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漢字文献としての『萬葉集』研究 

To study the "Man’yōshū" as literature written in Chinese characters 

 

研究代表者 池原 陽斉（校友） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①萬葉集 Man’yōshū  ②写本 Manuscript  ③漢字 Chinese characters 

      ④訓読 Reading a Chinese text in Japanese 

平成 27 年度交付額／595,000 円 

 

研究発表／論文 

・池原陽斉「御名部皇女奉和御歌」本文異同存疑：「嗣」と「副」の字形の傾向から」、『萬葉』第 219

号、萬葉学会、2015 年 4 月 

・池原陽斉「『萬葉集』本文校訂に関する一問題：類聚古集と廣瀨本を中心に」、『文学・語学』第 213

号、全国大学国語国文学会、2015 年 8 月 

・池原陽斉「「長皇子与皇弟御歌一首」考：「丹生の川」の意味するもの」、『東洋通信』第 52 巻（第 3

号）、東洋大学通信教育学部、2015 年 8 月 

・池原陽斉「「籠毛與 美籠母乳」の注釈史再考」、『美夫君志』第 92 号、美夫君志会、2016 年 5 月（予

定、採択決定） 

 

研究経過および成果の概要 

1.研究方法 

研究課題の「漢字文献としての『萬葉集』研究」とは、一見するとトートロジーともとれるような言

い回しである。飛鳥時代後期から奈良時代にかけて編纂され、平安時代初期にほぼ現在見る形にいたっ

たと推定される『萬葉集』は、仮名成立以前の漢字専用の時代に成立した文献だからである。 

しかし、現在多く刊行されている『萬葉集』テキストは、漢字本文と書き下し文を併記するもの（新

編日本古典文学全集、『萬葉集全歌講義』など）、書き下し文だけを提示するもの（『萬葉集全解』、新版

岩波文庫など）が多い。表現研究に際してはこれらのテキストが頻用されており、漢字本文に注目が集

まることは比較的少ない。 

しかし古典作品の研究にあたっては、やはり原文と対峙する姿勢も重要である。「漢字文献の研究」

という立場から『萬葉集』の原文を捉え直す場合、大別すれば二種の方法があるように思う。 

 ひとつは、『萬葉集』の漢字本文をどのような日本語で訓むのかという訓読研究である。『萬葉集』に

はまったく訓みのわからない、いわゆる「難訓歌」が幾許かある。また、定訓を得ないうたは数多い。

訓読の追究は、多岐にわたる『萬葉集』研究のなかでも基礎的な分野であるが、近時この方面の研究は

存外少なく、取り組む価値を有する研究といってよい。 
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 もうひとつは本文校訂に関する研究である。本文校訂は古典研究総体のなかでももっとも基礎的な分

野であるが、漢字専用文献である『萬葉集』の場合、伝本ごとの異体字のありようなどにも注意する必

要があり（乾善彦「文字の異同と通用」『漢字による日本語書記の史的研究』塙書房、2003）、複雑な様

相をしめす場合が多い。 

 この二種の研究方法によって、問題のある個々の萬葉歌を追究することが目的となる。 

2.研究経過および成果の概要 

 具体的な研究成果を報告することで本項目の内容とする。 

「「御名部皇女奉和御歌」本文異同存疑」では、『萬葉集』巻 1・77 番歌の本文異同について論じた。

当該歌の第 4 句には「副而賜流」と「嗣而賜流」という本文異同がある。従来は多くの伝本に一致する

「嗣而賜流」が正当な本文と見做されていたが、1993 年に、「副」と見做せる本文を持つ廣瀨本が公開

されてからは、「副」と訓む説が優勢になっている（新編古典文学全集、新日本古典文学大系など）。 

しかし、『萬葉集』の伝本のなかでも、平安時代に書写された本（あるいはその転写本）である次点

本の字形をつぶさにたどっていくと、廣瀨本の「副」と見做せる字は、「嗣」の省筆表記である蓋然性

が極めて高いと認定できる。ほかの伝本に「嗣」とある箇所が廣瀨本は多く「副」のような字形に作る

一方、訓はことごとく「嗣」と対応するからである。研究史上問題の箇所であったが、実は異体字が存

するだけであり、本文異同は存在しなかったことになる。 

「『萬葉集』本文校訂に関する一問題」では、誤字・脱字への検証から、類聚古集と廣瀨本のつなが

りを指摘した。類聚古集は平仮名訓本、廣瀨本は片仮名訓本であり、別系統に属する伝本と見做されて

いる（田中大士「長歌訓から見た万葉集の系統」『和歌文学研究』第 89 号、2004）。田中論を踏まえ、

別系統の伝本同士の交流の可能性を検討した。 

この二本には、ほかの次点本とは一致しない共通の誤字・脱字が散見している。そして、廣瀨本は藤

原定家の父俊成の所持本に遡る可能性の高い本である（寺島修一「御子左家相伝の『万葉集』の形態」

『武庫川国文』第 65 号、2005）が、その俊成は類聚古集を所持、ないしは内容を知悉していた可能性

がたかい（『初稿本古来風躰抄』）。この点を踏まえ、廣瀨本は類聚古集の本文を取り込んだ可能性が高

いと推定した。 

「「籠毛與 美籠母乳」の注釈史再考」では、著名な『萬葉集』巻頭歌（雄略天皇御製）の冒頭二句

「籠毛與 美籠母乳」の訓読の再検証に取り組んだ。 

この二句は通訓「コモヨ・ミコモチ」の形で広く流布しているが、近世には「籠」を「カタマ」と訓

み、「カタマモヨ・ミカタマモチ」とする契沖『萬葉代匠記精撰本』の説が通用していた。近時、この

異訓を支持する研究は皆無に等しく、吉永登「「籠」の訓みについて」（『万葉：その探求』現代創造社、

1981）による 3・4 音で始まる通訓を「異常な出だし」とする批判も、ほぼ黙殺されていた。 

しかし、上代歌謡における韻律のありようを詳細に検討していくと、この批判は正当であると判断で

きる。くわえてカタマの語義も再検証し、『代匠記』の説を追認すべきと論じた。 

3.今後の研究における課題または問題点 

研究期間内に本文校訂に関する論文を 2 本、来年度には訓読に関する論文を 1 本、それぞれ査読付き
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の学会誌に掲載することができた。本研究課題とは別テーマの論文も数本公表できており、それぞれ

個々のモノグラフとしては十分な成果を挙げることができたと考えている。 

今後の課題としては、一昨年度と昨年度の研究課題（平成 25 年度「『萬葉集』本文と加点の系統論的

研究」、平成 26 年度「平安時代の『萬葉集』研究：『古今和歌六帖』を中心に」）の成果とも合わせて、

既出の論考の成果をどのような形で体系化しうるか、ということになるかと思う。 

体系的な成果としては、平成 28 年中に以上の業績を踏まえた単著を刊行する予定である。井上円了

記念研究助成に基づく研究成果を、著書によって広く世に問いたい。 

 

 

Summary 

"Man’yōshū" is written in Chinese characters. So, deliberately to argue that "the literature written 

in Chinese characters" might result is considered not to be a logical explanation. However, in view 

of the trend of research in recent years of "Man’yōshū", I think that it is not necessarily 

inappropriate description. Text A is a plurality published. However, when studying the expression 

of "Man’yōshū", because text that is expressed only in kanji is inconvenient, text denoted sprinkled 

with "kana" is generally used. Considering the trend of research, publication status of such text, 

would not be necessarily be denied. Even if the point can be understood, in order to elucidate the 

classical literature, the verification of the original text, and there is a need to study. Neglect the 

verification of the original text, sufficient research results would not be expected. Nevertheless, in 

order to study the "Man’yōshū", it is surprisingly little validation of the original text is important. 

Research based on the text has become common. Text A is a plurality published. Without respecting 

the original text for that, research can be environment is well-equipped. Also available is caused not 

so emphasized can be obtained at the point described above. 

 I have kept in mind the research to respect the original text. Since the original text of A is written 

in Chinese characters only, research method can be broadly classified into two types. Research 

methods of the first one, is a validation of how to read the Chinese characters that have been 

expressed in "Man’yōshū".The second approach is to compare the plurality of manuscripts, what is 

written on which manuscript is to verify whether the most reasonable. I this year, efforts to this two 

types of research methods, I was able to include a certain degree of success. Of its outcome, it is that 

it has posted three papers in academic journals. Both are papers that have passed the peer review. 

 For more information about the contents of the individual papers, I think that it was possible to 

obtain a constant evaluation. Therefore, the purpose of the next fiscal year is to organize the results 

of the past. Edit the paper that was written in the past, it is expected to publish the research 

results. 
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満洲における日本近代文学の流通と 

日本人文学者の植民地体験の相関性についての研究 

Correlativity between the circulation of Japanese modern literature  

and Japanese writers’ colonial experience in Manchuria 

 

研究代表者 小泉 京美（交友） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①満洲 Manchuria 

      ②日本近代文学の流通  Distribution of modern Japanese literature 

      ③文学者の植民地体験 Writers’ colonial experience 

      ④読書環境 Reading environment 

      ⑤出版文化 Publishing Culture 

 

平成 27 年度交付額／560,000 円 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

   本研究の目的は、満洲における日本近代文学の流通と日本人文学者の植民地体験の相関性を明ら

かにすることである。この目的を達成するために、まず、日清戦争前夜からアジア・太平洋戦争が

終結するまでの間に満洲を訪れた日本人文学者について、その目的・旅程・同行者等の詳細を調査

し、日記・書簡・紀行文・体験記等の資料から具体的な体験やその所管について分析し、それらを

相互に関連させた一覧を作成した。さらに、現地で発行されていた新聞や雑誌の網羅的な調査を行

い、渡航中の日本人文学者の消息に関わる記事を収集・整理した。これらの調査成果を基礎に、満

洲在住の日本人が、満洲に関する日本文学の系譜や満洲体験のある日本人文学者に対してどのよう

な関心を抱いていたのか分析した。次に、書店や図書館の架蔵状況、出版社の PR 誌や図書館報の

特集等を調べ、満洲を訪れた日本人文学者が同地の書籍の流通や読書環境に及ぼした影響について

考察した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

まず、満洲を訪れた日本人文学者の足跡について、日記・書簡・紀行文・体験記等の一次資料を

可能な限り参照し、新聞や雑誌の消息欄の報道等を手がかりに事実関係の照合と補足を行った。そ

の結果、当然のことながら、現地での動向がつぶさに報じられた作家とそうでない作家とで明らか
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になった事柄の詳しさに差が出てきた。このことは、日本人文学者の植民地体験のデータベースと

しての側面からは、対象範囲を拡大したさらなる資料調査による補足が求められるところである。

ただ、本研究の目的にとっては、その差自体が渡航の性格と周知度および同地における文学者の知

名度に関わることから、あえて調査結果の偏りを調整せず、満洲における日本近代文学の流通の実

態と結びつけて意味付けることとし、補遺は行わなかった。 

また、満洲の書店や図書館の架蔵状況、出版社の PR 誌や図書館報の特集等については、販売目

録や図書案内から広告に至るまで博捜したものの期待していたような成果が得られたとは言い難

い。当該資料が一時的な利用を目的とした出版物であり、長期保存の対象とみなされなかったこと

で予想外に調査が難航したためである。今後も継続した調査を行っていく必要がある。資料の全体

像を見通すことはできなかったが、本研究の結論に結び付く有効な手がかりを得ることはできた。

とくに重視したのは、『書香』（満鉄大連図書館）、『収書月報』（満鉄奉天図書館）、『北窗』（満鉄哈

爾浜図書館）等、各地の満鉄図書館の館報に掲載された図書館員による記事や論文である。満洲に

関わりの深い日本人文学者や満洲を題材にした日本文学作品がたびたび取り上げられ、収書方針や

配架状況にも反映されていたことがわかってきた。今後さらなる精査と分析を重ねて裏付けを取っ

ていきたい。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

   今年度の調査と分析を通じて、満洲における日本近代文学の流通と日本人文学者の植民地体験の

相関性について多くのことが明らかになった。今後は調査と分析の成果をさらに検証し、論文を作

成する作業が必要となる。日本人文学者の渡航体験が満洲の日本人社会でどのように受けとめられ、

文学作品の受容や日本文学イメージの形成にどのように働きかけたのかを中心に考察を進めてい

きたい。そのためには同時代資料だけではなく、戦後になってから執筆・発表された引き揚げ者の

手記や証言も視野にいれて研究を進める必要があると思われる。 

   また、今年度の調査から、『満洲観光聯盟報』や『観光東亜』といった旅行雑誌にも日本人文学

者の満洲体験についての記事が多数掲載されていることがわかった。これらの雑誌には文藝欄があ

り、読書案内や書評も掲載されている。そもそも、満洲在住日本人の読書環境に影響力をもった図

書館員や作家などの文化人、出版関係者や教育関係者の多くは、南満洲鉄道株式会社やその系列企

業・団体に所属していたし、満鉄の旅客課や各地の観光協会に勤めていたものも少なくない。この

点をふまえて、満洲における日本近代文学の流通と受容について、観光事業との連携という側面か

ら考察することを今後の課題としたい。 

 

Summary 

This study aims to clarify the correlativity between the circulation of Japanese modern literature 
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in Manchuria and Japanese writers’ colonial experience there. First, I investigated the aims, 

itineraries, and companions of Japanese writers who visited Manchuria from the eve of the 

Sino-Japanese War to the end of the Asia-Pacific War in detail; analyzed their concrete experiences 

and thoughts from their diaries, letters, travel records, and memoirs; and listed them in relation to 

each other. Second, I investigated newspapers and journals published in Manchuria 

comprehensively, and collected and ordered articles reporting on the movements of Japanese 

writers who were visiting Manchuria. Third, based on these results of the investigation, I analyzed 

how the Japanese people living in Manchuria were interested in the lineage of Japanese literature 

describing Manchuria and Japanese writers who experienced Manchuria. On that basis, I 

investigated how many books of Japanese literature were stored in bookshops and libraries, as well 

as being mentioned in public relations brochures of publishers and featured articles of library 

journals; and considered the influence of visiting Japanese writers on the circulation of books and 

the reading environment in Manchuria. 

Through these investigations and analyses, the correlativity between Japanese modern literature 

and Japanese writers’ colonial experiences became evident in many ways. Hereafter, research 

papers on each theme based on a more detailed examination of the results of the investigation and 

analysis are required. I would examine how the travel experiences of Japanese writers were 

accepted by the Japanese society in Manchuria as well as how the experiences influenced the 

acceptance and image of Japanese literature. 

Further, I derived a future vision for this research from the result acquired in this year. Until the 

end of the Pacific War, Japanese writers who visited Manchuria influenced the literary activities of 

Japanese people there directly or indirectly. Moreover, that influence was brought to bear upon the 

literary situation in post-war Japan by the Japanese people who returned from Manchuria. I will 

attempt to reveal the entire scope of the relationship between the Manchurian experience of 

Japanese writers and Japanese literature, including that in the post-war period. 
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「地域若者サポートステーション」における支援者側の 

「感情労働」のゆくえ 

In the youth support station aspect of "emotional labor" of supporters 

 

研究代表者 小川祐喜子（人間科学総合研究所 客員研究員） 

 

研究期間および研究成果発表予定内容 

 

 研究期間：平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 2 月 15 日 

 キーワード：地域若者サポートステーション：the local youth support stations 

若年無業者支援者：unemployed youth supporter 

感情労働：Emotional  Labour 

 

 平成 26 年度交付額：401,000 円 

 研究成果発表予定： 

2016 年度第 67 回関西社会学会大会 自由報告（申請済） 

第 89 回 日本社会学会 大会 自由報告（予定） 

関西社会学会『フォーラム現代社会学』もしくは関東社会学会『年報社会学会論集』への投稿

予定 

 

研究方法経過および成果の概要 
① 研究方法 

本研究では、3 カ所のサポステを対象にヒアリング調査を実施した。実施期間は下記のとおりである。 

 ひめじ若者サポートステーション （2015 年 10 月 3 日） 

 京都若者サポートステーション （2015 年 11 月 21 日） 

 みたか地域若者サポートステーション （2015 年 12 月 19 日） 

 

② ヒアリング調査内容 

 すべての「地域若者サポートステーション」（以下サポステと表記）の支援者に「支援している若者

についてのエピソード（嬉しかったこと／辛かったこと／悲しかったことなど）」、「支援の場における

「ユースワーカー」の必要性について」、「支援者側についてのエピソード（支援者における課題）」、「支

援者として若者支援に求められるものについて」などについてのヒアリング調査を実施した。 

 

③ 成果の概要 

「感情労働」研究者である A.R.ホックシールドは、「感情労働」により私的領域でも「感情管理」が

必要となり自然な「自己感情」が疎外されることを指摘している。けれども最近の「感情労働」研究で

は、人びとが求める幸福な労働形態としての「感情労働」の側面も示されている。そこで本研究では、
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ニートやひきこもりの支援者の「感情労働」の様相を顕在化していくことを目的とした。 

上記で示した内容のヒアリング調査結果によると、すべての支援者が共通して若者の成長に喜びや、

嬉しさを感じている。その成長とは、「サポステ」利用者同士が友人関係を構築したり、他者に関心を

示さなかった若者が他者に関心を抱いたりなど、明らかに来所時と比較すると、若者に変化が見られた

ときなどである。他方、悲しい出来事については、支援者自身が若者の抱えている課題に気づいてあげ

られなかったことや、両親が自ら若者の成長のチャンスを潰すような行動に出てしまったときなどが語

られた。 

他方、「ユースワーカー」に関しては、すべての支援者が「ユースワーカー」と自己認識した支援者

ではなかった。「ユースワーカー」を養成する母体の支援者も、「ユースワーカー」ではあるが、「ユー

スワーカー」になろうとして「ユースワーカー」になったのではないと語っている。支援者によると、

日本社会にとって最も重要なことは「ユースワーカー」という支援者がいなくなることである。なぜな

らば、以前ならば「ユースワーカー」などいなくても、地域住民などの大人が若者を助け、支援を行っ

ていた。けれども現在は、「ユースワーカー」や支援者などの専門性を有したものが、若者の見立てを

行い、ターゲット化した支援を実施している。支援者によると、社会において最も重要なことは、「ユ

ースワーカー」などが存在せず、社会が若者を支援できる社会システムであるとしている。また「ユー

スワーカー」理念を有さない母体の支援者も「ユースワーカー」という言葉が根付いてしまえば「ユー

スワーカー」のみが若者に関われる、関わる感じとなる。それは、社会全体が若者を知る機会を失うと

いうことにも繋がるとしている。 

本研究では、すべての支援者が若者を第一に考えていること、誰かがしなければならない支援である

と強く認識している語りなどもみられたことから、支援者自身が若者就労支援を「善意」の行為である

と認識し、若者からの肯定的な反応が自己への報酬として転換されているところも少なからず明らかと

なった。 

 

④ 今後の研究課題 

  

そこで今後は、支援者の「感情労働」が、賃金との交換ではなく、「感覚的」、「慈悲的」なところで

実践されているところを顕在化させていきたいと考えている。とりわけ、「支援を通して自分が感じる

自己の成長」、「就労支援でしか得ることのできない、職に対するやりがい」、「支援者として、就労支援

に携わっていく理由」、「支援を通して強く感じる『自己感情』のエピソード」などのヒアリング内容か

ら、支援者における「金銭的なやりとり」、「規範的」、「感覚的」、「慈悲的」側面をみていきたいと考え

ている。そこから新たな「感情労働」研究の動向を踏まえ、これまでの「サポステ」支援者の「感情労

働」の事例結果を手がかりに、「自己意識的感情」研究（船津,2005）をベースに、現在の若年無業者支

援者の自我形成のありようを明らかにしていきたいと考えている。 
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 Summary 

     In this study, we conducted a hearing survey of the three youth support stations. . This survey 

was conducted a hearing survey of "Himeji youth support station" (October,2015), "Kyoto youth 

support station" (November,2015), "Mitaka area youth support station (December,2015). To support 

person "for young people who are helping", "on the need for youth worker", "challenge of supporters", 

was carried out interviews about, such as "about what is required in youth support as a support 

person". 

     According to the survey results, support those who had felt the joy and happiness to the young 

people of the growth. For example, you can become friends young people to each other, it is to or 

interested in others. On the other hand, they're, that you did not care-the young people of the 

problem, had felt the sadness, for example, when there is no understanding to parents. And, 

support those who were not his to recognize the "youth worker". Supporters of the organization to 

train the "youth worker" also, there is the "youth worker," but he said not became a "youth worker" I 

wanted to become a youth worker. According to its supporters, the most important thing for the 

Japanese society is that the will be no supporters of "youth worker". This is because, even without 

such as "youth worker" if earlier, because the adult, such as local residents had to help young people. 

In this study, it became clear that support those who are thinking of the young people in the first 

place. And, youth employment support is recognized as an act of "good intentions", positive response 

from the young people became also not a little obvious place that has been converted as a reward to 

self. 

     In the future, the supporters of "emotional labor", rather than in exchange for wages, will not 

elicit a place that has been practiced in the place of the "sensuous," "mercy manner".It is 

"self-growth that I feel through the support", "challenging employment assistance", and the like 

"reason for the employment support." "Monetary exchange" in the supporters, "normative", 

"sensuous" and would like to look at the "mercy specific" side. Based on the trends of the new 

"emotional labor" research from there, to the supporters of this as a clue the case result of 

"emotional labor", based on the "self-conscious emotions" research, the current young unemployed 

supporters continue to clarify the self. 
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社会的比較による相対評価の自己呈示機能の解明 

Self-presentational function of the relative evaluation through social comparison 

研究代表者 大久保 暢俊（校友） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①社会的比較  Social comparison 

      ②自己評価  Self-evaluation 

        ③相対評価  Relative evaluation 

      ④能力  Ability 

   ⑤自己呈示  Self-presentation 

平成 27 年度交付額／465,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・31th International congress of psychology 平成 28 年度予定 

 

研究経過および成果の概要 

 

１．研究方法 

 

実験参加者 

 4 年制大学の学生 164 名であった（男性 74 名、女性 90 名）。 

手続き 

実験は「思いつく言葉と非言語的イメージの関係」という名目で行われた。具体的には、ある学生の

言語能力テストの結果から、その学生の言語能力を色や図形でたとえる課題であった。言語能力テスト

の結果から色や図をイメージすることを容易ならしめるためには、参加者自身がどのような言語能力テ

ストなのかを知る必要があるという名目で、まずは参加者に言語能力テストを受けてもらった。 

言語能力テストは三文字の単語を 10×9 の平仮名の文字列の中から自由に作成するものであった。こ

の言語能力テストのルールは、「単語は人名以外ならどんな単語でも良い」、「文字列の単語は一度使う

と使えない」、「使った文字には“×”をつける」の三点であった。言語能力は単語の作成数で判定できると

参加者に教示した。 

上記のルールやテストの受け方で疑問が無いかどうかを参加者に確認した後、6×6 の文字列を用いて

1 分間の練習を行った。その後、10×9 の文字列を用いて 2 分間の本番を行った。作成した単語は文字列

の下にある回答欄に記入を求めた。 
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言語テスト終了後、同じテストを受けた去年の学生の回答（A さん：比較他者）を提示した。A さん

の回答欄には 15 個（上位他者群）、または 4 個（下位他者群）の単語が記入されていた。続いて、A さ

んの結果から推測される非言語的イメージについて参加者に回答を求めた。具体的には、4 色（赤、青、

緑、白）、および 4 つの図形（丸、四角、三角、星）の中から、A さんの言語能力をもっとも象徴する

と思われるものを選択してもらった。さらに、この色と図について、親密友人群では、「もし、A さん

の結果をあなたの親しい友人が見たとして、その友人だったら A さんの言語能力をどの色や図でたとえ

ると思うか」と想像してもらい、同様に色や図の選択を求めた。知人群では、「もし、A さんの結果を

あなたの知人が見たとして、その知人だったら A さんの言語能力をどの色や図でたとえると思うか」と

想像してもらい、同様に色や図の選択を求めた。 

最後に、今回行われた言語テストの感想という名目で、従属変数を含んだ質問紙に回答を求めた。質

問紙には、言語テストに関する自己評価、比較他者評価の項目が含まれていた。自己評価項目は、“どの

くらいこのテストができたと思うか”，“言語能力はどのくらいだと思うか”の 2 項目であった。比較他者

評価項目は、“A さんは、どのくらいこのテストができたと思うか”，“A さんの言語能力はどのくらいだ

と思うか”の 2 項目であった。さらに、言語能力の重要度、テストの信頼性、所属する学校の重要度に

ついて回答を求めた。全ての項目は 7 件法であった。 

全ての回答が終わると、参加者にディブリーフィングを行い、実験は終了した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 本研究の仮説は、比較状況における第三者が親密友人であった場合には、そうで無い場合に比べ

て、比較による対比効果が顕著であろうというものであった。その背後には、社会的比較による自

己評価は、第三者を含めた多くの観衆に対する自己呈示の意味合いが含まれるという理論命題があ

ったからである。 

 上記の手続きで得られた自己評価のデータについて分析を行った結果、親密友人の視点で比較他

者の言語能力テストの結果を解釈した条件で、比較による対比効果が顕著であった（図 1 参照）。

この結果は、社会的比較による自己評価の自己呈示機能を示す結果であると同時に、大久保 (2010) 

の知見を発展させるものである。 
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図 1. 第三者の視点による対比効果 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 

 本研究は仮説を概ね支持する結果であったが、以下に述べる第三者の操作に問題がある。本実験

では、第三者として親密友人と知人を設定し、彼または彼女の視点から比較他者を解釈する操作を

行った。この操作は、比較の舞台となる社会性の操作であり、第三者が自己にとって重要であるほ

ど社会的に重要な場面の比較であるとの想定に基づく。しかし、この操作が、単純に視点取得の心

理的距離を変えていた可能性がある。解釈レベル理論では、自己と親しい他者であるほど、心理的

距離も近いと想定されている。本研究の結果は、第三者による評価の社会性の効果ではなく、自己

と第三者との心理的距離を経由した自己と比較他者との距離の効果であると解釈することも可能

である。それゆえ、今後は第三者の評価を客観的に提示するなどの工夫が必要である。 

 

Summary 

 

This study tested the prediction that the outcome of social comparison would depend on which 

social context was made salient. University students (N = 164; 74 males and 90 females) were 

randomly assigned to comparison target (upward, downward) and perspective-taking (perspective 

taking of their best friend, perspective taking of their acquaintance) conditions. First, participants 

completed a linguistic performance test and were given feedback on their results. Next, participants 

were asked to look at another's score (either high or low) from the viewpoint of their friend, or from 

their acquaintance. Finally, participants rated their own test performance. In social comparison 

research, a contrast effect is said to occur when self-evaluation is displaced away from the 

evaluation of the comparison target. Results indicated that participants who were asked to see a 

comparison target from the viewpoint of their best friend showed contrast effect in their 

self-ratings. 
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感情労働における労働者・管理者・顧客三極関係の 

社会心理学的モデルの構築 

―感情制御方略の見直しを中心とした検討― 

The model of the social psychology of the tripartite of a worker, manager, customer in the emotional 

labor: Examination mainly on the review of emotion regulation strategies 

     

研究代表者 結城 裕也（校友） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／1. 感情労働 emotional labor 

            2. 労働者，顧客，管理者 worker, customer, manager 

 

平成 27 年度交付額／350,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・11th biennial conference of asian association of social psychology 

 

研究の背景 

感情労働とは，1970 年代以降に産業構造の変化により，サービス業に従事する労働者達が顧客満足

を高めるために，自分の感情を商品の一部として売る労働のことを指す（Hochschild, 1983）。第三次

産業が中心となった現代では，ほとんどの労働者は感情労働を行っており，労働の中で占める割合も増

加し，その重要性についても指摘されてきた。これまで日本の産業界は顧客満足を重視することで労働

者に感情労働を求めてきたが，顧客満足を高めるためには，まずサービスを提供する従業員の満足が不

可欠であるという，従業員満足の重要性が論じられ始めている。このような現状から，対人サービス従

業者が遂行する感情労働とその影響については，数多くの研究が行われてきた。しかし，感情労働は少

なくとも労働者，顧客の二者関係で成り立っており，感情労働の基本的構造を理解するためには，労働

者のみの検討では不十分であると論じられはじめた。それに対してCote（2005）は，これまでの労働者

主体の感情労働研究に社会心理学的視点を加え，顧客の要因を含めた感情労働の社会的相互作用モデル

を提案した。このモデルで強調されているのは，当事者である労働者と，サービスの受け手である顧客

の相互作用という視点である。また，鈴木（2002）は，感情労働を考える上では労働者―顧客に加え，

管理者も合わせた三極関係での相互作用を捉えなければならないと指摘している。たとえば，感情労働

への影響は，管理者側の労働者に対する処遇や組織としての取り組みが大きく関連していることが予想

されることから，対人サービス従業者の感情労働における影響を検討する際には，労働者の視点だけで
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なく，労働者，顧客，管理者という三者の相互作用的視点が極めて重要であると考える。 

 申請者はこれまでの研究で，Cote（2005）のモデルに「管理者」の視点を加えた,感情労働におけ る

労働者・顧客・管理者の三極関係の拡張版社会心理学的モデルの構築に向けて研究を進めてき た。こ

れらの一連の研究結果に対し，近年，感情労働方略に概念の不備が認められる可能性につ いて論じら

れ始めていることから,本研究ではキー概念の見直しが必要であると考える。 Hochschild（1983）は感

情労働が発生する心理的なプロセスによって,表層演技（自分が適切な 感情を持っていると見えるよう

に,表情や仕草だけを装うこと）と深層演技（自分が適切な感情 を感じるように,自らの感情を操作する

こと）を分類している。この概念に従い，多くの研究者 は表層演技における「表出と feeling」のズレ

を「感情の不協和」として問題にし,「表層演技=ネ ガティブな効果」,「深層演技=ポジティブな効果」

という構図を強調してきた。しかし,この結果 は研究間で一致していない。このような知見の不一致は，

深層演技の基本的な概念の不備に起因 しているとの指摘もある（榊原, 2011 など）。すなわち，近年， 

Diefendorff, Croyle, & Gosserand （2005）のように「管理されていない本当の感情」を感じる自己と

いう概念を用いて,深層演技 で生じる感情はあくまで労働者の意図的な努力によって「作られた感情経

験」であることを強調し，両者を概念的に区別する必要性も論じられている。これまでは，この 2 つの

異なる概念を一括して「深層演技」として扱ってきたため，研究間の結果の齟齬が生じた可能性が指摘

されている（榊原, 2011）。したがって，Diefendorff et al.の概念を援用すれば，深層演技も「自然な

感情経験」（自然な感情と感情規則にズレが無い状態）と「深層演技によって生じる感情経験」を分類 

し，表層演技と併せて Cote の感情労働の社会的相互作用モデルに組み込み検討する必要があると考え

られる。 

 

研究経過および成果の概要  

 上記の背景および問題点から，これまでの研究結果を引き継ぎつつ，本研究では感情労働方略を見直

し，それに伴う労働者への影響を再検討することを目的とした。具体的には，感情制御方略を「表層演

技」，「(意図的な努力を要する)深層演技」，「（感情規則と一致する努力を要しない）自然な感情経

験」の3つに分類して，感情労働による労働者の精神的健康について検討した。 

 まず，予備研究として感情労働方略の概念見直しのための面接調査を行った。Diefendorff et al.

（2005）の研究方法を参考に，対人サービス従業者から「就業場面でどのような感情労働方略を用いる

のか」，「管理者(企業)側から要求される感情労働とはどのようなものか」「心身に負担の掛かる感情

労働，負担の掛からない感情労働とはどのようなものか」など，感情労働方略を再検討するために広く

感情労働に対する意見を得た。なお，面接調査は1対1の対面形式，実施時間は1時間程度，半構造化面

接法で行った。面接参加者は，非常勤（アルバイト）を含む対人サービス従業者10名〜15名程度であり，

出来る限り多種の職業からの意見を収集した。 
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 次に，予備研究の面接調査で得られた意見から就業場面で用いられる感情労働方略に関する発言を抽

出し，質問項目を作成することを予定している。現在，面接調査結果を鋭意整理中である。面接結果の

整理後，Diefendorff et al.で得られた感情労働方略の因子構造（3因子）が本研究においても得られるか

を確認する。また，本研究ではCote（2005）に基づき，新しく定義した感情制御方略と感情労働の受け

手（顧客）の反応が労働者の精神的健康にどのように影響するのかを併せて検討し，感情労働方略の概

念を見直す前の結果と対比させて考察を行う予定である。 

 

Summary 

  Emotional labor is indispensable in the contemporary society, in which the tertiary sector of 

industry plays an essential role. Negative effects of emotional labor on service employees have been 

focused in studies to date. However, the effects of emotional labor could be different depending on 

emotional labor definition. In this study, I re-evaluate emotional labor strategies and was intended 

to re-examine the influence on worker. At first, I had an interview and investigated it to re-examine 

emotional labor strategies as a pilot study. I took a study method of Diefendorff et al. (2005) into 

account and asked “What kind of emotional labor strategies do you use in a labor scene?”, “What is 

the emotional labor required by a manager?”, “What kind of emotional labor puts a burden on 

mental and body, and what kind of emotional labor does not put a burden on mental and body”. In 

addition, I performed the interview investigation in one to one meeting form, and I performed it in a 

semi structured interview for about one hour at time. An interview participants are interpersonal 

service employee including the part-time service and collected opinions from occupations as much 

as possible.  

  Then, I will extract a remark about the emotional labor strategies used in a labor scene from an 

opinion provided by the interview investigation into pilot study in future. I will arrange the result of 

the interview investigation. After the rearranging of the interview result, I will confirm it whether 

factor structure found in a study of Diefendorff et al. (2005) is found in this study. And, in this study, 

I examine it how emotional labor strategies and the reaction of the recipient of the emotional labor 

that I defined newly influence the mental health of the worker. 
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目標と誘惑の両立が目標追求の成功に及ぼす影響 

Investigation of the complementary relationship between temptation and goal 

 

研究代表者：小林麻衣(校友) 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①自己統制 Self-Control 

            ②自己制御 Self-Regulation 

      ③目標   Goal 

        ④誘惑     Temptation 

       

平成 23 年度交付額／487,000 円 

研究発表／(1)学会およびポスター発表 

・小林麻衣「完璧主義傾向と自己肯定化が目標追求に及ぼす影響（仮）」日本社会心理学会第 57 回

大会で発表予定（平成 28 年 9 月） 

・同じ題名で論文を執筆予定（平成 28 年度中） 

 

研究経過および成果の概要   

１． 研究方法 

人は複数の目標をもって生きており，それら複数の目標を同時に追求することは，ときとして目

標間の葛藤（目標と誘惑の葛藤）を生じさせる(Hofmann et al., 2009)。例えば，「試験勉強をしな

ければならないが，テレビも見たい」といったように，「試験勉強をする」という目標の他にも「テ

レビを観たい」といった目標が同時に生じ，それら 2 つの目標間（目標と誘惑）の葛藤に苦しむと

いったことが挙げられる。そこで本研究では，社会心理学の観点から，「目標と誘惑の両立」が目

標追求の成功（または失敗）を導く要因について検討を行った。 

 

２．研究経過および成果の概要 

目標と誘惑の両立を考えるうえで重要な個人差変数がいくつか存在する。なかでも不健康な完全主義

傾向の高さは，目標追求時に過度に目標に固執し，不適応な目標追求を行っている可能性がある。その

際，不適応な目標を中断し，別の代替目標（誘惑）に切り替えることは適応的な目標追求を促進する方

法であるといえるだろう。別の代替目標の切り替えについては，Vohs et al.(2012)によると，自己肯定

化を行うことで目標追求の切り替えを助けることが明らかにされている。自己肯定化は，自己や人生の

側面において価値がある信念の想起や表出を行うことで操作可能であり，不健康な完全主義傾向が自己

肯定化を行うことで，代替目標への切り替えを可能にし，結果的に適応的な目標追求を導くことが予測
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される。 

そこで本研究では，以下の仮説をたてて検討を行った。仮説１：完全性追求が極端に高い人において，

自己肯定化操作あり条件はなし条件に比べて，別の代替目標に切り替えやすいだろう。仮説２：完全性

追求が極端に低い人において，自己肯定化操作あり条件はなし条件に比べて，現在の目標を維持しやす

いだろう。 

都内の女子大学生121名に質問紙実験を実施したところ，仮説はともに支持された。完全性追求が極

端に高い人（+2SD）において，自己肯定化を行った条件は，自己肯定化をしなかった条件に比べて，

別の代替目標に移行しやすかった。これは，不健全に完全性追求が高い人にとって，自己肯定化が自己

知覚を高め，過度に固執していた目標に対して離脱しやすくなったと考えられる。一方で、完全性追求

が極端に低い人（-2SD）において，自己肯定化を行った条件は，自己肯定化をしなかった条件に比べて，

別の代替目標に移行しにくかった。これは，過度に完全性追求が低い人はもともと目標追求に対して諦

めやすい可能性があり，自己肯定化を行うことで自己知覚を高め，達成が難しい目標に対する動機づけ

を高めたと考えられる。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 今後の課題としては大きく 2 つが挙げられる。一つは，女性のみのデータであることである。今

後は男性も含めた分析が必要である。二つ目は，メカニズムに関する詳細が未検討の点である。本

研究の考察では，自己肯定化が自己知覚を高めたとあるが，この考えはあくまで Vohs et al.(2012)

である。そのため，完全主義傾向と自己肯定化，そして目標の切り替えに関するパスについてより

詳細な検討が必要であると考えられる。 

 

 

 

Summary 

According to Fishbach & Converse(2010), when people perceive goal and temptation as 

complementing each other, they wish to balance with them. Balancing between them can maximize 

the attainment of both the immediate benefit and the delayed benefit, whereas end up giving people 

in to temptation. Based on those views, we demonstrate about the complementing relationship 

between goal and temptation. 
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労働組合や消費者団体等を活用した公益通報者支援に関する実証的研究 

（公益通報者に対する消極的「保護」から積極的「支援」へのパラダイム転換） 

An Empirical Research on the Whistleblowers support utilizing the Labor Unions and Consumer 

Organizations 

     

研究代表者 日野 勝吾（校友） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①公益通報者保護法 Whistleblower Protection Act 

            ②内部告発 Whistleblowing 

③労働者  Employee 

      ④消費者  Consumer 

        ⑤通報対象事実 Reportable Fact 

平成 27 年度交付額／200,000 円 

 

研究発表／(1)学会及び口頭発表 

・「通報対象事実の根幹部分該当性判断と公益通報を理由とした懲戒解雇の有効性」 

（甲社事件・東京地判平成 27 年 1 月 14 日労経速 2242 号 3 頁）千葉社会法研究会（千

葉県千葉市）平成 27 年 11 月 

(2)研究論文 

・日野勝吾「公益通報者に対する『支援』に関する意義と課題―イギリスの公益開示法（Public 

Interest Disclosure Act 1998）と公益通報者の民間支援団体 Public Concern at Work を

例にして―」（淑徳大学研究紀要（総合福祉学部・コミュニティ政策学部）50 号 185 頁～

198 頁）平成 28 年 3 月 

・日野勝吾「内部通報の正当性判断における通報対象事実の根幹部分の真実相当性」（総

合福祉研究 20 号 27 頁～39 頁）平成 28 年 3 月 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

本研究では、平成 18 年 4 月 1 日に施行された「公益通報者保護法」（平成 16 年法律第 122 号）

の実務運用状況等、公益通報者（労働者）が必ずしも法的に「保護」されていない現状認識を踏

まえ、労働者・消費者の権利利益を保護する役割を担う労働組合や消費者団体等による公益通報

者の「支援」のあり方を考察した。こうした公益通報者の「支援」の試みと同法の「保護」との
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連環を通じて、真の公益通報者保護と事業者による法令遵守（コンプライアンス）の確保、ひい

ては国民生活の安心や安全を目指すことを主眼に置いた。 

こうした観点を踏まえ、公益通報者の「保護」の前提として位置づけられる公益通報者の「支

援」策に着目し、公益通報者の「支援」から公益通報者「保護」の構造を支える新たなアプロー

チを立論することにより、公益通報者の「支援」と同法の「保護」の円滑な連環を通じた、真の

「公益通報者保護」のあり方を模索した。方法論としては、公益通報者の具体的な「支援」とし

て、例えばイギリスの PCaW（Public Concern at Work）や MIRS（Manx Industrial Relations 

Service）、アメリカの POGO（Project On Government Oversight）等の諸外国の各種団体を参

考にしながら、わが国における労働組合や消費者団体等を活用した、公益通報に係る発意・準備

段階から公益通報後のフォローに至るまでの公益通報者に対する具体的かつ総合的支援のあり

方を検討した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

上記の通り、本研究を通じて、職場内において認知した法令違反行為を職場等へ通報した労働

者に対する解雇等の不利益取扱いから法的に保護するという現行公益通報者保護法の法律要件

等を踏まえながら、事業者にとってのステークホルダーである労働組合や消費者団体等による公

益通報者の「支援」のあり方の具体策を検討した。特にイギリス・アメリカにおける公益通報者

「支援」に係る事例の研究や、わが国における労働組合や消費者団体等、さらには労働者に対す

るヒアリングをはじめとした実態調査を行い、公益通報者の「支援」の試みや公益通報者保護法

のあり方を再考した。 

その成果として、イギリスの公益開示法の検討と公益通報者の支援団体である PCaW を検討

した「公益通報者に対する『支援』に関する意義と課題―イギリスの公益開示法（Public Interest 

Disclosure Act 1998）と公益通報者の民間支援団体 Public Concern at Work を例にして―」（淑

徳大学研究紀要（総合福祉学部・コミュニティ政策学部）50 号 185 頁～198 頁）を発表した。

また、わが国における公益通報者保護法に係る裁判例の研究として「内部通報の正当性判断にお

ける通報対象事実の根幹部分の真実相当性」（総合福祉研究 20 号 27 頁～39 頁）も発表した。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

平成 28 年 4 月に公益通報者保護法は施行後 10 年を迎えようとしているが、公益通報者にとっ

て、同法に対する認知度は低く、様々な要因により公益通報意欲が阻害されている背景がある。

その一因として、公益通報によって人事的な報復をはじめとした不利益取扱いを受けるおそれが

あるといった心理的な圧迫等があり、公益通報者保護法はこうした不利益取扱いを禁止している

（5 条）。しかし、関連裁判例によると、公益通報と人事的報復との因果関係の立証が困難である
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ことなどの理由で公益通報者は保護されていないのが現状である。すなわち、同法は公益通報者

による立証活動の困難性等を起因として公益通報者の保護法としての役割を果たしていない。そ

の主因は、法が公益通報者に対する「支援」を想定せず、厳格な法律要件を充足しない通報には

法的保護を与えないためである。この問題意識を踏まえ、公益通報者の実態の側面からフォーカ

スして、よりいっそう理論的・実証的に具体的に検討することが今後の課題である。 

 

Summary 

This study, starting from the question, "Will Whistleblower Protection Act (Act No. 122 of 

2004) is needed?". 

The Purpose of this Act is to protect Whistleblowers to provide for nullity, etc. of dismissal of 

Whistleblower. on the grounds of Whistleblowing and the measures that the business operator 

and Administrative Organ shall take oncerning Whistleblowing, and to promote compliance 

with the laws and regulations concerning the protection of life, body, property, and other 

interests of citizen, and thereby to contribute to the stabilization of the general welfare of the 

life of the citizens and to the sound development of socio-economy. However, this law has not 

been utilized in society, seeking to apply it can be said that is that there is almost no protection 

Whistleblower also causing the trial. 

Therefore, in this study, I suggest the importance of the support before to protect the 

whistleblower, for example, by considering such as the PCaW（Public Concern at Work）,MIRS

（Manx Industrial Relations Service）,POGO（Project On Government Oversight）, aimed at the 

real protection. 

As an issue of this study, what to do in order to ensure the enforcement of Japan's 

Whistleblower Protection Act, also, labor unions and consumer organizations in terms of 

whether it is sufficient to the What specific correspondence is there. 
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日本におけるコーポレート・ベンチャー創造に関する研究 

Research on Corporate venture creation in Japan 

 

研究代表者 清水 健太（校友） 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／① コーポレート・ベンチャリング (Corporate Venturing) 

            ②  企業家精神 (Entrepreneurship) 

      ③ コーポレート・ベンチャー(Corporate Venture) 

         

 

平成 27 年度交付額／220,000 円 

 

研究発表／(1)学会 

日本マネジメント学会マネジメント実践研究部会 

平成 28 年 5 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、日本企業がコーポレート・ベンチャリングを進めるにあたり、①新しく創出する大企業

発ベンチャー企業への経営支援の内容②ベンチャー企業を活用することによる母体企業のメリット③

大企業発ベンチャーの経営主体の確立という 3 点について明らかにすることを目的にしてきた。しかし

ながら、助成金予算の削減などの影響で、①新しく創出する大企業発ベンチャー企業への経営支援の内

容③大企業発ベンチャーの経営主体の確立の 2 点に絞って研究を進めてきた。また、アンケート調査を

行う資金を獲得できなかったので、代用として大学図書館のデータベースから東証 1 部上場企業の IR

資料を収集し、コーポレート・ベンチャリングに取り組んでいる企業について、①新しく創出する大企

業発ベンチャー企業への経営支援の内容③大企業発ベンチャーの経営主体の確立の2点に絞って研究を

進めてきた。①については、独立後の経営支援体制、人的交流などに絞って調査を行った。③について

は、独立したコーポレート・ベンチャーの出資比率や、経営陣の構成について調査を行った。 

 

２． 研究経過および成果の概要 

まず、③企業発ベンチャーの経営主体の確立という点については、主に設立されたコーポレート・ベ

ンチャーに対する母体企業の出資比率を調べていった。従来行われてきた、社内ベンチャー制度のよう

に、100%母体企業が出資するという形態もあるが、母体企業以外からの出資を集めているケースが多
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くみられた。たとえばある東証 1 部上場企業では、提案型のコーポレート・ベンチャリングを社内から

募るが、母体企業の出資比率はマイノリティー出資にとどまるという制度があった。この企業のコーポ

レート・ベンチャリングに関する考え方として、新しいコーポレート・ベンチャーが母体企業に頼りす

ぎることによる甘えを絶ち、企業家精神を発揮するためには、コーポレート・ベンチャーの自立性が重

要であると指摘していた。しかしながら、外部資本を積極的に導入している企業の戦略的背景をみると、

本業の停滞により、新事業へ十分な資源配分を行う余力の無い企業もあったので、一概に自立を促すた

めにコーポレート・ベンチャーの出資比率を下げているわけではない。しかしながら、母体企業外部か

ら経営陣を登用するなど、より独立性を重視したコーポレート・ベンチャリングが行われている実態が

明らかになった。 

また、母体企業の支援内容については、マネジメントに関する支援などに加えて、例えば ICT に関連

する業界などでは、コーポレート・ベンチャーと積極的に Win-Win の関係を構築しようとして企業も

あった。一方的に母体企業が支援をするのではなく、自社の内部では育成しにくい事業や事業リスクの

大きい事業を外部化し、新しいコーポレート・ベンチャーと協力関係を築くことにより、新しい製品・

サービスの開発を目指すものも多くあった。ゆえに、母体企業が一方的に支援を行うという枠組みに当

てはまらないものも多くあった。今後は今回の研究成果を類型化し、事例研究につなげていきたいと考

えている。 

 

３. 今後の研究における課題または問題点 

 今後の研究課題としては、コーポレート・ベンチャリングの支援体制や、実態について調査を行った

が、本研究では企業側の IR 情報をもとに調査を行ったため、IR 情報として、コーポレート・ベンチャ

リングの活動を公表していない企業については対象外となっている。ゆえに日本企業のコーポレート・

ベンチャーというタイトルを掲げているが、全てを網羅しているわけではない。また、企業側の IR の

内容と、コーポレート・ベンチャリングの実態が乖離しているケースも多々あるので、その点について

は留意する必要がある。 

  

Summary 

The Purpose of this paper is to clarify the the framework of Japanese corporate venturing. 

Corporate venturing of Japanese companies is not necessarily effectiveness functioning. First, this 

paper discussed the support system for corporate venture of Japanese companies. In addition, It 

was investigated for the independence of the corporate venture. Finally, the corporate ventures, 

revealed that independence has become important. 
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生育 pH の異なる 2 種類のバチルス属細菌が持つ Na+駆動型べん毛モーター

固定子 MotPS の中性環境における Na+親和性の差異の解明 

The clarification of the differences between alkaliphilic and neutralophilic 

Bacillus influx control of Na+ near neutral pH in the Na+-driven flagellar 

motor stator MotPS 

 

研究代表者：髙橋 優嘉 (校友) 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①べん毛モーター flagellar motor 

            ②固定子        stator 

      ③Na+駆動型    Na+-driven 

        ④運動性         motility 

      ⑤バチルス属細菌  Bacillus 

平成 27 年度交付額／520,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・第 52 回 日本生物物理学会年会 平成 27 年 9 月 

・第 16 回 極限環境生物学会年会 平成 27 年 11 月 

・日本農芸化学会 2016      平成 28 年 03 月 発表 

 

・平成 28 年度中に Extremophiles 誌に投稿予定 

 

研究結果および経過 

1. 研究方法 

 運動性を有する細菌のらせん状の繊維はべん毛(flagellum)と呼ばれる。原核生物のべん毛はべん毛繊

維を 1 本または束ねて回転することで推進力を得ている。細菌の種類同様多様であるべん毛の形態は、

細菌の同定の指標の一つとして用いられほど特徴的である。べん毛の構造は、大きく分けて膜に埋まっ

たモーター部分に相当する基部体、推進力を得るスクリュー部分に相当するべん毛繊維、基部体とべん

毛繊維をつなぐフックの 3 か所から構成される。べん毛は様々な機能を持つタンパク質からなる超分子

複合体である。これまでの研究から、べん毛モーターの構築や機能に関与している遺伝子は 50 個ほど

が報告されている。 

べん毛の回転に必要な回転駆動力は、細胞膜に埋め込まれた基部体から供給される。この基部体のモ



113 

 

ーターに相当する部分には回転子と固定子がある。特に固定子はイオンチャネルとして機能し、エネル

ギー変換ユニットとして働いている。固定子の種類は、大腸菌やサルモネラ菌など多くの細菌が持つプ

ロトン( H+ )駆動型固定子 MotAB と海洋性 Vibrio 属細菌や Bacillus 属細菌が持つナトリウムイオン

( Na+ )駆動型固定子 PomAB、MotPS に分けられる。 

好アルカリ性細菌である Bacillus pseudofirmus OF4 株(以降は、OF4 株と称する)は、pH 7.5～11.4

の pH 範囲で生育する通性好アルカリ性細菌であり、中性環境でも生育することが可能である(図 1)。ま

た、好アルカリ性細菌が生育する高アルカリ性環境では、H+駆動力が利用しずらいためにべん毛モータ

ーの駆動力に Na+駆動力を利用している。好中性細菌である枯草菌(Bacillus subtilis)の Na+駆動型固定

子 MotPS は、中性環境中において 5 mM 程度の Na+存在下で良好な運動性を示す(図 2)。OF4 株は pH 

8.0～10.0 で Na+濃度に依存した運動性を示すが、中性環境の pH 7.0 では 100 mM 以上の Na+を運動

性に必要とすることが申請者の所属する研究室によって報告された(図 2)。OF4 株の中性環境中での運

動性の低下の原因として、H+と Na+における競合阻害が考えられた。しかし、これまで好アルカリ性細

菌における中性環境での運動性低下の要因に関する報告はなされていない。好アルカリ性細菌である

OF4 株は、中性環境における運動性に 100 mM 以上の Na+を要求する。しかし、好中性細菌である枯

草菌は、中性環境において 5 mM 程度の Na+で良好な運動性を示す。これらのことから、好中性細菌

である枯草菌と好アルカリ性細菌である OF4 株の Na+駆動型固定子 MotPS は、中性環境中において

Na+親和性が異なるためと考えられた。 

本研究では、好中性細菌である枯草菌と好アルカリ性細菌である OF4 株の Na+駆動型固定子 MotPS

の中性環境の Na+親和性に関与するアミノ酸残基や領域を特定し解析することを目的とした。中性環境

での運動性を観察するには、OF4 株は好アルカリ性細菌であるため不向きであるため、枯草菌の固定子

を欠損させた株に OF4 株由来の固定子を導入した変異株を用いることで中性環境における運動性への

影響を観察した。 

2. 研究結果 

 以前取得した、好アルカリ性細菌 Basillus pseudofirmus OF4 株由来の Na+駆動型固定子 MotPS を

導入した枯草菌固定子欠損株(OF4PS 株)を pH 7.0 の 0.25%の寒天を添加した培地上で植え継ぎを数回

繰り返し行うことで自然突然変異によって運動性が向上した株の固定子遺伝子を解析した結果、motP

遺伝子内の 186 番目のアスパラギン残基がアスパラギン酸残基に置換された変異を同定した。同定した

変異は、中性環境で 50 mM 以上の Na+を含む培地中における運動性の向上に関与している可能性が示

唆された。しかし、枯草菌が十分な運動性を示す 5 mM 程度の Na+を添加した培地中では運動性を示さ

なかった。運動性向上株から同定した変異を導入した株を作製し、5mM の Na+を添加した軟寒天培地

を用いた植え継ぎを行うことで自然突然変異による低 Na+濃度下における運動性向上株を取得した。取

得した運動性向上株の固定子遺伝子を解析した結果、motS 遺伝子の Plug 領域で多数の変異が同定され

た。この結果から、Na+流入調整には Plug 領域が関与しているのでないかと考え、好中性細菌である
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枯草菌と好アルカリ性細菌である OF4 株の Plug 領域を入れ替えたキメラ変異体を作製し、運動性解析

を行った。その結果、中性環境中において、枯草菌の Plug 領域を導入した OF4 株の固定子は、低 Na+

濃度下における運動性が向上し、OF4 株の Plug 領域を導入した枯草菌の固定子は、運動性が低下した。 

3. 今後の研究における課題または問題点 

 今回の結果から、Bacillus 属細菌が持つ Na+駆動型べん毛モーター固定子 MotPS は、外環境の pH や

Na+を認識し Plug 領域を開閉することで Na+流入調節を行っている可能性が考えられた。しかし、本

研究における結果は、可能性を示しただけである。そのため、今後は、他に Na+流入調節に関与してい

る領域の探索と Plug 領域の変異体を用いた細胞内の実測的な Na+濃度の測定が必要となる。それらの

結果を踏まえ、べん毛モーター固定子における共役イオン透過機構モデルを提唱したいと考えている。 

 

Summary 

 Many bacteria can swim by rotating the flagella, filamentous organelles that extend from the cell 

surface. A flagellum consists of three parts, the filament (helical propeller), the hook (universal 

joint), and the basal body (rotary motor).Intensive genetic and biochemical studies of the flagellum 

have been conducted in Salmonella and Escherichia coli, and more than 50 gene products are 

known to be involved in the flagellar assembly and function. The flagellar motor is energized by 

either an H+ or Na+ motive force, and torque is generated by electrostatic interaction at the rotor 

(FliG) and stator interface. Stator should be defined here MotAB-type stators use protons while 

MotPS- and PomAB-type stators use Na+ as coupling ions. Alkaliphilic Bacillus pseudofirmus OF4 

has a MotPS complex as a stator and the flagellum is driven by a Na+-motive force. Previous studies 

showed that B. pseudofirmus OF4 swimming is dependent on the Na+ concentration at pH 8-10, but 

showed poor motility at neutral pH even in the presence of a high Na+ concentration.  It was 

hypothesized that there could be competitive inhibition by H+ of the Na+ translocation by the 

stator-force generator MotPS. On the other hand, Bacillus subtilis has a MotPS complex similar to 

B. pseudofirmus OF4. However, it was reported that B. subtilis is motile even at lower Na+ 

concentration at neutral pH. Previously, we made a mutant strain of motPS from B. pseudofirmus 

OF4 that was expressed in the stator deletion strain of B. subtilis (ΔmotABΔmotPS), and we 

investigated whether the mutant strain (BS-OF4PS) can complement an immotile phenotype on a 

soft agar plate. In addition we observed whether strain BS-OF4PS exhibited motility at neutral pH. 

The mutant strain was immotile, but up-motile strains on a soft agar plate at pH 7.0 were isolated 

from the parent strain. We identified a mutation in motP of the pH7 up-motile strains and the 

amino acid in MotP was changed from Asn to Asp by the mutation.  The strain showed vigorous 

motility at high Na+ concentration but was non-motile at lower Na+ concentration at pH 7.0. In this 
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study, we aimed to reveal the difference in ion influx regulation between Na+-driven flagellar 

motors of neutrophilic bacteria and alkaliphilic bacteria at neutral pH. Therefore we tried to isolate 

the second up-motile strain at low Na+ concentration conditions at pH 7.0. Identified mutation sites 

were located in the transmembrane region of the MotS subunit, the Plug region of suppression in 

ion influx of the inactive stator, or like the pantograph that exhibits structural changes in the 

C-terminal region of the MotS subunit. The Plug region may have some function for ion influx 

control for flagellar rotation. 
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