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年来の研究の中心は，宗教現象を地理学的観点から分析することにある。とりわけ，山岳宗教（山岳聖域）を研究の対象としてきた。研究
対象の性格上，歴史地理学的な研究が主となるが，現代の状況にも関心を持っている。奈良県の大峰を事例にとりあげ，さまざまな視点か
ら調査を進めてきた。他の研究分野としては，絵図・古地図や宗教分布，宗教地理学研究史にも関心があり，これまでに研究成果を発表し
ている。
1．「大和国絵図諸本の系譜について」，歴史地理学　43-5，2001
2 ．「戦後日本の宗教地理学」，駒澤地理　38，2002
3 ．「日本における仏教諸宗派の分布」，駒澤地理　39，2003
4 ．「戦後における聖護院の大峰入峰」，山岳修験　51，2013

研究内容

研究業績

生物の地理的分布について研究をしています。特に，タケ・ササ類の分布変遷や生態的特性の検討とそれに基づく管理手法の開発を行って
きました。また，空中写真判読や地理情報システム（GIS）を用いた植生・土地被覆の時系列変化の空間統計学的分析も行っています。さらに，
地域自然情報を活かした地域づくりへの地理学の応用手法の実践も試みています。
1 ．Shigeo, SUZUKI　「Chronological location analyses of giant bamboo （Phyllostachys pubescens） groves and their 
invasive expansion in a satoyama landscape area, western Japan」，Plant Species Biology，30，63-71，2015

2 ．鈴木重雄　「竹林の分布拡大過程における土地利用履歴の影響―広島県竹原市小吹集落の事例―」，地理学評論，83，524-534，2010
3 ．Shigeo SUZUKI and Nobukazu NAKAGOSHI　「Expansion of bamboo forests caused by reduced bamboo-shoot 
harvest under different natural and artificial conditions」，Ecological Research，23: 641-647，2008

4 ．伊藤徹哉・鈴木重雄・立正大学地理学教室編　『地理を学ぼう　地理エクスカーション』，朝倉書店，2015

研究内容

研究業績

東南アジア・南アジアの土地利用に関する地理学的研究を，インテンシブな現地調査とリモートセンシングなどによる広域調査を併用して
進めてきた。これまでに，ヒマラヤからベンガルデルタにいたるガンジス川流域での農業システム改良の動向，タイにおける地域社会の変
化と環境問題に関する研究や，北タイ山村における住民の地域環境保全活動の支援を，現地研究者やNGOと協力して行ってきた。現在は，
タイにおける地図史の研究や地図教育・参加型GISの支援を行うとともに，タイ国の地誌をまとめている。
1．『地理学基礎シリーズ 3　地誌学概説』（分担執筆），朝倉書店，2007
2 ．『国際協力NGOの事業展開と連携』（分担執筆），外務省NGO研究会報告書，2012
3 ．「Comparative study of map reading skill between university students and working adults」（共著），SEAGA Conference 
2010 Proceedings（online），2010

4 ．「メコン圏開発と東北タイの地域構造の変化」，駒澤地理 48号，2012
5 ．「Local Land Use Planning with PGIS in Protected Areas of Thailand」（共著），地域学研究29号，2016

研究内容

研究業績

おもに火山地域を対象に，水温・水質・同位体などの水文トレーサーを用いた地下水流動や水質形成に関する研究を行っている。現在は，
多摩地区の台地や山地において湧水・地下水・河川水の水質に関する調査をしているほか，箱根温泉を中心に温泉水の起源や成因に関する
研究を進めている。最近ではそれに加え，地域における人と水とのかかわりあいという観点から，湧水や温泉を活用した地域・観光振興な
どについて関心を持ち調査を進めているほか，夏季に岩の隙間から冷気を吹き出す「風穴」に関する調査も行っている。
1．「浅間火山の湧水の水質形成における火山ガスの影響と地下水流動特性ー硫黄同位体比を用いた検討ー」，日本水文科学会誌，40巻 4 号，
2010（共著）

2．「岩手山北麓における自噴地下水の起源と水質特性」，駒澤地理，50号，2014（共著）
3．「箱根カルデラに湧出する地下水の特徴～ 2008-2012年実態調査結果から～」，神奈川県温泉地学研究所報告，第43巻，2014（共著）
4．「鬼押出し熔岩の風穴群と湧水ー冷たい湧水を探る」，『日本の風穴ー冷涼のしくみと産業・観光への活用』，古今書院，2015
5 ．「浅間山北麓鬼押出し溶岩流先端部における風穴と低温湧水の温度変化」，駒澤地理，54号，2018

研究内容

研究業績

私の研究テーマは気候学で，特にモンスーンアジアにおける気候の地域性を地形などとの関係から明らかにするため研究を進めてきました。
フィールドでの観測により得たデータと気象庁などから入手したデータを合わせて解析することにより，気候の地域性をグローバルからロ
ーカルにいたるスケールまで総合的にとらえることを目標としています。フィールドでの調査・観測は，海外ではヒマラヤ，日本では屋久
島を中心に行っています。さらに，酸性雨や地球温暖化などの大気に関係する地球環境問題にも取り組んでいます。
1 ．「Enhanced atmospheric transport of soil derived organic matter in spring over high Arctic」，Geophysical Research 
Letters，23，1996年（共著）

2．『Global Warming: The potential impacts on Japan』， Springer- Verlag，1998年（共著）
3．『世界遺産屋久島―亜熱帯の自然と生態系―』，朝倉書店，2006年（共著）
4．「Difference in Temperature between Shallow and Deep Valleys of the Bhutan Himalaya」，Regional Views， 25，2012年
　　（共著）
5．「屋久島東部の船行・永久保集落における冬季の低温について」，駒澤地理，53，2017年

研究内容

研究業績

人文科学研究科　　地理学専攻

■教員紹介
江口　　卓 教授 専門分野：自然地理学，気候学

小田　匡保 教授 専門分野：人文地理学

現生人類の一部がアフリカ大陸を脱し（アウト・オブ・アフリカ），グレート・ジャーニーが始まったとされる約10万年前以降の自然環境の
変遷と人間の居住域の平面的・垂直的な拡散・分散過程の解明を目指しています。また，それらを踏まえた現在・未来の土地利用の在り方，「人
は如何に住まうべきか」という問題に取り組んでいます。日本各地の考古遺跡において，ジオアーケオロジーの観点から調査を行うとともに，
東南アジア，オセアニア，南部アフリカなどの集落を対象として人々と自然環境の関係性に関する研究を行っています。
1． 『自然と人間の関係の地理学』（共著），古今書院、2017年
2 ．『微地形―人と自然を繋ぐ鍵―』（共著），古今書院、2016年
3 ．『ネイチャー・アンド・ソサエティ研究　 1巻　自然と人間の環境史』（共著），海青社，2014年

研究内容

研究業績

小野　映介 准教授 専門分野：自然地理学，地形学

佐藤　哲夫 教授 専門分野：地域研究（タイ）

鈴木　重雄 准教授 専門分野：自然地理学，植生地理学

鈴木　秀和 准教授 専門分野：自然地理学，水文学
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1．おもに奄美群島をフィールドとする島嶼地域の文化生態的研究
　•島嶼の存立基盤と居住継続に関する研究　　　•島嶼の産業構造の地域的特性に関する研究　•島嶼文化の創造に関する研究
　•集落の生活改善と地域の活性化に関する研究
2．景観の形成とリテラシーの研究
　•景観のテクスト化と記号的表象に関する研究　•景観の資源化と商品化に関する研究　　　　•景観のリテラシーと評価に関する研究
3．在来工業地域研究
　•技能の継承システムに関する研究　　　　　　•在来工業による地域の表象に関する研究
4．海外研究＜朝鮮半島およびブラジル＞
1．『離島研究Ⅰ～Ⅵ』（分担執筆），海青社，2003・2005・2007年・2010年・2014年・2018年
2．「富山県井波町瑞泉寺門前町における景観の再構成－観光の舞台・工業の舞台－」地理学評論，第76巻13号，2003年
3．『在来工業地域論－輪島と井波の存続戦略－』，古今書院，2004年
4．『奄美大島の地域性－大学生が見た島/シマの素顔』海青社，2014年
5．『図説　日本の島』（共編），朝倉書店，2018年

研究内容

研究業績

中国のムスリムの少数民族である回族について主に研究している。中国内陸部は沿海部との経済格差が拡大し社会問題が累積している。中
国政府は格差縮小を目指して内陸部の開発を進めており，そのなかで，どのように地域が変容しているのか，少数民族の社会や文化にどの
ような影響があるのかを調べている。また，内陸部から沿海部への活発な人口移動により，内陸部と沿海部の双方にどのような地域変容が
生じているのかということも近年の研究テーマである。
1．石原潤編『西北中国はいま』，ナカニシヤ出版，2011〔共著〕
2．中国ムスリム研究会編『中国のムスリムを知るための60章』明石書店，2012〔共編著〕
3．「ニンシャ回族自治区」，「チンハイ省」，「チョンチン市」，「ツァイダム盆地」ほか，『世界地名大事典1・2 アジア・オセアニア・極』，
　　朝倉書店，2017
4．「中国広州市におけるムスリムの増加・多様化と地域への影響」，駒澤地理31，2018
5．「広東省のムスリムから改革開放を考える」，地理64-4，古今書院，2019

研究内容

研究業績

•DEM（数値標高モデル）による地形計測
•LEMs（地形発達シミュレーションモデル）の構築
•GIS（地理情報システム）を援用した空間統計分析
1．「 1 kmメッシュ数値標高モデルと地形分類デジタルマップに基づく日本の主要四島の地形構造」駒澤地理，第54巻，2018年
2 ．「Topographic characteristics of rainfall-induced shallow landslides in hillslopes underlain by granitic rocks: A case 
study in Hofu City, Yamaguchi Prefecture, Japan」Tsukuba Geoenvironmental Sciences，第13巻，2017年（共著）

3．「北タイ・ファーン川流域における河川水質とその形成プロセス」地域学研究，第28巻，2015年（共著）
4．「グリッド型地形発達シミュレーションモデルの現実地形への適用」地形，第34巻 2 号，2013年（共著）
5．「航空機レーザーマッピング（ALSM）による地形研究とアメリカにおけるALSMによる地形研究プロジェクト（NCALM）の紹介」地形，
第31巻 4 号，2010年

研究内容

研究業績

1 ．公共交通がおかれている現状と問題点，公共交通機関活性化の展望と今後の課題。
2．地域的・国家的交通システムの発展と都市間アクセシビリティの変化。
3．都市システムと都市間相互作用・相互依存関係。
1．「地方都市における公共交通の新機軸とその課題」経済地理学年報55巻 1号，2009年
2．「地方鉄道第三セクター化の課題　－ひたちなか海浜鉄道の事例－」経済地理学年報59巻 1号，2013年
3．「新駅開業に対する利用者と市民の評価」駒澤地理52号，2016年
4．「ひたちなか市民の日常の移動行動と公共交通政策への評価」駒澤地理55号，2019年
5．「地理学の視点からみた公共交通の研究 －ローカル鉄道を中心に－」交通学研究62号，2019年

研究内容

研究業績

現在，以下のテーマについて調査・研究を進めている。
「英国及び日本における田園都市および田園郊外の計画とその緑地構造に関する研究」
「超郊外地域の別荘地および別荘型住宅地における定住化と高齢化の進展に関する研究」
1．「ロンドンにおける都市自然の保全と環境NPOの活動」ランドスケープ研究，Vol.65，No.5，2002年
2．「ロンドン・バーネット区における環境NPOの緑地保全活動」ランドスケープ研究，Vol.66，No.5，2003年
3．「初の田園郊外と呼ばれるマートン・パークの緑地景観」ランドスケープ研究，Vol.67，No.5，2004年
4．「大宮盆栽町住宅地における緑地景観の特徴」ランドスケープ研究，Vol.70，No.5，2007年
5．「静岡県函南町の別荘地における定住化と高齢化の進展－南箱根ダイヤランド別荘地の事例－」駒澤地理，No.52，2016年
6．「高齢退職者の別荘型住宅地への定住移動」統計，Vol.68，No.11，2017年

研究内容

研究業績

自然地理学の中でも地形学，とくに平野や海岸域における地形分類・地形発達の研究を基礎として，陸域と水域の接点をなす湖，河川，海
岸での様々な開発と環境問題について，各地域における環境変化の要因を明らかにし，その問題解決のための方策を含めて，調査・研究を
行っている。最近では，2003年に施行された「自然再生推進法」にもとづく霞ヶ浦や中海などの国内の湖沼・湿地での自然再生事業関連，
また海外ではおもに東南アジア（タイ，ベトナム）の湖沼域において，地球温暖化・海面上昇による沿岸域での影響予測，その評価，対応
策などについて，現地研究者と協力して進めている。
1．「ベトナム中部タムジャン・ラグーンにおけるエビ養殖の拡大と環境問題」，地学雑誌，第119巻 5 号，2010年（共著）
2．「中国・太湖の富栄養化問題と2007年のアオコ大発生事件（利水障害）後の対応」，E-journal GEO，第 5巻 2号，2011年（共著）
3．「ラムサール条約湿地・ウポ沼（大韓民国）の環境保全と住民」，E-journal GEO，第 8巻 2号，2013年（共著）
4．『ベトナム・フエ　ラグーンをめぐる環境誌―気候変動・エビ養殖・ツーリズム―』古今書院，2015年
5 ．「地球温暖化と湿地・湖沼のワイズユース－ベトナムの事例を通して－」，地球科学，第72巻 3 号，2017年

研究内容

研究業績
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須山　　聡 教授 専門分野：人文地理学

高橋健太郎 教授 専門分野：人文地理学，中国研究，農山村研究

田中　　靖 教授 専門分野：地理情報学，自然地理学

𡈽谷　敏治 教授 専門分野：人文地理学

橋詰　直道 教授 専門分野：人文地理学

平井　幸弘 教授 専門分野：自然地理学，地形学


