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東洋学研究所 研究所プロジェクト 

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 

Elucidation of the establishment, development and significance of Buddhist thought in East Asia 

 

硏究代表者 伊吹 敦（研究員・文学部東洋思想文化学科・教授） 

 

研究分担者／ 

［研  究  員］原田  香織 (文学部日本文学文化学科・教授) 

渡辺  章悟 (文学部東洋思想文化学科・教授) 

山口しのぶ (文学部東洋思想文化学科・教授) 

高橋  典史 (社会学部社会文化ｼｽﾃﾑ学科・准教授) 

水谷  香奈 (文学部東洋思想文化学科・助教) 

［客員研究員］佐藤    厚 (東洋学研究所・客員研究員) 

舘    隆志 (東洋学研究所・客員研究員) 

伊藤    真 (東洋学研究所・客員研究員) 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日（3 年計画のうち 1 年次目） 

 

キーワード／①仏教思想  Buddhist thought 

      ②禅思想  Zen Buddhism 

      ③敦煌文書  Dunhuang manuscripts 

      ④偽経  Fake Buddhist sutra 

 

平成 29 年度交付額／1,800,000 円 

 

研究発表／学会等での口頭発表 

伊吹敦 

・「初期禪宗と般若經」（「国際禅研究プロジェクト第Ⅱ部会第一回研究発表例会」2017 年 5 月二

20 日、東洋大学白山キャンパス・文学部会義室、「第七回中日仏学会議―《般若经》与东亚佛

教」2017 年 10 月 28 日、中国烟台市福山賓館）（招待有り） 

・「道璿による「開法」と最澄への影響」（「国際禅研究プロジェクト第Ⅰ部会第一回研究発表例

会」、2017 年 6 月 17 日、東洋大学白山キャンパス） 

・「胡適の禅研究の史的意義とその限界」（「駒澤大学仏教学会」2017 年 7 月 3 日、駒澤大学駒沢

キャンパス）（招待有り） 

・「禅研究の意義と国際的禅研究ネットワーク構築の必要性―｢武漢大学国際禅文化研究中心｣と東

洋大学国際禅研究プロジェクト｣」（「武漢大学国際禅文化研究中心設立記念講演」2017 年 5 月

27 日、武漢大学）（招待有り） 

原田香織 
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・「明菴栄西『喫茶養生記』考―鎌倉初期禅宗における喫茶文化の教え」（「国際禅研究プロジェ

クト第Ⅱ部会第二回研究発表例会」2017 年 9 月 16 日、東洋大学白山キャンパス） 

渡辺章悟 

・「大乗仏典の伝承者―dharmabhāṇaka（説法者）の位置づけ」（国際哲学研究センター「聖典は

どのように伝えられたのか―宗教の言葉と思想を考える」2017 年 10 月 21 日、東洋大学白山

キャンパス）（招待有り） 

・「般若心経のルーツと構成」（バウッダコーシャ科研公開シンポジウム「『般若心経』を解体す

る―『般若心経』研究の最前線」2017 年 11 月 25 日、国際仏教学大学院大学・春日講堂）（招

待有り） 

・「般若経の意図するもの」（「第七回中日仏学会議―《般若经》与东亚佛教」2017 年 10 月 28 日、

中国山東省烟台市福山賓館）（招待有り） 

山口しのぶ 

 ・‟Buddhism Born from Hinduism: Transformation of the Buddhist Truth in India and the 

Spread of Dharma in Nepal,”（ International Seminar: Sanatana Dharma as the Eternal 

Truth and Spread in the Different Forms, Doctoral Program of Religious Studies 

Postgraduate, Denpasar State Hindu Dharma Institute, 2017 年 7 月 12 日,国立デンパサー

ル・ヒンドゥー大学) 

高橋典史 

・「昭和前期の宗教者における日系移民と国家帰属」（パネル「国体明徴運動下の社会と宗教―昭

和 10 年前後を中心に」代表者：小島伸之、日本宗教学会第 76 回学術大会、2017 年 9 月 17

日、東京大学本郷キャンパス） 

佐藤厚 

・ 「근대기의 고마신사―근대에 이용된 고대（近代期 の 高麗神社：近代 に 利用 さ れ た

古代）」（「東アジア古代学会 2017 年春季学術発表会」2017 年 4 月 21 日、ソウル・

慶煕大学校） 

・「金沢文庫収蔵『一乗法界図』諸写本について」（「元暁生誕 1400 年記念共同学術大会：元暁と

新羅仏教写本」2017 年 6 月 24 日、神奈川県・金沢文庫） 

・「新羅の華厳教学の概要、および日本華厳との関連」（「第 16 回ザ・グレイドブッダ・シンポジ

ウム：新羅仏教の思想と文化―奈良仏教への射程」2017 年 11 月 26 日、奈良・東大寺）（招待

有り） 

舘隆志 

・「中世禅林における端午」（「第 6 回 日・韓・中 国際仏教学術大会」平成 29 年 7 月 2 日、東洋

大学白山キャンパス 6211 教室）（招待有り） 

・「中世禅林における菖蒲茶―宋朝禅文化の復元的考察」（「第 68 回日本印度学仏教学会」2017

年 9 月 3 日、花園大学） 

・「兀庵普寧的赴日与中日禅僧之間的交流」（「径山禅宗祖庭文化論壇」2017 年 11 月 10 日、中国

杭州市・陸羽山荘） 

伊藤真 

・「『華厳経』「入法界品」の善知識・安住地神―李通玄の解釈と中国固有思想」（「佛教大学仏教学
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会平成 29 年度学術大会」2017 年 12 月 9 日、佛教大学） 

研究発表／出版物 

伊吹敦 

・「臨済と普化―禅思想の完成と新たな聖者像への欲求」（『『臨済録』研究の現在』禅文化研究所、

pp.89-110、2017 年 6 月）（査読無し） 

・「日本天台における四宗相承の成立」（『印度学仏教学研究』66-1、 p70-76、2017 年 12 月）（査

読有り） 

・「禅研究の意義と国際的禅研究ネットワーク構築の必要性─「武漢大学国際禅文化研究中心」と

「東洋大学国際禅研究プロジェクト」」（『国際禅研究』創刊号、pp1-14、2018 年 2 月）（査読

無し） 

・「初期禪宗と「般若經」」（『国際禅研究』創刊号、pp75-93、2018 年 2 月）（査読無し） 

原田香織 

・『戦国武将と能楽―信長・秀吉・家康―』（単著、新典社新書、全 158 頁、2018 年 3 月） 

・「狂言『悪坊』における頭陀行」（『文学論藻』92、pp.23-41、2018 年 2 月）（査読無し） 

・「狂言『左近三郎』における禅風問答と戒律」（『国際禅研究』pp.75-102、2018 年 2 月）（査読

無し） 

・「作品研究『檜垣』―妖艶美と禅の「汲水輪」の表現性」（『東洋学研究』55、2018 年 3 月予定）

（査読無し） 

渡辺章悟 

・「説法師（dharmabhāṇaka）考」（『印度学仏教学研究』66-1、pp.404-398、2017 年 12 月）（査

読有り） 

・“The Origins of the Idea of Three Vehicles in the Prajñāpāramitā Sūtras”, Reading Slowly 

A Festschrift for Jens E. Braarvig, edited by Lutz Edzard, Jens W. Borgland and Ute 

Hüsken, Harrassowitz, 2018.1, pp.393-408.（査読無し）（招待論文） 

・「菩薩と三乗」(The Bodhisattva and the Three Vehicles), Fo Guang Journal of Buddhist 

Studies (《佛光學報》)4-1, The Center for Buddhist Studies of Fo Guang University:台湾, 

2018 年１月, pp.1-25.（査読有り）（招待論文） 

・「般若経の意図するもの」（『東洋思想文化』5、pp.1-24、2018 年 3 月）（査読無し） 

・「大乗仏典の伝承者 ―dharmabhāṇaka（説法師）の位置づけ」『国際哲学研究』７，2018.3 予

定.（査読無し） 

・「序論」『般若心経註釈集成＜中国・日本編＞』起心書房、2018.3 予定.（査読無し） 

山口しのぶ 

・ ‟Three Meditations of Durgatipariśodhanamaṇḍala: A Study on a Nepalese Tantric 

Buddhist Text Durgatipariśodhanasamādhi,” BĀLIJYOTIḤ, 第 1 巻 2 号（2017 年 9 月）, 

pp.43-56.(査読無し) 

高橋典史 

・「昭和戦前期の仏教界と海外日系移民―二世の見学団、日本留学、修学団を中心に」（藤田大誠

（研究代表者）編『国家神道と国体論に関する学際的研究―宗教とナショナリズムをめぐる「知」

の再検討』（日本学術振興会平成 27～29 年度科学研究費助成事業（基盤研究（Ｃ））、研究課題
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番号：15K02060、成果報告書）、pp.242-255、2018 年 3 月）（査読無し） 

水谷香奈 

 ・「慈恩大師基の教学における人間観について」（『日本佛教学会年報』82、pp. 186-207、2017

年 8 月）（査読有り） 

佐藤厚 

・「근대기의 고마신사（高麗神社）―근대에 이용된 고대」（『東아시아古代學』46 有、 

 pp.259-84 頁、東아시아古代學會、2017 年 6 月）（査読有り） 

舘隆志 

・「栄西の入滅地について―『吾妻鏡』の栄西入滅記事を踏まえ」（『曹洞宗総合研究センター学術

大会紀要』18、pp.135-140、2017 年 7 月）（査読有り） 

・「中世禅林における菖蒲茶―宋朝禅文化の復元的考察」（『印度學佛教學研究』66-1、 pp.122-127、

2017 年 12 月）（査読有り） 

・「中世禅林における端午」（『東アジア仏教学術論集』6、pp. 241-263、2018 年 1 月）（査読無

し） 

・「兀庵普寧の来日をめぐって―南宋禅林における日中禅僧の交流」（『国際禅研究』創刊号、

pp.49-74、2018 年 2 月）（査読無し） 

・「鎌倉期禅僧の喫茶史料集成ならびに訓註（中）」（『花園大学国際禅学研究所叢論』13、2018

年 3 月予定）（査読無し） 

伊藤真 

・“The Saving Role of Jizō Bodhisattva in Two Jizō Sūtras”. (The Japan Mission Journal, 

Autumn 2017, Vol. 71, No. 3. Oriens Institute for Religious Research, pp. 197-212, 

September, 2017)（査読無し） 

・「李通玄における『華厳経』の善知識・安住地神の理解」（『仏教学会紀要』23、pp.1-35、2018

年 3 月）（査読無し） 

 

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、日本の東洋大学と中国の人民大学、韓国の金剛大学校の間で結ばれた交

流協定に基づいて、毎年、三箇国の輪番で開催されることになった国際シンポジウム、「日・中・

韓 国際仏教学術大会」の日本側の受け皿として東洋学研究所を位置付け、これを研究所の研究と

国際交流の起爆剤として活用し、研究活動の高度化に図らんとするものである。この国際シンポジ

ウムも、平成 29 年度で６回目を迎え、今回は 7 月 1 日（土）・7 月 2 日（日）の両日、東洋大学を

会場として「東アジアにおける禅仏教の思想と意義」を統一テーマとして開催された。この国際シ

ンポジウムの開催には、中国や韓国から多数の研究者を招聘することになっており、経費として 300

万円以上が必要であるが、このプロジェクトに併せて採択された「海外の協定校との共同研究」、

並びに科研費によるプロジェクトの共催という形で何とか実現に漕ぎ着けた。 

 国際シンポジウムでは、日・中・韓三箇国の発表者だけでなく、その発表内容に最も詳しい研究

者を国内各大学・研究機関からお招きしてコメンテーターを勤めてもらったため、極めて高度な討

論が行われ、全国から集まった参加者に強い学問的刺激を与えることができた。特に研究プロジェ
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クトの研究代表者や分担者は、この国際シンポジウムに積極的に関わることで多くのものを得るこ

とができた。具体的には、舘隆志氏が日本側を代表して発表を行った他、水谷香奈氏ならびに佐藤

厚氏は、発表論文やコメントへの回答の翻訳を行い（佐藤氏は当日の通訳も務めた）、渡辺章悟、

水谷香奈、佐藤厚、伊藤真の各氏は各セッションの司会を務め、研究代表者が全体の統轄を行った。

司会者はいずれも事前に発表論文をよく読んだ上で発表者・コメンテーター・フロアの間の討論を

うまく制御し、参加者の理解を助けていた。少なくともその点では、これまでにないほどの成功で

あったと思う。 

 大会後は、研究代表者が中心となって発表論文・コメント・コメントへの回答の原稿整理等の作

業を行い、シンポジウムの内容を網羅した報告書、『東アジア仏教学術論集』第 6 号の発表と配布

を行った。また、他の協定校との協議に基づいて、刊行後一年を経た『東アジア仏教学術論集』第

7 号のインターネットへのアップを行った。 

 平成 29 年度は国際シンポジウムを開催する立場となったため、研究費の大半をそのために使用

せざるを得ず、平成 30 年度以降のシンポジウム発表のための研究には十分の費用を支出できなか

った。しかし、そうした中でも平成 31 年度のシンポジウムでの発表が予定されている佐藤厚氏と

伊藤真氏には海外での現地調査をして頂き、また、渡辺章悟氏には国内での現地調査を行ってもら

った。いずれも実りの多い調査であったと聞いている。 

 また、平成 29 年度は、科研費の採択を受けて発足させた「国際禅研究プロジェクト」と共催の

形で、「第 6 回 日韓中 国際仏教学術大会」以外にも、国内外から研究者をお招きして 3 回にわた

って講演会を開催した。共催の形をとることで本プロジェクトの研究分担者のみでなく、「国際禅

研究プロジェクト」の研究分担者の参加も得ることができ、いずれも盛況であった。 

２．研究経過および成果の概要 

 研究プロジェクトの採択によって、3 月に東洋大学での開催が決まると、研究代表者が中心にな

って直ちに翻訳者、通訳者、宿泊するホテル、レストランの確保を行い、入手した発表原稿やコメ

ントを順次翻訳に回し、また、当日配布する資料集に編集するなどの作業を行い、シンポジウム当

日は、研究分担者総動員で運営にあたった。これによって大きな問題もなくシンポジウムを終える

ことができた。その後は、上記のように研究代表者が中心となって『東アジア仏教学術論集』第 6

号の編集・刊行・配布を行い、また、既刊の第 5 号のインターネットへのアップを行った。 

 本プロジェクトの主要な成果として、「第 6 回 日韓中 国際仏教学術大会」の開催と『東アジア

仏教学術論集』第 6 号の刊行・配布を先ず第一に挙げることができるが、その他にも 3 回にわたっ

て「国際禅研究プロジェクト」との共催の形で行った講演会やシンポジウムは、全て公開の形で行

われており、研究成果を社会に還元する上で重要な意味を持つ。 

 また、海外や国内で行われた現地調査は、本年度すぐには成果として纏めることはできなかった

が、今後、シンポジウム等での発表が予定されており、今後に繋がる研究活動であったと考えてい

る。 

３．今後の硏究における課題または問題点 

 今回のシンポジウムでは、テーマの決定が遅れた関係で、十分な準備ができず、研究分担者の中

で舘隆志氏しか発表できなかったが、国際シンポジウムの質を確保するためには、ある程度やむを

得なかったと考える。ただ、平成 30 年度、31 年度については、既にそれぞれ「敦煌文書」「偽経」

をテーマとすると決まっているので、計画的に研究を推進し、研究分担者の発表を増やしてゆきた
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い。平成 29 年度の海外での現地調査２件は、その一環である。ただ、２件とも現地調査の時期が

年度末のぎりぎりになってしまったことは、予算の使用上、困難を伴ったので、今後はできるだけ

夏季休暇中での調査を励行していくつもりである。 

 

 

Summary 

The purpose of this research project is to promote the internationalization of the institute of 

Oriental Studies and to upgrade our research abilities, by utilizing of the international 

symposium the“International Conference on East Asian Buddhism”  that is held every year 

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”. 

The sixth conference was held on July 1 and 2, 2017 at Toyo University, and the unified 

theme was "the Thought and Significance of Zen Buddhism in East Asia". To host this 

international symposium, we needed a lot of expenses, but we managed to realize it in 

cooperation with "the Collaborative Research with Overseas Agreement Schools" adopted along 

with this project. 

At the international symposium, not only the presenters of Japan, China, and South Korea 

made excellent presentations, but also the researchers who were most familiar with the 

presentation were invited from universities and research institutes in Japan, and also made 

deep comments, highly advanced discussions were held between them. It was able to give 

strong academic stimulation to the participants gathered from all over the country. Particularly, 

the members of this research project were able to gain many academic harvests by joining the 

administration of the international symposium. 

After the conference, we concentrated on the editing of the presented papers, the comments 

and the answers to the comments, etc., and managed to publish and distribute the Proceedings 

of the International Conference on East Asian Buddhism vol.6. Also, based on consultation with 

other agreement schools, we uproaded the Proceedings of the International Conference on East 

Asian Buddhism vol.5 , which passed a year after publication, to the Internet. 

In 2017 it was forced to use the majority of research expenses for the purpose of holding the 

international symposium, so we could not spend enough expenses for the research concerning 

the theme of the symposium in 2018 and 2019. However, both of Mr. Atsushi Sato and Mr. 

Makoto Ito, both of them are scheduled for presentation at the symposium in 2019, made field 

works abroad, and Mr. Shogo Watanabe made a field work in Japan. 

  In 2017, other than the “International Conference on East Asian Buddhism”, we invited 

researchers from inside and outside of Japan and held a lecture three times, in cooperation with the 

"International Zen Research Project" established by the adaptation of the “Grants in Aid for 

Scientific Research”. By taking the form of a co-sponsored project, the participants of the members 

of the "International Zen Research Project" were obtained, as well as the members of this research 

project, every lecture was very successful. 
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＜研究経過及び成果概要 書式＞            

人間科学総合研究所 研究所プロジェクト 

越後宮川新田高橋家文書の研究 

The study of Takahashi Families documents at Miyagawa-shinden, Nigata prf. 

 

研究代表者 白川部達夫（研究員、文学部史学科・教授） 

 

研究分担者／ 

［研 究 員］岩下哲典（文学部史学科・教授） 

［客員研究員］松本剣志郎（法政大学文学部・助教） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日（3 年計画のうち１年次目） 

 

キーワード／①新潟県の地主 The landholder of Niigata prefecture ②高橋

九郎 Takahashi Kuro  ③名望家 The man held in high  ④地域社会 

The local community  ⑤古文書整理 The arranging and filing about 

the ancient documents 

 

平成 29 年度交付額／2,000,000 円 

 

研究発表／ 

(1)学会および口頭発表 

2017 年 6 月 17 日 研究会 

白川部達夫（研究責任者・文学部教授）「高橋家と文書整理について」、山崎圭（中

央大学文学部教授）「北信濃の豪農山田家と地域社会」、馬場弘臣（東海大学教育開

発研究センター教授）「相模国における在郷商人とその地域ネットワーク」、総合討

論 

2017 年 12 月 2 日 

松野聡子（本学非常勤講師）「幕末期の高橋家の医官授受」、荒川将（上越市立総合

博物館学芸員）「高橋家文書所収の戊辰戦争期関係史料の紹介」、白川部達夫「明治

20 年代の高橋家の資産状況」、岩下哲典（研究分担者・文学部教授）「高橋九郎と石

黒忠悳」、松本剣志郎（研究分担者・法政大学文学部助教）「三方領地替と長岡藩」 

 

(2)論文等著作物 

なし 

 (3)その他 

なし 

 



250 

 

○研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

本研究は、学祖井上円了博士の実家、長岡市浦・慈光寺の檀那総代で、東洋大学創

立に多額の寄付を寄せた功労者高橋九郎の子孫より本学に寄贈された同家文書の整

理・研究を目的として組織されたものである。2012 年度から 2014 年度の間に、「近

世・近代の名望家と地域社会」というテーマで、一度、共同研究を行い、報告書と

仮目録を作成した。しかし目録は仮のもので、細目ができていなかったので、今回

は目録の完成と写真撮影、史料集作成、ならびに研究を目的に再度、申請して認め

られたものである。したがって、研究は目録作成と写真撮影を中心に、高橋家の展

開を明らかにする分析作業を行った。 

2. 研究経過および成果の概要 

１、目録作成は、高橋家文書東洋大学寄贈分 35 箱まで進んだが、なお若干残っている。

また後に寄贈された分や神谷支所分などの点検と詳細目録作成分がある。 

２、写真の確認と撮影については、前回撮影した分は確認をしていなかったので、原本

と対照して、撮影漏れの再撮影、表題付けなどの作業をしながら、未撮影分の撮影を行

っている。 

３、史料集については、日常的に近世の主要史料の読解を行っている。また高橋九郎と

親交があり、井上円了の先生でもあった石黒忠悳（陸軍軍医総監）書簡約八〇通や高橋

家が家職として行っていた医者の官位取得一件文書、領主である長岡藩の天保期所替え

一件文書などの読解を行った。 

４、研究会については 6 月 17 日と 12 月 2 日に研究会を開いた。その内容は研究発表に

示した。 

5、調査については、今年度は 2017 年 12 月 23 日に、京都山科の村山家文書を研究分担

者松本剣志郎と井上円了記念博物館学芸員北田建二が調査した。これは高橋家の近隣の

名主で井上円了とも関係が深かった同家文書の情報提供があったためである。予備調査

であったが高橋九郎の書簡一点などが発見された。 

 

3. 今後の研究における課題または問題点 

目録作成は、かなり技術を必要とするので、担える人材が乏しい。研究支援者を

雇用して行っているが、今年は完成させる予定である。また撮影も細かなものが

多くなり、作業が渋滞しているが、なんとか終わらせたい。 

 

 

○Summary 

 The study of Takahashi Families documents at Miyagawa-shinden, Nigata prf. 

 

Representative  Tatsuo SHRAKAWABE(Toyo university) 

Cooperator  Tetsunori IWASHITA(Toyo university) and Kenshiro 

MATSUMOTO(Hosei university) 
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KEY WORD  

The landholder of Niigata prefecture, Takahashi Kuro, The man held in 

high,  

The local community, The arranging and filing about the ancient 

documents 

 

This is the study of Takahashi Families documents at Miyagawa-shinden of Ura 

village :Nagaoka city ,Nigata prf. Takahashi Family was the main patron of Jikoji, 

the Buddist temple where Enryo Inoue was bone. Enryo was the founder of Toyo 

university. Kuro Takahasi, the present master of contemporary Enryo, made large 

contributions toward Toyo university. Enryo came into close relation with Kuro. Such 

being the case, Takahashi Family documents was donated Toyo university by the 

present of Takahashi Family. 

From 2012 to 2014,Takahashi Families documents was investigated by the party 

under Tatsuo Shirakawabe, so Shirakawabe draw up the report and makeshift 

catalogue about Takahashi Families documents. But we might brush up that 

catalogue by making a detailed inquiry.  

This time, we will target that the completed catalogue, the copy of documents by 

photograph and the detail report of documents was made up perfectly as soon as 

possible. We apply the Enryo Inoue memorial research expenses and we are accepted. 

As a result of our investigation and study, the following was made clear. 

1. We make the complete catalogue to No.35 box of Takahashi Families documents 

owned by Toyo university. 

2. We take photograph documents unfinished . 

3. We decipher the manuscript documents by Tadazane Ishiguro, the surgeon major 

general of the Army of the Great Empire of Japan and Kurou Takahasis best 

friend. This was counted 83 documents. Then, we decipher the manuscript 

documents about getting the medical license and about the Land Requisition 

Orders at Tenpo period of Edo era. This is very difficult task. Because these 

manuscript documents was hardest penmanship in the Japanese penmanship. 

4. We had twice meeting to study Takahashi Families documents at June 17 and 

December 2. These meeting were very informative for us. 

5. Kenshiro Matsumoto and Kennji Kitada,who is the curator of the Enryo Inoue 

memorial museam, conducted the academic investigation about Murayama 

Families documents, at Yamasina :Kyoto city. We think that this documents is the 

close connection to Takahashi Families documents. Because the present of 

Murayama Family served as the head of neighboring village of Takahashi Family. 

That is the end. 
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＜研究経過及び成果概要＞ 

人間科学総合研究所プロジェクト 

グローバル時代の歴史学――社会史・文化史を再考する 

History in the Global Era : Rethinking Social and Cultural History 

 

研究代表者 鈴木 道也（研究員、文学部史学科・教授） 

 

研究分担者／ 

［研 究 員］ 

道重 一郎（経済学部国際経済学科・教授）、髙畠 純夫（文学部史学科・教授） 

後藤 はる美（文学部史学科・准教授） 

［客員研究員］ 

渡辺 賢一郎（東洋大学人間科学総合研究所） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日（3 年計画のうち 1 年次目） 

     ※経費執行期限延長申請承認済み（井上助成第 2 回運営委員会）： 

海外研究者を招聘する公開セミナー（3/9・11）終了まで。 

 

キーワード／ 

①史学史 Historiography  ②新しい社会史 The New Social History 

③文化論的転回 The Cultural Turn  ④アナール派 The Annales School 

⑤ケンブリッジ・グループ The Cambridge Group 

 

平成 29 年度交付額／1,600,000 円 

 

研究発表／ 

(1)学会および口頭発表 

第 1 回公開セミナー 「歴史学と感情研究――『痛みと感情のイギリス史』合評会」 

 日時：2017 年 6 月 17 日（日）13:30～17:30 

 会場：東洋大学 白山キャンパス 10 号館 A105 号室 

 報告：森田直子氏（立正大学准教授） 

「《ちちんぷいぷい、痛いの痛いの、飛んでいけ！》――痛みはどこへ？」 

    坂本邦暢氏（東洋大学助教） 

     「情念の存在理由――学問史からの接近」 

 

第 2 回公開セミナー 「社会史再考 1」 

日時：2017 年 10 月 29 日（日）13:00～17:00 

会場：東洋大学白山キャンパス 10 号館 A301 教室 

報告：Prof. John Walter（エセックス大学名誉教授） 

“Beyond Disciplinary Boundaries: The New Social History and Political Culture in 

Early Modern England” 

Prof. Osamu Saito（一橋大学名誉教授、日本学士院会員） 



253 

 

“Local Population Listings, Comparative History, and the Cambridge Group: 

A Personal Recollection” 

コメント：高橋基泰氏（愛媛大学教授） 

Prof. Guillaume Carré（フランス社会科学高等研究院教授） 

 

第 3 回公開セミナー 「社会史再考 2」 

日時：2018 年 3 月 11 日（日）11:00～16:00 

会場：東洋大学白山キャンパス 10 号館 A301 教室 

報告：Prof. John Morrill（ケンブリッジ大学名誉教授、英国学士院会員） 

“Revisionism and the New Social History” 

Prof. Michael Braddick（シェフィールド大学教授、英国学士院会員） 

“The New Social History and the Cultural Turn” 

コメント：辻本諭氏（岐阜大学准教授） 

 

(2)論文等著作物 

・鈴木道也「中世の政治文化をめぐって――中世フランス政治史研究の現状――」 

『東洋大学文学部紀要 史学科篇』第 43 号、2018 年 2 月、318～293 頁。 

 

加えて、上記の国際公開セミナーの成果をまとめ、『人間科学総合研究所紀要』別冊

として刊行を準備中 

 

(3)その他：海外研究者招聘および共同研究 

・2017 年 10 月 25 日～11 月 9 日（16 日間） 

Prof. John Walter（イギリス・エセックス大学名誉教授） 

・2018 年 3 月 6 日～3 月 16 日（11 日間） 

Prof. Michael Braddick（イギリス・シェフィールド大学教授） 

 

 

○研究経過および成果の概要 

4. 研究方法 

本研究課題は、グローバル化のすすむ 21 世紀において新たな局面を迎える社会

史・文化史の展開を振り返り、歴史学の今後の可能性について考察することを目的

とする。本年度は、イギリス史における展開に焦点をあて、3 回の公開セミナーの開

催と、2 名の海外研究者の招聘による共同研究を活動の中心に据えた。 

 

5. 研究経過および成果の概要 

第 1 回公開セミナー（6 月 17 日）「歴史学と感情研究」では、森田直子氏（立正大

学、ドイツ近代史）、坂本邦暢氏（東洋大学、科学史）を報告者に迎え、分担研究者・

後藤が伊東剛史とともに編集した近刊『痛みと感情のイギリス史』（東京外国語大学

出版会、2017 年）を題材に、文化史の最先端に位置する感情研究と歴史学の現在に

ついて考察した。科学哲学、認知心理学、文学を含む学際的な領域から 40 人余りの

出席者を得て、感情史の可能性を確認することができた。 

10 月 25 日～11 月 9 日には、イギリスからエセックス大学名誉教授ジョン・ウォ
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ルタ氏（近世イギリス社会史）を招聘し、東洋大学および愛媛大学にて社会史再考

をテーマとする一連の共同研究を行った。主要な活動としては、斎藤修氏（一橋大

学名誉教授、日本学士院会員）、高橋基泰氏（愛媛大学教授）、ギヨーム・カレ氏（フ

ランス・社会科学高等研究院教授）の協力を得て開催した第 2 回公開セミナー（10

月 29 日）がある。登壇者はいずれも 1970 年代以来、社会史・文化史を牽引してき

た第一人者である。当日は、「新しい社会史」、アナール派と「言語論的転回」、ケン

ブリッジ・グループと歴史人口学といった多様な論点からの議論がなされた。 

3 月 6 日～16 日には、イギリスからシェフィールド大学教授マイケル・ブラディ

ック氏（近世イギリス社会史）を招聘し、別資金にて同時来日したジョン・モリル

氏（ケンブリッジ大学名誉教授・近世イギリス史）とともに第 3 回公開セミナーを

開催した。コメンテータには辻本諭氏（岐阜大学准教授・近世イギリス軍事史）を

迎え、社会史の展開の異なる段階を経験した三世代間の対話を試みた。ここでの議

論から、イギリス近世史における「新しい社会史」の展開と、政治史との再統合の

可能性が示されたほか、日本におけるアナール派／文化史の受容との共通点と差異

がうきぼりになった。 

また、3 月 9 日には、ポリティカル・エコノミー研究会との共催により、東京大学

にてジョン・モリル氏の修正主義論争や社会史への関わりを、氏の歴史家としての

セルフ・ヒストリを通じて学ぶ講演会を開催した。 

 

6. 今後の研究における課題または問題点 

プロジェクトはおおむね当初の計画通りに進行した。本年度の成果は、国際セミ

ナーでの講演を中心に『人間科学総合研究所紀要』の別冊としてまとめ、来年度中

に活字化をめざす。また、来年度は、フランス史の分野をはじめとするヨーロッパ

の他地域における社会史・文化史の展開との比較検討が主な課題となる。 

 

 

○Summary 

This project aims to explore possibilities of history in the twenty-first century by 

rethinking the paths social and cultural histories have taken in the past fifty years. The main 

focus this year has been on the developments of social and cultural history in British history, 

and three consecutive seminars (17 June 2017, 29 October 2017, and 11 March 2018 at Toyo 

University) produced fruitful discussions with three leading scholars from Britain: Prof. John 

Walter (University of Essex), Prof. Michael Braddick (University of Sheffield, FBA), and 

Prof. John Morrill (University of Cambridge, FBA).  

These seminars pointed to a new possibility of social cultural history by re-integrating 

“New Social History” with political history. The discussions also shed light on the 

similarities and the differences between Japanese and British academes regarding reception 

of the French Annales School. The outcome of these seminars will be published as a special 

issue of the Journal of the Institute of Human Sciences in 2018/19. 
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＜研究経過及び成果概要 書式＞            

アジア文化研究所 研究所プロジェクト 

在日ムスリムによる多文化共生社会構築の試み―インドネシア人、

トルコ人、パキスタン人の宗教ネットワークを事例に 

Muslims efforts for making multi-cultural society in Japan: case studies of 

Indonesian, Turkish and Pakistani religious networks 

 

研究代表者 子島 進（研究員、国際学部国際地域学科・教授） 

 

研究分担者／ 

［研 究 員］三沢 伸生（社会学部社会システム学科・教授） 

［客員研究員］服部 美奈（名古屋大学・教育発達科学研究科・教授） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日（3 年計画のうち 2 年次目） 

 

キーワード／①イスラーム Islam ②日本 Japan  

③地域交流  Community-based exchange  

④宗教ネットワーク Religious network 

 

平成 29 年度交付額／404,000 円 

 

研究発表／研究代表者・研究分担者 

(1) 学会および口頭発表 

・子島進「支援に従事するイスラーム教徒の価値観」東洋大学社会貢献センター、

2017 年 11 月 17 日。 

・Nobuo MISAWA(三沢伸生), "Images of Islam in the Japanese Publications 

during the Meiji Era (1868-1912)" , French Orientalism and Its Afterlives in 

Japan and the Middle East, Paris: Japan Culture Center in Paris, 期日：

2018 年 2 月 9 日、National Museum of Ethnology。 

・服部美奈・鈴木康郎「ASEAN 市民の教育－タイとインドネシアの事例から」（鈴

木康郎と共同発表），第１回東南アジア教育研究フォーラム、名古屋大学，2017

年 11 月 25 日。 

(2) 論文等著作物／研究代表者・ 

・子島進「日本で暮らすムスリムが行う地域交流」『新版 国際関係論へのファー

ストステップ』法律文化社、2017 年 5 月。 

・子島進「ムスリムの NGO」『新版 国際関係論へのファーストステップ』法律文



256 

 

化社、2017 年 5 月。 

・子島進編著『グローバル化する難民問題－イスラーム教徒の視点から考える』東

洋大学アジア文化研究所、2018 年 1 月。 

・子島進他（座談会）「ムスリムの女性から見た日本社会」『第三文明』第三文明社、

2018 年 2 月。  

(3)その他 

・三沢伸生「19 世紀末のイスタンブルにおける日本軍の情報活動：福島安正『亜

欧日記』の史料的価値」『東洋大学社会学部紀要』55(2), 33-47, 2018 年 3 月。 

・Kiyohiko HASEBE, Nobuo MISAWA, Sinan LEVENT (eds.), Osmanli Imparatorlugu 

ve Japonya / オスマン帝国と日本, Tokyo : Asian Cultures Research Institute, TOYO 

University, 2018 年 2 月。 

[論文] 

・服部美奈「インドネシアの高等教育戦略」『カレッジマネジメント』，Vol.207，リクル

ート、2017年11月。 

・近田政博・乾美紀・服部美奈「東南アジアの教育計画」山内乾史他編著『現代アジア

の教育計画 補巻』、学文社、2017 年 12 月。 

 

○研究経過および成果の概要 

  

7. 研究方法 

 本研究においては、モスクを訪問し、インタビューを重ねる形で、資料収集を行

っている。現在までに、計 5 名から長時間にわたる聞き取りを行った。 

アキール・シディキ（大塚モスク） 

ソリハ・ヌール・ヒダヤティ（大塚モスク） 

マルヤム真由美（大塚モスク） 

オバリ・アブデル・カーデル（岐阜モスク） 

サラ・クレイシ・好美（名古屋モスク） 

 

8. 研究経過および成果の概要 

以下に抜粋を示す通り、インタビューによって、ムスリム・コミュニティの発展と

地域交流の概要を明らかにすることができた。大塚モスクから前者を、名古屋モス

クおよびその系列の岐阜モスクでの調査資料から後者について記すこととする。 

大塚モスク 

アキール・シディキ氏は 1944 年、インド生まれの男性である。1963 年に留学生

として来日し、1969 年に東京工業大学を卒業した。その後、パキスタンに帰国して

日系の工場で働いたが、1984 年に再来日し、東京で商社を経営している。そのかた

わら、日本イスラーム文化センター（以下 JIT と表記）の二代目会長として、日本

に暮らすムスリムのための活動や、地域交流、さらにホームレス支援にいたる多様

な活動を行ってきた。 
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ムスリム人口が急増する 1990 年代前半、ムスリムが生活するための基本的な環境

はまだ十分に整っていなかった。ムスリムは集団礼拝、食事、教育など様々な問題

に直面することとなったが、アキール・シディキ氏は、在日ムスリムのリーダーの

一人として、これらの問題を解決するために活動をつづけてきた。近年においても、

地域との交流や墓地の確保、ハラール認証の仕組みづくり、小学校の設立など、新

たに浮上する社会的な課題に積極的に取り組んでいる。在日ムスリムの中でも最長

老と言ってもいい同氏へのインタビューによって、モスクが地域に根付いていく過

程を跡付けることができたことは大きな収穫である。 

ソリハ・ヌール・ヒダヤティ氏はインドネシア出身の女性である。日本に初めて

来たのは 2000 年で、交換留学のためであった。 

2003 年、東京外語大学の日本語教育センターで日本語を学び、つづいて 2004 年か

ら横浜国立大学で経営学を、2008 年からは一橋大学の大学院で MBA を専攻した。

その後、2010 年から 2012 年にかけて古河電機工業の財務課で働いた。現在は大塚

モスクに併設されているイスラーム幼稚園でパートとして働いている。 

日本語教育センターに通っていた時は、日本語の勉強や他国の学生との交流を楽し

みながら生活していた。大学 4 年生の時にインドネシア人の夫との間に娘が生まれ

たため、育児にも励んだ。夫は元々ソリハ氏の日本語の先生であった。親が来日し

て 2 カ月ほど日本に滞在してくれたため、里帰り出産は考えなかった。古河電工勤

務時代は、残業の多さ、休みの取りづらさ、接待、育児の両立など、業務面での大

変さを感じていた。どんなに体調が悪くても休むことができなかった。しかし会社

は宗教については理解があり、プロフェッショナルであれば認めてもらえた。現在、

イスラーム幼稚園でパートの仕事をしているが、ムスリムというアイデンティティ

を子供たちに持たせることに使命感を感じている。幼稚園で働く限り、イスラーム

の価値観を二世、三世に伝えていきたいとのことであった。 

ムスリム女性としてのソリハ氏の日本への適応の過程は、ムスリムのコミュニティ

が発展し、日本人との地域交流を深めていく過程とまさしくシンクロしており、興

味深いものである。 

 

つづいて、名古屋モスクとその系列である岐阜モスクにおけるインタビューから

明らかになった地域交流の諸相について述べることとする。 

岐阜モスク 

オバリ・アブデル・カーデル氏ダマスカス出身のシリア人で、1972 年にアレッポ

で生まれた。2002 年に来日し、2009 年 4 月に日本人の女性と結婚。現在、岐阜市

で妻と娘 3 人と暮らしている。2002 年の来日は、徳島大学医学部に留学するためで

あったが、その後、2011 年まで徳島に滞在する。資金を集めて 2008 年 10 月にモス

クを開設した。オバリ氏は 2008 年 10 月から名古屋に移る 2011 年まで、このモス

クでイマームを務めた。2011 年に名古屋に移り、2015 年 11 月まで居住した。 

岐阜モスクの建設にあたっては当初からオバリ氏も関わり、2008 年に開所式が行

われた。同モスクにおける宗教活動、一般向けの公開講座、ならびに地域交流は以
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下のとおりである。 

（1）宗教活動 

・１日５回の礼拝と金曜集団礼拝 

・イスラームカウンセリング（随時） 

・イスラームに関するパンフレットの無料・有料配布 

・各種年間行事の執り行い 

・イスラームへの入信手続、入信証明書の作成 

・イスラーム形式の結婚手続き、結婚証明書の作成 

・勉強会等の運営 

・ザカート・サダカの募集 

（2）公開講座 

・イスラーム文化講座 

・アラビア語講座が開講されている。 

（3）岐阜市および周辺住民とのかかわり 

 岐阜モスクは岐阜県国際交流センターのメンバーとなっており、年に一度の一大

国際交流イベントであるハローギフ・ハローワールドなどのイベントに参加してい

る。イベントでは、民族衣装や装飾用の布、モザイク、アラビア語書道（カリグラ

フィー）、エジプトの数珠などの展示のほか、マレーシア人によるアラビア語書道（カ

リグラフィー）の実演、ラリースタンプを行った。その他、岐阜の草の根文化サロ

ンに参加したことがある。 

 岐阜モスクが開設される前も開設された後も、イスラームに対する印象はあまり

良くなかったという。そのため、日頃から住民の人たちとの交流を心がけている。

たとえば、ラマダーン月には毎日食事を提供する。平日で 40～50 人、土日になると

200 人ほどの参加があるという。参加者はムスリムが中心であろうが、一般の人た

ちにも開放されている。また、保護者として地域の人々と交流するなかで、幼稚園

のもちつきイベントに参加したり、英語で話すイベントに参加したりしている。 

 オバリ氏はこのほか、岐阜市外国人市民会議委員としても活動している。市役所

が行っている「サポート交流ひろば(The Support Exchange Study)」という外国人

の子どもをサポートする活動にも参加し、その活動をモスクで紹介している。 

名古屋モスク 

サラ・クレイシ・好美氏は 1960 年に神奈川県横須賀市に生まれる。宗教法人名古

屋モスクの渉外理事を務める。現在の名古屋モスクは、1998 年に開所した。 

（1）モスクと地域との交流活動  

 モスクは本来、礼拝のための場所であり、必ずしも地域交流を目的としていない

ことが前提であるとサラ氏は語る。現在日本にあるモスクのうち、地域との交流を

活発に行っているのは、①大塚モスク（東京）、②東京ジャーミー（東京）、③名古

屋モスク（名古屋）をあげることができるが、むしろこれらのモスクの方が特殊で

ある。多くのモスクは日本人のための窓口をもっておらず、ホームページをもって

いるモスクでも訪問を促すような一文がないのが現状である。 
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 2017 年 5 月現在、全国には 98 のモスクがあるとされる。サラ氏によると、この

なかでホームページをもっているモスクは 27 か所、日本語で発信しているモスクは

16 か所であり、さらに見学希望者の受け入れを行っているのは 6 か所のみである。

このように、日本語による発信を行い、見学希望者の受け入れを行っているモスク

が少ないため、名古屋モスクには遠方からの見学者・訪問者が多いという。 

 名古屋モスクへの見学者・訪問者数は 2014 年にホームページを開設して以来、以

下の状況である。多くの見学者・訪問者が名古屋モスクを訪れていることがわかる。

また、ホームページでは見学者・訪問者の感想を掲載している。 

 2014 年 202 名  68 件 学校関連 22 件 

 2015 年 339 人 138 件 学校関連 67 件 

2016 年 351 人 127 件 学校関連 44 件 

2017 年 272 人  56 件 学校関連 26 件 ＊2017 年前半まで 

（2）地域との交流活動 

 名古屋モスクではモスク近隣の人々と活発な交流を行っている。イフタル（断食

明けの食事）への招待、モスク近隣の茶道教室の先生からのお茶席への招待、モス

ク近隣の人々のモスク見学といった交流活動、2017 年には、マーブル染め体験とお

茶席への招待、イードのご挨拶などである。名古屋モスクでは他宗教や他団体との

交流も積極的に行っている。 

（3）「自主グループ」による活動 

 サラ氏によると、名古屋モスクではモスクに集まるムスリムたちで「自主グルー

プ」をつくり、勉強会やお茶会などの催しを定期的に開催している。それぞれの会

はムスリムではない人に対しても開かれたものになっている。 

 2017 年現在、活動中の自主グループは対象別に、①女性のみ、②子どものみ、③

幼児向けクラス、④一般向け講座に分かれている。名古屋モスクでは週末を使い、

日本人ムスリマを対象とするお茶会や勉強会、子ども向け、中高生向け、幼児向け

の勉強会やお茶会、一般向けの講座を開催し、ムスリムだけでなくムスリムではな

い人にも開かれた活動を積極的に行っている。 

 今回サラ氏が最も時間をかけて説明してくれたのは、第二世代のアイデンティテ

ィ・クライシスの問題であった。第二世代の子どもたちが直面する困難の背景には、

日本におけるイスラームに対する歪んだ認識にある。それを象徴する近年の顕著な

出来事は、IS に関するメディア報道である。第二世代の子どもたちのなかには、「イ

スラーム国」というあだ名をつけられ、学校で嫌な思いをしたり、困難に直面した

りする出来事が起こっている。ムスリムの母親が地域交流に取り組む背景には、こ

のようないじめの問題も横たわっている。 

 

3．今後の研究における課題または問題点 

 初年度のインタビュー調査によって、在日ムスリム・コミュニティの発展の過程

を把握し、地域交流の具体的な内容をリスト化することができた。今後は、リスト

化した地域交流の内容について、参与観察の手法も用いながら、より詳細に記述し
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ていくこととしたい。 

○Summary 

During the fiscal year of 2017, we visited mosques in Nagoya, Gifu, and Otsuka 

in Tokyo. We have interviewed to several key persons in the mosques. We have 

collected three kind of information. 

1) Historical process of Muslim community in Japan 

2) Individual Muslim’s adaptation process to the Japanese society 

3) Community-based exchange programs organized by mosques. 

 

As for 1), Aquir Siddiqui (Masjid Otsuka) told us the details of his life story. He 

came from Pakistan to Japan in 1963 for the first time. As one of the oldest 

leaders in the Muslim community in Japan, he founded a mosque, a 

kindergarten, an international school, a graveyard, and a Halal committee. He 

was also engaged with establishing a few mosques in around Tokyo. Aquir 

Siddiqui has also started some social services including relief operations for 

Iwaki people in Fukushima (2011), and distributing food for homeless in 

Ikebukuro (2012- ). Through these activities, he made a lot of non-Muslim 

Japanese friends in around Otsuka, and established the bases for the current 

community-based exchange programs. 

As for 2), Soliha Noor Hidayati (Masjid Otsuka) told us the details of her life 

story. She visited Japan for the first time in 2000 from Indonesia. She had 

studied at various universities in Japan, and obtained a MBA. She has work 

experience in a Japanese company, while raising a child. Through her various 

experiences, we could understand the individual Muslim’s adaptation process to 

the Japanese society.      

As for 3), we have made a list of community-based exchange programs organized 

by Nagoya and Gifu mosques. 

At Gifu mosque, they have extension courses such as Islamic culture, and Arabic 

language. During the month of Ramadan, Gifu mosque offer free dinner. Muslims 

and non-Muslims visit there every day. They also take part in various local 

programs organized by other institutions in order to creating more opportunities 

to meet and talk to Japanese.    

At Nagoya mosque, they have many events in regular terms such as free dinner 

during the month of Ramadan, and tea ceremony party. They invite their 

neighbors to the mosque to make friendship. Nogoya mosque is active for 

creating exchange programs with other religious organizations in Japan. 

With the 2017 research, we have an overview of community-based exchange 

programs. In the year of 2018, we will conduct further interviews to elaborate the 

description and discussion on the local exchange programs in details. 
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Kongre Merkezi, Istanbul: Harici Kongre Merkez, Tapu ve Kadastro 
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 ・松本誠一「東洋大学の社会学教育――1887-1946 年／哲学館から文学部社会学
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・斎藤里美「近未来社会における外国語学習の意味 ―異文化理解から多文化 
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年 5 月 28 日． 

・斎藤里美「人工知能（AI）時代における公教育」（司会・コーディネータ）、2017 
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東洋大学現代社会総合研究所『現代社会研究』第 15 号、2018 年 3 月. 
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・石井隆憲「民族スポーツ概念」の検討、谷釜了正教授退職記念論集刊行会（編） 
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月． 

・竹内洋介「李德裕の洛陽歸葬と「党争」―牛李党争終焉後の「李派」再考―」『第

2 回日本洛陽学國際シンポジウム(研討会)「隋唐洛陽と東アジア」報告論文集』
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・高橋継男・竹内洋介「中國五代十國時期墓誌綜合目録（増訂稿）」『東洋大学ア

ジア文化研究所研究年報』52、2018 年 2 月． 
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 ・松本誠一（監）・西田知未（訳著）『韓国済州島老人論考』東京：新幹社、2017 
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 ・OECD（編著）布川あゆみ・木下江美・斎藤里美（監訳）、『移民の子どもと学

校：統合を支える教育政策』明石書店、2017 年 6 月． 

  ・石井隆憲『体育・スポーツ書集成』民和文庫研究会（編）（企画・編集責任者： 

中村民雄、石井隆憲）第１回、クレス出版、2017 年 6 月. 
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(3)その他 

 ・三沢伸生「『一帯一路』構想に伴う中東の諸大学における中国語教育の状況：エ 
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○研究経過および成果の概要 

 日本語 2000 字程度 

9. 研究方法 

本プロジェクトは、長い歴史を有する本研究所が分析・収集してきた史資料を、

汎用性の高い、すなわち国内外の大学・研究機関とさらなる共同研究の進展をはか

りつつ、国際的なアジア研究を推進する基繰形成を第の目的としている。 

既存の多くの研究機関が実施しているように、データベースは単なる史資料の集

積物ではなく、史資料の重要性を示すように工夫・設計し公開していかなくては意

味がない。したがって長い廃史を有して多くの史資料を有している本研究所におい
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て、いかなる史資料を選択して、どのようなデータベースを構築すれば、より規模

の大きい学術的な共同研究を喚起するものになるかを主眼に、研究員・客員研究員

による共同研究で具体的なデータベースを設計し、必要に応じて中国人・韓国人・

東南アジア諸国・イスラーム世界に関して国内外の研究者を共同研究者と迎えて、

補完的な史資料の分析・整理を行って、キーワード検索をも可能とするデータベー

スの構築を行い、CD-ROM または DVD を用いた資料集（内外の研究者・研究機関

に無償配布）の作成（または代蒋として印刷物として資料集を刊行）、さらに当初

最終年度に予定していたが前倒しで、本年度から順次、本学ホームページ上に展開

している本研究所のホームページにおいてデジタル・アーカイブ部分を業務委託で

構築し、公開していく。 

より具体的には研究期間内に、アジア研究の基幹言語たる中国語（漢籍）・ハン

グル（朝鮮／韓国語）、さらに国内の大学・研究機関で事例がほとんどないミャン

マ一語・トルコ訴の 4 言語の史資料に関して、国内外の学術的研究に寄与する汎用

性の高いデータベースを構築・公開していくという方法を採用する。初年度におい

ては 4 班の協議の上、本研究所の研究成果資産として重要性の高い、中国語（漢籍）

の『華陽国志』を中心に、その人名・地名・官職名に隠しての検索可能なデータベ

ースの設計と構築を行い、その成果を広く内外に公開・発信していくことを中心課

題とした。 

他の 3 言語（ハングル、ミャンマ一語、トルコ語）に関しては、各班のなかで研

究所所蔵史資料資産の中から、データベース化、デジタル・アーカイブ化すること

によって広く公益に資するものを選別して対象として前述の作業を行うこととし

た。 

10. 研究経過および成果の概要 

中間年度である平成 29 年度、当初予定通り進め、中心的事業として中国語（漢

籍）においては『華陽国誌』注釈プロジェクトで収集した膨大な量の中国民族学・

民俗学史資料の整理・データベース化を中心に進めて、昨年度末に『「華陽国志訳

注稿」人名・地名・官職名索引／Index upon proper names to "Annotations upon 

Hua Yang Kuo Chih in the Japanese transcription text"』として刊行して、国内

および中国はじめ海外の学界から注目を集め、これを受けて、9 月 30 日に公開シ

ンポジウム「『華陽国志』の世界～巴、蜀、そして南方へのまなざし～」を開催し

た。このシンポに基づき本年度後半も成果物製作を行う。ハングル語史料に関して

は、研究所所蔵のハングル資料（文献・映像・画など）の全体的整理が終わり、民

俗学的資料から初めてそのデータベース化作業を進めている。トルコ語史料に関し

ては予定通りに、戦間期（1920 年代・1930 年代）のトルコ語新聞・雑誌史資料の

うち、昨年末に戦前期に神戸で刊行されていたタタール人の手書きタタール語雑誌

をリプリント出版して国内・ロシアなどの海外の学界から評価を得、また日刊トル

コ語新聞『Cumhuriyet（＝共和国）』に関して、電子化・データベース化作業を進

めている。さらに 9 月には早稲田大学イスラーム研究機構の求めに応じて、整理の

終わった所蔵資料を用いながら早稲田大学の国際シンポジウムおよび連動した資
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料展示に協力・貢献し、その成果をトルコ共和国首相府オスマン文書館（BOA）、

早稲田大学との共同でトルコ語・日本語併記の史料紹介『Osmanlı İmparatorluğu 

ve Japonya / オスマン帝国と日本』を研究所の研究叢書 ACRI Research Paper の

1 冊として製作・刊行し、国内外の研究機関・研究者から高い評価を得た。 

ミャンマー語史料については戦後間もない日本のスポーツグラフィック誌ととも

に電子化・データベース化作業を進めているものの、石井客員研究員の本務校校務

の関係により当初予定よりも遅れている。 

ハングル（朝鮮／韓国語）史料については、所内所有の書籍の整理を終え、研究

所ホームページにデータベースとして掲載する準備を進めている。 

 

11. 今後の研究における課題または問題点 

中間年度の計画遂行上の反省点は、４作業部会における調査・作業進捗度におけ

る差が生じて成果発表を一律に進めることが難しくなったことである。具体的には

4 作業部会のうち、絶対量は多いものの中国語（漢籍）について『華陽国志』を中

心に着実に成果をあげ、これについでトルコ語について成果がまとまりつつあり、

この２作業部会の成果は本成果概要所収の成果のように国内外の学界においても

注目されている。比べてミャンマー語・ハングルの２作業部会の進捗が遅れており、

中間年度後半以降、当初目的に即してデータベース構築完成時に４作業部会の成果

が揃うように努める所存である。当初計画からの変更点としては、資料につきミャ

ンマー語逐次刊行物資料と相互に関連する和文資料である戦後直後の日本のスポ

ーツ・グラッフィク誌が、日本国内でもまとまって収蔵されておらず貴重な史料で

あることが判明してこれも電子化とともにデータベースの対象とした。 

次年度は最終年度にあたり、遅れている 2 部会の成果をまとめることを喫緊の課

題とし、さらに全成果物の公開を進めて本プロジェクトを総括する。 

 

○Summary 

 英語 400Words 程度 

[1. Method] 

Our research project is organized with the aim for the development and 

construction of ‘the general purpose database’ for the documentations in Asian  

Language, which have been collected by the former and present research projects of 

the Asian Cultures Research Institute(=ACRI), TOYO University. Nowadays, it has 

become common practice for the various research institutions at home and abroad to 

release the publications and source materials as the database and digital archive to 

promote the development of the academic researches. 

Specifically, we are trying to construct the above mentioned ‘the general purpose 

database’ for the documentations in four Asian languages; Chinese, Korean, Burmese 

and Turkish (the Ottoman Turkish, the Modern Turkish, the Tatar Turkish and so 

on). Of course, the Chinese and Korean documentations are very important for the 
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Asian study. On the contrary, the Burmese and Turkish documentations are specific 

in Japan, but we had rare and precious documentations. 

[2.Development Process of the Project & Abstract of the Research Results] 

    In the second year (2017-2018) , we continued to carry out our project for (1) Hua 

Yang Kuo Chih, the Chinese text, (2) the various statistics materials in the Korean 

languages, (3) the sports graphic magazines in the Burmese languages, (4) the 

various Turkish newspapers, like Ulus (=nation) in interwar period (1930-1940). 

(1) Fortunately our data-base index of Hua Yang Kuo Chih in 2017 was welcomed 

at home and abroad.  We could hold the symposium about Hua Yang Kuo Chih on 30 

September.  And we made the collected paper due to this symposium under the title, 

“The Grand Design of "Huayangguozhi": Perspectives for Ba, Shu, and south 

expansion” as our research paper series No.6, and distributed the important research 

institutions and libraries at home and abroad, like Library of Congress (USA), the 

British Library (UK) and so on.   

(2) We are delayed to construct for the release the database of the statistics 

materials in the Korean languages, because there are so many statistics materials. 

But we prepared about the collection of the Korean books at ACRI. 

(3) We made the digital data about the sports graphic magazines in the Burmese 

languages at ACRI to construct the index of each articles as the database and set up 

the digital archive. In addition, we scanned the sports graphic magazines in the 

Japanese languages at ACRI, which was very rare collection in Japan, to study the 

source materials in two languages comparatively to understood Asian sports culture. 

(4) According to the quantities of our collection, we chose the articles about the 

relationship between Japan and Turkey in various Turkish newspapers, like Ulus 

(=nation), in interwar period (1930-1940).   

Due to the collection of source materials about Turkey at ACRI, we were 

requested to hold the exhibition of source materials about the relationship between 

the Ottoman Empire and Japan at WASEDA University on 30 Sept-01 Oct.  After 

the exhibition, we published the booklet about this exhibition under the title “The 

Ottoman Empire and Japan” in both Turkish and Japanese as our research paper 

series No.8, and distributed the important research institutions and libraries at home 

and abroad, like Library of Congress (USA), the British Library (UK) and so on.   

 [3.Future Tasks for the Research Project] 

As stated above, we could accomplish our purpose as the construction of the database 

for the documentations in four Asian Languages as the first step. But we must 

continue to develop our database as ‘the general·purpose database’ in terms of 

quantity and quality. Specially, we must construct our database on f WEB site in very 

near future (=in the next and final year (2018·2019)).  
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＜研究経過及び成果概要 書式＞            

東洋学研究所 研究所プロジェクト 

般若経の教理・儀礼・実践の総合的研究 

Comprehensive Research Concerning the Tenets, Rituals and Practices of the 

Prajñāpāramitā Sūtras 

 

研究代表者 渡辺章悟（研究員、文学部東洋文化思想学科・教授） 

 

研究分担者／ 

［研 究 員］岩井昌悟（文学部東洋思想文化学科・教授） 

［客員研究員］現銀谷史明（東洋大学東洋学研究所・客員研究員） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日（3 年計画のうち 3 年次目） 

 

キーワード／①般若経 Prajñāpāramitā Sūtras ②教理 Tenets ③儀礼 Rituals 

            ④実践 Practices 

 

平成 29 年度交付額／901,000 円 

 

研究発表 

(1)学会および口頭発表 

渡辺章悟「大乗仏典の伝承者―dharmabhāṇaka（説法者）の位置づけ」、国際哲学

研究センター主催シンポジウム「聖典はどのように伝えられたのか―宗教の言葉と

思想を考える―」、東洋大学、平成 29 年 10 月 21 日 

渡辺章悟「般若心経のルーツと構成」、バウッダコーシャ科研公開シンポジウム「『般若

心経』を解体する―『般若心経』研究の最前線―」、国際仏教学大学院大学、平成 29 年

11 月 25 日 

渡辺章悟「般若経の意図するもの」“《般若经》与东亚佛教” 第七回中日仏学会議・中國

人民大學佛教與宗教學理論研究所主催、中国山東省烟台市福山賓館、平成 29 年 10 月 28

日 

渡辺章悟「大蔵経の英訳とその課題」、“宗典翻訳事業の意味を問う―禅から ZEN へ―”

『伝光録』英訳刊行記念シンポジウム、曹洞宗国際センター（港区芝・東京グランドホ

テル内）、平成 29 年 11 月 27 日 

(2)論文等著作物 

渡辺章悟「説法師（dharmabhāṇaka）考」、『印度学仏教学研究』第 66 巻第 1 号、平成

29 年 12 月、404-398 頁 

渡辺章悟 "The Origins of the Idea of Three Vehicles in the Prajñāpāramitā Sūtras," 

Reading Slowly A Festschrift for Jens E. Braarvig, edited by Lutz Edzard, Jens W. 
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Borgland and Ute Hüsken, Harrassowitz, 2018.1, pp. 393-408. 

渡辺章悟「菩薩と三乗」(The Bodhisattva and the Three Vehicles), Fo Guang Journal of 

Buddhist Studies （《佛光學報》）第四巻第一期, The Center for Buddhist Studies of Fo 

Guang University: 台湾、2018 年 1 月、pp. 1-25. 

「般若経の意図するもの」、『東洋思想文化』第 5 号、東洋大学文学部、平成 30 年 2 月、

1-24 頁 

現銀谷史明 訳書『全訳ダライ･ラマ 1 世倶舎論註『解脱道解明』（ガワンウースンゴン

タと共訳）、起心書房、2017 年 9 月、616 頁 

 

○研究経過および成果の概要 

12. 研究方法 

紀元前後頃に成立し次第に増広・編集された初期大乗仏教の経典群は「般若経」（正

式名は「般若波羅蜜（多）経」）と称され、初めて大乗の語を使用した大乗仏教の先駆

的経典である。最大のものは玄奘訳『大般若波羅蜜多経』六百巻にまとめられ、逆に短

縮された経典には日本人には馴染み深い『般若心経』などがある。また更に『一字般若』

（チベット語訳のみ現存）のような密教経典さえ生まれている。代表的な注釈書には、

インド・チベットでは弥勒の作とされる『現観荘厳経論』、中国・日本では龍樹に帰せ

られた『大智度論』があり、仏教流布の基盤となる論書・思想として重視された。 

本研究で中心的に扱う『八千頌般若』はこれら般若経典群の中でも最古とされ、原型

となるものは紀元前100年から後100年の間に成立していたとみられ、後漢の支婁迦讖に

より2世紀に『道行般若経』として漢訳された。チベットでも仏教流伝の前伝期に既に

翻訳されており、最古（9世紀）の仏教目録とされる『デンカルマ』『パンタンマ』に

その名が見られる。『八千頌般若』は、梵文写本も多く現存し校訂テキストもこれまで

にMitra本（1888）、Wogihara本（1932-35）、Vaidya本（1960）が出版されている。梵

文からの全訳として、エドワード・コンゼ博士による英訳（1958）、梶山・丹治両博士

による和訳（1974‐75）がある。本経に比定される漢訳は紀元後2世紀から10世紀に至る

まで計7本が現存している。 

上述の梵文のネパール写本は11～12世紀のものとされるが、近年、クシャーナ時代と

推定される写本がバーミヤン渓谷北部の洞窟中で発見された。蒐集家 M. スコイエン氏

所蔵のこの『八千頌般若経』は、2世紀から3世紀頃にクシャーン文字で書写されたもの

で、書写年代から言って、仏教の成立から僅か200年ほど経過したばかりのものであり、

前述した支婁迦讖の翻訳時期とほぼ重なる。L. ザンダー博士によって校訂本が出版さ

れているが、本写本にはMahāvastuに見られるような語形も散見され、散文大乗仏典がサ

ンスクリット化されてゆく過程を直接反映する資料が現れたと言える。 

本プロジェクトは、般若経を教理・儀礼・実践の側面から検討し、般若経の総合的把

握に努めるものであるが、とりわけ、『八千頌般若』に関して、梵蔵漢現代語および英

訳等と比較し翻訳・研究を進める。これに伴い術語を採取し多言語対照の語彙を蒐集し

たデータベース構築を企図する。研究代表者の渡辺章悟は、各分担者の研究を総括する

とともに、学会での研究発表の指揮を執り、研究会の開催をコーディネートする。また、

研究計画最終年度に刊行される成果報告書の編集指揮を執る。 
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具体的には、『八千頌般若』のサンスクリット語とチベット語訳の比較対照テキスト

を共同で作成する。そのためにまず初めに構成員はそれぞれテキストの講読を進める。

その上で、研究成果を検証する研究会を定期的に開催し、連携を深めながら解読作業を

進める。 

各研究会を定期的に開きながら、『八千頌般若』梵蔵対照語彙データベース構築を視

野に入れた索引を作成する。梵蔵の対照テキストの校訂作業と同時に術語を採取し、入

力作業を行う。検索ツールは、最終的に5カ国語対照データベースを構築するために、3

 年という年限を考え梵蔵に限り語彙を蒐集し、2カ国語対応コードと画面を整備する。 

また、般若経は初期大乗の最初期の経典であり、その研究には初期仏教の智慧（＝prajñā、

般若）についての理解が必要である。その智慧は悟りに至る実践と密接に関わるものであ

るため、両者の実践についての比較研究は、般若経研究には必須の研究となる。一方、般

若経はチベットや中国において註釈を伴った教理研究として発展した。チベットではその

註釈は『現観荘厳論』であり、中国では『大智度論』の研究として展開した。特に、イン

ド・チベットでは『現観荘厳論』の研究は、僧院で学ぶべき基本的な文献として現在まで

継承されている。本研究は、この般若経の前提となる研究と発展した形態の両者を、補い

ながら「般若経の成立過程とその展開」という視点で分析する。 

 

13. 研究経過および成果の概要 

（1）『八千頌般若』梵蔵対照語彙データベース構築のための語彙収集と検索ツール

の開発 

本研究の 3 年間の研究期間において、平成 27 年度は『八千頌般若』の対照語彙テキス

ト作成のための準備として、デルゲ版を底本としたチベット版本との対照表の作成を行

い、平成 28 年度より『八千頌般若』梵蔵対照語彙索引の作成を行った。平成 28 年度は、

本プロジェクトの研究協力者として、石川美惠・東洋学研究所客員研究員が入力支援デ

ータシートを開発するなど、入力作業の効率化が図られ、9,303 語が入力された。平成

29 年度は、新たに約 6,000 語をデータに追加できた。以前からのデータと併せて、15,000

語ほど蓄積された。また、これらの語彙を梵蔵―蔵梵語彙集として機能させるためのプロ

グラムが研究協力者の石川美恵によって開発された。 

（2）研究成果報告書の刊行 

3 年間の研究の成果報告として、『東洋大学東洋学研究所 研究所プロジェクト 平成

27（2015）～平成 29（2017）年度 研究報告書 般若経の教理・儀礼・実践の総合的研

究』を刊行した。本報告書は、研究代表者・渡辺章悟の論文、および研究分担者・現銀

谷史明と研究協力者・石川美惠による、大英図書館（The British Library）においてデ

ジタル化されたブータンの三寺院、ツァムダク（mTshams brag）、ネープク（gNas phug）、

タダク（mTha' brag）所蔵の『八千頌般若経』写本の校合が収載されている。 

 （3）本研究に関連する口頭発表・論文・翻訳書 

 本研究に関連して、上掲のとおり渡辺が口頭発表を行い、論文を投稿し、現銀谷

が共訳で翻訳書を刊行した。 
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14. 今後の研究における課題または問題点 

 本研究の期間内において、『八千頌般若』梵蔵対照語彙索引の作成は完了し得なかった

が、引き続き研究助成を得て、この作業を継続し、全文の索引を完成させたい。 

 

○Summary 

 Comprehensive Research Concerning the Tenets, Rituals and Practices of the 

Prajñāpāramitā Sūtras  

 

Purpose 

Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra (Perfection of Wisdom in 8,000 Lines) is 

one of the Buddhist scriptures dealing with the subject of the Perfection of Wisdom 

(Prajñāpāramitā Sūtras). It was probably put in writing in the 1st century BCE, 

many Sanskrit manuscripts are found out, and many critical editions of texts are 

published.  

Recently, the manuscripts of Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra are found 

out in Bamiyan valley, Afghanistan. These manuscripts are presumed to be written 

in Kushan era, and collected by Norwegian collector, Martin Schøyen. Martin 

Schøyen collected numerous ancient scriptures, and his collection is called Schøyen 

Collection. These manuscripts in Schøyen Collection are scripted between 2nd and 

3rd century CE in Kushan script, and are very important to grasp the process of 

formation of Buddhist scriptures. 

Our research project aims at research of these manuscripts of Aṣṭasāhasrikā 

Prajñāpāramitā Sūtra by the comparison of various Sanskrit texts and Tibetan, 

Chinese, English translations of them. In addition, we aim at the database 

configuration of concordance in various texts and translations of Aṣṭasāhasrikā 

Prajñāpāramitā Sūtra by classifying the words in these texts and translations. 

Furthermore, we intend to comprehend the general characteristics of Prajñāpāramitā 

Sūtras including the research on the rituals and practices concerning the 

Prajñāpāramitā Sūtras. 

The manuscripts of Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra have not been fully 

investigated yet, and our research result will play a great role in the fundamental 

studies of Buddhism. 

 

Staff 

When our research started 2015, the members and their role were as follows. 

WATANABE Shogo: research leader, comparative studies of the manuscripts of 

Schøyen Collection and other manuscripts in Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra 

YAMAGUCHI Shinobu: research on Prajñā-Bodhisattva (a female symbolizing 

perfect wisdom who attained Buddhahood and will save all people) and the rituals for 
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her 

IWAI Shogo: comparative study between the practices of early Buddhism and 

the practice of Prajñāpāramitā Sūtras 

GENGINTANI Fumiaki: analysis of the critical edition of Sanskrit texts in 

Aṣṭasāha- srikā Prajñāpāramitā Sūtra 

ISHIKAWA Mie: analysis of the Tibetan translations of Aṣṭasāhasrikā 

Prajñāpāramitā Sūtra 

The second year of research, 2016, research members in 2015, YAMAGUCHI 

Shinobu and ISHIKAWA Mie declined the research staff because it became difficult to 

continue the research due to their offices. ISHIKAWA continued to support our 

research as research cooperator. GENGINTANI took the following role: 

correspondence analysis between Sanskrit and Tibetan versions of Aṣṭasāhasrikā 

Prajñāpāramitā Sūtra, and Annotation study of Prajñāpāramitā Sūtra scripture based 

on Tibetan Heart Sutra commentaries.  

 

Research Activities 2017  

2017, the final year of our research, we performed the research activities as 

follows.  

1. Database Configuration of Lexical Concordance in Sanskrit and Tibetan 

texts of Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra 

Until 2016, we worked to make up the lexical concordance in Sanskrit and 

Tibetan texts of Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra up to chapter 7 of the whole 32 

chapters. We inputted 9,303 words. In 2017, We continued to make up the lexical 

concordance in Sanskrit and Tibetan texts of Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra. 

We added about 6,000 words input, the total inputted words amount to 

approximately 15,000 words in three years. In order to use these words as the lexical 

concordance in Sanskrit and Tibetan texts, Research cooperator, ISHIKAWA Mie 

developed the program. Using this program, we can search the words in 

Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra and compare Sanskrit and Tibetan words in the 

various texts. 

2. Publication of the Research Report 

As to the research result, we published the research report (A4 size, total 120 

pages). 
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＜研究経過及び成果概要 書式＞            

アジア文化研究所 研究所プロジェクト 

珠江デルタ地帯における西洋近代法と 

伝統的宗法規範の対立と同化に関する研究 

A Study on the Conflict and the Assimilation of Western Modern Law and Traditional 

Chinese Law in the Zhujiang River Estuary Area 

 

研究代表者 井上貴也（研究員、法学部企業学科・教授） 

研究分担者／ 

研究分担者／ 

［研 究 員］後藤武秀（法学部法律学科・教授） 

深川裕佳（法学部法律学科・教授） 

李 芝妍（法学部法律学科・教授） 

［客員研究員］朱 大明（北京大学国際法学院・副教授） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日（3 年計画のうち 2 年次目） 

 

キーワード／①中国法 Chinese Law ②慣習法 Customary Law 

 ③比較研究 Comparative Study ④対立 Conflict ⑤同化 Assimilation 

 

平成 29 年度交付額／1,602,000 円 

 

研究発表／（1）学会および口頭発表 

      ・井上貴也「日本の司法制度-裁判員制度を踏まえて-」遼寧大学法学院・

研究報告（2017 年 9 月） 

・後藤武秀「一帯一路経済圏構想に見られる中国型のアジア秩序とそれ

を支える血縁ネットワークの復活」 地域文化学会第 20 回研究大会

（2017 年 6 月） 

・後藤武秀「法史学の方法と華南、台湾法史研究の課題」遼寧大学法学院・

研究報告（2017 年 9 月） 

・李芝妍「韓国保険学会の持続的成長戦略」日本保険学会 全国大会 

 2017 年 10 月 28 日 招待報告（通訳） 

（2）論文等著作物 

・井上貴也「取締役会と企業統治に関する最近の問題」東洋通信 54 巻 5

号 34-41 頁（2017 年 12 月） 

・後藤武秀「法史学の方法と華南、台湾法史研究の課題」アジア文化研究

所研究年報 52 巻 205-209 頁（2018 年 2 月） 
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・後藤武秀「日本統治時期台湾における妾に関する判決の社会への影響－

祭祀公業「陳悦記」族譜の分析を通して－」アジア文化研究所研究年報

52 巻 229-240 頁（2018 年 2 月） 

・李芝妍「韓国・日本・中国の保険法上の告知義務制度に関する比較研究」

朴恩京（李芝妍・訳） 『保険学雑誌』第 637 号 157-177 頁（2017 年

6 月） 

・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（2017 年 9 月） 

・李芝妍「生命保険契約の復活時における告知義務違反と生命保険募集

人の不告知教唆」月刊生命保険 Vol.466、40〜49 頁（2017 年 12 月） 

・李芝妍「破産手続きによる生命保険契約の死亡保険金請求権の帰属問

題」月刊生命保険 Vol.467、40〜47 頁（2018 年 1 月） 

・李芝妍「重複加入と重大事由による契約解除」月刊生命保険 Vol.468、

30-38 頁（2018 年 2 月） 

・李芝妍「保険金受取人の代表者選定規定と死亡保険金請求権」月刊生

命保険 Vol.469、58-65 頁（2018 年 3 月） 

・ 深川裕佳「フランスにおける預貯金口座に対する振込み (virement) を

めぐる法状況」現代消費者法 36 号 18-23 頁（2017 年 9 月） 

・深川裕佳「中国民法総則およびフランス民法典に新設された法律行為の

定義規定の比較検討」アジア文化研究所研究年報52巻210-220頁（2018

年 2 月） 

・深川裕佳「譲渡債権の『発生原因である契約』から生じた自働債権によ

る三者間相殺（民法新 469 条 2 項 2 号）」東洋法学 61 巻 3 号 133-161

頁（2018 年 3 月） 

・朱 大明 訳『信託与信託法』樋口範雄著、全 206 頁（法律出版社、2017

年 11 月） 

・朱 大明『日本金融商品交易法要論』全 755 頁（法律出版社、2017 年

12 月） 

・朱 大明『控制股東法律規制的路径与法理』全 288 頁（清華大学出版社、

2018 年 1 月） 

・朱 大明「アメリカにおける信託義務の意義とその移植」比較法研究 2017

年 10 月号 中国政法大学（2017 年 10 月） 

・朱 大明「企業提携契約の 実質を有する「株主間協定」に基づく責任追

及」ジュリスト 1506 号 104-107 頁（有斐閣、2017 年 5 月） 

 

○研究成果および成果の概要 
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1．研究方法 

珠江デルタ地帯は、中国大陸、マカオ、香港が近距離で接している地域である。その

地域における法制度は、香港、マカオが 1990 年代末に相次いで中国大陸に返還されたと

はいえ、特別行政区として高度の自治権が認められている。 

特に私法分野は中国大陸の社会主義法が導入されることなく、西洋近代法と伝統中国

の法すなわち宗法が共存している。つまり、マカオにおいてはヨーロッパ大陸法の中で

もフランス法の影響を強く受けたポルトガル民法典法(1867 年制定)が 1879 年より導入

されたが、一方で、マカオの華人社会の家族法については、ポルトガル法の導入を拒み

1909 年に宗法の体系化とも言うべき華人風俗慣習法典編纂され、これが華人社会に適用

された。また、会社法に関しては、1888 年のポルトガル商法典がマカオに導入されたが､

マカオに多い小規模同族会社の実態と適合しないことから、1901 年に有限会社法を制定

してマカオの華人社会に適用した。 

他方、香港においては、イギリス統治が行われたことから､不文法であるイギリス法が

導入された。しかし、民事法は不文法であるために、香港の華人社会にはこれを直接適

用することはせず、依然として伝統的な不文慣習法である宗法が行われた。このように、

珠江デルタ地帯においては､ヨーロッパ近代法の双璧とも言うべきヨーロッパ大陸法と

イギリス法、そして伝統中国の宗法が併存してきている。 

そこで、本研究においては、第 1 に､マカオにおけるポルトガル法と伝統中国の宗法と

の対立、同化の過程を明らかにし､実際の裁判において､華人の紛争のどの分野にポルト

ガル法に基づく判決が下されたか､そしてそれは華人社会にどのような反応を生み出し

たかを明らかにする。第 2 に、香港において､華人社会の紛争が常に宗法に依拠して解決

されたのかどうか､イギリス法が柔軟に変質しつつ適用されることはなかったのかどう

かを明らかにする。そして第 3 に、珠江デルタ地域全体として、西洋近代法がどのよう

な抵抗と同化の過程を経て導入されたかの一般理論を構築し、東アジアの他地域、すな

わち日本、台湾、韓国における西洋近代法の継受に関する理論と比較検討を考えている。 

 

2．研究経過および成果の概要 

 香港会社法の研究および中国会社法の比較研究、中国民法の概観を行う作業を行った。 

先にも記したように、珠江デルタ地帯の私法は、ヨーロッパ大陸法の系統に属するポ

ルトガル法(マカオ)、イギリス法(香港)､伝統中国法である宗法が機能している。これら

の相互関係、特に西洋近代法と伝統的秩序との対立と同化を主たる関心事項として､これ

らの法体系が裁判の場においてどのように適用され、どのような摩擦を生じているかを

検討した。 

 平成 29 年度は、マカオおよび香港の文献資料を検討・分析を行った。これらの作業に

ついては、共同研究者である朱大明氏等の助力を引き続き得たところである。平成 29 年

度は、以下の研究会等で研究成果を公表した。 

    第１回 ４月 10 日（火）スタッフセミナー① 

  課題：マカオ法の歴史的継受について 

                        報告者：後藤武秀 
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  第２回 ５月８日（火）スタッフセミナー② 

  課題：マカオにおける華人社会への近代法の適用について 

                         報告者：後藤武秀 

  第３回 ６月５日（火）スタッフセミナー③ 

 

  課題：現代マカオ法制の特徴について 

                         報告者：後藤武秀 

  第４回 ７月７日（火）スタッフセミナー④ 

  課題：香港会社法における代表訴訟制度 

                         報告者：井上貴也 

  第５回 10 月 10 日（火）アジア文化研究所・共同研究成果発表会 

  課題：2014 年香港会社法について －施行後の問題点について－ 

                         報告者：朱 大明 

   

3．今後の研究における課題または問題点 

 今回の研究では、法制度、民法分野、商法分野の比較研究を行うことができた。中国、

欧米、アジア経済の結節点と位置づけられる珠江デルタ地帯において今後の展開につい

ても注意を払ってゆく。アジア諸国の経済政策が法制度にどのように影響し、実務や実

態がどのように対応しているのかという実証研究を今後展開してゆきたい。 

また、近代化により家族制度も変容を遂げているが、アジア地域の家族法制の変容につ

いても引き続き検討を加えることとする。 

 

○Summary 

 The Pearl River Delta area is an area that encompasses parts of mainland China, 

Hong Kong and Macau. Despite the fact that the legal systems of Hong Kong and 

Macau came under the control of the Chinese mainland in the late 1990s, both 

locations retain a high level of autonomy as they are recognized as Special 

Administrative Regions. Particularly in the field of Private Law, there has not been an 

introduction of the Socialist law of the Chinese mainland, and instead modern 

Western law and traditional Chinese legal practices exist side by side. In other words, 

the legal system introduced into Macau in 1879 was based on the Portuguese civil 

legal code (established in 1867) which was strongly influenced by that of the 

European continent, especially France. On the other hand, regarding Family Law for 

Macau’s Chinese population, with the rejection of the introduction of Portuguese law, 

in 1909 the Chinese customs legal code which is recognized as a systematization of 

traditional legal practices was edited and applied to the Chinese population.  

The Portuguese business regal code which was introduced into Macao in 1888 was 

not suitable to real business situations in Macao where many small family companies 

existed; therefore limited company law was enacted in 1901 and applied to the 
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Chinese population. In Hong Kong, which was formally ruled by the United Kingdom, 

British Law which is largely unwritten was introduced. However, due to the fact that it 

is unwritten law the Chinese population in Hong Kong didn’t directly apply British civil 

law. Instead, traditional custom law which is also unwritten law was applied. Thus in 

the Pearl delta zone, there is a coexistence of both European continental law and 

British law, which are regarded as the major authorities of European modern law, and 

also traditional Chinese legal practices. 

In this research the author would firstly like to clarify the process of friction and 

assimilation of Portuguese law and traditional Chinese legal practices and highlight 

some real court cases among the Chinese population in order to examine which parts 

of the actual judgments were based on Portuguese law and what kinds of reactions 

were produced among the Chinese population. Secondly, the author would like to 

clarify whether there were some cases where British laws were adjusted and applied 

to the Chinese population in Hong Kong. Thirdly, the author would like to create a 

general theory to explain how Western modern laws went through a process of 

resistance and assimilation and were finally introduced into the whole of the Pearl 

River Delta area. In addition to this, the author would like to compare this theory with 

that which examines how other East Asian countries, particularly Japan, Taiwan and 

Korea, received and applied modern Western laws.  

In 2017, the research group has researched on the duty of care of Directors and the 

legal issues concerning the role of company secretary in Hong Kong Company Law. 

Besides, we have published academic paper about authorized capital in the 

Company Law of the People’s Republic of China. Furthermore, we have compared 

the civil law between China and France.  

After acknowledging the diversity of law culture in the Pearl Delta area, the aim of this 

research is to construct a general theory, compare and examine the theories related 

to the reception of modern Western law in East Asia regions, such as Japan, Taiwan 

and South Korea. The outcomes of the researches are published in certain academic 

papers.  
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＜研究経過及び成果概要 ＞            

人間科学総合研究所 研究所プロジェクト 

被災地における子どもと子育て家庭の居場所づくりに関する取り組み構築―当事者参加

型支援モデルを手掛かりにして 

Longitudinal survey from pregnancy on child-rearing of teenage mothers and the 

development of systems to support their self-sufficiency 

研究代表者 森田明美（研究員、社会学部社会福祉学科・教授） 

研究分担者／ 

［研 究 員］内田塔子ライフデザイン学部生活支援学科・准教授 

［客員研究員］上田美香（東洋大学社会学部・非常勤講師） 

小川晶（植草学園大学・准教授） 

林大介（東洋大学社会学部・非常勤講師） 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日（3 年計画のうち 3 年次目） 

キーワード／①被災地 ②子ども child ③子育て支援 child-rearing ④居場所 

⑤参加 support their self-sufficiency  

平成 29 年度交付額／2,000,000 円 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

林大介 

・「18 歳選挙権の実施に伴う、高等学校教育を中心にした政治教育における「政治的中

立性」をめぐる現状と課題」 

・『日本 NPO 学会第 19 回年次大会【NPO と「政治的中立性」問題】』2017 年 5 月、

東京学芸大学 

 

(2)論文等著作物 

①森田明美 

・「保育の質を高める子どもの権利の視点」『ガバナンス』ぎょうせい２３－２５，2017

年 9 月。 

・つながりを求めて―当事者主体の暮らしを実現するために福祉に必要なこと」東洋大学

福祉社会開発研究センター編集『つながり、支え合う』福祉社会の仕組みづくり」 中央

法規１-12  2018 年 3 月 

・共著「被災地における子どもの意見表明・参加と児童福祉課題」（清水冬樹と共著）東

洋大学福祉社会開発研究センター編集『つながり、支え合う』福祉社会の仕組みづくり」 

中央法規 138-157  2018 年 3 月 

「第 4 章子どもの生活と福祉」山田知子編著『生活変動と社会福祉』放送大学大学院教、

ＮＨＫ出版、５９－７７，2018 年 3 月 

「第 5 章ひとり親家庭と生活支援」山田知子編著『生活変動と社会福祉』放送大学大学

院教材、ＮＨＫ出版、７８－100，2018 年 3 月 

「第６章災害と子ども支援」山田知子編著『生活変動と社会福祉』放送大学大学院教材、

ＮＨＫ出版、101－120，2018 年 3 月    

「共著第 13 章ジェンダーと社会福祉研究」（山田知子、今井木の実と共著）山田知子編

著『生活変動と社会福祉』放送大学大学院教材、ＮＨＫ出版、101－120，2018 年 3 月 

【Misc】 

小学館まなナビ「森田明美東洋大学教授の語る「子どもの貧困」（5 回連載） 

1 回：12/5、2 回：12/7、3 回：12/8、4 回：12/10、5 回：12/12  
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②林大介 

・「地域の子ども・若者の力を活かしたまちづくり」 

『自治体法務研究 2017 年秋』一般財団法人地方自治研究機構(ぎょうせい)、平成 29

年 8 月(p14-19) 

・「第 2 部第 6 章 民主主義と大学生：大学生と政治、選挙、社会」 

『リベラルアーツとしてのサービスラーニング－シティズンシップを耕す教育』立教大

学 RSL センター・編、北樹出版、平成 29 年 4 月(p86-104) 

・「第 2 章 18 歳選挙権に関わる若者の運動」「第 3 章 18 歳選挙権と主権者教育」 

『18 歳成人社会ハンドブック』田中治彦・編、林大介、藤原孝章、南部義典・著、明石

書店、平成 30 年 3 月(第 2 章 p32-41、第 3 章 p42-55) 

③内田塔子 

・『第 6 回川崎市子どもの権利に関する実態・意識調査報告書〔平成 30（2018）年 3 月〕』

（2018 年 3 月 28 日） 

④上田美香 

論文⓵上田美香「当事者との間に立つコーディネート」東洋大学福祉社会開発研究センタ

ー編集『つながり、支え合う』福祉社会の仕組みづくり」 中央法規 201-214、  2018

年 3 月 

  

(3)その他 

・森田明美「基調報告 子ども支援者への支援」「第 17 回地方自治と子ども施策-全

国自治体シンポジウム in 越前」第 8 分科会 子ども支援者への支援（2017 年 10 月 1

日） 

・林大介「基調報告 子ども参加の現状と自治体の課題」『地方自治と子ども施策 全

国自治体シンポジウム 2017 越前 第 4 分科会「子ども参加」』2017 年 10 月、越前市 

・第 8 回東日本大震災大人と子どもの意見交換会で基調報告（2018 年 3 月 8 日） 

・小川晶：埼玉県和光市 

1．包括支援スキルの修得のための研修 
・連続ステップアップ研修(全保育保育所、各 3 名まで 120 名) 
①2017 年 12 月 4 日、2018 年 2 月 9 日 ②和光市役所、公民館 ③120 名 
④子どもと子育ての基本的な事柄と、和光市での役割を知ることを目的として実施。 
 

・ファミリーサポート研修 
①2017 年 11 月 7 日、2018 年 2 月 6 日 ②和光市役所 ③３0 名 

 
2．保育所の保育内容の見直しへの支援 
①2017 年 4 月 22 日、26 日、10 月 6 日、13 日、11 月 10 日、12 月 21 日、2018 年 2

月 2 日 
 ②しらこ保育園（0 歳児クラス）、みなみ保育園（3 歳児クラス）、プライムスター保育
園（4、5 歳児クラス） 
③保育の計画の見直しについて、保育所保育指針の改定に伴い、保育の計画の見直し
と実践の適正化について検討。 

・飯能市の保育士の専門性の向上のため、小川晶が研修プログラムを実施した（2017

年 5 月 26 日・30 日、6 月 23 日、7 月 21 日・28 日、8 月 22 日、9 月 22 日・26 日、

10 月 24 日・27 日、11 月 24 日・28 日、12 月 26 日、2018 年 1 月 26 日・30 日、2

月 23 日・27 日、3 月 23 日） 



279 

 

・和光市の子育て支援者研修として、小川晶が研修を実施した（10 月 17 日、11 月 10

日、12 月 4 日、2 月 9 日） 

・和光市の保育士の専門性向上のため、小川晶が研修プログラムを実施した（2017 年 5

月 23 日、6 月 16 日、7 月 14 日・28 日、9 月 14 日、10 月 19 日、11 月 16 日、12 月

14 日、2018 年 1 月 25 日、2 月 15 日） 

 

<マスコミでの掲載> 

・.読売プレミアム掲載記事（2017 年９月 11 日）「高校生カフェと被災地支援の 6

年余」 

・読売新聞 2018 年 2 月 17 日「あの時、これから震災 7 年 若者への支援継続的に」 

・NHK ニュースで放送（2018 年 2 月 10 日）「被災地の子ども支援センター設立」 

・NHK ニュースで放送（201７年８月５日）「被災地の若者意見交換会」 

 

○研究経過および成果の概要  

１．研究方法  

（１）被災体験をもつ 10 代の若者の協力を得て、震災からの復興過程で求められる子

どもたちの居場所について継続的な調査を行う 

（２）埼玉県飯能市、和光市の協力を得て、子育て支援センターを拠点とし、10 代母

親の支援プログラムの開発に向けて、10 代で出産した母の個別相談を保育士が実施する

のを専門的にサポートしながら、その場を利用する 10 代親のグループ活動やグループと

個人との関係性の変容等の観察し、保育士らと検討、支援の試行を行う。 

（３）東日本大震災の被災地で育った子どもや若者、子育て中の親たちへの継続的な

支援方法を探る。 

＜倫理的配慮＞ 

学内の倫理委員会の審査を受け承認を得ている。 

2. 研究経過および成果の概要 

東日本大震災から7年、復旧が進まない中で、子育て家庭の貧困、ひとり親家庭、虐待

やＤＶ、不登校の増加など子どもや子育て家庭は様々な困難を抱えている。こうした問

題への対策として相談や支援の総合的な支援が可能となる居場所づくりは急務となって

いるが、この地域では、発災までに当事者参加型の居場所づくりはほとんど取り組まれ

ることがなかったため、そのシステム構築のための専門的な支援が求められている。こ

うした問題に森田らは、東日本大震災子ども支援ネットワーク活動や、岩手県山田町と

宮城県登米市で中高生の軽食付き自習室の運営を行い、被災地で支援を兼ねた実践フィ

ールドを作り上げてきている。加えて、科研費や本研究所のチーム研究やプロジェクト

により子どもにやさしいまちづくりや10代親やひとり親の実態や支援について国際比較

研究などをすすめてきた。そうしたこれまでの研究実践活動を基盤にして以下の活動と

調査研究を実施することができた。 

① 被災地でのひとり親・避難母子の居場所づくり、子育て支援 

岩手県山田町ゾンタハウス、福島しんぐるまざーずふぉーらむに協力して、子育て
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家庭の居場所づくりを進めた。 

 

② 被災地での若者参加の推進への反映と調査 

・山田町ゾンタハウスでは、高校生が中心となって、学生と本チームが一体になって

調査活動をすすめた結果、世代を超えて集い、話をしたり、交流をする場所がなく、

その開設を特に高齢者が求めていることが顕著であることを明らかにすることがで

きた。その結果を踏まえて、若者が中心となって実施する高校生カフェを15回実施し

た。 

・宮城県での活動については、被災地の子ども若者を継続的に支援する仕組みが

必要であるということから、被災地の高校生と被災地出身の大学生と被災地支援を

している大学生に継続的に議論に参加してもらい、被災地の若者の居場所づくりへ

の意見をもとに、被災地での子ども若者支援の継続的な支援の仕組みづくりを行っ

た。災害遺児孤児を対象にして支援活動を進めてきた仙台レインボーハウスに、被

災地の子ども若者支援機関としての場の提供を得て、心理、医療、福祉の専門家と

市民活動団体が集まり、活動の方向を議論し、2 月 10 日には、以下 7 つの活動を行

う一般社団法人「東日本大震災子ども・若者支援センター」の開設をすることがで

きた。 

（１）東日本大震災を体験した（以下、省略）子ども・若者たちへの居場所の提供 

（２）子ども・若者たちが企画する活動の支援 

（３）子ども・若者たちのメンタルヘルスに関する支援 

（４）子ども・若者たちの保護者のメンタルヘルスに関する支援 

（５）子ども・若者たちの支援者のコンサルテーション 

（６）子ども・若者たちの保護者、支援者を対象とする研修会等の開催 

（７）子ども・若者たちの支援に関する調査・研究 

 

・また、前年度始めた若者たちの活動は継続的に開催され第１に南三陸町の被災

地ツアーが大学生たちの協力のもとで実現できた。第２に山田町ゾンタハウスでは

高校生と応援する大学生によって地域の多様な世代が集まる ZOO カフェを合計 15

回開催することができた。第３に、被災地出身の大学生が山田町ゾンタハウスや南

相馬市などの被災地を訪問して、被災地の若者たちの状況の共有をすることができ

た。第 4 に８月、１２月、２月、3 月に東京や仙台に集まり自分たちの力でふるさ

とをどのような形で、復興させることができるのかということを考える機会がもて

た。 

被災した若者たちは、安心できる居場所を得て、そこで議論を深め、専門的なア

ドバイスを得るなかで、自分たちがふるさとの復興にとって価値あるおとなになり

たいという希望が強くなっている。 

被災経験をもつ若者たちが、子どもの権利の視点にたった適切かつ継続的な専門

的な支援を得ることによって、力をえて、具体的な活動の担い手になっていくこと

を明らかにすることができた。 
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③ 10 代で出産した母親の子どもと子育て活動支援と実態調査 

埼玉県飯能市と和光市の協力を得て、10 代親たちの居場所づくり事業を継続実施する。

月に 1 回程度の実施。また子育て支援センター職員などの参加を求め、事業を自治体で

実施できるようにするための研修を実施した。 

④街づくりへの子どもの参加と子ども参加型支援については、夏休みを活用しておこ

なってきた東洋大学学生との共同活動を実施した。子ども参加を進める方法について

継続的に検討している。 

３．今後の研究における課題または問題点 

こうした問題に対応するために、被災地域で 10 代を過ごした経験をもつ若者たち

の参加によって、被災地である仙台市において、仙台レインボーハウスの協力のも

と、子ども若者 20 年応援プロジェクトを立ち上げることができた。この施設を利用

して、今後被災地の子ども若者、子育て中の親たちを支援するための実践が行われ

ることになった。 

8 年目に入った被災地域の若者たちの実態に寄り添いながら、長期化して若者が大

人になっていく時期に被災地に求められる居場所の形や、支援者に求められる専門

性や、運営の方法などを子ども参加によって探っていく実践に関与していく必要が

あると考えている。 

 

<英文概要> 

In the context of the slow recovery of living, seven years after the Great East 

Japan Earthquake in March 2011, it has become urgent to create safe and 

comfortable places for the affected people, where they can come and get together at 

ease for peer cooperation and where, if this is not enough, they can be referred to 

comprehensive support services. 

In order to address these problems, the present study has aimed to explore, 

mainly through the involvement of young people who have spent their teenage years 

in the affected areas, such issues as what kind of safe and comfortable places are 

effective in the affected areas, what kind of expertise is required for supporters and 

how such places should be administered. 

In the present fiscal year (the third year of the study), we have continued to 

develop mechanisms to provide continuous support for the children and young people 

in the affected areas on the basis of their views on the creation of safe and 

comfortable places for children. For this purpose, experts on the fields of psychology, 

medicine and welfare as well as civil society organizations got together at the Sendai 

Rainbow House, which has been involved in support activities for the children 

orphaned by the disaster and which agreed to provide a platform for discussion as a 

support organization for the children and young people in the affected areas. As a 

result, we could establish the General Incorporated Association “Support Center for 

the Children and Young People Affected by the Great East Japan Earthquake” on 10 
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February 2018, which will be involved in the following seven activities: 

(1) Provision of safe and comfortable places for the children and young people 

affected by the Great East Japan Earthquake; 

(2) Support for the activities initiated by them; 

(3) Support concerning their mental health; 

(4) Support concerning mental health of their parents; 

(5) Consultation for those who support the children and young people; 

(6) Organization of training sessions and other learning opportunities for their 

parents and the supporters; and, 

(7) Research and studies on the provision of support for the children and young 

people. 

 

The activities by the young people, which started in the previous fiscal year, 

continued to be conducted: (1) a tour of Minamisanriku Town in cooperation with the 

students; (2) ZOO café sessions at the Yamada Town (fifteen times); (3) visits to the 

Zonta House and Minamisoma City by the university students from the affected 

areas; and (4) meetings of the students in Tokyo to consider what they can do 

reconstruct their hometowns. 

Through these activities, the young people affected by the earthquake could 

find places where they can be involved in discussions with security and came to think 

that they want become adults who can play valuable roles in the reconstruction of 

their hometowns. 

The present stu 

 


