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都市文化研究センター（UCRC）の
全体的な活動とスタッフ

佐伯大輔（文学研究科准教授、UCRC副所長）

　2007年 4 月，都市文化研究センター（Urban-Culture 
Research Center，以下，センターと略）が新生して以
降，センターでは，先端レベルの研究成果を生み出し，
大阪市立大学大学院文学研究科を世界最高水準の研究・
教育拠点にするための活動を展開してきた。
　具体的には，文学研究科における共同研究を主導する
とともに，文学研究科に関係する大学院生，若手研究者
に対して高度な教育・研究支援を行うこと，文学研究科
教員に利便性の高い研究支援方策を提供することなどを
目的としている。
　そのため，第一に，大阪市立大学の学内競争的資金で
ある「重点研究」や「都市問題研究」に応募し，研究資
金を獲得して多角的，機動的な研究活動を行ってきた。
今年度は，これらの学内競争的資金が新たに「戦略的研
究」として再編された。応募の結果， 2 件の「萌芽研
究」（「近世都市大坂の歴史構想と史料テキストの開発」，
2012年度，研究代表者：塚田孝，「CURATORS TV に
よるビジネスモデルの創出」，2012年度～2013年度，研
究代表者：中川眞），2件の「若手研究」（「地理システム
を利用した大阪府における救急搬送アクセシビリティ評
価」，2012年度，研究代表者：木村義成，「都市生活者の
心理学的特性に関する実証的研究―都市生活環境尺度の
開発―」，2012年度，研究代表者：佐伯大輔）が採用さ
れた。
　さらに，G-COEに準ずる競争的資金である日本学術
振興会「頭脳循環を加速する戦略的若手研究者海外派遣
プログラム」について，昨年度は「東アジア都市の歴史
的形成と文化創造力」が採択されたが，今年度は，さら
に「EU域内外におけるトランスローカルな都市ネット
ワークに基づく合同生活圏の再構築」（2012～2014年度，
主担当研究者：大場茂明）に応募し，採択された。
　大学院学生・ODなど若手研究者に対する支援事業
としては，国際発信力育成インターナショナルスクー
ル（IS）を開催し，国際学会における英語での学術発表，
国際学会誌への英文投稿などの技術力養成につくした。
また，2009年度末より採用された「組織的な若手研究者

等海外派遣プログラム」（ROV）により，多数の若手研
究者を海外に派遣し，成果を上げている。さらに，若手
研究者に発表機会を提供するために，雑誌『都市文化研
究』と，英文電子ジャーナル『UrbanScope』を編集・
発行した。
　また，UCRCドクター研究員制度を継続し（「表　
2012年度ドクター研究員一覧」参照），学位取得の促進，
研究環境の整備につとめた。意欲的な研究員には，ドク
ター研究員プロジェクトによって研究資金を提供したり，
科学研究費を申請するための技術的なアドバイスを行っ
ている。企業・財団などによる研究・留学資金提供につ
いても恒常的に情報提供してきた。なお，ISやドクター
研究員制度は文学研究科以外にも門戸を開いており，学
内他部局や学外よりの参加者も少なくない。
　教員への研究支援策としては，科学研究費申請を後援
する事業を今年度も実施した。最新の研究成果を市民に
還元する事業として，上方文化講座を継続して開催した。
■スタッフ
　センターの運営にあたる教員スタッフ（コアメンバー）
は以下の通り。昨年度から1名増加した。（順不同）
　所長：仁木宏教授（日本史学）
　副所長（事務局長）：佐伯大輔（心理学）
　常任研究員：井狩幸男教授（言語応用学），石田佐恵
子教授（社会学），井上　徹教授（東洋史学），大場茂明
教授（地理学），塚田　孝教授（日本史学），山﨑孝史教
授（地理学），伊地知紀子准教授（社会学），海老根　剛
准教授（表現文化学），久堀裕朗准教授（国文学），佐賀   
朝准教授（日本史学），添田晴雄准教授（教育学），祖田
亮次准教授（地理学），滝沢　潤准教授（教育学），野村
親義准教授（東洋史学），増田　聡准教授（アジア都市
文化学）

　この他，ドクター研究員もスタッフとして研究活動に
参加しており，研究履歴となる。
　●センター会議の開催
　　第34回　2011年12月 9 日
　　第35回　2012年 1 月13日
　　第36回　2012年 2 月16日
　　第37回　2012年 4 月 6 日
　　第38回　2012年 5 月11日
　　第39回　2012年 6 月 1 日
　　第40回　2012年 7 月13日
　　第41回　2012年 9 月13日
　　第42回　2012年10月 5 日
　　第43回　2012年11月 2 日

　●UCRCのホームページ
　http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/UCRC/
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国際発信力育成
インターナショナルスクール

海老根　剛（文学研究科准教授，常任研究員）

　2012年度のインターナショナルスクールは，文学研究
科予算に加えて全学の教育推進本部経費の助成も受け，
以下の活動を行った。
（1）IS集中科目
　大学院・学部共通科目「国際都市文化論Ⅱ」を 3 日間
の日程で開催した。講師については，例年通り 3 名の外
国人研究者を招聘した。従来の招聘講師による講義およ
び若手研究者による研究発表に加えて，昨年度からの試
みとして，招聘講師によるレクチャー・ディスカッショ
ン（基礎的内容の講義）と修士課程院生を対象とした
ベーシック・プレゼンを実施した。なお，これまで神戸
女学院大学の協力を得て午前中の講義には同時通訳を提
供してきたが，受講者の英語力水準と昨年度の同時通訳
の利用状況から判断して，今年度から同時通訳の提供を
取りやめた。プログラムは以下の通り。
9 月18日（火）9:30～17:00
　 集中科目開催にあたって：井上　徹（大阪市立大学大

学院文学研究科長）
　 講義　Modern War and the Medieval Past: The Middle 

Ages of World War I　Carol Symes准教授（イリノ
イ大学，米国）

　研究発表
　 Sermon Preparation in 15th Century Italy: A 

Franciscan Preacher's Diary　木村容子（都市文化研
究センタードクター研究員）

　 The Relationship between the Navy and Krupp in 
Imperial Germany: An Analysis of the Negotiation of 
Armor Plate Prices　前田充洋（西洋史学）

　レクチャー・ディスカッション
　ベーシック・プレゼン
9月19日（水）10:00～17:00
　 講義　New Boundaries, Diffracted Inequalities and Citizens' 

Competencies in International Cities　Laurence 
Roulleau-Berger教授（フランス国立科学研究センター
/高等師範学校リヨン校，フランス）

　研究発表
　 The Dative Alternation and the Background Frame 

of Owe　辻早代加（英語英米文学）
　 Children's self-control and delay discounting　空間美

智子（都市文化研究センタードクター研究員）
　レクチャー・ディスカッション

　ベーシック・プレゼン
9月20日（木）10:00～16:00
　�講義　'Bangkok' in Contemporary Thai Literature:
　 Globalization, Tourism, and Consumerism　Suradech 

Chotiudompant助教授（チュラロンコン大学，タイ王
国）

　研究発表
　 Aspects of Manipulation: Animated Objects in the 

Films of Jan Švankmajer　河上春香（表現文化学）
　レクチャー・ディスカッション
　ベーシック・プレゼン
（2）その他のプログラム
　IS集中科目で研究発表する若手研究者を対象として

「トレーニングプログラム」を実施，英文原稿作成，プ
レゼンテーション訓練，質疑応答のリハーサルまで英語
による学術発表の基礎的スキルのレッスンを行った。ま
た，修士課程の授業科目として「アカデミック・コミュ
ニケーション演習」を実施した。
　これらに加えて，「外国語論文校閲補助」，「ライティ
ングセミナー」，および「IS日常化プログラム」（外国
研究者による単発レクチャー）を実施した。

頭脳循環を加速する
若手研究者戦略的海外派遣プログラムⅠ

仁木　宏（文学研究科教授，常任研究員

　日本学術振興会が募集した「頭脳循環を加速する若手
研究者戦略的海外派遣プログラム」に応募し，2011年，
事業名（研究課題）「東アジア都市の歴史的形成と文化
創造力」で採択された。
　本プログラムは，国際共同研究のネットワークの核と
なる優れた研究者を育成し，わが国の学術振興をはかる
ことを目的としている。大学の国際研究戦略に沿って，
世界水準の国際共同研究に携わる若手研究者を海外へ派
遣し，様々な課題に挑戦する機会を提供する取り組みが
支援されるものである。
　「東アジア都市の歴史的形成と文化創造力」は，2011
～2013年度の 3 ヶ年のプログラムで，担当研究者は，仁
木宏（主担当），井上徹，松浦恆雄，平田茂樹，野崎充
彦，塚田孝，佐賀朝，川野英二，伊地知紀子（追加）で
ある。この 9 名で，「頭脳循環」アジア運営委員会を構
成している。
（1）若手研究者の派遣
　若手研究者は，2011年度に 2 名，2012年度に 3 名を出
発させ，合計 5 名を派遣した（表「頭脳循環アジア 海
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外派遣者一覧」参照）。運営委員会が派遣者を選定した。
若手研究者は現地で，派遣先研究機関の研究者の指導の
もと，研究・調査に従事している。国際共同セミナー

（後述）にあたっては，報告するのみならず，事前調整
やコーディネートに活躍している。なお，若手研究者の
内，王傑氏は，こうした研究活動を認められ，派遣期間
途中であったが，中国において研究者としての職を得た。
　本プログラムのもう一つの軸は，国内外における共同
研究を遂行することである。共同研究は，Ⅰ「都市文化
の形成と成熟」，Ⅱ「グローバル化のなかでの都市文化」
という2つのセッションで進めつつある。中国（台湾），
韓国，日本における都市の歴史的形成，文化創造をめぐ
る比較研究を行い，日本と相手国でそれぞれ国際共同セ
ミナー，個別セミナーを開催している。

「頭脳循環」アジア　　海外派遣者一覧

派遣先研究
機関 研究テーマ 派遣者 担　当

研究者 出発日 終了日
（予定） 備考

ソウル市立大学校

17世紀初頭の朝
鮮における道徳
観念の諸相―共
時的考察を中心
に

金子祐樹 野崎 2012年
3 月 2 日

2014年
3 月31日

上海師範大学
李卓吾の湖北麻
城における文化
的，社会的活動
に関する考察

王　　傑 井上 2012年
2 月29日

2013年
3 月31日

就職のため
2012年10月
18日で派遣
終了

中央研究院

近世中国の都市
における肉食文
化の状況と肉食
に対する宗教の
影響に関する研
究

塩　卓悟 平田 2012年
7 月23日

2014年
3 月31日

釜山大学校

「グローバル言
語」としての英
語と都市社会の
形成—釜山にみ
る「世界都市」
への試み

田保　顕 伊地知 2012年
9 月 1 日

2013年
8 月31日

上海師範大学
伝統中国の都市
を中心とする地
域社会の比較史
的研究

柳　静我 井上 2012年
4 月 1 日

2013年
3 月31日

（2）国際共同セミナー
① 第 1 回　2012年 2 月 9 日，釜山大学校にて，UCRCと

釜山大学校韓国民族文化研究所共催で開催した。本セ
ミナーは，UCRCと同研究所が相互に開催してきた共
同学術会議の第 2 回にもあたる。全体テーマは「都市
移住民と空間変形」であった。

　 　第 1 部「都市　移住民の生活」　佐賀朝（大阪市立
大学）「近代大阪の都市下層社会－複合する諸要素－」，
伊地知紀子（大阪市立大学）「『国境をまたぐ生活圏』
の形成－在日済州島出身者の生活史から－」，車喆旭

（釜山大学校）「釜山移住民の定着と生活ネットワーク
－湖南出身者を中心に－」

　 　第 2 部「都市　空間の再編」　呉美一（釜山大学校）
「植民都市釜山の空間配置と坂上の村の時空間性」，川
野英二（大阪市立大学）「貧困地域の社会空間－大阪
市の都市貧困問題の分析－」，孔允京（釜山大学校）

「都市疎外空間と村の人々の経験－釜山乭山町（村）
を中心に－」，全ウンフィ（大阪市立大学）「戦時期に
登場した在日集住地の地域的展開－ウトロ地区におけ
る場所の記憶－」

　 　仁木宏（主担当研究者）も訪韓し，2012年度の研究
交流および若手研究者派遣事業について意見交換を
行った。

② 第 2 回　2012年 3 月 8 日，上海師範大学にて，UCRC
と上海師範大学中国近代社会研究中心共催で開催した。
本セミナーは，UCRCと同中心が共同開催してきた国
際学術シンポジウムの第 3 回にもあたる。全体テーマ
は「東アジアの都市文化と都市発展」であった。

　 　井上徹（大阪市立大学）「東アジア都市の文化形成
に関わる歴史的把握」，仁木宏（大阪市立大学）「15～
17世紀の都市京都における社会集団とその変容」，洪
煜（上海師範大学）「中国伝統都市の文化的意義」，王
傑（大阪市立大学）「地方伝統秩序の再建―耿定向の
鄭豁渠批判を中心に－」，辻高広（大阪市立大学）「裁
厘統捐の実施と江西社会」，徐松如（上海師範大学）

「移民と都市－上海移住徽州人創建の亜東図書館を例
として－」，姚霏（上海師範大学）「図像よりみた晩清
上海女性と都市空間－あわせて図像学の歴史研究への
利用について論じる－」，王健（上海師範大学）「明清
から民国時期における『天竺進香』史に関する初歩的
考察」，王標（大阪市立大学）「清初江西文化秩序の再
建－江西巡撫宋犖およびその交遊を中心に－」

③ 第 3 回　2012年 3 月10日，大阪において，UCRC主催，
上海師範大学中国近代社会研究中心共催で開催した。
本セミナーは，UCRCと同中心が開催してきた日中伝
統芸能研究交流会の第 2 回にもあたる。全体テーマは

「都市のメディア空間と伝統芸能」であった。
　 　久堀裕朗（大阪市立大学）「淡路人形浄瑠璃と大阪」，

洪煜（上海師範大学）「都市のメディア空間における
蘇州評弾」，森平崇文（早稲田大学）「上海における
評劇」，藤野真子（関西学院大学）「上海京劇と劇評」，
田村容子（福井大学）「劇評家聴花」，松浦恆雄（大阪
市立大学）「民衆小説家戯曲読本について」

④ 第 4 回　2012年 7 月24～25日，（台湾）中央研究院に
おいて，UCRCと中央研究院近代史研究所共催で開催
した。全体テーマは「近代東アジア都市の社会グルー
プと社会ネットワーク」であった。

【 7 月24日】　基調講演：葉文心 「システムとネットワー
ク：都市研究の幾つかの思考」／パネル１：都市間ネッ
トワークの相互作用　仁木宏 「16 世紀日本における都
市相互関係―闘争，ネットワーク，ヒエラルキー―」，
張寧 「蒙古から関内へ：イギリス競走馬の社会ネット
ワーク」，朱瑪瓏 「港際的文明絮語 ： 商港間の文明のつ
ぶやき―都市商業ネットワークと19世紀中国の沿岸気

94



ニュース

象学」／パネル２：商人グループと商業ネットワーク
（一）　塩卓悟 「宋代都市における魚食文化と魚行・魚商」，
賴毓芝「金銭， ネットワーク， 及びレジャー―上海にお
ける日本絵本貿易と石版画の興起」／パネル３：商業グ
ループと商業ネットワーク（二）　頼恵敏 「清末クーロ
ン（ウランバートル）における晉商及びその業種」，田
宓「朝貢貿易から条約体系へ―清代辺境秩序と帰化城商
人の研究」，楊煜達「清代雲南の鉱業における投資者及
び関連する問題」／パネル４：大阪の経験　塚田孝 「近
世大坂の垣外仲間と人別」，川野英二 「現代大阪の貧困 
と社会的紐帯の脆弱化」

【 7 月25日】　パネル５：移住者と在地社会の相互作用
（一）　劉海岩「天津イギリス租界工部局の「寓公」―民
国政治と租界生活」，王標「晩清京官の同郷ネットワー
ク―李慈銘 『越縵堂日記』 を中心に」／パネル６：移住
者と在地社会の相互作用（二）　郭美芬「移民，都市と
アイデンティティ：二十世紀初期オーストラリア・シド
ニーの華裔商会，政治結社と伝統会党の社会ネットワー
ク比較」，伊地知紀子 「大阪と 「故郷」 と結ぶ在日済州島
人の同郷ネットワーク」，張志雲「「華洋平等の意義」再
考―中国海関の中国籍職員を事例として （1927-1937）」
／パネル７：政治ネットワークの変化　平田茂樹 「宋代
科挙社会のネットワーク」，孫慧敏 「求職書に探るソー
シャル・ネットワーク―朱家驊が浙江省主席の在任期間
に受け取った求職書をめぐって」，李鎧光 「国共内戦時
期における上海参議会議員グループとその社会ネット
ワーク」／パネル８：知識・文化とネットワーク　野崎
充彦「15世紀朝鮮における宗教文化―儒・仏・道・風水
の諸相」，林志宏 「1930年代北京における二度の都市規
画・調査とその人事」，雷祥麟 「麻黄と常山の科学研究
―科学的産物の社会－技術ネットワーク」／総合討論・
発言者：井上徹「東アジア都市の文化形成に関わる歴史
的把握」
（3）個別セミナー
① 第 1 回　2012年 1 月31日，仁木宏のコーディネートに

より，日本中世都市理論構築の一環として，16世紀の
城下町の事例を全国的に集約する研究会である「成立
期城下町研究会」を開催した。

② 第 2 回　2012年 3 月 3 日，井上徹のコーディネートに
より，2011年度第９回近世近代史研究会と共催で開催
した。

③ 第 3 回　2012年 4 月27日，仁木宏のコーディネートに
より，関西比較中世都市研究会と共催で開催した。報
告；與座良一氏（中国宋代史・佛教大学）「宋代の都
市と軍隊」

④ 第 4 回　2012年 5 月11日　佐賀朝・川野英二・伊地知
紀子のコーディネートにより，2012年度第 1 回都市周
縁研究会「フランスにおける柔道実践と『文明化の過

程』―パリ郊外の柔道場のフィールドワークから」と
して開催した。報告；磯直樹氏（一橋大学／フランス
国立社会科学研究院博士課程・UCRC研究員）

⑤ 第 5 回　2012年 6 月22日　佐賀朝・川野英二・伊地知
紀子のコーディネートにより，2012年度第 2 回都市
周縁研究会「合評会 ロベール・カステル著『社会問
題の変容』をめぐって」として開催した。 訳者（参
加）：前川真行氏（大阪府立大学），報告；宇城輝人氏

（福井県立大学），川野英二氏（大阪市立大学）
（4）調査・資料収集（海外）
① 2012年 2 月，担当研究者塚田孝・佐賀朝が，上海大学

にて東アジア都市に関する中国の研究状況を調査し，
あわせてシンポジウムに参加。

② 2012年 3 月，担当研究者佐賀朝が，イエール大学にて
東アジア都市に関する英語圏の研究状況を調査。

③ 2012年 3 月，担当研究者野崎充彦がソウル市立大学に
て都市データベース作成のための資料収集を実施。

④ 2012年 3 月，担当研究者井上徹が，ミネソタ大学にお
いて，アメリカにおける東アジア都市史研究の研究状
況を調査。

（5）見学会・フィールドワーク（国内）
① 2012年 5 月26日，黄檗宗 清寿院（南京寺）「大阪関帝

廟」見学会
② 2012年 6 月10日，都市周縁研究会第１回フィールド

ワーク。宇治市ウトロ地区案内：「ウトロを守る会」
斎藤正樹さん

③ 2012年 9 月29日，都市周縁研究会第 2 回フィールド
ワーク。京都市東九条地区（朝鮮人集住地域），案内：
村木美都子さん（NPO法人東九条まちづくりサポー
トセンター事務局長）

（6）データベース
　①東アジア都市文献データベース，②東アジア史資料
データベース，③都市大阪に関する歴史学関係文献目録，
④朝鮮社会都市研究データベース　　以上のデータベー
スについてはＲＡ，アルバイターによって構築中である。
　⑤ICPSR国内利用協議会；参加登録スミ
（7）ホームページ
　http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/zuno/index.html
　各種セミナーなどの催しもの情報，若手派遣報告を掲
載。随時更新中
（8）運営委員会
　2011年度　第 2 回 2011年11月 9 日（水）10:40～12:10
　　　　　　第 3 回 2011年12月20日（火）14:40～16:10
　　　　　　第 4 回 2012年 1 月13日（金）18:00～19:30
　　　　　　第 5 回 2012年 3 月 2 日（金）10:40～12:10
　2012年度　第 1 回 2012年 4 月 6 日（金）10:40～12:00
　　　　　　第 2 回 2012年 5 月11日（金）17:00～18:00
　　　　　　第 3 回 2012年 6 月 1 日（金）16:20～17:30
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　　　　　　第 4 回 2012年 7 月13日（金）16:20～17:50
　　　　　　第 5 回 2012年 9 月12日（水）14:00～15:30
　　　　　　第 6 回 2012年10月12日（金）16:30～18:00

頭脳循環を加速する
若手研究者戦略的海外派遣プログラムⅡ

大場茂明（文学研究科教授，常任研究員）

　日本学術振興会が募集する「頭脳循環を加速する若手
研究者戦略的海外派遣プログラム」にUCRCを主体と
して申請し，このたび採択された。この事業の共同研究
テーマは「EU域内外におけるトランスローカルな都市
ネットワークに基づく合同生活圏の再構築」で，2012年
度～2014年度の 3 ヶ年にわたるプログラムである。2012
年10月に正式の採択通知が到来した。
　担当研究者は，大場茂明（主担当，地理学），大黒俊
二（西洋史学），北村昌史（西洋史学），福島祥行（ド
イツ語圏フランス語圏言語文化学），海老根剛（表現文
化学），草生久嗣（西洋史学）の 6 名で，このメンバー
が「頭脳循環（EU TransNet）」プログラム運営委員会
を構成する。共同で事業を実施する相手側の研究機関は，
①ドイツ有数の歴史学の拠点の一つであり，地域研究・
環境史学においても知られるビーレフェルト大学,歴史
学科，②現代社会研究の拠点であるフランス国立社会科
学研究院，③イタリアの有数の総合大学にして社会史研
究に卓越したボローニャ大学歴史・人間文化学部である。
　若手研究者は，2012年度中に 2 名を出発させ，2013年
度には新たに 2 名，さらに2014年度には 3 名と，合計 7
名を派遣する予定である。若手研究者は，現地で研究・
調査に従事するとともに，滞在市の大学・高等研究機関，
公的機関によるセミナー，市民講座他の研修に直接参加
し，滞在地の専門家あるいは同世代の研究者仲間との共
同作業を通じたネットワークを構築すべく研修を行う
ことになる。派遣者決定にあたっては,「頭脳循環（EU 
TransNet）」プログラム運営委員会による選考を実施す
る。
　本研究は，前近代～現代におけるヨーロッパ都市群の
形成過程の整理を縦軸とし，グローカル化が進行しつつ
あるEU域内外の都市の現状分析を横軸として，トラン
スローカルな都市ネットワークに基づく合同生活圏の再
構築の可能性を考察することを目的とする。
　ヨーロッパ都市にまつわる研究は西洋文明史および社
会経済史上，常に重視されてきたが，その検討は多くの
場合地域の発展を牽引した主要都市とその機能について
であり，周辺の中小都市を含む地域社会はそれとの対比

によって論じられるのが主であった。しかし歴史的な視
座に立つと，すべての都市はそれが含まれる地域ととも
に，存在感を長期的に保ち続け，人々の暮らしの記憶を
蓄積し続けてきたといえる。そこで本研究は，都市の近
代的・進歩的発展を指標とするのではなく，任意の地域
にあっても歴史を通じて都市空間が地域社会の一部であ
り，第一義的に人々の生活の場であったことを再確認す
る。研究の焦点を地域のもつ機能的側面に置くのでは
なく，時代を越えて継続されてきた人々の暮らしの総体

「合同生活圏（オイクメネー）」からとらえ直し，その
人々を介して地域が統合や対立をふくめて個性的なつな
がりを形成する様子を再構築する。
　本研究では，日本国内では得られない実地のアドヴァ
イスを提供する研究拠点と，感性豊かに現地にて生活し，
知見を集める被派遣の若手研究者と協力しつつ，日本と
相手国でそれぞれ国際共同セミナー，個別セミナーを開
催する。

「頭脳循環（EU TransNet）」第 1 回運営委員会
　2011年11月 9 日（水）
「頭脳循環（EU TransNet）」第 2 回運営委員会
　2012年11月 6 日（火）

国際発信力育成インターナショナルスクール
若手研究者等海外派遣プログラム

添田晴雄（文学研究科准教授，常任研究員）

　本プログラム採択の経緯，趣旨，運営体制については，
本誌13号123頁を参照されたい。ここでは，平成23年度
の派遣実績（本誌14号の記述と一部重複。14号執筆時点
で「予定」であったものには実績に応じて修正されたも
のが含まれる）と平成24年度の派遣実績および予定（平
成24年10月現在で決定しているもの）を記載する。
　平成23年度分の派遣は，カテゴリー I（ポスドク以上，
2 か月以上）として 8 名（北島由紀子：韓国61泊，白田
由樹：フランス61泊，長谷川健一：ドイツ61泊，瀧本知
加：ドイツ61泊，芝田江梨：ドイツ60泊，空間美智子：
アメリカ合衆国69泊，木村容子：イタリア61泊，中條健
志：フランス61泊），カテゴリー IIとして 8 名（王静：
中国59泊，金キン： 4 泊，川口夏希：フランス23泊，池
田一城：スペイン 7 泊，木戸紗織：ドイツ・ルクセンブ
ルク15泊，河上春香：チェコ共和国 6 泊，王静：台湾24
泊，今野泰三：パレスチナ・イスラエル12泊），カテゴ
リー III（学会，研究会等の発表・参加）として36名（増
井一弘：カナダ4泊，村上司樹：イギリス 3 泊，八木広
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大：アメリカ 4 泊，佐伯綾那：ブルガリア 6 泊，丸市将
平：ドイツ 4 泊，松田いりあ：ドイツ 3 泊，矢田尚也：
アメリカ 4 泊，大澤裕美佳：アメリカ 4 泊，田中宏明：
アメリカ 4 泊，柳樂有里：アラブ首長国連邦 4 泊，柳樂
有里：アメリカ合衆国 5 泊，安江枝里子：マレーシア 3
泊，久角健二：中国 0 泊，バルデイ・ヤニック：中国 0
泊，島崎未央：中国 0 泊，村上司樹：アメリカ合衆国 6
泊，全ウンフィ：アメリカ合衆国 6 泊，申斌：アメリカ
合衆国 6 泊，今野泰三：インドネシア 2 泊，高崎章裕：
イスラエル・パレスチナ 4 泊，全ウンフィ：イスラエ
ル・パレスチナ 4 泊，丸市将平：イスラエル・パレスチ
ナ 4 泊，寒川万里菜 4 泊，このほか，カナダ・ビクトリ
ア大学英語センター・プレゼン研修には， 8 月27～ 9 月
11日，矢田尚也，八木広大，大山大樹，酒井陽子，丸市
将平，西本幸志，佐々木和華子，畑秀明，ケイン樹里安，
北村尚子，段洋，劉鋭，慕雁芳を派遣）であった。（敬
称略，泊数はプログラムにより支給される泊数のみ，以
下同様）。
　平成24年度分（平成24年度10月時点での決定分）の
派遣は，カテゴリー Iとして 2 名（草生久嗣：アメリカ
合衆国60泊，金城美幸：イスラエル89泊），カテゴリー
IIとして 1 名（木戸紗織：ルクセンブルク大公国37泊），
カテゴリー III（学会，研究会等の発表・参加）として
11名（木村容子：イギリス 5 泊，このほか，カナダ・ビ
クトリア大学英語センター・プレゼン研修には， 8 月25
日～ 9 月 9 日，劉麗，澤村有紗，葛夢，小縣さくら子，
芝山寛子，中澤由紀子，長谷部洋子，安達菜穂子，谷口
友梨，柴亜矢子を派遣） となっている。
　なお，本取組の最新情報は，http://educa.lit.osaka-cu.
ac.jp/~rov/index.htmlからアクセスできる。

重点研究の活動Ⅰ

仁木　宏（文学研究科教授，常任研究員）

　大阪市立大学大学院文学研究科重点研究プログラム
「アジア海域世界における文化力に関する学際的研究」
は，2011年度が最終年度であった。ここでは『都市文化
研究』第14号掲載分（2011年11月まで）以降の活動につ
いて記載する。
（1）研究会・シンポジウムの開催
・�シンポジウム「前近代中国都市社会における公共空間
研究の可能性」

日時：2011年12月 4 日（日）10:00～17:00
会場：大阪市立大学経済研究所棟

報 告：平田茂樹（大阪市立大学）「前近代中国都市社会
における公共空間研究の可能性」，塚本麿允（東京国
立博物館）「清明上河図から見た開封の文化的空間」，
久保田和男（長野高専）「宋代臨安と公共空間」，渡辺
健哉（東北大学）「元の大都における宗教空間」，上田
貴子（近畿大学）「奉天の同善堂と公共空間」

コ メント；松本保宣（立命館大学），辻高広（大阪市立
大学）
・比較都市文化史研究会
日時：2012年 1 月14日（土）
会場：大阪市立大学文化交流センター
報 告：中林広一（立教大学）「呉越の江南デルタ開発に

ついて」，朱溢（復旦大学）「走出鄭，王之爭:唐宋郊
廟禮制的發展趨勢」
・環境史シンポジウム「消え行く森，生まれ変わる森―
森の近代を問う」

日時：2012年 1 月29日
会場：エル大阪（天満橋）
報 告：ヨアヒム・ラートカウJoachim Radkau（ドイ

ツ・ ビ ー レ フ ェ ル ト 大 学）'Origins of sustainable 
forestry in Germany and Japan: A comparative and 
revisionist approach'，安富歩（東京大学）・永井リ
サ（大阪大学）（共同報告）「満洲の森は消えた―
―社会生態史の試み」，山田勇（京都大学）'Wise 
use of poor resources and mismanagement of rich 
resources: Comparative eco-resource utilization 
history in the tropics and the mountains'，塚田孝（大
阪市立大学）「和泉地域の開発と村落の変容」

コメント：水野祥子（九州産業大学）
・文学研究科重点研究講演会
日時：2012年1月31日
会場：大阪市立大学文化交流センター
講 演：ヨアヒム・ラートカウ（ドイツ・ビーレフェル

ト 大 学）「Germany, Japan and the Atom: a nuclear 
approach to comparative history」
・比較都市文化史研究会
日時：2012年 2 月 4 日
会場：大阪市立大学経済研究所棟
報 告：万晋（北京師範大学）「上下の疎通と情報の伝達

―唐長安城門の「政治空間」の意義」，榎並岳史（新
潟大学）「孝宗朝における太上皇帝高宗に関する試論」
・シンポジウム「都市　移住民と空間変形」
日時：2012年 2 月 9 ～10日
会 場：釜山大学校韓国民族文化研究所
　※頭脳循環（アジア）プログラムと共同開催
第 １部：都市　移住民の生活　佐賀朝（大阪市立大学）
「近代大阪の都市下層社会」，伊地知紀子（大阪市立大
学）「『国境をまたぐ生活圏』の形成」，車喆旭（釜山

97



都市研究文化研究　15 号　2013 年

大学校）「釜山移住民の定着と生活ネットワーク」
第 2 部：都市　空間の再編　呉美一（釜山大学校）「植

民都市釜山の空間配置と坂上の村の時空間性」，川野
英二（大阪市立大学）「貧困地域の社会空間」，孔允京

（釜山大学校）「都市疎外空間と村の人々の経験」，全
ウンフィ（大阪市立大学）「戦時期に登場した在日集
住地の地域的展開」
・公開演奏＆研究報告会「淡路人形浄瑠璃と大阪」
日時：2012年 3 月 3 日
会場：大阪市立大学学術情報総合センター
報 告：中西英夫（南あわじ市淡路人形浄瑠璃資料館館

長）「淡路人形浄瑠璃と大阪」，久堀裕朗（大阪市立大
学）「新出資料に見る近世淡路座の芝居興行」，久堀裕
朗；演目解説「賤ヶ嶽七本槍」，

実演　素浄瑠璃「賤ヶ嶽七本槍」清光尼庵室の段　竹本
友庄・鶴澤友勇（淡路人形座）
・大阪市立大学大学院都市文化研究センター・上海師範
大学中国近代社会研究中心；第三回国際学術シンポジ
ウム“ 的都市文化与都市 展”（東アジアの都市
文化と都市発展）

日時：2012年 3 月 8 日
会場：上海師範大学　　　　　  ※頭脳循環（アジア）
プログラムと共同開催
報 告：井上徹（大阪市立大学）「关于东亚城市文化形成

的历史理解（東アジア都市の文化形成に関わる歴史的
把握）」，仁木宏（大阪市立大学）「15～17 世纪都市京
都的社会集团及其变容（15～17 世纪の都市京都にお
ける社会集団とその変容）」，洪煜「中国传统城市的文
化内涵（中国伝統都市の文化的意義）」， 王傑（大阪市
立大学）「地方传统秩序的重建--以耿定向的邓豁渠批
判为中心（地方伝統秩序の再建―耿定向の鄭豁渠批判
を中心に）」， 辻高広（大阪市立大学）「裁厘统捐的实

施与江西社会（裁厘统捐の実施と江西社会）」，徐松如
「移民与都市--以旅沪徽州人创办的亚东图书馆为例（移
民と都市―上海移住徽州人創建の亜東図書館を例とし
て」，姚霏「从图像看晚清上海女性与城市空间 --兼论

图像学在历史研究中的运用（図像よりみた晩清上海女
性と都市空間―あわせて図像学の歴史研究への利用に
ついて論じる）」，王健「明清至民国时期的“天竺进

香”史初探（明清から民国時期における「天竺進香」
史に関する初歩的考察）」，王標（大阪市立大学）「清
初江西文化秩序的重建--以江西巡抚宋荦及其交游为中
心（清初江西文化秩序の再建―江西巡撫宋犖およびそ
の交遊を中心に）」
・�第 2 回日中伝統芸能研究交流会「都市のメディア空間
と伝統芸能」

日時：2012年 3 月10日
会 場：アプローズタワー

　※頭脳循環（アジア）プログラムと共同開催
共催：上海師範大学中国近代社会研究中心
報 告：久堀裕朗（大阪市立大学）「淡路人形浄瑠璃と大

阪」，洪煜（上海師範大学）「都市のメディア空間にお
ける蘇州評弾」，森平崇文（早稲田大学）「上海におけ
る評劇」，藤野真子（関西学院大学）「上海京劇と劇評」，
田村容子（福井大学）「劇評家聴花」，松浦恆雄（大阪
市立大学）「民衆小説家戯曲読本について」
・第 7回　関西比較中世都市研究会
日時：2012年 3 月10日
会場：大阪市立大学文化交流センター）
報 告：三浦徹（御茶の水女子大学）「ワクフの都市社会

史：ダマスクスを中心に」，小沼明生（首都大学）「ド
イツ中世都市の公共建築に見る「公益」概念―15世紀
レーゲンスブルクの事例を中心に―」

コメント；大黒俊二（大阪市立大学）
（2）個別研究プロジェクトなど
・年度末重点研究報告会
　2012年 3 月22日（木），大阪市立大学文学部会議室
（3）展示
・大阪市立近代美術館建設準備室所蔵　旧萬年社コレク
ションより　～広告草創期の紙資料からテレビ時代ま
で～

会期：2012年 2 月 1 日（水）～27日（月）
場所：大阪市立大学文学部棟情報編集室
ギャラリートーク：2012年 2 月10日（金）17:00～18:00
特別開室：2012年 2 月11日（土）14:00～15:00
（4）出版
・平田茂樹，編著『文書・政令・信息溝通：以唐宋時期

為主』，鄧小南・曹家斉氏との共編著，北京大学出版
社，2012年，総725頁

・石田佐恵子，報告書『萬年社コレクション調査研究プ
ロジェクト　2010年度報告書』，2011年，大阪市立大
学）

・石田佐恵子，報告『吉田秀雄記念事業財団　助成研究
集　平成22年度』，2011年，公益財団法人　吉田秀雄
記念事業財団，2011年

・石田佐恵子，報告書『萬年社コレクションＣＭデータ
ベース資料集　〈2010年度版〉』，2012年，大阪市立大
学）

・石田佐恵子，カタログブック『萬年社コレクション　
～広告草創期の紙資料から～　〈2011年度版〉』，2012
年，大阪市立大学）

・石田佐恵子，報告書『萬年社社史資料集　〈2011年度
版〉』，2012年，大阪市立大学）

（5）外部評価委員会
　2012年 3 月22日，重点研究外部評価委員会を開催し，
外部評価委員の岸本美緒氏（お茶の水女子大学文教育学
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部）より，本研究プロジェクトに関する外部評価を受け
た。

〈2011年度重点研究運営会議〉
　第 5 回　12月 9 日（金）10:40～12:10
　第 6 回　2012年 1 月13日（金）10:40～12:10

重点研究の活動Ⅱ

増田　聡（文学研究科准教授，常任研究員）

　文学研究科では，かねてからドクター研究員や大学院
生より，他専修の教員や院生を交えた研究交流の場が欲
しい，との要望があった。これを受け，都市文化研究セ
ンターが主催する専修の枠を越えた文学研究科構成員の
交流と，共同研究のシーズ開発を目的とする定例研究会
の必要性が認識され，平成23年度の重点研究B（新規）
として申請し採択され，平成23年 8 月より「文学研究
科・研究カフェ」を開始した（平成24年 4 月から「文学
研究科・研究茶話会」に改称）。ただ，平成24年度は重
点研究Bにおいて，本研究課題の継続申請が却下された
ため，研究内容（2）についての展開を図ることはかな
わず，平成24年度については重点研究の助成なしで定例
研究会のみを不定期に継続することとなった。
代表：増田　聡
共 同研究者：佐賀　朝，野村親義，佐伯大輔，滝沢　潤，

祖田亮次，久掘裕朗，海老根　剛
１　研究概要
　プログラム名称「都市の文化資源開発の環境整備に関
する萌芽的研究」
［目的］
　文化資源 Cultural Resourcesとは，人文学の多様化と
学際化に伴って近年注目を集めるようになった概念であ
る。文字資料のみならず写真，映像，音響，景観などを
包括し，既存の学問分野を横断して人間と文化の関係を
新たな角度から捉えるこの概念は，人文学の研究対象に
対して，それが潜在的に持つ社会的次元（アーカイブや
文化政策，観光資源などへの応用可能性）にとりわけ焦
点をあてるものである。
　都市は文化資源の宝庫であり，人文学は都市をさまざ
まな角度から切り取ってきた。本学文学研究科が行って
きた様々な都市文化研究は，歴史学，社会学，地理学，
文学などの学問分野固有の観点と方法によって，都市の
多様な姿を明らかにしてきた。しかしそれら都市の人文
的側面は，あるときは歴史事象として，あるときは空間

的構造として，またあるときは都市の住まう人々の生み
出す文学や芸術として，各々の学問分野の関心に応じた
部分として扱われてきた。
　これら都市の多面的な所産を，包括的かつ社会的次元
より「文化資源」として捉えなおすことで，人文学が貢
献しうる新たな都市研究の可能性が現れる。観光振興，
都市アイデンティティの確立，都市の文化政策などの基
盤として，都市の文化資源研究とその開発は必須の学
的作業であり，人文学はその不可欠の基礎研究として位
置づけられよう。都市の文化資源開発を掲げる本研究は，
文学研究科がこれまで蓄積してきた諸学問分野の観点か
らなる都市文化研究を，都市科学の文化的側面の基盤研
究として再編することを目指す。
　また，都市において遂行される人文学研究それ自体も
重要な文化資源であることは言うまでもない。いわば文
学研究科構成員の日常的な研究活動は，都市・大阪の文
化資源開発そのものであるが，その振興のために最も必
要なものは，研究予算そのものというより，研究予算申
請書の作成や事務処理や連絡会議のために費やされる時
間や業務負担など，人文学における貴重な研究リソース
の空費を極力回避するための方策であることは明らかで
ある。本研究の目的は，都市の文化資源開発を単に理論
的／机上の水準にて行うことだけにあるのではなく，わ
れわれが置かれた研究環境それ自体に存する，都市の文
化資源開発を阻害する諸問題を実践的に解決し，より広
い社会的次元での活用可能性を追究していくことに向け
られている。
［研究内容］
　（1 ）文学研究科構成員（教員・研究員・大学院生）が

個別に行っている個人研究活動を，都市の文化資源
開発の観点から包合し，相互に関連させ社会的次元
へと接合する理論的体系を構築する。

　　 　文学研究科都市文化研究センター（UCRC）定例
研究会を継続的に開催し，歴史学，地理学，教育学，
心理学，文学研究，表象文化論，芸術学など，文学
研究科を構成する個別学問分野の観点よりなされて
きた都市研究の蓄積を精査するとともに，学際的な
討議と検討によってそれらの接合可能性と社会的次
元を明らかにする。観光開発や文化政策，研究成果
の社会還元等の観点から，従来の都市研究の諸成果
を都市の文化資源開発の観点から再検討し，その活
用可能性を探る。

　（2 ）文学研究科構成員の研究活動を都市の文化資源開
発として捉え，その促進，プロモーションについて
の実践的な研究をおこなう。

　　 　文化資源の観点から活用可能な文学研究科内の研
究シーズを調査するとともに，個々の研究活動を促
進し社会還元へと接続するためのプロモーションを
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検討する。文学研究科教員が参画する都市研究プラ
ザのプロジェクト（船場アートカフェ）や，文学部
学生によるアートマネジメントプロジェクト（ギャ
ラリーりてら）とも連携し，公開研究会・公開講
座・アドバイザリー活動・展示など，文化資源の社
会還元を目指す実践研究を試みる。さらに，文化資
源研究を志向する若手研究者を研究補助スタッフと
して採用しノウハウを教育に還元するとともに，文
化資源を開発し社会還元を行う人材養成を目指す。

２　研究計画の実施
　本研究の採択後，原則月１回最終金曜日に開催される

「文学研究科・研究カフェ」を開始した。文学研究科・
研究カフェは，専門的な研究会として位置づけられるの
ではなく，各々が取り組む専門的な研究活動とは別に，
文学研究科に所属する院生・研究員・教員が，互いの研
究について気軽に語り合い意見を交わすことで，以下の
三点の目的を達することをねらうものである。
　（1 ）自分が現在取り組んでいる研究テーマの重要性や

面白さを他領域の研究者に伝える
　（2 ）他領域の研究動向と自分の研究テーマとの接点を

探り共同研究のシーズを探る
　（3 ）院生，研究員，教員の立場にかかわりなく，文学

研究科に所属する研究者相互の研究交流を行う
　また文学研究科・研究カフェの諸業務を統括するリ
サーチ・アシスタントとして，松井広志（UCRC研究員，
社会学D 3 ）があたり，研究会の企画・運営・広報に携
わっている。
　昨年度11月以降，今年度11月末時点までの開催内容は
以下の通りである。また，平成24年 4 月の第 7 回より，

「研究カフェ」の名称を「研究茶話会」と改称した。
第４回研究カフェ
日 時：2012年 1 月27日（金）16:30～19:00
場所：文学部棟２F　情報編集室
内 容：前田充洋（西洋史D2）「第二帝政期ドイツにおけ

る経済体制への一考察――海軍とクルップ社の装甲
板価格設定交渉の分析から」，野村親義（東洋史教員）

「近・現代インド経済史の諸課題」
第５回研究カフェ（文学研究科教育促進支援機構「院生
研究フォーラム」と共催）
日時：2012年 2 月23日（木）16:30～19:00
場所：文学部棟 1 F会議室
内 容：飛奈裕美（学術振興会特別研究員PD）「パレスチ

ナ／イスラエル紛争の中の聖都エルサレム――土地支
配をめぐるポリティクスを中心に」，宮西郁実（表現
文化M 2 ）「戦争文学に見る笑い描写――他者不在の
問題から」

司 会：松井広志（社会学D 2 ・UCRCドクター研究員）・

丸市将平（地理学M 1 ）
第６回研究カフェ
日時：2012年 3 月30日（金）16:30～19:00
場所：文学部棟 2 F　情報編集室
内 容：王静（アジア都市文化学D 2 ）「台湾茶芸と中国

茶文化の形成」，滝沢潤（教育学教員）「都市の教育課
題から共同研究のシーズを探る」
第７回研究茶話会（研究カフェから改称）
日時：2012年 4 月27日（金）16:30～19:00
場所：文学部棟 1 F　比較言語文化情報処理実験室
内 容：田渕欣也（大阪市立大学非常勤講師・UCRC研究

員）「北漢時代の楊業とその周辺」，海老根剛（表現文
化学教員）「ヴィデオ研究と映像メディア文化の現在」
第８回研究茶話会
※ 平成24年 3 月に行われたインターナショナルスクール

若手研究者等海外派遣プログラムの支援によるエルサ
レム・スタディツアーの報告会として「市大生が歩い
たイスラエルとパレスチナ」のタイトルで行われた。
共催：都市研究プラザ・第2ユニット，報告会開催支
援：文学部教育促進支援機構

日時：2012年 5 月25日（金）16:00 ～ 19:00
場所：大阪市立大学・全学共通教育棟815教室
内 容：全ウンフィ（アジア都市文化学D 2 ）「なぜ分離

壁にはグラフィティが描かれるのか―スプレーで叫ぶ
ヴォイス」，高崎章裕（地理学D 3 ）「都市を再生する
ということ―観光都市エルサレムにおける文化資源の
修復と再生」，寒川万里菜（地理学M 2 ）「エルサレ
ムのウチとソト」，丸市将平（地理学M 2 ）「パレス
チナ住民が語る古都ヤーファの観光化」，関村オリエ

（群馬県立女子大学講師）「造られた観光のまち－エル
サレム近郊集落エン・カレム」
第９回研究茶話会
日時：2012年 6 月29日（金）16:30～18:30
場所：文学部棟 2 F　情報編集室
内 容：上原健太郎（社会学D 3 ）「沖縄の大卒層の葛藤

と超克ーー職業選択という視点から」，佐賀朝（日本
史学教員）「近世～近代日本における「遊廓社会」史
研究の到達点と課題」
第10回研究茶話会
日時：2012年 7 月27日（金）16:30～19:00
場所：文学部棟 2 F　情報編集室
内 容：大石真澄（社会学M 1 ）「社会学的『史料批判』

とは何かー1970～80年代のテレビCMの歴史社会
学ー」，犬童芙紗（お茶の水女子大学・UCRC研究員）

「19世紀ハンブルクの協会活動におけるジングアカデ
ミー―女性の参加という視点から―」
第11回研究茶話会
日時：2012年 9 月28日（金）16:30～19:00
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場所：文学部棟 2 F　情報編集室
内 容：岡田正樹（アジア都市文化学D 2 ）「動画サイト

における文化実践」，伊地知紀子（社会学教員）「「国
境をまたぐ生活圏」を歩く－韓国・済州島の20世紀と
民衆生活史－」

都市問題研究の活動Ⅰ

大場茂明（文学研究科教授，常任研究員）

　大阪市立大学大学院文学研究科都市問題研究プロジェ
クト「『住みごたえのある町』をつくる－大阪・ハンブ
ルクにおける市民文化に基づくエリアマネジメント－」
は，平成21年 6 月に採択された（研究助成期間は平成21
年度～23年度の 3 ヶ年）。
　このプロジェクトは，専門分野を異にしながらも都市
文化や市区再生に関心を持つ日独双方の研究者が集い，
大阪市立住まい情報センター，ハンブルク市都市更新・
都市開発公社（steg）と連携しつつ，様々なアクターが
関与する文化活動基礎に置いた具体的な「まちづくりモ
デル」を提案することを目的とするものである。
○研究メンバー
代表　大場茂明（地理学）
共同研究者　北村昌史（西洋史），高梨友宏（哲学），久
堀裕朗（国語国文学），海老根剛（表現文化学）（以
上，文学研究科教員），ガブリエレ・フォークト（ハン
ブルク大学），ディルク・シューベルト（ハンブルク・
ハーフェンシティ大学），ハンス・ヨアヒム・レスナー

（steg：ハンブルク市都市更新・都市開発公社代表），ク
ルト・ラインケン（steg不動産部門責任者）
○�研究実績（前号に掲載した内容以降の活動について記

載する）
・20 11年12月 6 日　第 6 回研究打ち合わせ兼ハンブルク

出張報告会
・2012年 1 月17日　第 7 回研究打ち合わせ
・2012年 2 月21日　第 8 回研究打ち合わせ
　2012年3月初旬には，ハンブルクでの第 2 回国際シン
ポジウム（2011年11月）の概要ならびにハンブルク再生
事業地区にて撮影した映像を紹介するとともに，この３
年間の研究成果を報告した（共催：大阪市立住まい情報
センター，於：大阪市立住まい情報センター・研修室，
参加者：約50名）。
・2012年 3 月 4 日
　公開フォーラム「「住みごたえのある町」をつくる～ 
映像で見るハンブルクのまちづくり～」

<プログラム>
第２回国際シンポジウム［於：ハンブルク］報告･･高
梨友宏
ハンブルクにおける都市再生事業［ビデオ上映］･･大
場茂明，海老根剛
本共同研究の成果と展望･･大場茂明
質疑応答と補足説明･･北村昌史
司会：久堀裕朗
　なお，本研究プロジェクトの成果など，詳細について
は下記のHPを参照されたい：
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/oba/pr_hamburg.
html 

都市問題研究の活動Ⅱ

塚田　孝（文学研究科教授，常任研究員）

　大阪市立大学の戦略的研究経費である都市問題研究は，
今年度から萌芽研究の枠組みに包摂されることになった。
2010年度から 3 ヶ年にわたって認められる予定であった
都市問題研究プロジェクト「近世都市大坂の歴史構想と
史料テキストの開発」（研究代表：塚田孝）は，幸い 3
年目の継続を萌芽研究として認められた。
　研究代表の塚田のほか，佐賀朝（文学研究科），谷直
樹（生活科学研究科），八木滋（大阪歴史博物館），西本
菜穂子（大阪歴史博物館），渡辺祥子（近世流通史），岩
本馨（京都工芸繊維大学），ダニエル・ボツマン（イェー
ル大学），ティモシー・エイモス（シンガポール国立大
学）が共同研究者として加わり，研究実施体制を組んで
いる。日常的には，塚田・佐賀・八木が運営事務局を構
成し，若手研究者（PD）や院生の協力も得て事業を進
めている。
　本研究は，近世都市大坂の豊かな歴史像を，具体的な
史料の解説を通して提示するテキストの開発を目的とし
ている。その対象は，学生及び博物館利用者（外国人を
含む），さらに広く市民を想定し，本学での共通教育や
博物館の市民向け講座のテキストとして利用することを
意図している。
　今年度は，昨年度に作成した『史料から読む近世大坂

《試行版Ⅱ》』をテキストとして，共通教育「歴史のなか
の大阪」（塚田担当）や大阪歴史博物館古文書講座「史
料から読む近世大坂」（2013年 2 ～ 3 月連続 5 回：担当
八木・塚田・西本・佐賀）実際に使用し，その改良をは
かっている。これらの改良点を踏まえてバージョンアッ
プをはかり，今後，出版社から刊行することをめざして
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準備を進めつつある。
　今年度の重点課題として，英語版テキストの作成を進
めている。『史料から読む近世大坂《試行版Ⅱ》』は「Ⅰ
近世大坂の形成と三郷惣年寄」・「Ⅱ　町（住民生活の基
礎単位）」・「Ⅲ　仲間」の3部構成で近世大坂の総合的な
把握を意図していたが，そのうち近世都市を理解する上
で鍵となる「町」に絞って，基本史料の理解を通して大
坂の都市社会の基礎を解説する『史料から読む近世大坂

《英語版》』のする方向で編集作業を行っている。現在，
《英語版》のための日本語原稿の作成が終わり，英語へ
の翻訳作が進行中である。ここでは昨年度に開催した国
際円座「訳語問題から近世社会を掘り下げる」の経験が
活かされている。
　今年度も海外へ向けた発信を図るべく，研究分担者
ティモシー・エイモスの尽力を得て，シンガポール国立
大学でワークショップ「日本史研究と教育訓練における
理論と実践」（2013年 1 月10・11日）を共同開催するべ
く準備を進めている。ここには日本からは，研究代表者
塚田と研究分担者佐賀・八木のほかジョン・ポーター

（英語版翻訳担当），島崎未央（後期博士課程）が参加し
て，（歴史）教育と史料に関わる報告を行う。ここでは，

『史料から読む近世大坂《英語版》』について英語圏にお
ける日本史教育において求められる点やその活用法につ
いても議論する予定である。
　なお，昨年度の取組みではあるが，2012年 3 月26～
28日にアメリカ・イェール大で研究分担者（ダニエル・
ボツマン）のプロモートによって，英語圏日本史研究
者の参加する特別シンポジウム「City and Region in 
Japanese History」を開催したことを付記しておきたい。
　本研究は，主として学生や市民を想定して，史料から
大坂の豊かな都市像を提示することを目的としているが，
英語圏の研究者との討論を通して，史料の分析から帰納
的に理論化を図る研究スタイルの持つ意味，言い換えれ
ば，歴史研究における理論と実証について自覚すること
ができた。
　以上の研究遂行のため，以下の会議・研究会を行った。
2012年
（ 3 月16日（金）運営事務局会議（拡大）･･･昨年度の

会議）
　 4 月11日（水）運営事務局会議（拡大）
　 5 月20日（日）運営事務局会議（拡大）
　 7 月18日（水）運営事務局会議（拡大）
　 8 月 3 日（金）《英語版》編集会議
　 8 月25日（土）運営事務局会議（拡大）
　 9 月16日（日）運営事務局会議（拡大）
　10月31日（水）運営事務局会議（拡大）
　11月31日（水）運営事務局会議（拡大）

都市問題研究の活動Ⅲ

仁木　宏（文学研究科教授，常任研究員）

　2011年度に遂行した，都市問題研究プロジェクト「大
阪城学術総合調査のための基盤的研究」（研究代表者＝
仁木）について，その後の成果を報告する。
三田村宗樹（理学研究科）「大阪城の地盤構造の再検討
－地中レーダ探査とボーリングデータを用いて－」
　共同研究者；山口 覚・宮田隆夫・奥平敬元・井上 淳

（理学研究科），宮田隆夫（神戸大学），趙 哲済（大阪文
化財研究所），松尾信裕（大阪城天守閣）

（1）地中レーダ探査
　大阪城本丸地区内で地中レーダ探査を実施した。レー
ダ探査に影響の出にくい，埋設管などの少ない箇所で豊
臣期の石垣や堀を探査対象としたが，探査対象深度が深
いため，得られた信号はやや不十分であった。探査測線
に近接する既存のボーリング資料（後述）との対応から，
反射パターンの差異は概ね盛土の材質の差異に対応して
いることが判明した。埋没した石垣からの反射は明瞭で
なく，探査結果の再解析などを施してさらに検討する余
地がある。

（2）既存ボーリング資料の再整理
　既存ボーリング資料を再整理し，データベース化し
た。主要断面の再検討を行った結果，自然地層の分布と
して，本丸地区南東側に上町層相当層が広く分布するの
に対して，北西側は大阪層群相当層が分布していること。
北西側の大阪層群相当層分布域は盛土が薄く，北東側が
盛土厚が厚いことなどがわかった。そして，豊臣期の盛
土分布や石垣は自然地層がつくる旧地形に概ね即してい
るように見えること。空堀の底面は上町層中部の粘土層

（Ma12層）の上面レベルに相当するのに対し，内堀東側
は，Ma12層の下面を掘りこんだレベルに設定されてい
ることが判明した。なお，大阪城天守閣収蔵庫に保管さ
れているボーリングサンプルには盛土サンプルも存在す
ることから，今後これらを分析することで，新たな参考
資料が得られる可能性がある。
岸本直文（文学研究科）「徳川期石垣の三次元計測－大
阪城本丸の現状記録･御殿探査･石垣調査の試み－」

（1）徳川御殿の位置をさぐるレーダー探査
　協力：天理大学考古学研究室
　地表面下30センチメートル程度までの探査をおこない，
絵図面との一定の対応関係を明らかにした。

（2）石垣の 3 次元計測
　世界最高峰の高い石垣構築技術を有する徳川期大坂城
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について，これまで正確な測量による図面がなかった。
大手門や天守台周辺を計測し，CGを作成した。
谷　直樹（生活科学研究科）「徳川期本丸御殿の建物復
元－本丸御殿の建物復元－」
　近世の絵図面をもとに，CGを作成するとともに，模
型制作をおこなった。模型は，大阪市立住まいのミュー
ジアムで展示され，一般に披露された。
　以上の研究成果を広報するため，以下の報告会を開催
した。
○大阪城を解剖する　地下・石垣・建物　－新技術によ
る復原の試み－
　2012年 6 月23日（土）　大阪市立住まい情報センター
　主催　大阪市立大学都市問題研究「大阪城学術総合調
査のための基盤的研究」，大阪くらしの今昔館
　報告者，タイトル，内容は上記の通り。当日は，研究
者・市民など50名余の参加があった。
　なお，本研究プログラムをもとにして，以下の研究の
推進につなげた。日本学術振興会科学研究費補助金研究

（挑戦的萌芽研究）「文理融合による大阪城中心域の研
究」（H24～25度，研究代表者＝仁木）。また，大阪市は
大阪城天守閣復興80周年事業の一環として2013年度から
本丸地区地下の豊臣期石垣の発掘調査に着手する。本プ
ログラムがその呼び水となった。

アーカイブス事業
（萬年社コレクションの整理調査）

石田佐恵子（文学研究科教授，常任研究員）

◆研究の概要
　萬年社は1890年大阪で創業し1999年に倒産した日本最
古の広告代理店である。大阪市立近代美術館準備室では，
同社が110年の歴史を閉じた際に，その所蔵資料の多く
を継承した。本研究に先立ち，萬年社調査研究プロジェ
クトでは，2008年から，大阪市立近代美術館準備室の全
面的な協力のもと，旧萬年社所蔵資料（図書類，引札類，
ビデオテープ類，紙・文書・印刷資料類）のうち，紙・
文書・印刷資料，ビデオテープ類の調査整理を行ってき
た。２年間におよぶ整理作業ののち，以下の表のように
資料総数が明らかになった。

萬年社コレクション　紙・印刷資料／ビデオテープ類　概要

大分類 中分類 箱数（資料点数）
萬年社の収集物 大型古資料 152箱（ 9441点）
内部資料 社史 21箱（ 610点）
実務資料 企業別ファイル 24箱（ 204冊）

イベント資料 11箱（ 312点）
広告作品 　2箱（　 57点）
営業活動 12箱（ 364点）

ビデオテープ類 映像・音（ＣＭ） 204箱（約3万点）

　本研究は，萬年社調査研究プロジェクト，大阪に焦点
をあてた広告史研究，テレビＣＭアーカイブ構築，日本
のテレビ文化史と広告史を接続する試みであり，相互に
連携する研究アーカイブの一部として位置づけられる。
このようなアーカイブ構築は，きわめて先進的な試みで
あり，他に類を見ない重要な意義を持つ。
　研究資金としては，吉田秀雄記念財団研究助成金

（2009－2010年度），外部研究寄付金（（株）毎日エス・
ピ ー・ シ ー）（2010－2011年 度）， 科 学 研 究 費 補 助 金

（データベース作成事業：京都精華大学との共同研究）
（2010・2011年度），公益信託高橋信三記念放送文化振
興基金（2010・2011年度），大阪市立大学都市問題研究

（2011年度），大阪市立大学新産業創生研究（2011年度）
を獲得した。2012年度は，科学研究費補助金（基盤Ｂ

（代表：石田佐恵子，2012-2015年度），基盤Ｃ（代表：
竹内幸絵，2012-2015年度））を獲得し，引き続き，大型
古資料，社史資料の調査整理，ラジオＣＭ，テレビＣＭ
のデジタル化・データベース構築作業を進めている。
◆報告書刊行
１ ．萬年社コレクション調査研究プロジェクト（編）
『萬年社コレクションＣＭデータベース資料集〈2010
年度版〉』2012年 3 月，大阪市立大学

２ ．萬年社コレクション調査研究プロジェクト（編）
『カタログブック：萬年社コレクション　～広告草創
期の紙資料から～〈2011年度版〉』2012年 3 月，大阪
市立大学

３ ．萬年社コレクション調査研究プロジェクト（編）
『萬年社社史資料集　〈2011年度版〉』2012年 5 月，大
阪市立大学
◆シンポジウム・研究企画展示会の開催
・大阪市立大学文学研究科・大阪市立近代美術館建設準

備室共催「大阪市立近代美術館建設準備室所蔵　旧萬
年社 コレクションより　～広告草創期の紙資料から
テレビ時代まで～」会期：2012年 2 月 1 日（水）～ 2
月27日（月）場所：大阪市立大学 文学部棟 情報編集
室（ 2 階201号室）

・研究展示・発表　「ニューテクノフェア2012」大阪府
立大学・大阪市立大学共催，2012年11月21日　於大阪
産業創造館
◆WEBデータベースの構築と公開
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　科学研究費補助金（データベース作成事業：京都精華
大学との共同研究，2010・2011年度）により，データ
ベースを作成し，ＷＥＢでの公開を行った。日本学術振
興会ＨＰを参照。

（http://www.jsps.go. jp/j-grantsinaid/13_seika/
database_koukai_h22/index.html）
　2011年度末に，萬年社調査研究プロジェクトの 2 年間
の調査の成果として，「大阪広告史データベース　萬年
社コレクション」を完成し公開した。下記のＵＲＬから
詳細検索が可能である。

（http://ucrc.lit.osaka-cu.ac.jp/mannensha/）

戦略的研究の活動Ⅰ

中川　眞（文学研究科教授）

　研究プロジェクト名　「CURATORSTVによるビジネ
スモデルの創出」
概要
　全国の美術館，アートの現場と連携し，キュレーター

（学芸員）のギャラリートーク（作品解説）をインター
ネットで配信する研究プロジェクト「CURATORS TV

（以下，CTVと略）」のコンテンツの拡充（量・質的安
定化）をはかるとともに，サイトの技術的改良，教育資
源のためのアーカイブ制作を行い，最終的には公益性を
重視したソーシャル・ビジネスのモデルを創出，その実
施を試みる。
　CTVは，ギャラリートークを撮影した映像を一次資
料（リソース）とし，それを大量収集，保存した上で，
インターネットを通して配信することを目的としてい
る。また，アーツマネジメントやアートアドミニスト
レーション（管理）の研究・教育用の資源としても有効
で価値の高いものである。昨年度，本学の新産業創生研
究「CURATORS TVプロジェクト：映像メディアのク
リエイティブ産業化に向けて」として助成金を受け，準
備段階は順調に推移して，2012年 4 月13日に一般公開を
開始した。そのサイトのURLは以下の通りである：
http://curatorstv.com/
　平成25年度には登録ユーザーを５万人，27年度には30
万人を想定しているが，現時点ではまだコンテンツも少
なく（20）， 1 日のアクセス数は100件程度である。技術
的な部分も含めてあらゆる諸課題をクリアしていかねば
ならない段階である。システマティックな形ではまだ世
界に存在していない事業であるため，市場サイドから見
ても実用化のメドをたてることが現在の課題である。展
望としてはグローバルスタンダードのサービス産業化を

目指しているが，本プロジェクトは都市研究プラザのグ
ローバルCOE「社会的包摂と文化創造に向けた都市の
再構築」から派生してきたもので，学術研究上の共有リ
ソース構築とともに，市民へのサービスを念頭におい
た社会性の高い事業へと練り上げてゆくことを目標とし，
社会的インフラとしてアクセシビリティの高いソフトを
形成しようとしている。一般の芸術ファンだけではなく，
美術館から遠隔に離れている地域，重い疾病などで長期
入院を余儀なくされている人々など，アートの享受にか
かわるアクセシビリティの低い人々を支援するという意
味でも包摂的で重要なプロジェクトである。
進捗状況
　本年度に約20館においてキュレータートークの撮影を
予定しているが，そのうち15館を終了。 5 件を既にサイ
トに追加アップをしている。10月27日に江之子島芸術文
化創造センターにてシンポジウムを含む，CTVカンファ
レンスを開催した。
　11月21日には大阪市立大学・府立大学のテクノフェア
にてプレゼンとポスター発表を行う。現在のところ，順
調に研究は推移している。

戦略的研究の活動Ⅱ

木村義成（文学研究科講師）

　2012年度新規の戦略的研究の若手研究プロジェクトと
して「地理情報システムを利用した大阪府における救急
搬送アクセシビリティ評価」（研究代表者＝木村）を申
請し，採択された。本プロジェクトは単年度の短期プロ
ジェクトである。
［研究背景］
　日本における救急医療体制は，都道府県が作成する二
次医療圏単位までの医療計画に基づき整備されてきた。
しかし，医師不足に伴う救急告示病院の指定取り下げや
救急医療の需要の高まりにより，患者の搬送時間の長時
間化が懸念されている。消防白書では，全国における救
急医療機関への平均搬送時間は31.0分（平成17年度）か
ら37.4分（平成22年度）と増加していることが報告され
ており，長時間の救急搬送が社会問題となっている。救
急搬送では搬送時間が救命率に大きく影響する。例えば，
救命率を示す 1 つの指標として処置開始時間と生存率の
関係をもとにした「カーラーの救命曲線」があり，処
置開始時間の短縮の重要性が説かれている。したがっ
て，救急医療の質を確保するためには，救急医療機関へ
の搬送時間（アクセシビリティ）を検討する必要があり，
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近年，地理情報システム（GIS: Geographic Information 
System）を用いた救急医療機関へのアクセシビリティ
分析が行われている。
［研究目的］
　救急搬送の長期化は大阪府においても例外ではない。
大阪府においても，30分以上の長時間を要する救急搬
送の割合は19.0％（平成16年度）から37.1%と（平成20 
年度）（大阪府，2008）と増加している現状をふまえて，
大阪府内で救急搬送数が最大の大阪市を研究対象地域と
して選定した。本研究では，大阪市消防，および，本学
医学研究科救急生体管理医学講座の溝端康光教授の協力
のもと，大阪市における救急車の救急医療機関へのアク
セシビリティの評価を行うことを研究目的としている。
具体的には，①大阪市内での急病，事故などの救急事象
を地域的な偏在性を明らかにする，②各消防署から救急
事象が発生した現場への到着時間の地域的な偏在性を明
らかにする，③患者の救急病院までの搬送時間の地域的
な偏在性を明らかにする。以上の点を明らかにして，大
阪市における救急搬送のアクセシビリティの評価を行い，
今後の救急医療計画に対して提言を行うことを研究目的
とする。
［研究手法］
　平成22年，および平成23年度に大阪市消防で覚知を受
けた（119番を受けた）救急事象に関して，大阪市消防
より約40万件分のデータの提供を受け，救急事象の発生
場所や時間，覚知内容，搬送先医療機関等を含むデータ
ベースを作成した。現在，このデータベースをもとに地
理情報システムを用いて，覚知場所や搬送先病院をデジ
タル・マップ上に展開し，救急事象の地域的な偏在性を
分析しているところである。
［今後の予定］
　本年12月初旬に大阪市消防の担当者，および本学医学
研究科の溝端康光教授を交えた中間報告会を実施する予
定である。中間報告会では，救急事象に関して，疾病別，
外傷別，覚知時間帯別にデータを集計し，これらの集計
結果をマッピングしたものを提示することにより，大阪
市内における救急事象の地理的な特徴を検討する。検討
した内容をさらに精査して，最終的に本学，および大阪
市消防に対して報告書を提出する。

戦略的研究の活動Ⅲ

佐伯大輔（文学研究科准教授，常任研究員）

　本研究プロジェクトは，「都市生活者の心理学的特性
に関する実証的研究―都市生活環境尺度の開発―」とし
て平成24年度戦略的研究経費（若手研究）に応募し採択
されたものである。生活環境がどの程度「都市的」であ
るかは，そこに住む人々に対して，身体的・心理的・経
済的に様々な影響を与える。従って，生活環境の都市化
の程度を把握することは，彼らの心的状態や行動パター
ンを理解するために重要である。しかしながら，都市や
都市生活者を対象としたこれまでの研究では，都市化の
程度が，人口規模などに基づいて大まかにしか示されて
こなかった。そこで本研究では，第 1 の目的として，生
活環境の都市化の程度を定量的に示すことのできる「都
市生活環境尺度」を作成する。次に，都市化の程度と関
係する要因を探索することにより，都市生活者の心理学
的特徴を明らかにする。そのような要因として本研究で
は，主観的幸福感，関係流動性，自尊感情を取り上げる。
すなわち，都市化の程度と主観的幸福感の関係を調べる
ことにより，都市的生活環境のどのような側面がそこに
住む人々の幸福感の程度と関連するのを明らかにする。
さらに，都市は，関係流動性（新たな対人関係を築く機
会の数）の高い生活空間と考えられるが，関係流動性は
自尊感情と主観的幸福感との関係に影響することが示唆
されている。そこで本研究では，都市化の程度と関係流
動性，自尊感情，主観的幸福感の相互関係を明らかにす
ることで，都市生活者の対人関係様式と主観的幸福感と
の関係を明らかにする。さらに，本研究の第３の目的と
して，都市に存在する様々な事物や状況について，人々
がどのような価値判断を行っているのかを測定するため
の「都市生活環境の価値尺度」を作成する。この尺度の
開発により，都市という生活環境が人々引きつける要因
やその強さについて明らかにすることができる。
　2012年11月現在，共同研究者との間で 2 回の打ち合わ
せを実施し，「都市生活環境尺度」及び「都市生活環境
の価値尺度」を開発するために，大学生を対象とした予
備調査を行っている。この結果を検討したうえで再度予
備調査を行い，本調査を実施する予定である。
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上方文化講座2012〈絵本太功記〉

久堀裕朗（文学研究科准教授，常任研究員）

　2012年度の上方文化講座は，現在の文楽でも頻繁に上
演される名作『絵本太功記』に取り組んだ。
　今年も学外非常勤講師として，竹本津駒大夫，鶴澤清
介，桐竹勘十郎の三師を迎え，文学研究科教員とともに，
8 月29日から31日までの 3 日間（連日9:30～16:00），大
阪市立大学学術情報総合センター10階大会議室を会場に
して，人形浄瑠璃文楽や『絵本太功記』の魅力を多角的
に分析する授業を展開した。
　応募者多数の中から抽選で選ばれた一般市民約110名
と，学生約40名が受講。授業内容は以下の通り。
　 8 月29日（水）
　Ⅰ 　人形浄瑠璃における太閤記物（久堀裕朗・大阪市

立大学）
　Ⅱ　『絵本太功記』解説（久堀裕朗）
　Ⅲ　『絵本太功記』（尼ヶ崎の段）講読（久堀裕朗）
　Ⅳ 　「光秀」というイメージ（村田正博・大阪市立大

学）
　 8 月30日（木）
　Ⅰ 　明智光秀の人物と事績──再評価の試み（仁木

宏・大阪市立大学）
　Ⅱ 　近代の太閤記物──講談本等の人物像を中心に

（奥野久美子・大阪市立大学）
　Ⅲ 　『絵本太功記』──太夫・三味線の芸（竹本津駒

大夫・鶴澤清介）
　Ⅳ 　『絵本太功記』──太夫・三味線・人形の芸（竹

本津駒大夫・鶴澤清介・桐竹勘十郎）
　 8 月31日（金）
　Ⅰ 　英雄の気と児女の情──劉知遠白兎記（松浦恆

雄・大阪市立大学）
　Ⅱ 　近世大坂の芝居町──安井家の道頓堀開発と安井

桟敷（塚田孝・大阪市立大学）
　Ⅲ 　桐竹勘十郎師に聞く──実演をまじえて（桐竹勘

十郎）
　Ⅳ 　文楽の至芸──太夫・三味線・人形，三業一体の

舞台（竹本津駒大夫・鶴澤清介・桐竹勘十郎）

『都市文化研究』編集委員会

久堀裕朗（文学研究科准教授，常任研究員）

①2012年度委員
川野英二（文学研究科准教授，社会学，15号編集主任）
久堀裕朗（ 文学研究科准教授，国語国文学，編集委員

長）
佐賀　朝（文学研究科准教授，日本史学）
祖田亮次（文学研究科准教授，地理学）
滝沢　潤（文学研究科准教授，教育学）
長谷川健一（ 文学研究科講師，ドイツ語フランス語圏言

語文化学）
平田茂樹（文学研究科教授，東洋史学）
イアン・リチャーズ（文学研究科准教授，英語英米文学）
②昨年度からの変更
・編集主任　祖田亮次（2011年度）→川野英二（2012年

度）
・『都市文化研究』掲載の各論文を，大阪市立大学大学

院文学研究科における「機関リポジトリ一括登録に関
わる申し合わせ」（2011年11月18日教授会決定）に基
づき，既刊掲載分も含め，2012年 4 月 1 日付で大阪市
立大学学術機関リポジトリに登録した。

電子ジャーナルUrbanScope編集委員会

山﨑孝史（文学研究科教授，常任研究員）

　2010年以来 3 号を刊行してきたが，掲載論文は翻訳 6
本，論説 1 本，ノート 1 本を掲載し，現在第 4 号刊行中
であるが翻訳 2 本に加え投稿論文 1 本の掲載を予定して
いる。第 2 号刊行までのダウンロードデータを解析する
と，2012年 2 月24日現在で世界36の国と地域（245都市）
から約1700回のアクセス，2600回の論文ダウンロードが
確認されている。このうち80%以上が国内からのアクセ
スであるが，米国（ 7 %）を筆頭に英国，タイ，ドイツ，
オーストラリア，インドネシア，フランス，中国，香港
が続く。刊行初年度と比較すると外国からのアクセス数，
平均閲覧ページ数，平均サイト滞在時間は伸びており，
これら外国からのアクセスでは論文もダウンロードさ
れていると推定される。訪問元の245都市には，ホノル
ル（41回），シャンペーン（米国イリノイ州17回），バン
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コク（11回），そしてロンドン（ 9 回）が含まれ，これ
らの都市に立地する大学からアクセスがあると推定され
るが，イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校とバンコ
クのチュラロンコン大学との学術連携が進むことによっ
て，これらの大学からのアクセスが増加しつつあると考
えられる。各論文のダウンロードを解析すると，第 1 号
の掲載論文は毎年コンスタントにダウンロードされて
おり，第 2 号では岡戸論文が非常に頻繁にダウンロード
されていることがわかる。第 2 号までは 4 本の論文しか
刊行されていないことを考慮すれば，第 3 号掲載の論文
がさらに国外の読者をひきつけるものと期待される。今
後の課題としては翻訳対象論文をどこまで広げていくか，
国外読者をどのように増やしていくか，都市文化研究セ
ンター研究員の投稿をどう推奨していくか，またそのた
めにインターナショナルスクールの各種プログラムとい
かに有機的に連携するかなどが考えられる。

科学研究費申請を支援する事業

滝沢　潤（文学研究科准教授，常任研究員）

　UCRCドクター研究員や文学研究科教員の若手研究者
を主対象とした研究条件の向上策の一環として，今年度
も科学研究費補助金申請対策講座を実施した。今年度は，
下記の日程で，採択経験者の先生 2 名による講座を開催
した。いずれの講座も 7 ， 8 名の参加者があり，先生の
申請・採択経験を踏まえた申請者書作成のポイントや研
究の進め方などについて，ご担当の先生から丁寧かつ貴
重な情報，アドバイスをいただき，大変有意義な機会と
なった。
　 岩田彩志先生　10月 9 日（火）16時20分から17時50分
（文学部会議室）

　 平田茂樹先生　10月12日（金）16時20分から17時50分
（文学部会議室）

エルサレム・スタディツアー

山﨑孝史（文学研究科教授，常任研究員）

　本スタディツアーは山﨑の発案のもと，今野泰三氏
（地理学専修後期博士課程院生，当時）とRawan Natche
氏（ウェルフェア・アソシエーション）による現地コー

ディネートによって2012年 3 月20日から25日まで実施さ
れた。その趣旨は多様な文化・宗教が政治的に緊張しな
がら併存・融合する都市エルサレム旧市街において，文
化資源の保存・創造とその活用，あるいは政治的破壊に
関する実態を理解するために，エルサレム旧市街および
その周辺地域を視察した上で，アルクッズ大学人文科学
部地理・都市研究専攻を訪問し，参加者による英語口頭
研究発表を含む学生交流を行うことにあった。
　ツアー実施に備えた事前学習は以下のように実施した。

・2011年10月 6 日～11月24日　山﨑担当大学院演習で文
化資源論について学習

・2011年12月 1 日～2012年 1 月26日　山﨑担当大学院演
習兼英語論文ライティングセミナー実践編において研
究発表準備

・2012年 2 月23日　飛奈裕美氏（京都大学アジア・アフ
リカ地域研究研究科学術振興会特別研究員）を招聘し
学習会（文学研究科・研究カフェ）開催，題目は「パ
レスチナ／イスラエル紛争の中の聖都エルサレム――
土地支配をめぐるポリティクスを中心に」

ツアーの概要は以下のとおりである。

・訪問先：イスラエル国エルサレム・テルアビブ，パレ
スチナ自治区（東エルサレムおよびヨルダン川西岸地
区）

・日程と行動（各訪問・見学先では現地インフォーマン
トによる説明を受けた）：
3 月20日イスラエル国エルサレム到着
3 月21日パレスチナ自治区・アルクッズ大学訪問
　アルクッズ大学副学長表敬訪問
　アルクッズ大学パレスチナ人収監者博物館見学
　アルクッズ大学地理都市研究専攻において研究交流
（学部教員によるパレスチナ情勢説明と文学研究科
院生による研究発表）

　昼食後大学キャンパスを取り巻く隔離壁見学
3 月22日エルサレム内国連難民キャンプ・シャファッ

ト訪問（女性支援センターにおける諸活動聞き取
り）

　エルサレム旧市街に戻りアスアクサモスクおよび岩
のドーム内見学

　ウェルフェア・アソシエーション訪問（エルサレム
旧市街内の歴史的建造物の保存事業について聞き取
り）

　パレスチナ自治区ナブルス・ゲリジム山のサマリア
人居住地区訪問

3 月23日エルサレム旧市街見学
　女性・青少年支援NGO（Our Lady of Annunciation 
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Society）訪問・昼食
　エルサレム内で破壊されたパレスチナ人集落，ギブ

ツ等見学
3 月24日テルアビブ・ジャッファ（パレスチナ都市の

ユダヤ観光地化）見学

ツアー実施後は以下の内容で参加者報告会を実施した。

・「市大生が歩いたイスラエルとパレスチナ―エルサレ
ム・スタディツアー報告会」

　日時：2012年 5 月25日（金）16:00 ～ 19:00
　場所：大阪市立大学・全学共通教育棟815 教室
　報告者（学年は当時）：

全ウンフィ（アジア都市文化学D2）
「なぜ分離壁にはグラフィティが描かれるのか―ス
プレーで叫ぶヴォイス」
高崎章裕（地理学D3）

「都市を再生するということ―観光都市エルサレム
における文化資源の修復と再生」
丸市将平（地理学M2）

「パレスチナ住民が語る古都ヤーファの観光化」
　ゲスト・スピーカー：

関村オリエ（群馬県立女子大学・講師）
「造られた観光のまち－エルサレム近郊集落エン・
カレム」

　司会：今野泰三（地理学D3・ツアーコーディネーター）
　閉会の挨拶：山﨑孝史（地理学・教授）

　今回のスタディツアーは観光的なものを全く意図せ
ず，エルサレムおよび周辺地区における主としてパレス
チナ人からみた占領と入植に関わる都市形成と都市景観
の変化について「文化資源」という概念を通して理解す
ることを目的とした。事前学習過程においては参加者の
関心が必ずしも高いとは言えず，現地に入って漸く事態
の深刻さと課題の複雑さに気づき，意識を高めたようで
ある。補佐の今野氏，現地コーディネーターのNatche
氏の多大の尽力と多くの現地インフォーマントによる貴
重な協力によって，ツアー自体は大変内容豊かで意義深
いものとなった。また，最初に訪問したアルクッズ大学
関係者からも歓待を受け，今後も本研究科との交流を強
く希望する旨の依頼を受けた。来年度以降もこの種の事
業を継続できるかは，資金的な問題とともに，本研究科
の世界史部門や地域研究部門が歴史的言語的な研究にと
どまらず，現代世界の喫緊の諸問題についても，いかに
学問的な関心を持つかにかかっていると思われる。特に
エルサレムと聞いただけで「紛争地帯」などとイメージ
し，（地理学以外の院生では）参加を躊躇したものがい
たことは残念であった。実際にはエルサレムおよびその

周辺での治安は安定しており，これまでの渡航経験から
も諸外国都市以上の危険性を認知したことは必ずしもな
い。以上より，中東やヨーロッパ研究に関わる外部資金
の獲得と，院生・研究生の内向きな研究指向を改善する
ことが本研究科にとって課題になると思量される。なお，
参加者の報告書を含む報告書原文は以下からダウンロー
ド可能である。
http ://www.l i t .osaka-cu .ac . jp/user/yamataka/
Jerusalem_report.pdf

ドクター研究員による研究プロジェクト

佐伯大輔（文学研究科准教授，副所長）

　UCRCでは，すべてのドクター研究員に研究費を支給
するのではなく，希望する研究員から申請をうけつけ，
すぐれた研究プロジェクトに資金援助することで若手研
究者の研究支援を行っている。
　2011年度は，下表の 8 件を採択した。文学研究科長裁
量経費や重点研究より支援を得，各プロジェクトに対し
て100,000円を上限に支給した。この金額で足りない場
合には自己負担とした。
　それぞれの研究プロジェクトは，ドクター研究員が研
究代表者となり，他のドクター研究員や院生・学生を研
究協力者とすることができる。予算申請の都合上，担当
教員を配置しているが，プロジェクトの遂行はあくまで
ドクター研究員自身によるものである。
　各プロジェクトの詳しい内容と成果については，別掲
の「2011年度ドクター研究員プロジェクト成果報告」を
参照。

表　2011年度ドクター研究員プロジェクト一覧
№ テーマ　 ドクター研究員 指導教員
1 日本古代墓誌の再検討2 牧　飛鳥★ 栄原永遠男
2 古代末期エジプトにおける宗教的対立とそ

の社会的影響
貝原哲生★ 井上浩一

3 戦間期における軍のプロパガンダと世論
―「記念日講和」関係資料を事例に―

中嶋晋平★ 石田佐恵子

4 日本ポピュラー文化におけるモノ化とその
グローバル・シティへの拡大
―香港における展示イベントを事例に―

松井広志★ 石田佐恵子

5 旧「萬年社」所蔵資料と出版物調査に基づ
いた関西の広告史研究

竹内幸絵★ 石田佐恵子

6 学習の共同化に関する実証的研究
―授業における子どもの文化の交流に着目
して

上森さくら★ 湯浅恭正

7 ルクセンブルク語コイネー研究会 田原憲和★
齋藤公輔　

神竹道士

8 戦前上海における中国人への日本語教育政策 佐藤　量★ 中川　眞
注）★マークが研究代表者。テーマはいずれも採用当初のもの

　2012年度は，12件の応募があったが，財政的な理由か
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ら，下表の5件を採択とした。
　各プロジェクトの詳しい内容と成果については，別掲
の「2011年度ドクター研究員プロジェクト中間報告」を
参照。

表　2012年度ドクター研究員プロジェクト一覧
№ テーマ　 ドクター研究員 指導教員
1 中世イタリア都市における政治と司法の動

態的研究
中谷　惣★ 大黒俊二

2 モノとしてのポピュラー文化
―展示イベントにおける記号・物質・記憶―

松井広志★ 石田佐恵子

3 心身の不調への対処行動の実態解明に向け
た調査研究

佐々木洋子★ 進藤雄三

4 ルクセンブルク学研究会 木戸紗織★ 神竹道士
5 ポピュラーカルチャー研究の領域横断的な

方法論の検討
― 「やおい/ボーイズラブ」を対象に―

石川　優★ 三上雅子

注）★マークが研究代表者。テーマはいずれも採用当初のもの

2011年度ドクター研究員
プロジェクト成果報告

１．牧　飛鳥「日本古代の墓誌の再検討２」
　本プロジェクトは，下記の参加者によって構成され，
2011年度は研究計画にのっとり現地調査を2回行った。
研究代表者：牧飛鳥
研 究協力者：稲田奈津子（東京大学史料編纂所助教），

小倉久美子（万葉古代学研究所研究員），遠藤慶太
（皇學館大學史料編纂所准教授），

指導教員：栄原永遠男
≪現地調査①≫
実施年月日：2011年12月28日
調査対象墓：行基墓，美努岡万墓（奈良県生駒市）
参加者：稲田奈津子，小倉久美子，遠藤慶太，牧飛鳥
調 査内容：両墓は数百メートルの距離に所在する。古代

における周辺環境の確認として往馬座伊古麻都比古神
社（生駒神社），竹林寺古墳，行基が開基との伝承が
ある竹林寺・龍崋山円福寺，行基の火葬地といわれる
往生院についても合わせて調査をした。
≪現地調査②≫
実施年月日：2012年 1 月26日
対 象墓：高屋枚人墓，紀吉継墓（大阪府南河内郡太子

町）
参加者：稲田奈津子，遠藤慶太，牧飛鳥
調 査内容：両墓のほか，古代の采女氏塋域碑の出土地も

近在し，妙見寺城跡，叡福寺の聖徳太子廟とともに現
地の確認を行った。

　以上の調査により，2010年度よりも墓誌を伴う墓の立
地がより明確になり，さらに被葬者の属する氏族の本拠
地との関係を現地で確認していく視点が必要であること
が明らかになった。2010年度の石川年足墓調査および
2011年度の行基墓がある竹林寺の調査では，周辺住民に
よる維持管理の最中に行き合い，遺跡保存のあり方につ
いても考えさせられた。
　このほかのプロジェクトの成果として，『都市文化研
究』14号に掲載された稲田奈津子（研究協力者）の「韓
国の買地券」がある。これは2010年度の研究会において
稲田が中心に据えて報告した韓国の墓誌に関わる李宇泰
氏の論文を翻訳し，解説を加えたものである。
　また各参加者は，プロジェクトでは未訪の古代墓誌の
出土地をそれぞれ訪れるなど，プロジェクト外への波及
効果も出ている。

２�．貝原哲生「古代末期エジプトにおける宗教的対立と
その社会的影響」

　本プロジェクトでは，アレクサンドリアに端を発し，
5 世紀半ば以降，東ローマ（ビザンツ）帝国治世下のエ
ジプトを席巻した宗教的対立が地方レベルでどのように
受容され，当該社会にいかなる変化をもたらしたのかに
ついて，従来研究が軽視してきた文書史料（パピルス・
陶片）を積極的に利用しながら分析した。
　なお，ここで言う宗教的対立とは，451年のカルケド
ン公会議を契機とするキリスト教徒の宗派間対立であり，
同公会議を支持するカルケドン派とこれを否認するする
いわゆる単性論派との不和は， 6 世紀後半に後者が今日
のコプト教会に至る新たな教会組織を構築したことでひ
とつの画期を迎えることとなる。
　分析対象として設定したのは（1）上エジプト・テー
バイ（現在のルクソール）ならび西テーバイ，（2）エジ
プト中部のファイユーム・オアシス，（3）双方の中間に
位置するアンティノエとその周辺地域，である。これら
三地域は中核となる都市の規模や宗教的対立の表れ方に
差異があり，比較するうえで好対照をなすと言える。
　研究代表者は2011年 9 月 1 日から同27日までの日程で
エジプトへ赴き，現地調査を実施した。滞在中は， 9 月
5 ～ 6 ，21～22，25～26日にカイロのフランス東洋考古
学研究所にて文書史料の収集にあたった。また 9 月 4 日
にファイユーム・オアシス，同9日にルクソールのナイ
ル西岸地区，10日にルクソール近郊のナガーダ村，11日
にソハーグ，12日にキフト（コプトス），13日にアルマ
ント，15日に聖パウロ修道院および聖アントニオス修道
院，19日に聖メナス修道院，20日にワディ・ナトルーン
を訪問し，実地調査を行った。
　現地ならびに国内で収集した史料を整理し，それぞれ
の地域における宗教的対立とその社会的影響に関して比
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較分析を進めた結果，以下が明らかとなった。叙述史料
中心の先行研究では，エジプト住民の大半は単性論に傾
倒し，カルケドン派を支持したのは一部大都市の限られ
た高級官僚や在地有力者に過ぎないとされている。とこ
ろが，上エジプトのテーバイ一帯と中部エジプトでは，
両派が並存しながらも，宗教的対立が先鋭化することな
く，その影響は最小限にとどめられていたのである。だ
が，その理由は各々の地域で異なっていた。テーバイ一
帯では，俗人有力者層が強固かつ不動の存在であるとい
う社会構造に加えて，宗教的対立の当事者であるはずの
主教が異端の根絶よりも地元民の姦通をはじめとする土
俗的慣習の改善を優先したことによって，他方，エジプ
ト中部では，都市と農村との関係が非常に密であるとい
う社会構造がために，教義上の不一致が社会的不和へ発
展しないよう主教や在俗有力者あるいは一般住民が配慮
したことによって，くしくも類似する状況に至ったので
ある。
　研究成果については，論文『6-7世紀中部エジプトに
おける宗教的対立――地域社会の視点から――』が『オ
リエント』第54巻第1号に掲載された。また，論文『6-7
世紀上エジプト社会と主教権力―コプトス主教ピセン
ティオスを中心に―』が『西洋史学』に掲載される予定
である。
　今後の課題としては，視野を中世初期（とくに 7 世紀
後半～ 8 世紀）まで拡張して，エジプトにおける宗教的
対立とその社会的影響を考察する必要があると考えてい
る。というのも，本プロジェクトを進めていくにつれ，
エジプトにおいてカルケドン派と単性論派との対立が深
刻化したのは，むしろイスラーム時代に入ってからで
はないかという思いを得たからである。例えば『アレク
サンドリアのコプト教会の総主教の歴史』は，初期イス
ラーム時代に，キリスト教各派がムスリム当局に取り入
り，他宗派を追い落とすことで，自分たちを取り巻く新
たな情勢に対処せんとしていたことを示唆する。このよ
うな行動が，元々，妥協の中で共存していたカルケドン
派と単性論派を対立へと導いた可能性は十分に考慮され
るべきであろう。

３�．中嶋晋平「戦間期における軍のプロパガンダと世論�
―「記念日講和」関係資料を事例に―」

（1）調査
　海軍公文備考中に含まれる海軍記念日講話に関する
公文書について，アジア歴史資料センターのHP上から
のダウンロードにより収集完了。資料の量はA4用紙で
5000枚を超える。
（2）プロジェクト全体と成果と課題
　記念日講話に関する公文書の収集を完了し，分析もほ
ぼ完了した。これにより，戦前期における海軍による広

報・宣伝システムの構築過程を実証的に明らかにするこ
とが可能となった。さらに記念日講話の資料からは，当
時の海軍や軍縮問題，あるいは日米関係に対する国民世
論についても知ることも可能である。これは講話という
民衆との直接的コミュニケーション手段を用いたことに
よって得られた情報であり，政策決定者が知覚した世論
が実効的な世論であるという観点に立てば，これまで資
料の不足などから実証的な研究が進められてこなかった
当時の民衆の世論を考察することができる。
　この調査による成果については，一部を論文としてす
でに投稿済みである。また，成果の大部分が現在執筆し
ている博士論文の根幹となる。
　課題としては，海軍記念日講話に関する資料が1924年
を最後に激減し，講話官からの報告なども見られなくな
る。そのため，1920年代後半における海軍による広報・
宣伝システムの構築過程については，いまだ明らかにす
ることができない。この点についてさらなる資料発掘を
行いながら考察して行くことが今後の課題である。
（3）研究発表
・口頭発表
　中嶋晋平，『戦前期における海軍による広報・宣伝活
動の萌芽―海軍記念日講話関係資料の分析を中心に』，
20世紀メディア研究所第72回研究会，早稲田大学，2012
年11月（決定）
・論文
　中嶋晋平，「日露戦後の海軍と民衆―海軍記念日講話
関係資料の分析を中心に」『市大社会学』12号，2012年

（掲載決定）

４�．松井広志「日本ポピュラー文化におけるモノ化とそ
のグローバル・シティへの拡大�―香港における展示
イベントを事例に―」

（1）研究目的
　本プロジェクトの目的は，「ポピュラー文化における
モノ」をめぐる人々活動の論理をグローバルな文脈で読
み解くことである。
　キャラクターグッズや模型などの立体物をはじめと
した「物体的なモノ」（material things）の受容は従来，
資本主義における「商品」として論じられることが多
かった。さらに1970年代以降のポストモダン理論におい
て，「モノ」は情報消費社会における差異の体系として

「記号」を消費するひとつの表れとして位置づけられて
きた。
　しかし，1990年代以降の人類学においては，記号に還
元されないモノに固有の位相を見直す動向がある。また
社会学では，人々の「記憶」が保存・想起される物的環
境としてモニュメントやミュージアムを考察する研究が
盛んである。本研究はこれらの議論をポピュラー文化に
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応用することで，消費社会論的な「記号」として捉える
見方に加えて，「物質性」や「記憶」といった側面から
も「ポピュラー文化におけるモノ」を捉えようとしたも
のである。
　以上の理論枠組を提示した論文を著者は投稿論文とし
て提出したが，その後の課題として経験的水準での調査
研究が必要であった。その調査研究の一端として位置づ
けられるのが，本プロジェクトであった。
（2）調査内容
　上述の問題意識から「C3日本動玩博覧会」を対象と
した調査を行った。本博覧会のもととなった日本の「C3
×HOBBY」は，キャラクターグッズ・フィギュア・模
型などを展示するイベントとして国内最大級のもので，
1992年より開催されてきた。これが，東アジア地域にお
ける日本のコンテンツの人気の流れを受け，2009年より
香港でも開催されるようになった。本プロジェクトでは，
2012年 3 月 9 日から11日まで香港で開催された同博覧会

「C3日本動玩博覧会HONG KOBG 2011」への参与観察
および，そこでの送り手（主催者・出展者側）や受け手

（来場者）に対する聞き取り調査に従事した。
　本博覧会は，日本国の経済産業省や地方自治体，さら
には香港政府の関係機関が後援していることからもわか
るように，これまで経済的利益を生むコンテンツ産業の
展開といった経済的観点からのみ語られることが多かっ
た。しかし本調査では，「モノ」をめぐる人々の行為に
照準し，それをグローバル化におけるポピュラー文化の
混交や人々の移動といったより広い社会的文脈におくこ
とで，新たな側面を捉えることができた。それは，送り
手側に多く見られた産業主義や「日本文化」としてのみ
理解する立場とは異なる，受容者の現場でのリアリティ
に関するものである。具体的には，同展示会に来場した
のは香港や中国大陸の人々が多かったが，彼ら（彼女ら
は）「日本のポップカルチャー」を，もちろんある側面
では「日本」のコンテンツであることを強く意識しつつ，
同時に別の側面ではその「日本」性をそれほど意識する
ことなく受容していたことがわかった。これは，ある
意味では「モノ」を脱文脈化して受容している事例と考
えられる。たしかに受容の対象を記号論的に見ると「日
本」のコンテンツを消費しているが，より「モノ」その
ものに寄り添うと，そのような見方とはまた異なった議
論が可能になると思われる。
（3）調査成果
　本プロジェクトをめぐる方法論的課題を含んだ記述
は，本誌『都市文化研究』の「海外レポート」として本
報告書と同時に掲載される。また，本プロジェクトをそ
の一部として含む理論的枠組を示した論文は，2013年 3
月に『社会学評論』（日本社会学会発行）に掲載の論文

「ポピュラーカルチャーにおけるモノ――記号・物質・

記憶」として公表される。

５�．竹内幸絵「旧「萬年社」所蔵資料と出版物調査に基
づいた関西の広告史研究」
プロジェクト概要
　報告者は2009年から広告代理店「萬年社」と黎明期関
西の広告に着目した広告史研究を行ってきた。同社は大
阪に創業し1999年に歴史を閉じたが，この時に残された
未公開の紙資料群の調査が本プロジェクトの核となって
いる。今年度は資料群のうち「（1）黎明期資料の詳細調
査」を行った。そしてこの調査成果を基に「（2）学内展
覧会とカタログブックの作成」「（3）大阪の広告史研究
を進展させるための研究会」を主催した。
　本報告に記した成果を元に，当該研究は2012年度科研

（基盤C）に採択された。
（1）萬年社紙資料群・黎明期資料の調査
　本年の詳細調査は二種類の資料に対し行った。黎明
期蒐集ちらし1400点のスナップ撮影・サイズ計測・文
字データ採録とデータベースへの投入，及び，萬年社
創業期から戦時期に作成された「社史資料」の書き取り
である。これは【紙資料群】のうち，大型古資料152 冊

（9441 点）と社史資料16 箱（610 点）の一部である。
（2）学内展覧会とギャラリートークの実施，資料集の作成
　調査したちらし類のうち広告史資料として希少性の高
いものを接写により撮影，35点をパネルにデザインし
た。これを用い2012年 2 月 1 日（水）から27日（金）ま
で「広告創世記の紙資料からテレビ時代まで」と題した
展覧会を実施。（於：文学部棟201号情報編集室）。研究
者・メディア関係者等の来場を頂いた。 2 月10日，11日
には報告者と資料所有者大阪市立近代美術館準備室学芸
員菅谷富夫氏，テレビＣＭ調査ご担当の文学部石田教授
と報告者の 3 名でギャラリートークを行った。
　展覧会の成果としてパネル化した資料に10点あまりを
追加したカタログブック『萬年社コレクション～広告創
世記の紙資料から～』を企画発行した。また本プロジェ
クトの広報ツールとして利用するために，ちらしデザイ
ンをもとにクリアファイルを作成した。
　また書き取った「社史資料」は萬年社と大阪の広告史
の動向を知るための歴史資料として内容分類の上簡易製
本し，資料集として纏めた。
（3）大阪の広告史研究会開催（ ３回／年）

①2011年 4 月18日（月）：「里見宗次の商業美術観につ
いて―萬年社広告論叢24輯と29輯にあった里見宗次
の書いた記事を中心に」熊倉一紗（於：大阪市立大
学梅田サテライト　文化交流センター　小セミナー
室，参加者10名）

②2011年 8 月 1 日（月）：「日本製プロパガンダ・ポス
タｰに見られるデザイン的傾向に関する考察― 昭和
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館所蔵作品を中心として ―」報告者：田島奈都子
（姫路市立美術館　学芸員）（於：関西学院大学大阪
梅田キャンパス1407号室，参加者11名）

③2011年11月23日（祝）：「萬年社の出版物と同社の固
有性」報告者：木原勝也氏（元朝日新聞社広告部）

（於；Kollegium Kyoto　参加者11名）
（4�）日本広告学会�クリエーティブ・フォーラム2012�に
てパネル発表（5月12日）

　表題「旧萬年社コレクションより　明治大正期のしか
けちらし」（於；立命館大学）
プロジェクト全体の成果，課題
　昨年完成した目録を基に一部ではあるが萬年社所蔵資
料の顔が見えるまでに情報を整理できたことは本年度の
大きな成果である。また研究会では同資料群から発掘し
た内部資料（萬年社創業録）の固有性の検討や，同社と
かかわりが深く広告黎明期に活躍した関西出身の国際的
デザイナー里見宗次のこれまで認識されてこなかった動
向を調査した結果が報告された。関西の広告史研究の進
展にむけた一歩を踏み出せたといえる。
　そしてこれら本プロジェクトによる基礎研究の成果が
評価され，2012年度科研助成に採択された。期間は 4 年
間である。より深く資料調査を進展させるとともに，こ
れまで等閑視されてきた関西の広告史研究の基礎研究と
なるべく活動を継続していきたい。

６�．上森さくら「学習の共同化に関する実証的研究�―
授業における子どもの文化の交流に着目して―」

【研究会】　
・第 1 回　テーマ：国語教育における共同の追求につい

て，期日：2011年 6 月 4 日，参加者：湯浅恭正，久田
俊彦，船越勝，福田敦志，平田知美，今井理恵，上森
さくら，会場：大保連センター，議論内容：国語教育
における共同の追求のあり方を比較することを確認。
比較対象の選定。

・第 2 回　テーマ：「読み研」の特徴，期日：2011年 6
月28日，報告者：平田知美，上森さくら，参加者：湯
浅恭正，久田俊彦，船越勝，福田敦志，今井理恵，会
場：大保連センター，議論内容：「読み研」における
共同追求の特徴を明らかにした。

・第 3 回　テーマ：牛島実践における詩の授業の特徴と
「語り合う会」との相違，期日：2011年 7 月22日，報
告者：上森さくら，参加者：湯浅恭正，久田俊彦，船
越勝，福田敦志，平田知美，今井理恵，会場：大保連
センター，議論内容：牛島実践における授業及び佐藤
学の理論の特徴を析出し，「語り合う会」との相違を
明らかにした。

・第 4 回　テーマ：「語り合う会」の特徴と庄司実践に
ついて，期日：2011年 8 月23日，報告者：平田知美，

今井理恵，参加者：湯浅恭正，久田俊彦，船越勝，福
田敦志，上森さくら，会場：大保連センター，議論内
容：「語り合う会」の共同追求の特徴を明らかにした。

・第 5 回　テーマ：「語り合う会」の特徴と庄司実践に
ついて，期日：2011年 9 月 5 日，報告者：平田知美，
今井理恵，参加者：湯浅恭正，久田俊彦，船越勝，福
田敦志,上森さくら,会場：大保連センター ,議論内容：
前回に引き続き「語り合う会」の共同追求の特徴を明
らかにした。

【調査】
・2011年 9 月30日　秋田大学附属小学校にて国語教育実

践のデータ収集と教師へのインタビューを行った。生
活と国語教育の交わりにおいて都市と比較するデータ
が得られた。

・2012年 1 月　全国生活指導研究協議会近畿地区大会に
参加，インタビュー調査

　京都市内での生活指導実践についてデータを得られた。
・2012年 2 月　大阪府箕面市立Ａ小学校において観察・

インタビュー調査
　 大阪府における高所得層が多く通う学校での生活指導

のデータを得られた。
【全体成果と課題】
　文学の読みの授業に焦点を当て，文学の読みの授業に
おける共同化の論点について次の三点を導き出した。第
一には，文学作品の文脈に即しながら，自己の生活現実
のコンテクストに立脚して読んでいくという読みの当事
者性である。二には，自己の自立（生き方）の物語を批
判的・共同的に問い直す当事者性である。第三には，作
品の解釈を新しく解釈しなおす当事者性である。
　多様な生活現実から子どもらがそれぞれ学校へ抱えて
くる文化を，作品の解釈を共同的に新しくしていく授業
を通じて，どのように問い直すかということ，またどの
ような方向に導こうとするかという論点を提起したもの
である。
　また，生活指導における教師の成長を研究する中で，
大阪での「共同性の志向と公共性の追求」を軸とした生
活指導のあり方を明確にすることができた。
　上記二点の研究と，UCRC研究員としてプロジェクト
外で取り組んでいた研究と連関させて島根大学で講座講
演を行っているが，このように大きく一つの成果として
博士論文にまとめていきたい。
　今後はアメリカ多文化教育の中での社会的正義の理論
に着目し, 集団指導の理論の追求を進めていこうと考え
ている。

【発表】
（学会発表）
・上森さくら「生活指導における教師の成長―信念の深

化に焦点を当てたライフヒストリー的研究―」日本教
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育方法学会第45回大会（於：秋田大学／2011年10月）
にて発表。

・今井理恵，上森さくら，長瀬美子，久田俊彦，平田知
美，福田敦志，船越勝，湯浅恭正「文学の読みの指導
を介した学習の共同化―授業指導の論点整理を中心に
―」日本教育方法学会第45回大会（於：秋田大学／
2011年10月）にて発表。

（その他）
・「特別なニーズと学級づくり・学校づくり」（湯浅恭正，

共著）山下政俊，湯浅恭正編著『新しい時代の教育方
法』ミネルヴァ書房，2012年，122－139頁（担当部
分：132－138頁）

・上森さくら「生活指導の理論的追求と教師の成長」島
根大学講座講演（於：島根大学松江キャンパス／2012
年10月）にて講演。

７．田原憲和「ルクセンブルク語コイネー研究会」
　本プロジェクトでは， 7 月に研究会を開催するととも
に，12月に論文集である『ルクセンブルク学研究』第 2
号を発行した。以下，それぞれについて概要を説明する。
研究会について
ルクセンブルク語コイネー研究会（参加者 8 名）
2011年 7 月23日（土）大阪市立城北市民学習センター
報告 1 ：田原憲和（UCRCドクター研究員）「ディック
スによる言語創出への試み―ルクセンブルク語拡充の原
行為―」，報告 2 ：田村建一（愛知教育大学）「ルクセ
ンブルクのポルトガル系生徒をめぐる言語状況」，報告
3 ：小川敦（招待講師：一橋大学）「ルクセンブルクに
おける国民意識と言語―第二次世界大戦から1984年の言
語法まで―」，報告 4 ：木戸紗織（大阪市立大学大学院）

「Wie die luxemburgische Bibel den heutigen Zustand 
des Luxemburgischen in der Triglossie beeinflusst」
　今回の共通テーマは「多言語都市（国家）における言
語と言語意識の相対化」であり，これに沿って 4 つの報
告が行われた。それぞれの報告は，ドイツ語ならびにド
イツ文化からの脱却によるルクセンブルク語創出の試み

（田原），ルクセンブルク最大の外国系住民であるポルト
ガル人生徒をめぐっての諸問題（田村），ルクセンブル
クの国民意識ならびに言語意識醸成課程における志向の
絶対化と相対化（小川），ルクセンブルク語聖書がルク
センブルクの三言語並存（トリグロシア）にどのような
影響を及ぼしうるか（木戸）という観点からの報告で
あった。
論文集について

『ルクセンブルク学研究』第2号
掲 載 論 文： 論 文 1 ：「Versuch zur Sprachherstellung 
von Dicks – die Vorarbeiten zum Ausbau des 
Luxemburgischen」（田原憲和），論文 2 ：「人口変動と

言語―ルクセンブルク・イデオロギーからの基礎的研
究」（小川敦），研究ノート：「三言語併用社会における
ルクセンブルク語訳聖書―『Evangeliar』序文―」（木
戸紗織）
　上記のように，論文集『ルクセンブルク学研究』第 2
号には論文が 2 篇，研究ノートが 1 篇掲載された。これ
を国内のおよそ20の大学およびおよそ30人の研究者に送
付した。また，ルクセンブルク大学やルクセンブルク文
学センターなど在ルクセンブルクの諸機関および研究者
に対しても配布し，その成果を広く公表した。

８�．佐藤　量「戦前上海における中国人への日本語教育
政策」
プロジェクトの成果概要
 本プロジェクトでは，戦前上海における中国人への日
本語教育政策について，戦前上海にあった日本人学校で
ある東亜同文書院を事例に資料調査を実施した。資料調
査は，東亜同文書院の研究センターが設置されている愛
知大学豊橋校舎で実施した。また当該領域に関連する研
究会にも積極的に参加し，とりわけ，定期的に定例研究
会を開催している上海史研究会（日本大学・高綱博文教
授主催）を中心に参加した。また，2011年 7 月には上海
史研究会が愛知大学で開催されたこともあり，研究会参
加と資料調査を同時に実施した。
研究会参加
・2011年 6 月18日
日本大学（水道橋キャンパス）にて開催された上海史研
究会に参加。来年度に出版予定の書籍（朱珉・岩間一
弘・金野純・髙綱博文編著，2012，『上海・都市生活の
現代史』風響社）の書評を依頼される。2012年 7 月 7 日
に書評会が実施された【※ 1 】。

【※ 1 】上海史研究会書評会
日時：2012年 7 月 7 日（土）16:00～18:00
場所：日本大学通信教育部1号館地下会議室
内容：書評会
報 告：佐藤量「生活者から見た上海100年の歴史」（岩間

一弘他，2012，『上海・都市生活の現代史』風響社）
　なお，上記の発表内容は，『東方』379号（2012年 9
月）に採録されている【※ 2 】。

【※ 2 】佐藤量，2012，「生活者から見た上海100年の歴
史」，『東方』東方書店，379:32-36（朱珉・岩間一弘・金
野純・髙綱博文編著，2012，『上海・都市生活の現代史』
風響社）
・2011年 7 月23日・24日
愛知大学（豊橋校舎）にて開催された上海史研究会と大
陸新報研究会の合同研究会に参加。23日は研究発表，24
日は安城市歴史博物館を参観。歴史博物館では，海軍兵
士故中根一郎氏が上海やその郊外等で撮った写真（約
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650枚）を，ご遺族のご厚意により特別に見学した。
・2011年12月17日
日本女子大学（目白キャンパス）にて開催された「満州
国」文学研究会主催シンポジウム「植民地都市を掘り起
こす：大連をめぐる記憶学」に参加し，研究報告を行っ
た。
日時：2011年12月17日
場所：日本女子大学（目白キャンパス）
報 告：佐藤量「植民地都市大連の記憶地図：「たうん

まっぷ大連」をめぐって」
　本報告では，戦前中国の租界・租借地に生活していた
日本人と中国人の記憶・表象について，上海と大連を事
例に発表した。本シンポジウムは，科学研究費補助金
基盤研究C「旧満洲地域の都市歴史文化地図シリーズ第
一分冊「大連，旅順編」の制作」（代表：木ノ内誠）と，

「満洲国」文学研究との共催である。
調査内容
2011年 6 月10日
　東京都中野区における戦前上海の日本人学校出身者

（中野区在住N氏）へのインタビュー調査を実施。イン
タビューでは，戦前上海は租界によって各民族がすみ分
けられていたものの，学校にはいろんな民族の子弟が
通っておりその交流は活発であったことが明らかになっ
た。またN氏には，今後継続的にインタビューを実施す
るアポイントメントをとることができた。
2011年 7 月24日
　愛知大学東亜同文書院記念センターにて，東亜同文書
院同窓会「滬友会」に関する資料調査を実施した。同セ
ンターの所長を務める藤田佳久教授と同センター研究員
の武井義和氏とともに滬友会同窓会誌「滬友」を調査し，
1930年代～40年代における東亜同文書院の中国人学生の
人数，出身地，卒業後の進路などを調査した。今後も継
続して調査を実施する。
今後の調査および成果発表
・調査
　上海にて現地調査を実施する。2012年度はすでに 3 回
の上海調査を実施し（2012年 1 月 9 日～ 3 月29日， 7 月
24日～ 8 月 1 日， 9 月24日～10月 2 日），12月にも1週間
程度の調査を予定している。上海調査では，上海市档案
館と上海市図書館蔵書楼を中心に，戦前上海における日
本人学校関係資料の調査を実施する。
・成果発表
佐 藤量，2012，「生活者から見た上海100年の歴史」，『東

方』東方書店，379:32-36（朱珉・岩間一弘・金野純・
髙綱博文編著，2012，『上海・都市生活の現代史』風
響社）

2012年度ドクター研究員
プロジェクト中間報告

１�．中谷　惣「中世イタリア都市における政治と司法の
動態的研究」

（1）プロジェクトの目的
　本プロジェクトの目的は，13世紀から15世紀までのイ
タリア都市における政治と司法の関係を明らかにするこ
とである。海外では近年，都市における裁判とそこへの
政治権力の介入について，ボローニャやフィレンツェ，
ペルージャといった都市を対象に盛んに議論が行われて
いる。これまで私はトスカーナの都市ルッカを対象に裁
判記録から紛争や裁判の実態面について研究してきたが，
本プロジェクトでは，法を中心とする司法の領域に，法
には縛られない政治の領域での決定がどれほど影響を及
ぼしていたのかを，議会議事録を基に考察している。
（2）調査内容
　国内には所蔵のない，ルッカの議会議事録の刊行史料
3 巻を入手し，その分析に当たった。この史料が対象と
する1369年から1372年は，都市ルッカが近隣のピサから
解放され，自由共和国の体制を築いた時期である。この
時期のルッカの政治機関は，最高決定機関である大評議
会と，実際の実務に当たる執政府のアンツィアーニに分
けられるが，議会議事録には，アンツィアーニが発議し
大評議会で議論がなされ決議が行われている模様や，ア
ンツィアーニが単独で決定を行っている様子が見られた。
その内容を分析していくと，徴税，軍事，政治的取り決
めなどとともに，司法に関わる問題として，抑圧的な司
法原理の導入と有罪判決への恩赦に関する規定が確認さ
れた。この抑圧的司法と恩赦は相反するように見えて，
法を乗り越える政治側の活動という点で表裏一体のもの
であるように思われる。今後は，史料が刊行されていな
い1373年以降の議会議事録を分析するとともに，ボロー
ニャなどの他都市の事例との比較を行いながら，ルッカ
における共和国時代の政治体制の確立における司法政策
の意味について考えていきたい。
（3）成果の発表
　本研究の内容の一部は，2012年10月27日の関西中世史
研究会（於京都大学）において「中世イタリアの司法と
政治――例外，自由裁量，恩赦」という題目で報告し，
フランス史やドイツ史の研究者から貴重な意見を多くい
ただいた。これを参考に，今後はより広い視野の下で研
究を進め，2012年度末には，すでに寄稿が決まっている，
イタリア史家ブラッチェル教授の退官記念論集への英文
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論文において本プロジェクトの成果を公表する予定であ
る。

２�．松井広志「モノとしてのポピュラー文化�―展示イ
ベントにおける記号・物質・記憶―」

（1）目的
　本プロジェクトは，展示イベントを具体的なフィール
ドとして，「モノとしてのポピュラー文化」の社会的意
味について捉えることを目的とする。
　キャラクターグッズやフィギュア，模型などについて
は，一般的にはコンテンツ産業のひとつとして語られる
ことが多い。また学術的な議論においても，アニメやマ
ンガ，映画などのヴィジュアル文化を中心とする発想で
は，キャラクターグッズやフィギュアは，視覚的コンテ
ンツから派生した二次的生産物として扱われるにすぎな
かった。本研究では，「モノ」に照準する枠組を援用す
ることで，より総合的にキャラクターグッズやフィギュ
ア，模型といった「モノとしてのポピュラー文化」の受
容を捉えることを目指す。
　そのため，従来のメディア文化研究で主流であった，
情報内容としてのコンテンツに着目する記号論的な視点
からの分析に加えて，モノ理論による「ある物質に固有
の触感」を重視する立場，あるいは集合的記憶論からの

「物的環境」によって想起・共有される文化の記憶とい
う方向からも分析を行っていく。
（2）内容
　展示における文化受容では，日常的な視聴行動に比べ
て「モノ」がひとつの中心として焦点化されやすい。そ
こでは，コンテンツや情報といった記号としての側面だ
けではなく，視覚的世界からはみ出す質感（触感）の受
容や，モノの展示をめぐって顕在・潜在する集合的記憶
の想起が観察されると考えられる。
　調査対象としては，数多くのポピュラー文化関連の展
示会のなかでも「モノ」に注目したものを選んだ。そし
て，送り手（主催・後援する官公庁と企業の関係者）と
受け手（当日の展示会への来場者）に対する聞き取り

（半構造化式インタビューを予定）および，展示会への
参与観察を含む調査を行った。具体的には，日本最大級
のキャラクターグッズ・ホビーの展示会である「キャラ
ホ ビ2012 C3×HOBBY」（2012年 8 月25-26日， 於： 幕
張メッセ国際展示場）を調査対象に設定した。
（3）成果
　本稿執筆時（10月末）時点で上記の調査は完了してお
り，一定の人数の聞き取りや現場での観察データを得る
ことができた。現在はその整理と分析に従事していると
ころである。その成果報告を含んだ口頭発表を，2012年
11月の日本社会学会大会で行う予定となっている。

３�．佐々木洋子「心身の不調への対処行動の実態解明に
向けた調査研究」

　本プロジェクトは，人びとの心身の不調への対処行動
（以下「病気関連行動」）の実態を解明することを目的と
して行われている，工藤直志（金沢大学），株式会社応
用社会心理学研究所との共同研究プロジェクト（「人々
の病気行動にかんする調査研究」）の一環である。「人々
の病気行動にかんする調査研究」では，2010年度に一般
の人びとを対象とした「不調時の対処行動にかんする調
査」 （モニタによるインターネット調査）を行い，基礎
的な分析を進めてきた。
　本プロジェクトでは，「人々の病気行動にかんする調
査研究」において明らかになった知見を精緻化し，不調
時の対処行動のモデル化を目指して分析・検討を行うと
ともに，これらの研究成果を広く公開することを予定し
ている。
　現在までに 7 回の研究会を開催している。研究会は毎
月，応用社会心理学研究所内にて開催されており，参加
者は，工藤直志（金沢大学），八木秀泰（応用社会心理
学研究所），岩林明美（応用社会心理学研究所），古谷文
男（応用社会心理学研究所），佐々木洋子（UCRCドク
ター研究員）と他 1 ～ 2 名（応用社会心理学研究所）で
ある。共同研究者の一人が遠隔地在住のため，Web会
議を導入している。最終的な報告書のとりまとめのため
に合同研究会も予定されている。報告書は製本して配
布するとともに，株式会社応用社会心理学研究所のHP
上でも公開される予定である（一部は公開済み）。また，
これらをもとに，次年度以降に大規模な調査を行い，プ
ロジェクト全体をさらに発展させるための準備を進めて
いる。
（研究会）
　2012年 4 月13日には，報告書作成のための体制やス
ケジュール確認，データの一部についての議論を行っ
た。 5 月28日には，報告書で主として取り扱う内容およ
び章構成案の提案，データの一部についての議論を行っ
た。 6 月20日には，報告書の章構成および執筆担当者の
確定と，データの一部についての議論を行った。 7 月19
日には，報告書作成に向け，各章で掲載する図表の確定
などを含めた執筆内容の確認を行い，報告書の配布部数
やHPの掲載について検討した。また，今後の研究の発
展に向けての議論を行った。 8 月 7 日には，報告書の執
筆内容についての報告・検討およびデータの一部につい
ての議論を行った。 9 月 7 日には，報告書の執筆内容に
ついての報告・検討およびデータの一部について議論を
行った。また，今後の調査に向け，近年のインターネッ
トリサーチ事情や日本における社会調査の回収率，調査
会社の利用についても議論を行った。10月17日には，執
筆内容についての報告・検討およびデータの一部につい
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て議論を行い，今後のスケジュールの確認を行った。

４．木戸紗織「ルクセンブルク学研究会」
　本研究会では，ヨーロッパの要衝であり独仏の緩衝地
帯でもあるルクセンブルクで観察される言語，文化，文
学から経済や国際関係に至る諸問題を複合的に取り上げ，
検討する。さらに，これらの議論を通して学際的な研究
者のネットワークを構築し，研究成果を多言語，多文
化都市の一例として広く公開することを目指す。本研究
会は2007年度よりドクター研究員プロジェクトとして開
催されているものだが，今年度より対象をコイネー（共
通語）からルクセンブルクに関するすべての分野に広げ，
包括的なルクセンブルク学研究を行っている。今年度は，
2 回の研究会および機関紙『ルクセンブルク学研究』第
3 号の刊行を予定している。
研究会
第 1 回研究会（参加者15名）
報告 1 　高橋秀彰（関西大学）

「ルクセンブルクとスイスにおける言語政策の対照研究
―ドイツ語圏の半中心地でのアイデンティティ構築につ
いて」
報告 2 　西出佳代（北海道大学大学院）

「音響音声学的アプローチによるルクセンブルク語の母
音の分析」
日時：平成24年 7 月28日
場所：立命館大学大阪キャンパス第5教室
　言語政策に関するルクセンブルクとスイスの比較研
究（高橋）は，方言と母語の間で揺れ動くアイデンティ
ティに着目した発表である。ドイツ語圏スイスは，標準
ドイツ語とその方言の二言語併用社会（ダイグロシア）
という点でしばしばルクセンブルクと比較されるが，ル
クセンブルク語とスイス・ドイツ語は個別言語と方言と
いう対照的な立場に置かれている。多言語国家としてし
ばしば例に挙げられるスイスと比較することで，ルクセ
ンブルク研究の新たな課題が提示された。音声学の視点
からルクセンブルク語の分析を試みた発表（西出）では，
発表者が現地で録音したネイティブ・スピーカーの音声
データをもとに，ルクセンブルク語の母音の実態解明を
試みるものである。ルクセンブルク語の文法に関する発
表は過去の研究会でも度々行われたが，音響解析ソフト
を用いた音声学的見地からの分析は初であり，本発表に
より先行研究が示すルクセンブルク語の標準発音と実際
の発音が必ずしも一致していないことが浮き彫りとなっ
た。
第 2 回発表会（予定）
報告１：小川敦（一橋大学特別研究員）
　「ルクセンブルクにおけるドイツ語の位置づけ　－公
用語の視点から－」

報告 2 ：田村建一（愛知教育大学）
　「ルクセンブルク語とドイツ語の知識内容を表す間接
話法　－接続法使用の条件－」
特別講話：岸本雄次郎（立命館大学，元ルクセンブルク
住友信託銀行副社長）
　「90年代後半ルクセンブルク駐在雑感」
日時：平成24年11月17日
場所：立命館大学東京キャンパス
成果報告
　本プロジェクトによって得られた成果は，論文集『ル
クセンブルク学研究』（Studia Luxemburgensia）にお
いて公表される。本論文集は国内およびルクセンブルク
の研究機関に配布しており，研究成果を広く公開するこ
とができる。

５�．石川　優「ポピュラーカルチャー研究の領域横断的
な方法論の検討―「やおい/ボーイズラブ」を対象に―」

（1）プロジェクトの趣旨
　現在，男性間の恋愛を主題とした女性向けの作品群で
ある「やおい/ボーイズラブ（BL）」を対象とする研究
が盛んにおこなわれている。しかし「やおい/BL」への
学術的関心が高まる一方で，研究のための分析手法や理
論は充分に整備されているとはいい難い。そこで本プロ
ジェクトは，さまざまな学問領域が交錯する「やおい/
BL」研究を方法論という視点から整理することで，領
域横断的な方法論の可能性について検討し，「やおい/
BL」研究のさらなる発展を目指す。
（2）活動の体制と実績
　本プロジェクトの主軸は，シンポジウムの開催であ
る。指導教員は三上雅子，研究協力者は東園子（大阪大
学），木下衆（京都大学），西原麻里（同志社大学），秦
美香子（花園大学）である。研究代表者と研究協力者を
含む「大阪腐女子研究会」のメンバーを中心として，本
プロジェクトの採択後，計 5 回の研究会を実施し（ 6 月
8 日， 7 月 2 日， 8 月 9 日， 8 月13日， 8 月30日）， シ
ンポジウムの開催に向けて綿密な話し合いを重ねた。
（3）シンポジウムの概要
　シンポジウム「やおい/BLを研究する——方法論と
ディシプリン」は下記の要領で実施した。日時：2012年
9 月 9 日（日）14時～17時，於天神橋アートセントー，
司会：木下衆（京都大学），登壇者：東園子（大阪大学），
石川優（大阪市立大学），杉本＝バウエンス・ジェシカ

（京都精華大学），西原麻里（同志社大学），共催：大阪
腐女子研究会，協力：大阪市立大学都市研究プラザ，京
都社会調査研究会，参加人数：35名。
　第一部の研究報告では， 4 名の登壇者がこれまで経験
してきた研究トレーニング，自身の研究で採用した分析
手法や理論について報告した。第二部の全体討論では，
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会場からの質疑を中心に，「やおい/BL」をいかに研究
できるのかという可能性と課題について議論した。
（4）予想される成果
　シンポジウムでの討議から，学問領域によって「やお
い/BL」に対する多様なアプローチの可能性があること，
学問領域の差異を超えた方法論的な共通点があることな
どが明らかになった。また，「やおい/BL」研究を志す
学生をいかに指導するのかという教育上の課題も新たに

浮上した。このような論点や課題は「やおい/BL」研究
だけでなく，ポピュラーカルチャー研究全体に共通する
と考えられる。大衆的な文化をいかに研究し，いかに学
生を教育するのかという問題を領域横断的に検討する本
プロジェクトの成果は，ポピュラーカルチャー研究の発
展に寄与するものとなるだろう。今後は，定例研究会で
さらに議論を深め，報告書の作成や論文の投稿といった
形での成果公表を目指す。
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2012年度ドクター研究員一覧

氏　名 指導教員 テ―マ

1 岡
オカムラ

村　俊
トシフミ

史 仲原　孝 文化理解のパースペクティヴ性と創造性に関す解釈学的分析

2 牧
マキ

　飛
アスカ

鳥 栄原　永遠男 大阪地域を中心とした陵墓等を事例とする文化財の現状についての研究
古代日本における服喪と解官についての研究

3 竹
タケウチ

内　亮
リョウ

栄原　永遠男 日本古代都城および周辺地域における寺院造営の社会的意義に関する研究

4 竹
タケモト

本　晃
アキラ

栄原　永遠男 万葉古代学からみた古代の都と天皇・皇族・官人

5 植
ウエノ

野　良
リョウコ

子 栄原　永遠男 皇統の継承と政治組織の構造

6 山
ヤマシタ

下　聡
ソウイチ

一 塚田　孝 都市大坂における塩の流通と都市社会

7 三
ミタ

田　智
サトコ

子 塚田　孝 近世畿内のかわた村と地域社会　―泉州南王子村と信太郷―

8 羽
ハダ

田　真
シンヤ

也 塚田　孝 日本近世における地域社会構造と都市性の展開

9 齊
サイトウ

藤　紘
ヒロコ

子 塚田　孝 近世和泉国における村落社会と領主支配の研究　―伯太藩領を中心に―

10 天
アマノ

野　忠
タダユキ

幸 仁木　宏 戦国織豊期における武家の支配拠点と権力構造の研究

11 古
フルノ

野　貢
ミツギ

仁木　宏 中世後期守護の都市支配にみる支配構造の特質の比較検討

12 稲
イナガキ

垣　翔
ショウ

仁木　宏 中世後期における守護権力の統治構造と地域社会

13 西
ニシオ

尾　泰
ヤスヒロ

広 佐賀　朝 近現代日本の地域社会構造に関する研究　―大阪府南王子村（八坂町）の分析を中心に―

14 永
ナガタ

田　拓
タクジ

治 井上　徹 漢晋期における荊州　―出土資料と文献史料との併用の試み―

15 室
ムロヤマ

山　留
ルミコ

美子 井上　徹 古代中国の地域文化に関する基礎的研究　―各主要都市の墓葬文化の比較検討―

16 辻
ツジ

　高
タカヒロ

広 井上　徹 江西における裁釐統捐の実施と江西都市社会

17 穴
アナザワ

沢　彰
ショウコ

子 平田　茂樹 裁判史料からみた宋代都市の人間関係

18 木
キムラ

村　容
ヨウコ

子 大黒　俊二 15世紀イタリアにおける説教のルールと実践　―あるフランチェスコ会説教師の日誌―

19 中
ナカヤ

谷　惣
ソウ

大黒　俊二 中世後期イタリア都市における司法と政治

20 桑
クワジマ

島　穏
ヤスキ

大黒　俊二 1940-50年代のガーナTheNorthernTerritoriesにおける中等教育と都市エリートの形成

21 村
ムラカミ

上　司
モトキ

樹 大黒　俊二 盛期中世スペイン北部における都市教会関係

22 早
ハヤカワ

川　美
ミアキ

晶 大黒　俊二 『新バシレイオス伝』に見る、死後の世界観と10世紀コンスタンティノープル社会

23 貝
カイバラ

原　哲
アキオ

生 大黒　俊二 初期中世エジプトの教会と社会

24 嵩
カサイ

井　里
リエコ

恵子 大黒　俊二 慈善・救済活動からみた中世・近世における北フランス都市社会　―パリを中心に―

25 前
マエダ

田　充
ミツヒロ

洋 北村　昌史 第二帝政期ドイツにおけるクルップ社の対外商業活動と海軍への影響

26 米
ヨネオカ

岡　大
ダイスケ

輔 北村　昌史 ハプスブルク治下ボスニアにおけるムスリム知識人の啓蒙活動

27 犬
インドウ

童　芙
フサ

紗 北村　昌史 19世紀ハンブルクにおける市民の協会活動と合唱協会

28 中
ナカジマ

嶋　晋
シンペイ

平 石田　佐恵子 戦前期における日本海軍の広報宣伝活動と世論

29 松
マツイ

井　広
ヒロシ

志 石田　佐恵子 モノとしてのポピュラー文化　―記号・物質・記憶―

30 竹
タカウチ

内　幸
ユキエ

絵 石田　佐恵子 モダニズム期以降の広告史研究　―「萬年社資料」と「プランゲ文庫」資料を核として―

31 秋
アキカゼ

風　千
チエ

恵 石田　佐恵子 障害とジェンダー　―特に就労に関する問題を中心に―

32 松
マツダ

田　いりあ 石田　佐恵子 消費空間としてのメディアと身体の相互作用に関する研究

33 祝
シュク

　方
ホウエツ

悦 石田　佐恵子 中国における知日ブームの新たな動向　―『知日』への考察を通じて―

34 渡
ワタナベ

辺　拓
タクヤ

也 進藤　雄三 建設産業における下層労働の変容と実態の解明に向けた社会学的研究

35 佐
ササキ

々木　洋
ヨウコ

子 進藤　雄三 社会問題への取り組みにみられる医療化現象

36 太
オオタ

田　美
ミホ

帆 川野　英二 日仏比較研究における家族介護者支援のあり方の検討

37 磯
イソ

　直
ナオキ

樹 川野　英二 フランスの大都市「郊外」及び地方都市における柔道実践
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氏　名 指導教員 テ―マ

38 宮
ミヤザキ

崎　弦
ゲンタ

太 池上　知子 交換的な対人関係と拒絶への脆弱性　―都市的対人関係がもたらす弊害―

39 矢
ヤダ

田　尚
ナオヤ

也 池上　知子 都市的心性としての競争志向性とその感情的・行動的帰結

40 新
アライ

居　佳
ヨシコ

子 山　祐嗣 都市・市民の合理的思考における因果推論の研究

41 空
ソラマ

間　美
ミチコ

智子 佐伯　大輔 自己制御の発達における文化的要因の検討

42 上
ウエモリ

森　さくら 湯浅　恭正 小学校教師の民主的自治活動の指導に関する教育方法学的研究　―公共性の指導に着目して―

43 広
ヒロセ

瀬　美
ミチヨ

千代 湯浅　恭正 都市における福祉教育の実践とその課題に関する研究　―小学校、高校教員への聞き取り調査から―

44 熊
クマガイ

谷　美
ミカ

香 大場　茂明 バブル経済崩壊以降の大都市における居住地域構造の変容に関する地理学的研究

45 川
カワグチ

口　夏
ナツキ

希 大場　茂明 大都市における衰退地区の再生　―大阪とパリの比較を通じて―

46 松
マツバラ

原　仁
ヒトミ

美 水内　俊雄 フランス・パリ青年支援センターの地域就労支援事業に関する実態調査

47 高
タカシゲ

重　久
クミ

美 村田　正博 平安朝の和歌の研究　―能因を中心に―

48 江
エトウ

藤　高
タカシ

志 村田　正博 平安前期文学における批評意識の生成と背景　―雅俗及び文士を中心とした観点から―

49 王
オウ

　秀
シュウバイ

梅 丹羽　哲也 日本語語義・語法の変遷と漢文訓読

50 藪
ヤブザキ

崎　淳
ジュンコ

子 丹羽　哲也 現代日本語の助詞

51 小
オガサワラ

笠原　愛
アイコ

子 小林　直樹 『今鏡』の叙述意識に関する研究

52 劉
リュウ

　慶
ケイ

久堀　裕朗 日本の古典演劇と中国古典との関わりについて

53 田
タブチ

淵　欣
キンヤ

也 松浦　恆雄 元・明代における楊家将物語の変遷について

54 増
マスイ

井　一
カズヒロ

弘 田中　孝信 現代英文学における第二次世界大戦を巡る表象と作家の記憶とトラウマをめぐって

55 竹
タケウチ

内　一
カズタカ

高 神竹　道士 19世紀前半のベルリン、そしてウィーンでの文学活動　―アイヒェンドルフを中心として―

56 木
キド

戸　紗
サオリ

織 神竹　道士 多言語社会ルクセンブルクの協会における言語の使い分けについて

57 田
タジマ

島　昭
アキヒロ

洋 神竹　道士 ウィーンの政治とシューベルト　―オペラの検閲を中心に―

58 辻
ツジ

　昌
マサコ

子 津川　廣行 フランス世紀転換期における文学と大衆ジャーナリズム

59 中
チュウジョウ

條　健
タケシ

志 福島　祥行 国家による「移民」の歴史化に関する研究　―フランス国立移民歴史館設立をめぐる議論を事例に―

60 有
アリタ

田　豊
ユタカ

福島　祥行 宗教改革以降におけるヴァルド派のアイデンティティに関する研究

61 今
イマナカ

中　舞
マイコ

衣子 福島　祥行 言語文化学習活動における協同作業プロセスの研究

62 新
ニイミ

實　五
イホ

穂 白田　由樹 異性装にみる19世紀パリの都市文化

63 石
イシカワ

川　優
ユウ

三上　雅子 ポピュラー文化から生成される創造可能性に関する研究　―「やおい」を中として―

64 芝
シバタ

田　江
エリ

梨 三上　雅子 欧米からの近代舞踊の移入と大阪での発展

65 王
オウ

　静
セイ

多和田　裕司 中国諸都市における文化創造とその可能性に関する研究　―茶文化を事例に―

66 佐
サトウ

藤　量
リョウ

中川　眞 戦前上海における学校教育と対敵協力者

67 今
イマノ

野　泰
タイゾウ

三 山﨑　孝史 パレスチナにおけるイスラーム系NGOの活動・効果に関する基礎研究
―日本の市民社会とイスラーム系NGOの連携に関するヴィジョン・方策の作成に向けて―

68 金
キンジョウ

城　美
ミユキ

幸 山﨑　孝史 パレスチナ難民の旧村落についての地誌的記録の収集と復元

69 王
オウ

　傑
ケツ

松浦　恒雄 李卓悟の湖北麻城における文化的、社会的活動に関する考察

70 金
カネコ

子　祐
ユウキ

樹 野崎　充彦 17世紀初頭の朝鮮における道徳観念の諸相　―共時的考察を中心に―

71 柳
ユウ

　静
チョンア

我 井上　徹 伝統中国の都市を中心とする地域社会の比較史的研究

72 塩
シオ

　卓
タクゴ

悟 平田　茂樹 近世中国の都市における食肉文化の状況と肉食に対する宗教の影響に関する研究

73 田
タホ

保　顕
アキラ

伊地知　紀子 「グローバル言語」としての英語と都市社会の形成　―釜山にみる「世界都市」への試み―
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