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　福沢諭吉（１８３５～１９０１）が主宰していた新聞『時事新報』（１８８２～１９３６）の社
説の起草者を新たな方法論によって判別したうえ、その中から福沢由来の社説を選び出すこ
とでジャーナリストとしての福沢の全体像を再構成しようとしています。加えて判別の方法
論の確立のために、まず福沢の署名入著作の本文をデータベース化し、それらを基礎資料とし
つつ、無署名社説と語彙・文体の比較を行っています。福沢執筆と推定される全集非収録社説
はテキスト化して、署名入著作ともどもネット上のサイト「平山洋氏の仕事」で公開していま
す。
　本研究の具体的な目的は福沢健全期（１８８２・３～１８９８・９）の全社説の起草者を判
定することで、現行版福沢全集の「時事新報論集」（第９巻～第１６巻）に適切な加除を施すこ
とです。

●連　絡　先

福沢諭吉の思想について研究しています。

福沢諭吉，時事新報，石河幹明，井田進也，丸山真男，脱亜論,
安川寿之輔，慶應義塾，日清戦争

TEL.054-264-5388　FAX.054-264-5388

国際言語文化学科　平山 洋
福沢諭吉の全集未収録社説の発掘
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　90年代後半以降、日本では第二次世界大戦についての議論が次第に白熱しはじめ、戦争は
大衆文化（映画、マンガ等）でもよく取り上げられるテーマとなった。ドイツでは60年以上に
わたるいわゆる「過去の克服」に、「ホロコーストのメモリアル」の完成によってとりあえず終
止符が打たれたが、日本のほうは議論の終わりがまだ見えない。グローバル化の中で世界にお
ける自分の位置を探している日本と日本人のアイデンティティーが、過去と密接につながっ
ている問題であることは、特にバブル崩壊後にメディアで取り上げられている戦争責任論で
よく表わされている。日本と似た歴史を持つドイツと比較して、その戦争責任論の相違点と共
通点を明らかにし、ドイツの成功と失敗から日本が何を学べるかが、研究のアピールポイント
である。
　第二次世界大戦（または太平洋戦争、１５年戦争、）の大衆化は最近の現象ではない。実は
５０年代から様々なジャンル（映画、文学）で戦争体験は取り上げられていた。７０年代から
８０年代にかけて戦記マンガのブームも見られる。９０年代から、大衆向けの戦争映画や小説
がベストセラーになった。戦争を描写する漫画は過去と現在、日本とアジアとの関係などの
テーマは、以前よりも日本社会で注目の的となった。それは元々人気のあるジャンルである
「日本人論」の延長であると言える。そういう映画、マンガの中で日本人であることはどう描写
されているか、その内容が観衆や読者のアイデンティティ形成にどう影響しているかが、本研
究の目的である。

「文学とエコ批判国際学会」　スペイン　2015年7月15日～17日 ゼミの卒業生と一緒に

「ドイツ語圏（ドイツ・スイス・オーストリア）を中心に、ヨーロッパの文化・社会・歴
史への理解を深めるための、文化交流ほか各種交流を行う組織等の支援ができる。相
談、講演、翻訳・（逐次）通訳（ドイツ語、日本語、英語）、分野別の要綱作成など。」

戦争責任，文化とアイデンティティ，集合的記憶，日本人論

国際言語文化学科　ファイファー・マティアス
戦争責任、アイデンティティと国際関係
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TEL.054-264-5342　FAX.054-264-5342
https://twitter.com/y_y_project（焼津＆八雲YYプロジェクト 情報発信ページ）

国際言語文化学科　細川 光洋

「地域資源としての文学」－文学を文化資源としてと
らえ、新しい地域の魅力を創出する
焼津＆八雲YYプロジェクト

●連　絡　先
●Twitter
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平成28年度 「地域みらい研究賞」（静岡県立大学）受賞。
焼津魚河岸マーク入り「八雲手拭い」「妖怪手拭い」（2017）、「焼津やい
ちゃんLINEスタンプ」制作（2017）���������������������������
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国際言語文化学科　堀内 賢志
ロシア極東地域開発とロシアの東方政策に関する研究
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　静岡県の政治は日本政治の縮図といわれて久しい。しかしそんな静岡県の政治にも大きな
構造変動の予兆が見られる。こうした予兆の持つ意味を考察することが本研究のアピ－ルポ
イントである。

　目的・概要は2008年7月刊行の拙著『静岡の政治　日本の政治』（静岡新聞社、静新新書25）
の「はじめに」に記した通りである。比較（国際・国内）と政治史（過去との比較）という方法を
駆使して、静岡県の政治の構造変動を分析している。「保守王国」とのみ言われることの多い
静岡政治の新たな顔を発見する事をめざす。

　研究途上であるがいくつかの発見を箇条書きで記すと次のようになる。

• 市町村合併の結果、旧郡部を統合して出来た県内新市における投票行動には都市型への変
化が見られる。

• 上記変化は政令市である浜松市で特に顕著であり、北・西・天竜区では従来見られなかっ
た投票行動が05衆院選・07参院選で観察できた。

• 戦後の静岡県知事は約20年～ 26年という長いサイクルで官僚と政治家との間を往復して
いるように考えられた。しかし、官僚でも政治家でもない学者・川勝知事の登場は、画期的
な事態である。

静岡，日本，政治構造，地方政治，比較，選挙，投票行動，
政治史

TEL.054-264-5265

国際関係学科　前山 亮吉
静岡の政治　日本の政治（比較研究）

●連　絡　先
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　アフリカ熱帯雨林地域で人類学的研究を
おこなっています。大型類人猿の生息地とし
ても知られるガボンとコンゴ民主共和国

（DRC）の自然保護区において、地域住民の協
力のもとで、熱帯雨林の保全と地域の持続的
開発を両立する仕組みづくりを進めてきま
した。具体的には、ガボンでは民間の専門家
と協力してエコツーリズム開発のためのガ
イド養成や観光プログラムづくり、DRCでは
住民組織を支援して地場産業の開発などに
取り組んでいます。また国内では、静岡県の
中山間地域を対象に、地域づくりに関わる研
究教育と実践活動もおこなっています。学生によるフィールドワーク教育を推進するととも
に、県内の大学の研究者らと共同で、「静岡在来作物研究会」を組織して活動しています。

写真1. コンゴ民主共和国の保護区に生息するボノボ

写真2. ガボンの国立公園に生息するゴリラ 写真3. ガボンの村落

●連　絡　先

アフリカ地域研究，環境保全に関わるCSR活動，エコツーリズム開発

アフリカ，熱帯雨林，大型類人猿，環境保全，エコツーリズム，
持続的開発，住民参加

TEL.054-264-5381　FAX.054-264-5381

国際関係学科　松浦 直毅
アフリカ熱帯雨林の保全と地域開発に関する研究
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　ヒスパニックとは、スペインと、ラテンアメリカやアジアにおけるその旧植民地諸国（メキ
シコ、キューバ、プエルトリコ、フィリピンなど）の人々や文化を総称する言葉です。近年は特
に、ハイチ（フランス語圏）やブラジル（ポルトガル語圏）を含めたラティーノという言葉とと
もに、アメリカ合衆国最大のマイノリティ勢力を指す用語として、メディアなどで広く使われ
ています。ヒスパニックの特色は、スペイン語を母語とし、カトリックの伝統に基づく価値観
を共有する点にあります。我が国でも、この文化圏から日系を中心とする定住外国人の受け入
れが進んでおり、身近な異文化の一つです。
　私の研究は、こうしたヒスパニック世界が歴史的にどのように形成されてきたのかを、グ
ローバリゼーションの端緒とされる大航海時代（15c.半～17c.半）を中心に明らかにするもの
です。また、この文化圏の人々が移民という形でアメリカや日本に定住する現代において、既
存の社会との共存はいかにして可能になるのかを、多文化主義の観点から模索するものです。

スペイン語話者の分布
〔出典：Spanish Language Domains http://spanishlanguagedomains.com/the-spanish-language-the-facts-and-figures/〕

●連　絡　先

ヒスパニックの歴史的・文化的・宗教的背景をお伝えし、ビジネスや交
流を望む自治体や企業とのかけ橋になれればと思います。

ヒスパニック，スペイン，ラテンアメリカ，移民，多文化主義，
共存，グローバリゼーション，大航海時代，カトリック

TEL.054-264-5263

国際言語文化学科　松森 奈津子
ヒスパニック世界の形成と展開
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　近年のグローバル化の進展により国境を越えて多くの人たちが行きかうようになった結
果、司法通訳の必要性が高まっている。「市民的権利及び政治的権利に関する国際規約」及び

「刑事訴訟法」により、被告人が日本語に通じない場合、法廷通訳人なしで裁判を行うことはで
きない。しかし、警察・検察での通訳に比べて、公開法廷で通訳する法廷通訳は負担が重いた
め敬遠する通訳人も存在する。そこで、本研究では、法廷通訳人の就労実態を明らかにするこ
とを目的として、2012年度に法廷通訳経験者に対する質問紙調査「法廷通訳の仕事に関する
調査」を実施した。これは、当事者の声を集積する形で通訳人の心身への負担を明らかにする
量的調査である。

　2009年５月に始まった裁判員裁判では、集中審理で口頭主義をとるため、法廷通訳人の負
担が以前よりも増えたと思われる。そうした状況において、裁判における法曹三者の発言がど
のようなものであるかや言語運用の実態、通訳人への配慮等があるかどうかは、誤訳や訳し漏
れがなく正確で円滑な通訳を進行するために重要な意味を持っている。上記調査においては、
法廷通訳にとって法曹三者のどのような発話が分かり易くて訳しやすく感じられる話し方で
あるか、逆に訳しにくいであるかについての調査も行った。単純集計の結果から、主語と述語
が明確で構造が分かり易く短い文で話すと訳しやすい日本語となり、その逆だと訳しにくい。
法律用語ではなく日常的で具体的な言葉を使用し、否定の重複を避ける等が訳しやすい日本
語を導くことが分かった。また、第一言語が日本語以外の通訳人及び自分は法廷通訳人として
ビギナーであると考える通訳人は、法曹三者の声の大きさや話す速度、発音等の発話の物理的
要因に対してより訳しにくさを感じているが、自分はベテランだと思う通訳人は文の構造や
話者の発言の意図の不明瞭さ等に分かりにくさを感じていることが分かった。

　今後は、法廷通訳人に対するインタビュー調査や上記調査結果から得られた結果を実証す
る実験を行うなどにより、さらに詳細で明確な結果を導き出し、法曹三者らの手続きの進行方
法と日本語の運用技術の改善という現実的方策を提案していきたい。

法廷通訳

TEL.054-264-5343　FAX.054-264-5343

国際言語文化学科　水野 かほる
法廷通訳における日本語運用技術改善のための基礎的研究

●連　絡　先
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　現在の関心は企業・組織間の連携によるイノ
ヴェーションです。一方当研究室では地域の企
業の皆様を集めたコラボレーションのための
ワークショップを行う予定です。地域にて組織/
企業の枠を超えて、複数の企業・組織が共同で
新しい技術や商品・サービスの開発をおこなう
きっかけになるオープン・イノヴェーションの
「場」を創りたいと考えております。
　特に、これまでチャレンジしてきたがうまく
花開かなかった技術・知識/（死蔵）特許や、これ
から挑戦したいが社内の賛同が得られにくいと
いう技術・商品・サービス企画を発掘、再チャレンジする「場」の創造を目指しています。
　静岡県は「産業のデパート」と呼ばれ、製造業比率が高い全国有数の「ものづくり」県です。し
かし、アジア諸国の経済成長もさることながら、ドイツを中心とした製造業革命プロジェクト
である「インダストリー4.0」が進められている中、「ものづくり」県の評価もいつまで続くか
不透明でしょう。過去の成功体験やこれまでのパターン/法則にとらわれず、異質な知識が結
びつく「場」づくりを進めていきたいと思います。
　また革新的な取り組みを行って来た企業様にとりましては、過去の歴史を振り返ることも
お考えの向きがあろうかと存じます。社史づくり等にもご協力できれば幸いです。

ワークショップの様子

業界やセクターの枠を越えた、新しい結びつきを創る「場」を一緒につく
りましょう

国際経営論，経営学，企業の発展史，
コラボレーションとイノヴェーション

TEL.054-264-5338　FAX.054-264-5338

国際関係学科　宮崎 晋生
国際経営論、経営学

●連　絡　先
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　本研究は、スペインの詩人・劇作家フェデリコ・ガルシア・ロルカ（1898~1936）の作品の
日本における受容についての初めての体系的研究である。彼の作品はセルバンテスと並んで
世界中で愛読されているが、日本における受容についての細かい検討は行われていない。本研
究ではロルカ作品の受容を概観した上で、当時の書評・劇評・論文等を参考にしながら日本
人読者が何を期待して作品を読み、どのような点を評価しているかを考察し、受容を推進した
要因を明らかにすることを目的とする。このような分析は作品の本質を明らかにするだけで
なく、外国文学の紹介・翻訳のあるべき姿を探ることにもつながり、文化の発信について考え
る上でも有益である。

　本研究では、戯曲を中心にロルカ作品の日本での受容の過程を検討し、以下の4点に焦点を
当てて受容を推し進めた要因を明らかにする。
1）ロルカ作品の受容に影響を及ぼした要因
　日本においてロルカの作品の受容が本格化するのは第二次世界大戦後のことである。ロル
カの受容がなぜ1950年代に急激に進んだのか、受容を推し進めた要因を考察する。
2）日本人読者の解釈・評価
　ロルカの作品は、1950年代に本格的に紹介されると、三島由紀夫、安部公房らの文豪を含む
多くの読者を惹きつけた。日本人読者が作品にどのような評価を下したかを考察し、日本でも
広く読まれている理由を探る。その理由としては3）4）に挙げる作品の普遍性、日本文化とロ
ルカの世界観の共通点にあるのではないかという仮説を立ているが、考察を通じてそれを実
証する。
3）ロルカ作品の普遍性
　ロルカ作品の普遍性は、戯曲の場合、①テーマの普遍性と②俳優の動きと台詞から舞台装置
に至るまでの様式化によると考えられる。様式化とは、対象をそのまま描写するのではなく、
単純化・類型化して表現する技法で、能・文楽・歌舞伎に多く見られる。ロルカ戯曲では、俳
優の台詞・動きから舞台装置に至るまで様式化が見られるが、様式化はどの時代のどの場所
にも適用可能な普遍性を作品に与える。
4）ロルカ作品の世界観と日本文化の共通点
　ロルカ作品が日本で愛されている理由はいくつか挙げられるが、その中に独特のキリスト
教解釈とキリスト教以前の世界に属する原始的かつ汎神論的とも言える世界観があり、特に
三大悲劇に色濃く表れている。

スペイン文学，比較文学，受容研究，
フェデリコ・ガルシア・ロルカ

国際言語文化学科　森 直香
日本におけるフェデリコ・ガルシア・ロルカの受容
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TEL.054-264-5386　FAX.054-264-5099（総務室）●連　絡　先

国際関係学科　森山 優
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ハラール産業を通じた普遍的商品・サービスの探究

●連　絡　先

国際関係学科　富沢 寿勇
TEL.054-264-5321　FAX.054-264-5321
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　スコットランドの言語と文学を通して、ナショナル・アイデンティティーの在り方につい
て研究しています。イギリスからの独立の是非を問うスコットランドの住民投票（2014年9
月）、イギリス総選挙（2015年5月）、EU残留・離脱を問う住民投票（2016年6月）などの際には
日本でも高い関心が寄せられました。イギリスという国を理解するにはその地域性を重視す
る必要がありますが、スコットランド独自の言語文化が歴史的背景と共に深く理解されるに
は至っていません。スコッツ語やスコットランド・ゲール語という英語以外の地域言語・少
数言語の存在に焦点を当て、ヨーロッパの言語政策と照らし合わせながら、言語の社会的地位
の向上や使用領域の拡大などを目指す取り組みを考察しています。

地域言語・少数言語の辞書編纂や学校教育に注目しています。
ヨーロッパにおけるイギリスの位置づけと多文化共生を視野に入れて研究しています。

スコットランド，スコッツ語，スコットランド・ゲール語，
ナショナル・アイデンティティー

国際言語文化学科　米山 優子
スコットランドの言語／文学とナショナル・アイデンティティー
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１ ．ステレオタイプや偏見について、社会的認知に関する社会心理学的実験研究の成果と社
会的表象・オリエンタリズム・社会意識・イデオロギーなどに関する社会学的理論とを
総合した多角的観点から検討・考察を加える。

　ステレオタイプとは、あるカテゴリー（範疇）にくくられた人々、もの、事柄についての単
純化された図式的で固定的なものの見方のことである。偏見は、否定的な内容のステレオタ
イプだと言える。人種・民族、性別、年齢に関するステレオタイプは、ステレオタイプの代表
的なものだが、日本の場合は、血液型によるステレオタイプも広く流布し、信じられている。
こうしたステレオタイプの形成と維持の仕組みを明らかにすることを目指している。

　人間にとって、カテゴリー化に伴うある程度のステレオタイプ的なものの見方は避けるこ
とができないし、それらは無害なことも多い。しかし、それは、偏見や差別、憎悪や対立につ
ながる危険性も常にはらんでいる。ステレオタイプの背後に潜む集団間の利害関係や権力
関係に自覚的になること、ステレオタイプを維持させている認知の錯誤について自覚的に
なることで、ステレオタイプの持つマイナス面を無力化させていくことが必要だと考える。

２ ．国境を越えたコミュニケーション、国境を越えた大衆文化の流通について、地域研究者、
メディア研究者、メディア実務家、政策立案関係者との協働により、サーベイ調査、聞き取
り調査などを用いた実証的な方法で研究を行っている。

　日本では、2004年に韓流がブームの最盛期を迎えたが、1990年代後半には、台湾や中国
を中心としたアジアの各地で、日本のテレビドラマ、アイドル、ファッション、歌などの大衆
文化が大流行した。国境を越えたコミュニケーションのひとつである大衆文化の流通の実
態を把握し、それが人々や社会にどのような影響をもたらすかについて、実証的に明らかに
しようとしている。

　近年、大衆文化輸出のもたらす経済効果や外交効果に注目が集まっているが、海外から流
入してくる大衆文化がそれを受け入れる人々によってどのように受けとめられ、どのよう
な影響を及ぼしているかについての実証的で精密な検証はまだ十分になされているとは言
えない。われわれが行った調査結果の多くは、海外の大衆文化によく接触する人は、その大
衆文化の発信国に対して好意的であることを示しているが、両者の因果関係を特定するに
は至っていない。今後の更なる検証が必要だと考えている。

ステレオタイプ，偏見，スキーマ，集団アイデンティティ，内集団バイアス，
イデオロギー，ヘゲモニー，社会的表象，オリエンタリズム，大衆文化，
グローバリゼーション，文化帝国主義，ポストコロニアリズム，対外意識

TEL.054-264-5324　FAX.054-264-5324

国際関係学科　渡邉 聡

１．偏見とステレオタイプ　
２．国境を越えたコミュニケーション、大衆文化の流通

●連　絡　先
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　世の中にある様々な物体の形を数学的に扱うには、数と結びつけて考える必要があります。
曲面上に複素数による座標を入れることで、リーマン面と呼ばれる多様体の一種ができます。
これらのすべてを同時に考え、各々の曲面の歪み方の違いなどの構造を分類するための基礎
理論は、タイヒミュラー空間論と呼ばれ、私の主な研究分野となっています。
　タイヒミュラー空間論を利用することで、曲面の違いは曲面間の複素座標を利用してでき
る複素関数がどれほどの歪みを持つかによって数値化できます。最近の私の研究では、その数
値の違いが曲面のどのような要素から発生するかを突き止め、各々の曲面を幾何学的な量を
用いてパラメータ化しました。今後の研究では、そのパラメータを用いて曲面の性質を統一的
に理解できるようにすることを考えています。

本研究はICTイノベーション研究センター活動としても取り組んでいま
す。

複素解析学とタイヒミュラー空間論

経営情報学科　天野 政紀
TEL.054-264-5432　

複素関数，リーマン面，タイヒミュラー空間論

●連　絡　先
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　介護職員も一定の研修を修了することで、「医療的ケア」として一定の条件のもと、経管栄
養の実施が可能となった。また介護福祉士養成教育においても「領域　医療的ケア」として、
養成教育のカリキュラムの中に組み込まれるようになった。特別養護老人ホームなどの高齢
者施設で経管栄養を実施する利用者は少なくない。一般的に、経管栄養を実施する前後は、
ベッド上でギャッチアップした姿勢を余儀なくされる。ときに、誤嚥や窒息防止の目的で、側
臥位の状態でギャッチアップされている利用者もよく見かける。しかし、このような不自然な
姿勢を長時間とることで、高齢者の緊張が高まり、拘縮や変形を引き起こす危険性が高い。
　そこで、経管栄養を安全に安楽に実施するためには、ベッド上での姿勢、ポジショニングの
方法について検討する必要がある。ポジショニング専用のクッションを活用し、どの職員でも
再現可能なポジショニングの方法について調査、研究している。

ポジショニングのためのクッションやその当て方の検討だけでなく、経
管栄養剤の選択、注入方法、についても検討しています。

高齢者，経管栄養，ポジショニング，クッション

TEL.054-202-2634　FAX.同左
　

社会福祉学科（介護福祉専攻）　天野 ゆかり
高齢者の経管栄養実施事におけるポジショニングについて

●連　絡　先
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　画像、文書、DNA 配列などのマルチメディアデータが爆発的に増えています。
（1 ） マルチメディアデータにおける典型的な検索は類似検索であり、効率的な類似検索方法

の実現が求められています。
　有力な類似検索法としてピボットによる類似検索法が知られています。ピボットは既存の
オブジェクト集合内に限定されているのに対して、オブジェクトが存在する距離空間内の任
意の点をピボットとして選択可能とする技術（一般化ピボット構築技術）を共同研究者が提案
しています。本研究では、一般化ピボット構築技術を土台に、効率的な類似検索方法の研究を
行っています。

（2 ） 画像、文書、DNA 配列などの大規模オブジェクト集合の基本構造を把握し理解するため
に、効率的なクラスタリング手法の実現も強く求められています。

　本研究では、（1）で得られた成果を土台に、効率的なクラスタリング手法の研究を行ってい
ます。

大規模マルチメディアデータの類似検索技術および
クラスタリング技術の研究

類似検索，ピボットによる類似検索，一般化ピボット構築技術，
クラスタリング

本研究はICTイノベーション研究センター活動として取り組んでいま
す。

経営情報学科　池田 哲夫
TEL.054-264-5444　●連　絡　先
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　風向や動植物の移動方向のような角度データや，日毎のレストラン来客者数や月毎の観光
スポット訪問者数のような時間データのように，周期性のあるデータは円周上データとよば
れる。このようなデータを分析し，意味のある結論を導くためには，周期性のあるモデルを用
いた統計分析が必要となってくる。この際、データの発生背景を説明でき，かつ発生傾向を上
手く表現できるモデルを利用することで，矛盾のない正確な情報をデータから抜き出すこと
ができる。また，そのようなモデルを拡張し，複数の円周上データを組み合わせた超球面上
データや，円周上データと周期性のないデータを組み合わせたシリンダー上データを扱うた
めの確率モデルを用いることで多くの情報を利用した分析も可能となる。本研究では，そうし
た確率モデルの導出や、導出モデルを利用したデータ分析法や予測法に関わる研究を行って
いる。

ICTイノベーション研究センターのメンバーの一員です。

経営情報学科　井本 智明

統計科学，方向統計学

TEL.054-264-5449

周期性のある事象に対するデータ解析のための確率
モデルの構成とその応用

●連　絡　先
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　岩崎研究室の研究テーマは、マーケティングです。とくに、地域に関するマーケティング課
題の解決に力を入れています。これまでも、岩崎研究室では、行政、業界団体、企業等と積極的
な連携を行い、地域に対して研究成果を積極的に還元してきました。具体的な研究分野は、地
域のマーケティング、中小企業マーケティング、農産物のマーケティングなどです。
　最近の受託研究の例は、以下の通りです。

・緑茶及び緑茶飲料の普及のため、緑茶及び緑茶飲料全般に関する調査
・高糖度トマトの販路拡大に関するマーケティング研究
・静岡イチゴのブランド構築のためのマーケティング研究
・顧客満足度調査とブランディングの研究　他
研究室の活動概要は、ウェブサイトもご覧ください。http://ai.u-shizuoka-ken.ac.jp/~iwasaki/

マーケティング

経営情報学科　岩崎 邦彦
TEL.054-264-5425　FAX.054-264-5425

マーケティング，ブランドづくり，マーケティング・リサーチ

●連　絡　先

岩崎研究室では、マーケティング研究を通じて、地域の抱える諸問題の解
決を行い、地域社会に貢献していきたいと考えています。 ������ ����� ���
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　サブプライム・ローンの問題が会計に投げかけたものは何であろうか。人によって思い浮
かべることは様々かもしれない。サブプライム・ローンに対する公正価値測定が曖昧であっ
たことが、会計学者のみならず多くの学識者、メディア、新聞などの報道関係者、政治家による
批判の対象になった。さらに、サブプライム・ローンの問題に端を発して、『時価評価』が実体
経済に悪影響をもたらすということも現実に懸念されるようになった。いわゆる、プロシクリ
カリティ（pro-cyclicality：景気循環増幅効果）の問題である。プロシクリカリティが顕在化す
ると、時価の評価が金融機関の信用力低下をもたらし、さらには、信用市場の収縮による実体
経済に影響を及ぼすという悪循環をもたらす。
　時価（公正価値）の是非は別として、サブプライム・ローンの問題で気づかされたのは、会計
が実態社会において果たしている役割が、我々の気づかない間に拡大していたという事実で
はないだろうか。　
　金融業に対する最終的な監督責任は、金融規制を担う監督当局にある。しかし、この20年の
間、日本を含む欧米先進国においては、規制緩和に伴う金融の自由化が進み、監督の役割を『市
場規律』に委ねられる方式に変化していった。いわゆる事前規制から事後規制へのシフトであ
る。市場規律を働かせるために、重要な役割を果たしていたのが会計である。一般に公正妥当
な会計基準で作成された財務諸表が、監督目的においても実質的に利用されるようになった。
　金融規制と会計基準の境界線が徐々に曖昧になりつつある。金融規制と会計基準とはその
役割は異なっている。金融規制は金融機関の健全性を保つためのものであり、会計基準は意思
決定に有用な情報を利害関係者に提供するためにある。しかしながら、目的の相違はあるもの
の、『市場規律を活用する』ために、金融規制と会計基準との協調が求められ、時には政治的な
介入も許容せざるを得ない事態が生じている。本研究は、金融規制と会計基準との関係に着目
し、その諸問題を明らかにすべく取り組んでいる。

企業会計基準が金融規制に与える影響に関する研究

経営情報学科　上野 雄史

公正価値，プロシクリカリティ，金融規制，会計基準

●連　絡　先 TEL.054-264-5241　FAX.054-264-5008
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　最近、「働き方改革」とか「女性活躍推進」という言葉が新聞紙上を賑わせています。法改正がな
され、うちの会社も新しい制度を導入したから大丈夫、そこで止まってしまう企業の人事部が多
いのが現実です。新たな制度を導入して、果たして、女性従業員が働きやすくなって勤続年数が長
くなり、生産性向上といった効果は表れているのだろうか、効果が表れていなければ何が原因な
のか、そこまで明らかにしている企業は少ないのではないでしょうか。秘匿性が高いことを理由
に、日本企業の人事ならびに業績、成果指標に関するデータが公にされることが少ない中、データ
を入手して、統計ならびに計量分析の手法を用いて、日本の内部労働市場の実態を解明するとと
もにPDCAサイクルのC（Check：評価）の部分を明らかにしています。今後は、A（Act：改善のため
の行動）のための提案にも注力したいと考えています。

人事データを用いた人事制度の効果と内部労働市場
の機能の解明

経営情報学科　上原 克仁
TEL.054-264-5426

人事データ，人的資源管理，生産性，内部労働市場，労働経済

●連　絡　先

働き方改革を進め、生産性を向上させるには、蓄積された人事データを活
用してPDCAサイクルを回すことも必要です。 ������ ����� ���
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