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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）非英語圏ヨーロッパ諸地域に関する人文学研究者養成の国際連携体制構築 

 

（英文）Construction of an International Collaboration System for the Training of Young Researchers Specializing in 
the Humanities in Non-English European Areas 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

東京外国語大学 

      (英文)  

Tokyo University of Foreign Studies 
 

大学長氏名 

                 亀 山  郁 夫 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

東京外国語大学 

 

  

（英文）  

Tokyo University of Foreign Studies 
 

  

専攻等名（和文）  

大学院総合国際学研究科 

 

 

(英文)  

Graduate School of Global Studies 
 

  

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

アジア・アフリカ言語文化研究所 

 

 

(英文)  
Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa 
 

  

  

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

  

 

(英文) 

 

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

文化政策研究所 

 

  

(英文)  
Institute for Cultural Politics   
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Letters 
 

専攻等名（和文）  

人文社会学部 

 

  

(英文)  
School of Humanities and Social Sciences 
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
The Department of Italian Studies 
 

専攻等名（和文）  

文哲学部 

 

  

機関名 （和文）  

ヒルデスハイム大学 

 

 

（英文） 

 
University of Hildesheim 
 

機関名 （和文）  

エクス・マルセイユ第一大学 

 

 

（英文） 

 
University of Provence Aix-Marseille I 
 

機関名 （和文）  

エアランゲン・ニュルンベルク大学 

 

 

（英文） 

 

 
University of Erlangen-Nürnberg 

機関名 （和文）  

ボローニャ大学 

 

 

（英文） 

 
University of Bologna 
 

機関名 （和文）  

ローマ大学 

 

 

（英文） 

 
University of Roma 
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(英文)  
Faculty of Literature and Philosophy 
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Letters 
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Philosophy and Letters 
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Letters 
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Philology 
 

 

 

機関名 （和文）  

パリ第３大学 

 

 

（英文） 

 
University of Paris 3-Villetaneuse 
 

機関名 （和文）  

マドリード自治大学 

 

 

（英文） 

 
Autonomous University of Madrid 
 

機関名 （和文）  

リスボン大学 

 

 

（英文） 

 
University of Lisbon 
 

機関名 （和文）  

国立モスクワ大学 

 

 

（英文） 

 
Lomonosov Moscow State University 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２１年度の事業目標達成状況 

 

〈事業実施期間を通じた事業の目標〉 

 本事業は、本学の特徴の一つである多言語の高度な運用能力の養成を最大限に活かし、世界諸地域の

中でも特に非英語圏ヨーロッパ諸地域に焦点を合わせ、文学、言語学、文献学を中心とした人文学を中

心に、文化統合的視点を持った有能な若手研究者を育成することを目的とする。 

即ち、若手研究者は、非英語圏ヨーロッパ諸地域で展開されている人文学の多様な理論を、英語とい

うフィルターを通さずに取り入れ、咀嚼することによってそれらを十二分に活かしつつ、応用研究も含

んだ実証的を推進する。 

上記目的を達成するため、海外パートナー機関と組織的に連携し、事業実施期間全体を通じ、次の目

標を実践する。 

1)人文学における拠点大学との実施的な連携事業の推進 

 非英語圏ヨーロッパ諸地域の研究環境で日本的発想を意識化し、ヨーロッパの「文化」という研究対

象・研究アプローチの特質を明確化する。 

2)海外パートナー機関の研究者との博士論文共同審査と共同学位授与制度の整備 

本学が長年にわたり教育研究交流を推し進めてきた非英語圏ヨーロッパ諸地域の交流協定機関との間

で、「博士論文共同指導に関する協定」を締結し、博士論文共同審査・共同学位授与制度を確立する。

3)多言語による人文学ワークショップの開催 

 海外パートナー機関との共催により、当該機関と本学大学院生が中心となり、「人文学ワークショッ

プ」を開催するとともに、その成果を「人文学ワークショップ報告集」として刊行する。これにより、

外国語による論文執筆能力及び弁論能力を十二分に備えた若手研究者を養成する。 

 

〈平成 21年度の事業目標達成状況〉 

1)人文学における拠点大学との実質的な連携事業の推進 

 拠点大学である海外パートナー機関との人文学研究者養成の国際連携体制構築のため、派遣した若手

研究者の受入教員との協議のため、ヒルデスハイム大学（ドイツ）、エアランゲン・ニュルンベルク大

学（ドイツ）、ボローニャ大学（イタリア）へ担当教員 3名を延べ 5回派遣し、博士論文共同指導につ

いて協議した。このうち、ボローニャ大学大学院とは、EU 域内で恒常化しつつある共同学位授与のた

めの協定に準拠し、EU域外の人文学を対象とする最初の例として必要な修正を行い、平成 21年 9月 1

日を開始日としコチュテルを締結した。エアランゲン・ニュルンベルク大学とは、派遣中の大学院生

への博士論文共同指導を行い、また、連携企画事業として国際ワークショップの開催について協議し、

当初予定の目標を達成した。 

2)海外パートナー機関の研究者との博士論文共同審査と共同学位授与制度の整備 

 ヒルデスハイム大学（ドイツ）及びボローニヤ大学（イタリア）については、「博士論文共同指導（コ

チュテル）に関する協定」を締結した。若手研究者については、ヒルデスハイム大学に 6 か月間、エ

クス・マルセイユ第一大学に 8か月間、エアランゲン・ニュルンベルク大学に 11 か月間（平成 21 年

度から平成 22 年度に継続し、平成 21年度に 6か月間、平成 22年度に 5か月間の予定）、ボローニャ

大学に 11か月間（平成 21 年度から平成 22年度に継続し、平成 21年度に 7か月間、平成 22年度に 4

月間の予定）派遣し、当初予定の目標を達成した。 

  このうち、ボローニャ大学への派遣大学院生については、コチュテルに基づき平成 23年末に論文提

出、平成 24年 5月ないし 6月の最終審査に向け、共同指導体制は軌道に乗ったと評価している。また、

ヒルデスハイム大学文化政策研究所との間のコチュテルに基づき、派遣した大学院生の博士論文は平

成 21年 12 月に博士論文が提出され、平成 22年 2月に日独双方の委員による合同審査が行われ、3月

に本学で第一号の共同学位授与が決定し、また、同時にヒルデスハイム大学の学位授与も決定した。

エアランゲン・ニュルンベルク大学及びエクス・マルセイユ第一大学とは、博士論文共同指導の体制

が確立した。 

3)多言語による人文学ワークショップの開催 

 平成 22 年 11 月末ないし 12月上旬に、ボローニャ大学の全面的協力を得て開催することで合意し、同

大学の担当副学長を含め、文哲学部並びに芸術学部と協議を進めた。主たる目的は、本事業による派

遣大学院生で博士共同学位取得者又は取得を目的として本事業により派遣している者と、非英語圏ヨ

ーロッパの大学における一線級の人文学研究者とが参加し、①大学院生の研究到達水準の確認と研究

意欲の向上、②学位取得者については成果の公表の機会の提供である。これにより、共同論文指導の

成果と今後の可能性の検証を行う。以上により、当初予定目標を達成した。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

 

1)事業運営体制の構築 

①プログラム運営体制 

本プログラムを運営するため、東京外国語大学総合国際学研究科を統括組織とし、全学の国際戦略を

掌理する国際学術戦略本部とともに若手研究者派遣事業を推進する ITP-EUROPA 委員会を設置した。委

員長は、大学院総合国際学研究院副院長とし、副学長（教育等担当）、国際学術戦略本部長、各部局及び

事務局からの委員 12 名からなる全学組織とした。同委員会は、事業方針の策定、事業計画の立案、派遣若

手研究者の審査等にあたる。また、派遣若手研究者の指導教員とともに、ITP-EUROPA 事業委員会を組織

し、派遣若手研究者の指導等を行うこととした。 

②派遣若手研究者の審査体制 

学内の公募により応募した若手研究者の審査については、ITP-EUROPA 委員会委員が書類審査とと

もに、面接審査を行う体制を整備した。書類審査は、ITP-EUROPA 委員会が行い、書類審査を合格

した候補者について、ITP-EUROPA 委員会委員長及び委員の 2人体制で、各候補者あたり各 20分間

面接審査を行うこととした。 

③派遣候補者の決定方針 

ITP-EUROPA 委員会は、本事業による派遣候補者の決定方針を次ぎのとおり策定し決定した。 
・研究テーマが派遣先の研究領域と合致していること 
・研究計画が明確であり、成果が期待できること 
・指導教員による指導方針が明示されていること 
・理論と現実のバランスをとりうること 
・研究を遂行するに足る語学力を有すること 
・他文化での生活への適応能力を有すること 

④月例報告書の提出 

派遣若手研究者の派遣後の研究生活の進捗状況を担当教職員のみならず、本事業を運営する本学国際

学術戦略本部及び同本部のもとに設置された ITP-EUROPA 委員会が確認し、必要な助言を行うため、

派遣若手研究者全員に月例報告書を提出させた。月例報告書は、ITP-EUROPA 委員会委員長及び担

当教員が確認のうえ、本学国際学術戦略本部のホームページに随時掲載し、広く広報した。

http://ofias.jp/j/itp_eu/events/ 

⑤研究成果報告会・研究計画報告会の定期的開催 

派遣の終了した若手研究者の研究成果を担当教職員、国際学術戦略本部及び TUFS-ITP-EUROPA 委員会

として確認するとともに、派遣の決定した若手研究者の研究計画を確認し、必要な助言を予め与える

ため、「TUFS-ITP-EUROPA 研究成果報告会・研究計画報告会」を開催することとした 

⑥広報体制 

ⅰ) 本学における本事業に関する広報 

本事業を運営する本学国際学術戦略本部が年 3回発行する”OFIAS NEWSLETTER”に、TUFS-ITP-EUROPA

事業の実施状況を日・英表記により公表し、海外パートナー機関のみならず、本学の海外協定機関等

に送付した。なお、同 NEWSLETTER は、同本部ホームページでも PDF 版により公開している。 

http://ofias.jp/j/Newsletter_12%E5%AE%8C%E6%88%90%E7%89%88.pdf 

http://ofias.jp/j/No.11%20%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%20%26%20English.pdf 

ⅱ)海外における本事業に関する広報 

海外パートナー機関の協力を得て、本事業に関する広報に努めた。 

海外パートナー機関であるボローニャ大学において、本事業について広報された。（参照：以下 URL）

http://www.magazine.unibo.it/Magazine/UniBoIniziative/2010/03/22/Giappone_e_Italia.htm 

（※掲載記事は添付資料のとおり。） 

また、派遣若手研究者・秋野有紀の研究活動について、ドイツ・ヒルデスハイム市の新聞”Hildesheimer 
Allgemeine Zeitung” (08/02/2010)に掲載された。http://www.uni-hildesheim.de/de/44069.htm 

（※掲載記事は、添付資料のとおり。） 

 

2)若手研究者の海外派遣 

①海外パートナー機関：ヒルデスハイム大学（ドイツ）へ、大学院博士後期課程学生 1 名を以下のとお

り派遣した。（※「滞在期間」は、現地到着日及び現地出発日を示す。） 

 派遣若手研究者：秋野有紀（専攻：文化政策、滞在期間：平成 21 年 6月 1日～11 月 29 日） 
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 海外パートナー機関における共同研究者：ヴォルフガング・シュナイダー教授（文化政策研究所長）

 研究テーマ：自治体政策の課題としての「文化的生存配慮」－1970 以降のフランクフルト・アム・マ

イン・市のミュージアム政策を例にした研究－」 

②海外パートナー機関：エクス・マルセイユ第一大学（フランス）へ、大学院博士後期課程学生 1 名を

以下のとおり派遣した。（※「滞在期間」は、現地到着日及び現地出発日を示す。） 

 派遣若手研究者：高原由紀子（専攻：フランス文学、滞在期間：平成 21 年 7 月 1日～平成 22 年 2 月

28 日） 

 海外パートナー機関における共同研究者：ヤニック・レッシュ教授（エクサン・プロバンス政治学院）

 研究テーマ：コレットの作品における旅 

③海外パートナー機関：ボローニャ大学へ、大学院博士後期課程学生 1名を以下のとおり派遣した。（※

「滞在期間」は、現地到着日及び現地出発日を示す。） 

 派遣若手研究者：石田聖子（専攻：イタリア文学、滞在期間平成 21 年 9 月 1 日～平成 22 年 8 月 30

日） 

 海外パート－ナー期間における共同研究者：ジャコモ・マンゾリ教授（文哲学部） 

 研究テーマ：20 世紀イタリア文化表象における笑いに関する考察 

④海外パートナー機関：エアランゲン大学へ、大学院博士後期課程学生 1 名を以下のとおり派遣した。

（※「滞在期間」は、現地到着日及び現地出発日を示す。） 

 派遣若手研究者：モハンマド・ファトヒー（専攻：ドイツ言語学、対照言語学、滞在期間：平成 21

年 10 月 1日～平成 22 年 8 月 30 日） 

海外パート－ナー期間における共同研究者：メヒティルト・ハーバーマン教授（人文社会学部） 

 研究テーマ：日本語とドイツ語における動詞型名詞修飾表現の対照研究 

 

3)海外パートナー機関の研究者との共同博士論文審査と共同学位授与制度の整備 

①ボローニャ大学（イタリア）との協議を行い、若手研究者・石田聖子に関し、平成 21年 9月 1日を開

始日とする「博士論文共同指導（コチュテル）に関する協定」を締結し、共同学位授与制度の整備を

行った。 

②ヒルデスハイム大学（ドイツ）との協議を行い、同大学との間の「博士論文共同指導（コチュテル）

に関する協定」に基づき、若手研究者・秋野有紀に対し、平成 22年 3月に共同学位を授与した。 
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４．平成２１年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

①本事業は、東京外国語大学が長年にわたり相互に研究者及び学生の交流を推進してきた非英語圏ヨー

ロッパ諸地域の交流協定機関との密接なネットワークを基軸とし、国際的な舞台で活躍することので

きる若手研究者の養成を組織的に目指している。本学大学院地域文化研究科（平成 21年度に総合国際

学研究科に改組）は、既にエクス・マルセイユ第一大学言語学科との間で、「博士論文共同指導（コチ

ュテル）に関する協定」締結の実績を持ち、大学院改組後にあっては、本事業を通じ更に同制度の整

備を図っていく。平成 21年度は、本事業の実施主体である大学院総合国際学研究科は、本学の全学的

組織である国際学術戦略本部とともに ITP-EUROPA 委員会を設置し、若手研究者の公募、派遣候補

者審査方針、審査等の制度設計等を行った。（参照：３．平成２１年度 年度事業実施概要 1）事業運

営体制の構築）。審査方法としては、同委員会が書類審査を行うとともに、書類審査を合格した者につ

いて、同委員会委員長と委員の 2 名体制で面接審査を行うこととした。面接審査においては、博士論

文共同指導の実現の可能性を中心に、現在の研究の進捗状況と今後の具体的研究計画について具体的

に把握するよう努めた。 

②本事業初年度にあたる平成 21 年度においては、ボローニャ大学（イタリア）との間で、「博士論文共

同指導（コチュテル）に関する協定」を締結することに合意し、同協定に基づき 1 名の若手研究者を

派遣し、博士論文共同指導を開始した。 

③ヒルデスハイム大学（ドイツ）との博士論文共同指導については、同大学との間で締結した「博士 

論文共同指導（コチュテル）に関する協定」に基づき、博士論部共同指導を行い、その結果、ヒルデ

スハイム大学にはドイツ語による博士論文を、本学には日本語による博士論文をそれぞれ提出し、審査

に合格し学位が授与された。 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

①海外パートナー機関の研究者との共同博士論文審査と共同学院授与制度の整備 

平成 21 年度には、ヒルデスハイム大学（ドイツ）、エアランゲン・ニュルンベルク大学（ドイツ）、ボ

ローニャ大学（イタリア）へ担当教員 3 名を延べ 5 回派遣し、各海外パートナー機関との協力体制の

構築及び派遣している若手研究者（大学院博士後期課程学生）の直接の指導担当教員として、海外パ

ートナー機関担当教員と博士論文共同指導について協議した。 

②多言語による人文学ワークショップの開催 

 本事業担当者をボローニャ大学に派遣し、本事業による派遣若手研究者とボローニャ大学の大学院生

が中心となり開催する「人文学ワークショップ（仮称）」に関する協議のため、本事業担当教員をボロ

ーニャ大学に派遣した。その結果、平成 22 年 11 月ないし 12 月に、ボローニャ大学の全面的協力を得

て開催することで合意した。 

 

４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

〈博士学位論文〉 

１.秋野有紀：「自治体政策の課題としての〈文化的生存配慮〉－1970 年代以降のフランクフルト・アム・

マイン市の博物館政策を例にした研究」（2010 年 3月） 

2. AKIO Yuki:“Kultrelle Daseinsvorsorge als Aufgabe der Kommunalpolitik –Eine Untersuchung 
am Beispiel der Frankfurter Museumspolitik seit 1970”.（2010 年 3 月） 

 

４－４．今後の課題・問題点 

1)平成 22 年度に開催を予定している派遣若手研究者（大学院生）による「人文学ワークショップ（仮称）」

の具体的計画について、共催機関であるボローニャ大学との協議を進める。 

2)本事業の目的である「人文学研究者養成の国際連携体制構築」のため、本学と協定締結を行っている

非英語圏ヨーロッパ諸地域の大学との協議を進め、連携体制の拡大を図る。 

3)学内においては、大学院博士後期課程における博士論文共同指導体制の定着を更に図る。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

ヒルデスハイム大学 

2009年 6月 1日

～2009年8月29

日 

(90 日間) 

2009年 9月 7日

～2009 年 11 月

29 日 

(84 日間) 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

エクス・マルセイユ

第一大学 

2009年 7月 1日

～2010年2月28

日 

(243 日間) 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

ボローニャ大学 

2009年 9月 1日

～2010年8月30

日 

(364 日間) 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

エアランゲン・ニュ

ルンベルク大学 

2009 年 10 月 1

日～2010年8月

30 日 

(334 日間) 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 
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６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

ヒルデスハイム大学 

2009 年 4 月 26

日～2009年5月

5日 

(10 日間) 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究院・教授 

ボローニャ大学 

2009年 6月 2日

～2009年6月11

日 

(10 日間) 

2009 年 7月 23

日～2009年8月

2日 

(11 日間) 

2009 年 12 月 9

日～2009 年 12

月 17 日 

(9 日間) 

東京外国語大学・副学長／ 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究院・教授 

エアランゲン・ニュ

ルンベルク大学 

2010年 1月 5日

～2010 年 1月 9

日 

(5 日間) 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究院・副研究院長／教授 
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