が大きいほど動脈血管

が硬いことを意味する。本実験では、両上腕部および両足首部に加圧用カフを装着し、上腕-足首間脈波

伝播速度を評価した。静脈血管パラメータの測定について、具体的なプロトコールは以下のとおりであ

った。左上腕部と左大腿部にカフを装着し、60 mmHg の圧力を 8 分間加えた後、1 mmHg/秒の速度で

0 mmH まで 60 秒間かけてカフ圧を漸減的に脱気した。加圧中および脱気中の前腕部と下腿部の体肢容

積変化を静脈閉塞プレチスモグラフィ法で測定し、カフ圧－体肢容積曲線を求め、そこから静脈血管伸

展性、静脈容量および最大静脈還流量を算出した。 

TRA 群においては、トレーニングの効果を判定するために Pre と同様の測定をトレーニング 4 週目

（4wk）とトレーニング後（Post）に実施し、CON 群においても同様の測定を、8 週間の通常生活の前

（Pre）と後（Post）で実施した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

8 週間の持久性運動トレーニングにより、TRA 群の V
．
O2maxは全ての被験者において Pre と比較して

Post で増大した（Pre：33.9±2.0 mL/min/kg、Post：42.1±3.9 mL/min/kg）。一方、CON 群では V
．
O2max

に変化は認められなかった（Pre：36.8±3.3 mL/min/kg、Post：37.9±3.7 mL/min/kg）。 

TRA 群において、前腕部における静脈血管伸展性、静脈容量および最大静脈還流量に Pre と Post の

間で違いは認められなかった。一方、下腿部では Pre と比較して Post で、3 名中 1 名において静脈血

管伸展性、静脈容量および最大静脈還流量のすべてで増大がみられ、1 名において静脈容量のみ増大が

みられ、残り 1 名についてはいずれのパラメータも変化しなかった。動脈血管機能の指標である脈波伝

播速度については、TRA 群において 3 名中 2 名に改善がみられた。これらの結果から、8 週間の一定負

荷自転車運動トレーニング伴う静脈血管伸展性の増大と動脈血管機能の向上は必ずしも一致しない可

能性が示唆された。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

被験者数が少ないため、今後、人数を増やすことで、より普遍的な結論を導き出す必要がある。また、

動脈血管機能の指標として、本実験では脈波伝播速度を用いたが、血管内皮機能も評価し、静脈血管伸

展性との関連性を検討する必要があると考えられる。 

 

Summary 

The purpose of this study was to investigate 1) whether endurance exercise training at 8-wk 

increased the venous compliance, and 2) whether the adaptation of venous vascular parameters 

were related to the enhanced arterial vascular function. Six subjects participated in this study 

(training group (TRA): n = 3, control group (CON): n = 3). In TRA, subjects carried out cycling 

exercise training for 8 week. Training program consisted of cycling exercise at 60% of maximal 
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oxygen uptake (V
．
O2max) for 40-60-min 3 times a week for 8 weeks. In CON, subjects did not have 

special exercise in their lifestyle for 8 week. In both groups, respiratory (V
．
O2max) and circulatory 

(heart rate and blood pressure) responses, venous vascular parameters (venous compliance, venous 

capacitance, and maximal venous outflow in forearm and calf) and arterial vascular function 

(brachial-ankle pulse wave velocity: baPWV) were measured before (Pre) and after (Post) 8 week. 

Venous compliance was assessed by using a short deflation protocol as following. The venous 

collecting cuff on the left upper arm and left thigh was inflated to 60 mmHg for 8 min. After cuff 

inflation for 8 min, collecting cuff pressure was manually reduced at a rate of 1 mmHg/s from 60 to 

0 mmHg (over 1 min). Through the cuff inflation and deflation, forearm and calf volume which is 

index as venous volume was measured by strain gage plethysmography. And then, from cuff 

pressure-limb volume curves, venous compliance, venous capacitance, and maximal venous outflow 

were calculated. V
．
O2max in TRA was greater after than before 8wk training (Pre: 33.9±2.0 

mL/min/kg vs. Post: 42.1±3.9 mL/min/kg), while V
．
O2max in TRA did not differ before and after 8wk 

(Pre: 36.8±3.3 mL/min/kg vs. Post: 37.9±3.7 mL/min/kg). In TRA, all venous vascular parameters 

in forearm were not different between Pre and Post. On the other hand, in one out of three subjects, 

all venous vascular parameters in the calf were greater in Post than Pre. In one out of three 

subjects, only venous capacitance in the calf increased in Post compared with Pre. And, one out of 

three subjects, all venous vascular parameters were not changed by training. baPWV in TRA was 

enhanced by training in two out of three subjects. These results suggest that the increase in venous 

compliance with 8-wk endurance training might not be always related to the enhanced arterial 

vascular function. 
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がん治療や医療用検査デバイスに応用可能な新規ナノ材料の開発 

Development of new materials via rare sugars 

 applicable to cancer treatment and medical inspection devices. 

     

研究代表者 水木 徹（学際･融合科学研究科） 

 

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希少糖  Rare sugar 

            ②新材料  New material 

      ③酸化グラフェン Graphene oxide 

        ④糖脂質  Glycolipid 

      ⑤生体適合性 Biocompatibility 

   ⑥細胞毒性  Cytotoxicity 

平成 29 年度交付額／1,365,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

【国際学会発表】 

1. T. MIZUKI, K. HIRATA, T. UCHIDA, Y. NAKAJIMA, T. MAEKAWA, "Synthesis and 

analysis of rare sugar functionalized graphene oxide", 2017 Annual meeting of the Society 

for Glycobiology, B164, p105-106, November 7th, 2017 (USA) Poster presentation. 

2. T. MIZUKI, K. HIRATA, T. UCHIDA, Y. NAKAJIMA, T. MAEKAWA, "Synthesis of rare 

sugar functionalized graphene oxide", ICMAT2017, M-03-4, June 20th, 2017 (Singapore) 

Oral presentation. 

3. K. HIRATA, T. UCHIDA, Y. NAKAJIMA, T. MIZUKI "Synthesis of rare sugars containing 

neoglycolipids by enzyme reaction", ICMAT2017, AA-04-5, June 20th, 2017 (Singapore) 

Oral presentation. 

【論文】 

1. K. HIRATA, T. UCHIDA, Y. NAKAJIMA, T. MIZUKI, “Chemical synthesis and 

cytotoxicity of neo-glycolipids; rare sugar-glycerol-lipid compounds”, Heliyon, (at 

press) 

 

研究経過および成果の概要   

 本研究ではがん治療や医療用検査デバイスに応用可能な新規ナノ材料の開発を目的として、希少

糖を用いた 2 種類の新材料を開発し物性や細胞に及ぼす影響を解析した。 

【機能性還元型酸化グラフェンの開発】 

 酸化グラフェン分散液に希少糖およびアンモニアを加え、1 時間熱処理することで酸化グラフェ

ン（以降 GO とする）の還元とともに一部側鎖を希少糖に置換することで、1 ステップの反応で機

能性還元型酸化グラフェン（RSfGO とする）を合成した。本研究には 13 種類の希少糖（D-allose, 
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D-psicose, L-psicose, D-fucose, L-fucose, D-sorbose, L-sorbose, L-rhamnose, L-gulose, 

D-tagatose, L-tagatose, D-lyxose, L- lyxose）および D-グルコースの計 14 種類の単糖を用いた。

合成した RSfGO は遠心分離機で集めた後、純水で洗浄した。 

産物表面の物性解析は Raman spectroscopy、x-ray photoelectron spectroscopy (XPS)、Fourier 

transform infrared spectroscopy (FT-IR)、ultraviolet-visible absorption spectroscopy (UV-vis)

等の装置を用いて行った。 

UV-Vis での wavelength scan の結果、RSfGO は GO に比べて吸収波長が長波長側シフトしてい

た。Raman spectroscopy における G/D 比 IG/IDは、GO に比べ RSfGO の方が高い値を示した。こ

れらの結果は GO が本反応により還元されたことを示す。XPS で酸化グラフェンおよび反応産物に

ついて C=C、C-O、C=O 結合を検出し、その比率を計算したところ、C=C 結合に対し C=O 結合

の比率は反応後に減少しており、C=C 結合に対する C-O 結合の比率は減少、もしくは変化なしと

いう結果であった。この結果は還元された側鎖の一部に単糖が結合したことを示唆しており、FT-IR

も同様の結果を示している。 

一方、RSfGO の生体適合性および細胞毒性には血球がん細胞、バクテリア、羊赤血球を用い、

Hemolysis 試験、アラマーブルー試験、生育曲線の解析などで解析を行った。 

Hemolysis 試験においては赤血球に対し GO が強い毒性を示したものの、RSfGO は毒性が低く

なっていた。また各種希少糖についても同様の試験を行ったところ、糖を加えた方が血球は壊れな

くなる、つまり単糖が赤血球を保護するとの結果が得られた。これらの結果から、GO 表面に単糖

が結合することにより血球への毒性を下げたと考えられる。がん細胞に対する影響の解析では、こ

れまでグルコースで作成した RSfGO が高い生体適合性を示すことは知られているが、本研究で側

鎖となる糖の違いにより細胞に対する毒性が異なることを示した。一方、GO や RSfGO を添加培

養し生育曲線を描くことでことでも生体適合性および細胞毒性を解析した。こちらも側鎖となる糖

の種類により大きく異なる挙動を示したが、GO 添加時には細胞の増殖が抑えられているのに対し

て、側鎖が一部の希少糖に変化することで時間と共に細胞数が減少、つまり強い細胞毒性を示した。

また、これまで生体適合性が高いと報告のあったグルコースを側鎖として有する RSfGO において

は GO および RSfGO 無添加（コントロール）時とほぼ同等の生育曲線を示したが、一部の希少糖

に置き換えた RSfGO を添加した結果においては生育がより促進されるという結果が得られた。 

今後、細胞への影響や適合性をフローサイトメトリーなどの手法を用いてより詳細に解析すると

共に、がん細胞以外の細胞に対する影響も解析していく。 

【希少糖含有糖脂質の開発】 

 希少糖含有グリセロ糖脂質（以降 RSGGL）および希少糖含有糖脂質（以降 RSGL）を化学反応

で合成し、それぞれの細胞毒性を測定するとともにそのメカニズムの解析を試みた。 

RSGGL の合成においては改変 Fischer 法を用いて単糖とグリセロールを結合した。単糖として

6 種類の希少糖（D-ribose、D-allose、L-rhamnose、L-lyxorse、D-gulose、L-fucose）および D-

グルコースの計 7 種類を用いた。シリカゲルカラムで精製後、薄層クロマトグラフィー（以降 TLC）

で 産 物 の 確 認 を 行 っ た 。 そ の 後 lipase の 逆 反 応 を 用 い て 糖 グ リ セ ロ ー ル と

2,2,2-trifluoroethylbutyrate を結合させた。シリカゲルカラムで精製後、再度 TLC で産物の確認

を行った。遠心エバポレーターおよび凍結乾燥器を用いて乾燥後、産物の重量を測定した。 

 合成した RSGGL の細胞毒性についてアラマーブルー試験および LDH 試験を用いて解析した。
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RSGGL はどちらの試験においても一定の濃度を超えた際に強い毒性を示した。バクテリア由来の

rhamnose 含有糖脂質の研究において、糖脂質を加えることで培地の表面張力が一定値以下に下が

る事で細胞への毒性を示すとの報告があるが、我々の研究において表面張力以外にも側鎖として結

合する糖が毒性に影響を及ぼしている可能性を見出した。本成果については現在国際学術論文誌に

投稿中である（上記論文 1）。 

希少糖含有糖脂質（以降 RSGL）の合成においては無水条件下における lipase の逆反応を用い、

単糖とオクタン酸を結合した。単糖として 7 種類の希少糖（D-ribose、D-allose、D-psicose、

D-tagatose、L-lyxose、D-gulose、D-sorbose）および D-グルコースの計 8 種類を用いた。シリカ

ゲルカラムで精製後、TLC で産物の確認を行い、遠心エバポレーターおよび凍結乾燥器を用いて乾

燥後、産物の重量を測定した。 

 RSGL は RSGGL よりも全体的に強い細胞毒性を示した。合成した RSGL および RSGGL を用

いてその細胞毒性メカニズムを解析したところ、既報の関連論文で毒性のメカニズムとして報じら

れていた培地の表面張力の変化やミセルの形成などは毒性を示す要因の一部ではあるものの、毒性

の強さとは比例しないことを確認した。 

これまでに蓄積した研究成果から糖脂質の細胞毒性のメカニズムは細胞の代謝と関係している

可能性が得られている。影響を及ぼされる対象となる分子の違いやその強度が毒性の強さと関連し

ていると考え、今後ハウスキーピング酵素や核酸、脂質に対し RSGL や RSGGL が及ぼす影響の解

析を進めそのメカニズムを明らかにする。 

 

Summary 

We attempted to develop new materials using a rare sugar that, is known as useful sugar, have 

many unique functions such as antioxidant action, inhibition of cancer cell growth, and function of 

control sugar level in the blood for application in biological field (molecular biology, medicine, 

pharmacy and so on). Rare sugars are defines as monosaccharides and their derivatives being 

rarely in nature by International Society of Rare Sugars. D-psicose and D-allose are representative 

of rare sugars. 

This study, we investigated synthesis and cytotoxicity of rare sugar functionalized graphene 

oxide (RSfGO) and 2 types of neo-glycolipids composed of rare sugars, glycerol and lipids (RSGGLs) 

and rare sugars and lipids (RSGLs). 

We have synthesized RSfGOs by reduction of graphene oxide using a rare sugar and analyzed 

their surface states by Raman spectroscopy, x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Fourier 

transform infrared spectroscopy (FT-IR), and ultraviolet-visible absorption spectroscopy (UV-vis). 

Therefore, G/D ratio of Raman spectrum graph and transition of absorbance spectrum of UV-vis 

suggested reduction of GO. We should obtain RSfGOs that are created by reduction and 

modification of GO using rare sugars. We have measured biocompatibility and cytotoxicity of 

RSfGOs by drawing growth curve, alamar blue test and hemolysis activity with red blood cell (from 

sheep), bacteria (Escherichia coli JM 109 and Bacillus subtilis JCM1465) and human multiple 

myeloma cell (IM-9). It have been shown that RSfGO inhibited growth of E.coli and IM-9 cell, 

whereas RSfGO showed high biocompatibility to red blood cell. 

We have synthesized RSGGL by a combination of modified Fischer method and reverse reaction 

of lipase and RSGL by lipase reverse reaction. After purification with silica-gel column 
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chromatography, we have characterized their chemical structure with thin layer chromatography, 

FT-IR and matrix assisted laser desorption/ionization time of flight mass spectroscopy, and 

measured their biocompatibility and cytotoxicity by alamar blue test and LDH assay with IM-9 cell. 

Accordingly, RSGGLs and RSGLs showed low cytotoxicity when the concentration of RSGGLs and 

RSGLs was low, whereas it increased as exceeded a certain concentration. 

  We estimated a dependence of the surface tension of the media on the concentration and critical 

micellar concentration of RSGGLs and RSGLs for clarification the effect of the concentration of 

RSGGLs and RSGLs on cytotoxicity. 

 

 

 


