
第〇局第〇部：IJCA・IJCW・IJAI・IJDC統括、法令調査・図書館情報学等研究室（統括研究院・図書
館情報学府）長

岩崎 純一

第〇局第一部：岩崎純一活動総覧室（総覧院）長 虫明 彩
第〇局第二部：研究所・『全集』編纂局活動総覧室（研究学園・『全集』総覧院）長 日下 頼子

第〇局第三部：協力者等対応・登用室（登用院）長 長谷川 美咲
第〇局第四部：協力要請者等対応・外部活動管理室（外部活動管理院）長 山本 未奈

第〇局第五部：利用者等サービス・著作権管理室（著作権管理院）長 狩屋 遥子
第〇局第六部：編纂方針・提供方法管理室（編纂指針院）長 高橋 夕花

第〇局第七部：電子情報システム室（情報システム管理院）長 道満 幸江
第〇局第八部：IJCA以前史料編纂室（第一史料編纂院）長 岸本 薫枝
第〇局第九部：IJCA以後史料編纂室（第二史料編纂院）長 高祖 愛華

第一局：（岩崎純一製作資料学堂）長 高祖 愛華
第二局：『岩崎純一全集』編纂局（『岩崎純一全集』編纂学堂、岩崎純一著作資料学堂）長 黒明 ひとみ

第二局第〇部長 藤原 結衣
第二局第一部：『全集』編纂局第一部（『全集』編纂院）長 高橋 夕花

第二局第一部第〇班：序説班（序説団）長 吉川 りせ
第二局第一部第一班：人文科学第一班（～第一団）長 虫明 彩
第二局第一部第二班：人文科学第二班（～第二団）長 佐藤 緒静
第二局第一部第三班：社会科学第一班（～第一団）長 旦 結里子
第二局第一部第四班：社会科学第二班（～第二団）長 守屋 沙智子
第二局第一部第五班：科学技術第一班（～第一団）長 高橋 怜奈
第二局第一部第六班：科学技術第二班（～第二団）長 上野 紗奈

第二局第一部第七班：芸術第一班（～第一団）長 小林 百瀬
第二局第一部第八班：芸術第二班（～第二団）長 一条 みさお
第二局第一部第九班：芸術第三班（～第三団）長 江波戸 優花

第二局第二部長 大江 実香子
第二局第三部長 毛利 雪美
第二局第四部長 笠原 久美子
第二局第五部長 山桐 素芽
第二局第六部長 深田 綾乃
第二局第七部長 楽満 小花
第二局第八部長 角口 あづさ
第二局第九部長 園井 波子

第三局：（利用製作資料学堂）長 山本 未奈

岩崎純一学術研究所主要メンバー

2017年6月10日：起筆、2021年3月13日：最終更新
岩崎純一学術研究所
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第四局：（利用著作資料学堂）長 藤原 結衣
第五局：（私蔵貴重製作資料学堂）長 御巫 良子
第六局：（私蔵貴重著作資料学堂）長 正宗 江美

第六局第一部長 日下 頼子
第六局第一部第〇～二班長 神社 小春
第六局第一部第三～六班長 神庭 美咲
第六局第一部第七～九班長 国定 香織

第七局：（提供製作資料学堂）長 守安 涼子
第八局：（提供著作資料学堂）長 乙倉 好子

第九局：（他資料学堂）長 神社 小春
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岩崎純一関連学術グループ、サークル変遷表および現在の岩崎純一学術研究所（IJAI）のスタッフ一覧表

岩崎純一本人の活動・サイト 岩崎純一が単独で設立したか、設立メンバーの一員であるグループ IJAIに参画しているが、岩崎以外のメンバー（巫女・歌道子女、社会人女性、 岩崎以外のメンバーが設立し、 岩崎以外の者が設立し、
（メインサイトの （トップページ配下に活動分野別に特設サイトを設置　→　IJDC方式移行後はIJCAに吸収） 女子大学生・高校生など）が神社・社家・歌道家、（女子）大学、女性施設 岩崎が参加したグループ 岩崎に協力・参加を要請したが、
トップページ、メインコンテンツ） （一般女性寮、大学女子寮、女子学生寮、女性専用シェアハウス、DVシェルター、 岩崎が拒否したグループ

1995 精神・神経症性障害女性施設）内などに設立した独立系グループ
1996 ▼岡山白陵中学校百人一首大会「いとあはれなり」運営部 巫女・社家（姫社神社、吉備津神社、吉備津彦神社、岡山神社、鬼ノ城、造山古墳、作山古墳）
1997 ▼『更級日記』研究会
1998 中断
1999
2000
2001
2002 初期簡易サイト公開
2003 ▼Lustrous Veil（音楽）
2004 メインサイト「岩崎純一の ●洗足学園音楽大学学生

ウェブサイト、ブログ」 ●国立音楽大学学生
正式公開

2005 ▼IJ ART MUSIC（音楽）
2006 ▼寿羅穂里阿研究会 基本は岩崎単独の名義 哲学・心理・精神・神経・感覚・発達関連相談殺到期

●青柳香織 ●作曲・音楽家の方々
●一条みさお
●江波戸優花
●裃ちの子
●北川良子
●曽我部丹佳
●武田あさゑ
●戸井留子
●樋川夜涼
●道満幸江
●長満たき
●吉川りせ 継続

哲学・心理・精神・神経・感覚・発達
2007 関連相談殺到期 ▼空木会（うつぎかい）

●小野薫枝 地元巫女等による単体サークル活動期
▼花薄会（はなすすきかい）
●青柳香織 ▼共感覚者サークル１

▼伝統和歌の会　余情会（よせいかい） ●芝倉沙星 共感覚者、精神関連相談者によるサークル参加期 ▼共感覚者サークル２
▼共感覚者和歌の会 ▼共感覚者サークル３
●同右 ●長満たき

●戸井留子
●青柳香織
●武田あさゑ ▼日本共感覚協会
●伊田小春 ●松田英子
●裃ちの子

2008 大学の講義への取り込み期 ▼庵（音楽） ▼共感覚者気功の会
（学生が大学に講義としての開催を提案） ●神山哲也

2009 ▼糸姫会（いとひめかい） ▼共感覚超能力者の会
●藤山セン 岩崎が著書出版

共感覚ブーム
★岩崎純一さんとの合同勉強会 新宗教・新々宗教・疑似科学信者、共感覚セラピストの介入期

2010 ▼精神病理学・精神疾患研究会 ●伊田小春 大学（担当教員）公認期 ▼共感覚自然感知研究会 ▼共感覚っ子を持つ主婦の会
●佐々木愛華 （講義の一コマとして実施、単位あり） ●水橋裕子

2011 ▼岩崎純一の ▼日本的共感覚人間学研究会 ★岩崎純一さんのお話を聴く会
個人勉強会・交流会 ●青柳香織 ▼超音波知覚者コミュニティ ●佐々美世子 ▼前世共感覚サークル

●一条みさお ▼岩崎式日本語研究会 ●深田綾乃 ●上野紗奈
●江波戸優花 ●ほぼ同上 ●高島ひとみ 岩崎が著書出版 ▼共感覚でオーラを見る会
●裃ちの子 ●笠原久美子 ▼IJ ART MUSIC（音楽）
●北川良子 ●榊枝美奈 基本は岩崎単独の名義
●小山治雄 ●園井波子 ●作曲・音楽家の方々

2012 ●曽我部丹佳 ▼『新純星余情和歌集』 ●中村美咲 ▼岩崎純一さんに会いたい会 ▼人工言語学研究会
●武田あさゑ 全解釈プロジェクト 中断 ▼超音波知覚者コミュニティ東京 ●渡辺未来 ●貞苅詩門
●戸井留子 ●園井長光 ●深田綾乃 （主宰は2013年に逮捕され有罪、服役）
●樋川夜涼 ●長満たき ●岡蝶子 ★続　岩崎純一さんに会いたい会 ▼幸福共感覚女子の会
●道満幸江 ●戸井留子 ●上野紗奈
●長満たき ●武田あさゑ ●曽我部丹佳
●吉川りせ ●青柳香織 ●小山由香

大学非公認化、学生・研究者自主開催期

◆★マークの三サークルのうち、IJAI女性局を構成していない独立部分（女性の皆様）は、2016年以降、女性施設と一体化して閉鎖的な性質を帯びてお
り、既存の女性スタッフまたは岩崎の直接の紹介による参加を除いては、受け入れる傾向になく、新規参加は大変難しくなっております。三サークルの
女性メンバーは、入会や同様の活動を希望される方に対し、岩崎に関する勉強会を別途立ち上げることを推奨しています。一方、岩崎からは既存の三
サークルの門戸開放（入会許可）や女性局への統合を要請し、議論を続けています。

◆2007年から2010年にかけて乱立・解散した共感覚関連サークルで、岩崎が参加・関係していないものは、全て省略しています。
◆紫色の丸（●）は、岩崎以外の主なメンバー（ご協力者、ご参加者）です。
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2013 ▼寿羅穂里阿文明 ▼日本共感覚関連動向調査会 ▼共感覚ヨガ主婦の会
●ほぼ同上 ●山本幸子 精神障害者施設A
●高橋夕花 ●長谷川美咲

2014 ▼新人間学研究会 ●青柳香織 ▼心・生きること・言葉 女性施設A 左記の各会への優良参加者の招聘
●ほぼ同上 IJCAでは ●樋川夜涼 ▼女性の回り道 ▼ヒーラー共感覚者グループ

76巻・ ●高橋怜奈
2集

女性施設B ▼超感覚ヒーリング会
他多数乱立

大学から女性施設等への開催場所移行期
女性施設C 共感覚ブームの沈静化

有志の学生・研究者による自浄・健全化

2015 ▼岩崎式日本語 ▼岩崎純一の共感覚データベース
ペディア ▼日本共感覚研究会
●上記の一部 ●上記の一部
●高橋夕花 女性スタッフ、ご協力者の結婚ラッシュ
▼岩崎式言語体系
ペディア ●宮本拓海（調査・マップご協力）

2016 ▼岩崎人間学研究会 ●上記の一部
●上記の一部 ▼大日本帝国陸軍岡山歩兵第十連隊 ▼岩崎純一研究会 女性施設D

・岡山近衛兵将校子孫会 （合同勉強会、お話を聴く会、会いたい会の合同）
●北川良子 ●伊田小春
●一条みさお ●関根ひかり ●佐々木愛華
●道満幸江 （別サイト運営 ●佐々美世子
●吉川りせ →2019に『全集』に吸収、 ●上野紗奈

サイト閉鎖） ●高島ひとみ
●曽我部丹佳
●小山由香

各女性施設による各会の主催期 「共感覚」の政治利用
岩崎純一学術研究所設立 共感覚イノベーション産業等の国家プロジェクト、産学官民事業の勃興

2017 岩崎純一総合アーカイブ（著作物アーカイブ）方式採用 ▼神道・仏教研究会 女性施設（スタッフ）と各会の一体化

女性専用ウェブスペース
●長谷川彩

2018 活動分野別特設サイト方式から著作物アーカイブ方式（IJCA）へ正式に移行
岩崎純一のウェブサイト IJDC方式に従って、サークルを研究所内の局、部、班、係に再編。著作物も主に『岩崎純一全集』内に収録。
　↓（サイト名も変更） 以下は『全集』（IJCW）第一集への行き先（収録）巻数。Xは0～9の任意の値。
岩崎純一学術研究所（IJAI） 岩崎純一学術研究所（IJAI） 女性局
→岩崎式十進分類法 1X・2X巻 90・92巻 9X巻 34巻 1X巻 8X巻 2X・8X巻 7X巻 60・55・ 53・51巻・ 0X巻（特に序巻～7巻） 2X・4X巻 2X・4X・58・59・68・69巻 2X・4X・58・59・68・69巻
　（IJDC）の採用 （特に90～ （特に14巻） （特に70～ 58・69巻 6集
0X巻（特に序巻～7巻）で解説 92巻） 72巻）

これら以外の岩崎のあらゆる著作物も、順次IJDC方式に従って組み替え
2019 岩崎純一総合アーカイブ（IJCA）

正式オープン

以下は常置の局・部・班スタッフ（長）
【0系】 【1系】 【2系】『全集』 【3系】 【4系】 【5系】 【6系】 【7系】 【8系】 【9系】 【女性系】 これらの女性施設は、依然として
■所長： ●局長： ●局長： ●局長： ●局長： ●局長： ●局長： ●局長： ●局長： ●局長： 【0系】～【9系】内に、 研究所（IJAI）の組織ではない
岩崎純一 高祖愛華 黒明ひとみ 山本未奈 藤原結衣 御巫良子 正宗江美 守安涼子 乙倉好子 神社小春 これらと同様の構造で設置
　■0室長 　●0部長
　岩崎純一 　藤原結衣
　●1室長 　●1部長 　●1部長
　虫明彩 　高橋夕花 　日下頼子
　●2室長 　　●0班長 　　●0～2班長
　日下頼子 　　吉川りせ 　　神社小春
　●3室長 　　●1班長 　　●3～6班長
　長谷川美咲 　　虫明彩 　　神庭美咲
　●4室長 　　●2班長 　　●7～9班長
　山本未奈 　　佐藤緒静 　　国定香織
　●5室長 　　●3班長
　狩屋遥子 　　旦結里子
　●6室長 　　●4班長
　高橋夕花 　　守屋沙智子
　●7室長 　　●5班長
　道満幸江 　　高橋怜奈
　●8室長 　　●6班長
　岸本薫枝 　　上野紗奈
　●9室長 　　●7班長
　高祖愛華 　　小林百瀬

　　●8班長
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　　一条みさお
　　●9班長
　　江波戸優花
　●2部長
　大江実香子
　●3部長
　毛利雪美
　●4部長
　笠原久美子
　●5部長
　山桐素芽
　●6部長
　深田綾乃
　●7部長
　楽満小花
　●8部長
　角口あづさ
　●9部長
　園井波子

2020
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◇日本的共感覚人間学研究会　→　新人間学研究会　→　岩崎人間学研究会　→ 【1X・2X・90・92巻】担当班として活動中。

◇共感覚者和歌の会　→　伝統和歌の会 余情会（よせいかい）　→
【9X巻（特に90～92巻）】担当班として活動中。また、歌道家子女が多くを占めてお
り、IJAI女性局の本体として活動中。

◇伝統和歌の会 余情会（よせいかい）　→　『新純星余情和歌集』全解釈プロジェク
ト　→

【9X巻（特に90～92巻）】担当班として活動中。また、歌道家子女が多くを占めてお
り、IJAI女性局の本体として活動中。

◇大日本帝国陸軍岡山歩兵第十連隊・岡山近衛兵将校子孫会（岡将会）　→ 【34巻】担当班として活動中。

◇神道・仏教研究会　→
【1X巻（特に14巻）】担当班として活動中。また、巫女が多くを占めており、IJAI女性
局の本体として活動中。

◇寿羅穂里阿研究会　→　岩崎式日本語研究会　→　岩崎式日本語ペディア　→
岩崎式言語体系ペディア・寿羅穂里阿文明　→

【8X巻】担当班として活動中。

◇精神病理学・精神疾患研究会　→ 【2X・8X巻】担当班として活動中。
◇岩崎純一の共感覚データベース　→ 【7X巻（特に70～72巻）】担当班として活動中。

◇日本共感覚関連動向調査会　→　日本共感覚研究会　→
概ね【60・55・58・69巻】担当班として活動中だが、一部は【F女性資料】担当局（女
性局）へ移管して活動中。

◇超音波知覚者コミュニティ　→　超音波知覚者コミュニティ東京　→ 【53・51巻】、【6集】担当班として活動中。
◇IJ ART MUSIC　→ 【76巻】、【2集】担当班として活動中。

◇空木会、花薄会、糸姫会　→ 上記の全てのグループに発展的吸収
◇心・生きること・言葉　→　岩崎純一さんとの合同勉強会　→ 一部は【F女性資料】担当局（女性局）として活動中、残る一部は独立開催
◇女性の回り道　→　岩崎純一さんのお話を聴く会　→ 一部は【F女性資料】担当局（女性局）として活動中、残る一部は独立開催
◇岩崎純一さんに会いたい会　→　続 岩崎純一さんに会いたい会　→ 一部は【F女性資料】担当局（女性局）として活動中、残る一部は独立開催
◇岩崎純一さんとの合同勉強会、岩崎純一さんのお話を聴く会、続 岩崎純一さん
に会いたい会　→　岩崎純一研究会　→

IJAI女性局の本体として活動中

◇その他の岩崎をめぐる女性グループ　→ 一部はIJAI女性局内で活動中、残る一部は独立開催

IJAIに所属・関連する学術グループのリスト（各グループ資料の閲覧者様へ）
◆旧グループ、サークルの研究所への統合・再編状況を示しています。研究所設立以前から活動しているため、該当する部局は現在も好んで旧名で通称される傾向
にあります。

岩崎が単独で設立したか、設立メンバーの一員であるグループ

IJAIに参画しているが、岩崎以外のメンバー（巫女・歌道子女、社会人女性、女子大学生・高校生など）が神社・社家・歌道家、（女子）大学、女性施設（一般女性寮、
大学女子寮、女子学生寮、女性専用シェアハウス、DVシェルター、精神・神経症性障害女性施設）内などに設立した独立系グループ

▼これらの中には、部分的に（女子）大学の公認・公開講座として開催されたもの（コマ・回、単位あり）もあります。概ねどのグループをどの（女子）大学の女子学生が
（大学・教員に諮って）設立し、（持ち回りで）開催したかについては、大学（高等学校・中学校）別「岩崎純一総合アーカイブ（IJCA）」資料収録先リスト（『全集』第四巻
別添資料1）をご覧下さい。

6


