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中国人民大学・金剛大学校と結んだ交流協定に基づく 

国際シンポジウムの共同開催 

 

The Holding of International Symposium Based on the Study Exchange and Exchange Student 

Agreements among Toyo University and Renmin University of China and Geumgang University 

 

硏究代表者 伊吹 敦（文学部東洋思想文化学科） 

 

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国際シンポジウム   International Symposium 

      ②禅思想   Zen Buddhism 

      ③中国人民大学  Renmin University of China 

      ④金剛大学校  Geumgang University 

平成 29年度交付額／1600000円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

「第 6回 日・韓・中 国際仏教学術大会」での口頭発表・コメント 

7月 1日（土） 

○ セッション１（10:10-12:20） 司会：菊地章太（東洋大学） 

チェ・ウニョン（崔恩英、金剛大学校）「北朝僧稠禅師の習禅法」 

コメント：山部能宜（早稲田大学） 

張文良（中国人民大学）「『楞伽経』と中国華厳思想―『楞伽経』の「四禅」説を手がかり

として」 

コメント：石井公成（駒澤大学） 

○ セッション２（14:00-16:10） 司会：伊藤真（東洋大学東洋学研究所） 

パク・コンジュ（朴健柱、全南大学校）「『菩提達磨論』の禅旨とその意義」 

コメント：程正（駒澤大学） 

邢東風（愛媛大学）「元刊本『臨済録』について」 

コメント：野沢佳美（立正大学） 

○ セッション３（16:30-17:30） 司会：伊吹敦（東洋大学） 

齋藤智寛（東北大学）「禅問答の誕生と公案禅・看話禅への展開」 

コメント：菅野博史（創価大学） 

7月 2日（日） 

○ セッション４（10:30-11:30） 司会：水谷香奈（東洋大学） 

徐文明（北京師範大学）「仏印了元禅師門人略考」 

コメント：池田将則（金剛大学校） 

○ セッション５（13:10-15:20） 司会：渡辺章悟（東洋大学） 

舘隆志（東洋大学東洋学研究所）「中世禅林における端午」 

コメント：金子奈央（中村元東方研究所・東洋大学東洋学研究所） 
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柳幹康（花園大学国際禅学研究所）「夢窓疎石と『宗鏡録』」 

コメント：高柳さつき（中村元東方研究所） 

○ セッション６（15:40-16:40） 司会：佐藤厚（東洋大学東洋学研究所） 

チェ・ヨンシク（崔鈆植、東国大学校）「高麗末の看話禅伝統確立の歴史的背景」 

コメント：土屋太祐（新潟大学） 

研究発表／出版物 

『東アジア仏教学術論集 第 6号』（東洋大学東洋学研究所、平成 30年 2月）掲載論文・質疑 

チェ・ウニョン（崔恩英、金剛大学校）「北朝僧稠禅師の習禅法」（1-31頁） 

山部能宜（早稲田大学）氏によるコメントと回答（32-40頁） 

張文良（中国人民大学）「『楞伽経』と中国華厳思想―『楞伽経』の「四禅」説を手がかり

として」（41-58頁） 

石井公成（駒澤大学）氏によるコメントと回答（59-64頁） 

パク・コンジュ（朴健柱、全南大学校）「『菩提達磨論』の禅旨とその意義」（65-92頁） 

程正（駒澤大学）氏によるコメントと回答（駒澤大学）（93-105頁） 

邢東風（愛媛大学）「元刊本『臨済録』について」（107-162頁） 

野沢佳美（立正大学）氏によるコメントと回答（立正大学）（163-170頁） 

齋藤智寛（東北大学）「禅問答の誕生と公案禅・看話禅への展開」（171-191頁） 

菅野博史（創価大学）氏によるコメントと回答（192-199頁） 

徐文明（北京師範大学）「仏印了元禅師門人略考」（201-221頁） 

池田将則（金剛大学校）氏によるコメントと回答（222-239頁） 

舘隆志（東洋大学東洋学研究所）「中世禅林における端午」（241-263頁） 

金子奈央（中村元東方研究所）氏によるコメントと回答（264-270頁） 

柳幹康（花園大学国際禅学研究所）「夢窓疎石と『宗鏡録』」（271-294頁） 

高柳さつき（中村元東方研究所）氏によるコメントと回答（295-302頁） 

チェ・ヨンシク（崔鈆植、東国大学校）「高麗末の看話禅伝統確立の歴史的背景」（303-329

頁） 

土屋太祐（新潟大学）氏によるコメントと回答（330-336頁） 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 本研究プロジェクトは、東洋大学が中国人民大学・金剛大学校（韓国）と締結した国際交流協定

に基づいて、東洋大学東洋学研究所が中国人民大学仏教与宗教学理論研究所、金剛大学校仏教文化

研究所と協力して、毎年、東アジア仏教に関する共通テーマを設定し、三大学が輪番で国際シンポ

ジウムを開催するという試みを実現するためのものである。上記のように、この国際シンポジウム

は、三年に一度、東洋大学が開催校となるわけであるが、平成 29 年度はちょうどその年に当って

いた。ただ、開催には 300万円以上が必要で、資金的な目途が立たなかったため、中国人民大学の

申し出により、二年続けての中国での開催が有力視されていた。ところが幸運にも本プロジェクト

の採択と東洋学研究所の共同研究プロジェクト「東アジアにおける仏教思想の成立と展開、並びに

その意義の解明」が採択されたことによって、急遽、東洋大学で開催できることになった。更に科
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研費で申請していた研究プロジェクト「海外之研究者との連携による中国・日本における禅思想の

形成と受容に関する研究」の採択も決まり、今回のシンポジウムのテーマが「東アジアにおける禅

仏教の思想と意義」というもので禅に関係することもあって、三つの研究プロジェクトの共催とい

う形で本学での国際シンポジウムの開催が決まった。 

本プロジェクトではもともと東アジア仏教に関連の深い専任教員に共同研究者になってもらっ

ていたが、更に東洋学研究所共同研究プロジェクトや科研費プロジェクトの研究分担者、東洋学研

究所や科研費の研究支援者などにも協力を仰ぎつつ、直ちに国際シンポジウム開催の準備に取りか

かった。具体的には、翻訳者や当日の通訳、ホテル、会食等の手配や中国人研究者の入国ビザの申

請、海外在住の通訳の航空券の手配、当日配布する資料の印刷と製本、ポスターの作成と配布等を

行った。突然に開催が決まったわりには、準備は順調に進み、何とか開催に漕ぎ着けたが、ただ一

つ、何らかの理由で中国側の責任者である張風雷教授のビザが下りず、来日できなかったことは遺

憾であった。 

２．研究経過および成果の概要 

 6月 30日（金）に学長室法門と歓迎会を開き、7月 1日（土）と 7月 2日（日）に学術大会と懇

親会を開催した（海外の硏究者たちは 7月 3日（月）に離日）。 

 学術大会では、研究代表者の伊吹が全体の責任者となり、東洋学研究客員研究員の舘隆志氏、科

研費プロジェクトの研究分担者である齋藤智寛氏、柳幹康氏が発表を行い、本プロジェクトの研究

分担者の渡辺章悟氏、菊地章太氏、水谷香奈氏、東洋学研究所客員研究員の佐藤厚氏、伊藤真氏ら

が司会を行い（佐藤氏は通訳・翻訳も担当、水谷氏は翻訳も担当）、また、科研費プロジェクトの

研究分担者である程正氏、土屋太祐氏、東洋学研究所客員研究員の金子奈央氏らがコメントを行っ

た。金銭的な面だけでなく、人的な面でも三つの研究プロジェクトの総力を挙げて開催したシンポ

ジウムであったと言える。 

 シンポジウム閉会後は、直ちに当日に行われたコメントへの回答の原稿を取り寄せて翻訳を行い、

更に事前に翻訳してあった発表論文、コメントとともに編集作業を続けて平成 30年の 2月には『東

アジア仏教学術論集 第 6号』として刊行・配布を行った。なお、この雑誌の内容は、来年の 4月

までにはインターネット上にアップされ、広く世界に公開される予定である。 

３．今後の硏究における課題または問題点 

 このシンポジウムは、三大学の学術協定に基づいて開催されるものであるが、東洋大学の場合、

資金的な裏付けが十分でなく、毎回、硏究代表者の学内外の硏究資金への応募と採択によってかろ

うじて継続させている狀況である。特に今回は東洋大学での開催ということで、総額で 300万円を

超える資金が必要で、本研究プロジェクトだけでは賄いきれず、東洋学研究所の共同研究プロジェ

クト等の複數の研究資金を利用することでようやく開催に漕ぎ着けることができた。 

 また、毎回、東アジア仏教の重要課題の中からシンポジウムのテーマが選ばれるが、他の二大学

とは異なり、東洋大学で東アジア仏教を專門とする専門教員は極めて少数であり、対応できるテー

マは限られてくるし、また、同じ人が毎回発表するわけにも行かない（ちなみに、硏究代表者は平

成 28年度に発表を行ったばかりである）。そこで、東洋学研究所の客員研究員などの協力を仰いで

発表していただく必要が生じるわけであるが、今回、舘隆志氏が發表を行ったのがそれに当る。 

 平成 30 年度は韓国のソウル市でのシンポジウム開催が決まっており、本学からは日本側の代表

者として伊吹が出席するほか、文学部の川崎ミチコ准教授が發表を行い、また、東洋学研究所客員



213 

 

研究員の佐藤厚氏が通訳と原稿翻訳を担当し、また、文学部の水谷香奈助教が原稿翻訳に当る予定

であり、これらに必要な費用は東洋学研究所の共同研究プロジェクトで賄う予定である。この共同

研究プロジェクトによって平成 31 年度の北京開催のシンポジウムまではなんとか対応可能である

が、平成 32 年度に三度本学で開催する場合の資金の目途は全く立っておらず、今から考える必要

がある。 

Summary 

This research project is based on the “Study Exchange and Exchange Student Agreements 

among Toyo University in Japan and Renmin University in China and Geumgang University in 

South Korea”, and the purpose of this research project is, by co-hosting an international 

symposium on East Asian Buddhism every year, not only the promotion of the academic 

exchange of three universities but also the upgrading of our study. 

In the case of the international symposium is held in China or South Korea, we participate as 

the “Collaborative Research Project of the Institute of Oriental Studies, Toyo University”, but 

in 2017, the symposium had to be held in Japan, therefore, in order to cover the expenses, in 

addition to this research project, we applied for this "Collaborative Investigation Project with 

the Agreement Schools" and were adopted. As a result, almost all grants in this research 

project were allotted for direct expenses of the international symposium. Specifically, it 

includes invitation fees of overseas researchers, translation expenses such as presentation 

papers, poster production and postage expenses, meeting expenses, etc. 

At the international symposium held on the 1st and 2nd July 1, 2017, nine researchers from 

Japan, China and South Korea made presentations and the Japanese researchers commented 

on each. In addition, the members both of this project and the “Collaborative Research Project 

of the Institute of Oriental Studies” played a central role in the administration of the 

symposium by moderator, translator, interpreter etc. The contents of this international 

symposium have already been published as the Proceedings of the International Conference on 

East Asian Buddhism vol.6, and it will be uploaded on the internet in 2019. 

As for Proceedings of the International Conference on East Asian Buddhism, six volumes 

have been already published, and each issue contains all of the presenters’ papers, 

commentators’ comments, presenters’ answers to the comments, and the situation of the 

symposium is reproduced as it was. In this regard, it is an unprecedented experiment, and has 

gained popularity in academia. 

This international symposium has a very important significance in deepening academic 

exchanges between Japan, China and South Korea and in promoting advancement of the 

academic study in three countries. On the Japanese side, however, we have a very big problem 

that there is no financial support. This time as well, we were able to hold the symposium in 

Japan because of the adaptation of two research projects, but if it had not been adopted, it was 

supposed to be held in China for two years in a row. Three years later, the ninth symposium 

will be held at Toyo University, but at the moment it is reality that there is no prospect of funds 

at all. 
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日本・ヨーロッパ・台湾における文化コミュニケーションおよび 

日本文化表象研究 

Cultural Communication & Japan Cultural Representation Research in 

Japan, Europe and Taiwan 

 

研究代表者 石田仁志（文学部国際文化コミュニケーション学科） 

 

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文化コミュニケーション Cultural Communication 

②日本文化表象 Japan Cultural Representation 

③異文化理解 Cross-cultural understanding 

④翻訳 translation 

⑤村上春樹 Haruki Murakami 

 

研究交付額／1,800,000円 

 

研究発表／ 

（Ⅰ）本学専任教員 

【石田仁志】（研究代表者） 

 横光利一における〈震災と文学〉：天主教輔仁大学；平成 29年 9月 26日 

 村上春樹文学における〈家族〉－『１Q８４』を読む：東洋大学；平成 30年 1月 20日 

 〈夢〉の行方―村上春樹とイスマイル・カダレ：ストラスブール大学；平成 30年 3月 15

日 

【朝比奈美知子】（研究分担者） 

 文学作品における図書館－記憶、検閲、想像世界：ストラスブール大学；平成 30年 3月

15日 

【大野寿子】（研究分担者） 

 グリム童話と挿絵の黄金時代：東洋大学；平成 30年 1月 20日 

【堀ひかり】（研究分担者） 

 元祖クール・ジャパン―『海の神兵』（瀬尾光世監督、1945年）にみるナショナリズムと

トランスナショナリティ：東洋大学；平成 29年 11月 28日 

（Ⅱ）海外協定校研究者 

【Antonin BECHLER】（ストラスブール大学） 

 村上春樹における文学的コミットメント 

【セシル坂井】（パリ第７大学ディドロ） 

 日本語教育と日本文化―フランスで日本近現代文学を考える―：東洋大学：平成 30 年 1
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月 21日 

【Brigitte LEFEVRE】（リール第 3大学） 

 野上弥生子の「森」から村上春樹の「ノルウェイの森」まで：ストラスブール大学：平成

30年 3月 16日 

【竹本俊雄】（リール第３大学） 

 村上春樹初期作品再訪（1979-1982）―「僕と鼠の 3 部作」を中心に―：東洋大学：平成

30年 1月 21日 

【横路啓子】（天主教輔仁大学） 

 植民地台湾における名探偵の誕生：東洋大学：平成 30年 1月 20日 

【黄翠娥】（天主教輔仁大学） 

 野上弥生子の「台湾」について：東洋大学：平成 30年 1月 20日 

【横路明夫】（天主教輔仁大学） 

 1979年の村上春樹：東洋大学：平成 30年 1月 20日 

 

（Ⅲ）招聘研究者 

【Aaron GEROW】（イェール大学） 

 短編映画と短編小説 村上文学のオールタナチブな映画化：パリ日本文化会館：平成 30

年 3月 17日 

【范淑文】（国立台湾大学） 

 村上春樹文学に漂う「死」の匂い――夏目漱石文学の痕跡として見なせないか：ストラス

ブール大学：平成 30年 3月 16日 

【石川隆男】（国立台湾大学） 

 「神の子どもたちはみな踊る」の一考察――記憶・忘却の働き：ストラスブール大学：平

成 30年 3月 16日 

【野中潤】（都留文科大学） 

 定番教材と村上春樹：東洋大学：平成 30年 1月 21日 

【早川香世】（東京都立深川高等学校） 

 教材としての『鏡』：東洋大学：平成 30年 1月 21日 

【木村政樹】（日本学術振興会特別研究員） 

 情報収集と物語―村上春樹『1Q84 BOOK3』論―：東洋大学：平成 30年 1月 21日 

 

研究方法／ 

研究代表者を中心として、①文化コミュニケーション、②日本文化表象の 2テーマに関して、各自

の研究対象に根差して具体的なテクストを提示してもらい、勉強会や打ち合わせ会を開催し、テー

マに対する共通認識と課題を出し合い、それを共有した。そして、①に関しては平成 30年 1月 20・

21日の東洋大学での国際シンポジウムで共同討議を開催した。②に関しては、その国際シンポジウ

ムおよび、平成 30 年 3 月 15 日～17 日のフランスでの村上春樹国際シンポジウムで 3 日間にわた

って共同討議を開催した。 
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研究過程および成果の概要／ 

①研究過程 

平成 29年 5月 17日（水）：研究テーマ打ち合わせ１（東洋大学）：文化コミュニケーションおよび

日本文化表象に関する対象テクストについて 

平成 29年 5月 25日（木）：海外協定校ストラスブール大学 Antonin Bechler先生と打ち合わせ（東

京大学）：平成 30年 1月および 3月のシンポジウムの運営について 

平成 29年 7月 12日（水）：研究テーマ打ち合わせ２（東洋大学）：9月の台湾・天主教輔仁大学と

の勉強会打ち合わせ 

平成 29 年 9 月 26 日（火）：海外協定校天主教輔仁大学での勉強会「日本・台湾における文化表象

研究」開催；天主教輔仁大学・横路啓子教授「映画の中の震災」 

平成 29 年 11 月 1 日（水）：研究テーマ打ち合わせ３（東洋大学）：11 月のワークショップのテー

マについて 

平成 29 年 11 月 28 日（火）：ワークショップ「映画における日本文化表象」開催（東洋大学）：幹

事・堀ひかり 

平成 29 年 12 月 20 日（水）：研究テーマ打ち合わせ４（東洋大学）：1 月の勉強会および国際シン

ポジウムでの研究発表に関して 

平成 30年 1月 15日（月）：勉強会「文化コミュニケーションの諸相」開催（東洋大学）：幹事・大

野寿子 

平成 30 年 1 月 20 日（土）・21 日（日）：国際シンポジウム「日本・ヨーロッパ・台湾における文

化コミュニケーションおよび日本文化表象研究」＆「海外への日本語・

日本文化発信を担う人材育成を考える」を開催（東洋大学） 

平成 30 年 2 月 7 日（水）：研究テーマ打ち合わせ５（東洋大学）：3 月の国際シンポジウムの運営

について 

平成 30年 3月 15日（木）・16日（金）・17日（土）：国際シンポジウム「村上春樹の Realと Future

－表象文化研究の視点から」開催（ストラスブール大学、パリ日本文

化会館） 

 

②研究成果の概要 

 本研究では、本学の海外協定校の研究者と連携して、日本・ヨーロッパ・台湾における文化コミ

ュニケーションおよび日本文化表象に関する研究を行った。具体的には、日本文化表象においては、

（A）日本映画における文化表象（戦争表象、ジェンダー表象）、（B）関東大震災・東日本大震災

に対する震災表象、（C）日本の近代現代文学における文化表象（夏目漱石、野上弥生子、大衆文学、

村上春樹）などを取り上げた。例えば、堀ひかりの研究は、戦前のプロパガンダ映画を通して形成

される戦時期の〈日本〉イメージが、新しい表現形式の獲得を模索しつつ、ウォルト・ディズニー

のアニメーションの手法を取り入れることから生まれ、それが手塚治虫や宮崎駿の作品にまで及ん

でいることを明らかにした。また、石田仁志の研究では、村上春樹の小説において描かれる家族の

姿が日本社会における児童虐待問題をトレースしていることを踏まえつつ、それがテロや災害の恐

怖や不安にさらされている現代社会の問題に直結することを明らかにした。ヨーロッパや台湾にお

ける文化コミュニケーション研究としては、（D）ヨーロッパにおけるグリム童話や博物学的な思考、
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幻想文学と日本の文学文化との関連、（E）現代日本文学（村上春樹）の翻訳の問題、（F）台湾にお

ける日本の探偵小説の影響などを取り上げた。例えば、大野寿子の研究ではヨーロッパの童話や絵

本における挿絵の文化は日本の児童文学に視覚的な要素をもたらしたことを明らかにし、朝比奈美

知子の研究ではヨーロッパ近代の知識に対する博物学的な思考が村上春樹などの日本の現代小説

において新たな意味を与えられていることを明らかにした。また石田仁志は、東欧アルバニアのイ

スマイル・カダレの小説と村上春樹の小説との間に 1980 年代に共通する社会的な不安感の現れを

明らかにした。 

そのほか、海外協定校の研究者・横路啓子は日本映画の中で描かれた東日本大震災の文化的な意

味や、台湾の探偵小説の誕生が日本の江戸川乱歩などの大衆文学からの影響であったことを論じた。

そのほかに、ストラスブール大学のアントニン・ベシュレルは村上春樹における「コミットメント」

の文学的な意味、リール第三大学の竹本俊雄は村上春樹における身体表象、ブリジット・ルフェー

ブルは野上弥生子のテクストと村上春樹との比較、天主教輔仁大学の横路明夫は現代アニメと村上

春樹の文学の親和性について研究した。特に村上春樹の文学に関する研究においては、本研究とと

もにストラスブール大学および国際交流基金と共同開催した国際シンポジウムと連動することで、

アメリカ・イェール大学アーロン・ジェロ―教授、イギリス・ロンドン大学 SOASスティーブ・ド

ッド教授、イタリア・ナポリ東洋大学ジョルジョ・アミトラーノ教授、フランス・国立東洋言語研

究学院（INALCO）アンヌ・バイヤール坂井教授、セルジー・ポントワーズ大学ジェラルド・プル

ー准教授、台湾大学范淑文教授、同石川隆男副教授、北海道大学中村三春教授、立命館大学中川成

美特任教授、岐阜女子大学助川幸逸郎教授、山梨県立大学大村梓講師、愛知淑徳大学杉淵洋一講師、

パリ第７ディドロ大学博士課程大学院生の杉江扶美子さんなど、海外協定校以外の日本を含む世界

各国の日本文学文化研究者と研究交流が実現した。 

本研究全体を通じて、日本・ヨーロッパ・台湾において、その地域や時代を超えた影響関係や共

通する課題、テーマを一定の文化事象の中から明らかにする「文化コミュニケーション」という研

究の在り方が実証されたと言える。また、海外協定校との共同研究として日本文化がどのように受

け止められ、表象されているのか、その実態の一端を明らかにすることができたと思える。 

本研究の成果は、今後、各研究者が大学紀要等で論文として発表するとともに、村上春樹研究に

関しては、平成 31年度内を目途に日本語及びフランス語での論文集の刊行を準備中である。 

 

今後の研究における課題 

 海外協定校の研究者との共同研究は東洋大学との研究交流を促進するという点で、今回はフラ

ンスおよび台湾の日本文学文化研究者と協働してシンポジウムを開催できた点は大きな成果であ

ったと思える。しかし、文化コミュニケーションというテーマに関しては、英語コミュニケーショ

ン分野の参加教員を十分に確保できずに終わった。そうした点から、今後の課題としては、中心と

なる分野を今後は「日本文学文化」および「日本語」という形で「日本」に焦点化して共同研究を

進めることを考える必要がある。そのほうが、研究成果をさらにより一層明確化できる。 

ただし、「文化コミュニケーション」という概念と研究方法をさらに明確化し、体系化していく

ことももう一方で重要な課題である。今回は 2つのテーマをクロスさせる形で研究課題を設定した

が、今後は分離させ、並行しつつ有機的に連動させるように努めることが肝要であると考える。 
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Cultural Communications: Representation of Japanese Culture in Japan, European 

countries and Taiwan 

 

The goal of this research project was an exploration of methodologies of cultural communications. By a brief 

definition, ‘cultural communications’ is the term which refers to cross-cultural interactions, influences, and 

reverberation across regions and time periods which can be located by the examination of common issues and 

themes in cultural texts. The project examined cultural texts from European countries, Japan and Taiwan and it 

was conducted by a group of researchers from Toyo University and overseas partner institutions. The participants’ 

ideas and papers were shared at meetings, a symposium and a conference at Toyo University and other venues 

including Strasbourg University and Maison de la culture du Japon à Paris. Scholars and researchers were from 

Japan, France, Taiwan, USA, who were occasionally joined by graduate students from various countries.  

The following research topics and papers were presented at meetings and conferences:  

1) Representation of war and gender in Japanese film: it discusses the formation of early Japanese animation 

whose visual language was informed by Disney carton films, and the successors of the genre included Tezuka 

Osamu and Miyazaki Hayao.  

2) Representation of disasters including the Great Kanto Earthquake and 2011 Tohoku Earthquake and Tsunami: 

the cultural signification of 2011 Tohoku Earthquake as represented in Japanese film.  

3) Representation in modern Japanese literary texts (by Natsume Soseki, Nogami Yaeko, Murakami Haruki and 

other popular novelists): the topic was explored through 1Q84, a novel by Murakami Haruki in ways which the 

text implies problems faced by contemporary Japanese society and an idealized notion of family, in particular 

threats to increasing cases of child abuse as well as persistent fears and anxieties for terrorism and natural 

disasters. The commonality in texts by Nogami and Murakami, the body in Murakami, and the notion of 

‘commitment’ in Murakami are also examined. 

4) Relations among Grimms’ Fairy Tales, European fantasy novels, and Japanese literature and culture: 

illustrations in European publications of folktales and children’s books influenced the visual presentations in 

Japanese children’s literature; modern European knowledge and the notion of natural history are newly 

reconfigured and understood in Japanese contemporary literature such as novels by Murakami Haruki. 

5) Issues of translation of literary works by Murakami Haruki into non-Japanese languages: a sense of anxieties 

toward society is commonly and similarly located in 1980s novels both by Albanian novelist Ismail Kadare and 

Japanese Murakami Haruki. 

6) Reception of Japanese detective novels in Taiwan: the birth of Taiwanese detective novel as genre is tie with 

Japanese popular novels for example those by Edogawa Ranpo.  

As the above mentioned research topics have shown, the project was successfully shared, elaborated, collaborated 

and concluded by scholars of the partner institutions in France and Taiwan as well as other collaborators.  
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脳の性転換メカニズムに関する研究 

ー雄性ホルモンにより雌ティラピア終神経節に起こる 
神経回路網変化のメカニズム解明― 

The mechanism underlying sex reversal of the brain  

-Androgen induced changes in the neural networks in mature female Mozambique tilapia-  

     

研究代表者 金子 律子（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 2月 25日 

キーワード／①性転換 Sex reversal 

            ②脳   Brain 

      ③成熟  Mature 

        ④雌   Female 

      ⑤雄性ホルモン Androgen 

平成 29年度交付額／1,420,000円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

・第 88回日本動物学会 富山大会 平成 29年 9月 21日～23日 

11-KTによってティラピア終神経節に起こる細胞増殖や神経新生 

安次富萌、中野結、成田康人、土屋貴人、織田明里、斎藤眞子、織田 明里，齋藤 眞子， 

曾 庸哲，陳 若冬，黄 鵬鵬，大谷-金子 律子 

・第 88回日本動物学会 富山大会 平成 29年 9月 21日～23日 

11-KTが雌ティラピア終神経節のGnRH3ニューロンに及ぼす作用を脳スライス培養法

により研究 

織田 明里，安次富 萌，齋藤 眞子，成田 康人，曾 庸哲，陳 若冬，黄 鵬鵬，大谷-金

子 律子 

・2018 Jan. 12、Collaboration Seminar Between Institute of Cellular and Organismic 

Biology, Academia Sinica, Taiwan and Department of Life Sciences, Toyo University, 

Japan on Development, Physiology & Ecology At Hakusan Campus. 

Overview of our International Joint research. Prof. Ritsuko Ohtani-Kaneko. 

(Department of Life  Sciences, Toyo University) 

 

          本助成金にて開催した合同セミナーおよびシンポジウム 

       東洋大学ｘ台湾中央研究院個体細胞生物学研究所 合同セミナー （2018年 1月 12日） 

       日台合同シンポジウム （2018年 1月 18日） 
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研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

（１）トランスクリプトーム解析 (NGS解析)結果を基に、以下を実施した。 

①11-KTによって終神経節内で大きく発現が変動した遺伝子をリストアップし、遺伝子群に分

類。②既知の知見から、遺伝子群内および遺伝子群間の関係を推測する genetic network解析。

（２）上記よりリストアップされた遺伝子のうち、重要度が高いと判断されたものから順に以

下の点を実施した。①リアルタイム PCR法によるトランスクリブトーム解析結果の追試。（方

法）メスに雄性ホルモン（11-KT）投与後、 雄性ホルモン（11-KT) 注射後 (対照群では溶媒

のみ注射) に終神経節を取り出し、RNAの抽出、cDNAに逆転写し、リアルタイム PCRの実

施。③脳スライス培養法により、終神経節を含む領域を培養し、上記の genetic networkある

いは pathwayが 11-KTの作用に関与しているか阻害剤実験を行って実証した。つまり、11-KT

存在下で、当該遺伝子から発現するタンパク質の翻訳をブロックすることにより、11-KTによ

って誘導される GnRH3ニューロンの増加が抑制されるか否か調べた。この方法により、11-KT

の作用がどのシグナル伝達経路により、どのようなタンパク質合成を経て、GnRH3 ニューロ

ンの増加を導くか調べる。あるいは、阻害薬を用いることにより、薬理学的に経路を調べた。 

④新生 GnRH3ニューロンが Adult neurogenesisにより誕生しているかを、BrdU追跡実験に

より検証した。さらに、トランスクリプトーム解析の結果から、増殖に関与すると思われる

mRNA発現変化をピックアップし、リアルタイム PCR法でmRNA発現変化を確かめた。 

２．研究経過および成果の概要 

 11-KT を雌の成熟ティラピアに投与することにより、雄の生殖行動を調節すると言われる

GnRH3ニューロンの数が増加した。また 11-KTにより、GnRH3ニューロンが局在する付近で

細胞増殖、神経新生が起きていることが BrdU 追跡実験により分かった。さらにトランスクリ

プトーム解析から、細胞周期や細胞増殖に関係するmRNAの発現が 11-KTによって変化するこ

とが分かった。さらに、11-KT によって増加した GnRH3 ニューロンの一部が、神経新生によ

り増加していたことが分かった。またトランスクリプトーム解析の結果から、増殖や細胞周期以

外にも、免疫系を含む様々な pathwayに属する遺伝子の発現が 11-KTにより変化することが分

かった。こららのことから、脳の性転換メカニズム解明に向けた手がかりが得られた。 

  また本助成金により、共同研究者を東洋大学に招聘することができ、共同研究の話し合いや発

表の場を設けることができ大変有益であった。さらに本助成金で開催した台湾との合同セミナー

や合同シンポジウムに、多くの教員のみならず、院生や学部生も多数参加し、英語でのポスター

発表を通して学生が自分の研究を海外の研究者に発表する機会を設けることができたことは、大

変有意義であり、井上円了海外協定校助成金の支給に感謝している。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 今後さらに協定校である台湾中央研究院（Academia Sinica）個体細胞生物学研究所との共同

研究を続け、研究交流を行っていく。学部生・院生の海外留学に道を開くことができればと考え

ているが、なかなか海外に一定期間以上留学を希望する学生が少ないので、まだ実現,できずに

いる。研究については、今後も雄性ホルモンである 11-KT の脳への作用について、特に脳の性

転換に焦点をあてて調べていく予定である。これまでの研究により、11-KT が GnRH3 ニュー

ロンを増加させるメカニズムの骨子は見えてきたが、GnRH3ニューロン以外の細胞にも 11-KT
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は作用していると考えられ、他の作用および作用機序についても調べていくことが今後の課題で

ある。 

Summary 

  Sex reversal is a well-known phenomenon among fishes, with some naturally changing 

their phenotype during their lifetime and others switching sexes in response to environmental 

factors or hormone treatment.  Fish which have undergone sex reversal show both the gonads 

and reproductive behaviors of the sex they have reversed to.  Kobayashi and his colleagues 

have revealed that hormonal treatments induce heterotypical sexual behaviors in goldfish and 

carp, and that, even after the expression of heterotypical sexual behaviors, they can also retain 

and show their original sexual behaviors in response to a key stimulus.  These findings 

indicate that fish tend to have some plastic properties in their neural circuits.  Nile and 

Mozambique tilapias, commercially important fish species in aquaculture, are often subjected 

to artificial sex reversal during their early life stages because male fish grow faster than 

females.  As such, androgen administration has been adopted for generating monosex (all 

male) tilapia.  Thorough investigations of the mechanisms which underlie gonadal sex 

differentiation and reversal in tilapias have revealed that these processes are driven by the 

suppression of genes responsible for the production of one sex hormone and the activation of 

genes responsible for the production of the opposite sex hormone in the gonads. However, the 

mechanism underlying plasticity in the fish brain for sex reversal remains unsolved.  

Gonadotropin-releasing hormone 3 (GnRH3) neurons, which are considered to control male 

reproductive behaviors in Mozambique tilapia, show sexual dimorphism that male fish have a 

greater number of GnRH3 neurons than females.  Treatment with androgens such as 

11-ketotestosterone (11-KT), but not 17β-estradiol, increased the number of GnRH3 neurons in 

mature females to a level similar to mature males.  Compared to estrogen, the effect of 

androgen on neurogenesis remains less clear.  The aim of the present study was to examine 

roles of a non-aromatizable androgen, 11-KT, on cellular proliferation, neurogenesis, generation 

of GnRH3 neurons and expressions of cell cycle-related genes in mature females.  The number 

of PCNA-positive cells was increased by 11-KT.  Simultaneous injection of BrdU and 11-KT 

showed a significant increase in the number of newly-generated neurons, but not affected 

radial glial cells.  The dual injection also induced a small number of newly-generated GnRH3 

neurons.  Transcriptome analysis showed the effect of 11-KT on expressions of some genes 

related to the cell cycle.  Our findings proved tilapia to serve as a good animal model to 

elucidate the effect of androgen on adult neurogenesis and the mechanism for the sex reversal 

of the fish brain. 

 


