
2012（平成24）年度科学研究費助成事業　交付決定者一覧（2012年10月17日現在）

（交付額単位：千円）

No. 研究種目 審査区分 課題番号 研究課題名 研究代表者所属 職 氏名
直接経費
交付額

間接経費
交付額

1 新学術領域研究
研究領域
提案型

20119005 工学的手法による顔認知機能解明へのアプローチ
理工学部
応用情報工学科

教授 赤松　茂 4,900 1,470

2 新学術領域研究
研究領域
提案型

24115518 生物回転ナノマシン構成素子の機能イメージング
生命科学部
生命機能学科

専任講師 曽和　義幸 3,000 900

3 新学術領域研究
研究領域
提案型

24115519 分子イメージングによる異物排出ポンプ細胞内動態の解析
生命科学部
生命機能学科

教授 川岸　郁朗 3,000 900

4 基盤研究（S） 一般 23226013 水都に関する歴史と環境の視点からの比較研究 デザイン工学部建築学科 教授 陣内　秀信 21,100 6,330

5 基盤研究（A） 一般 21244037
変位雑音相殺技術を用いた標準量子限界を越える量子非破壊干
渉計の開発

理工学部創生科学科 教授 佐藤　修一 2,800 840

6 基盤研究（A） 一般 22243032 知的クラスターの多次元化とイノベーション－集合知の経営学－ 経営学部 教授 洞口　治夫 8,000 2,400

7 基盤研究（A） 一般 23243066
公共圏を基盤にしてのサステイナブルな社会の形成－規範的原則
と制御可能性の探究

社会学部 教授 舩橋　晴俊 8,500 2,550

8 基盤研究（A） 一般 23246108 アジアの都市住宅の類型に関する史的研究 デザイン工学部建築学科 教授 高村　雅彦 6,200 1,860

9 基盤研究（A） 海外 21252004
金融危機の衝撃による経済グローバル化の変容と転換の研究－
米国・新興経済を中心に

経済学部 教授 河村　哲二 7,200 2,160

10 基盤研究（A） 海外 23252004 中国共産党に関する政治社会学的実証研究－－中南海研究（Ⅱ） 法学部 教授 菱田　雅晴 8,700 2,610

11 基盤研究（B） 一般 21320050
能楽「型付」資料の全国的調査と、技芸伝承におけるその役割につ
いての総合的研究

能楽研究所 教授 山中　玲子 2,000 600

12 基盤研究（B） 一般 21320055
ヴィクトリア朝以降の英国ナショナル・アイデンティティ構築に関する
融合的研究

文学部 教授 丹治　愛 3,300 990

13 基盤研究（B） 一般 21320160 琉球・沖縄文化の形成と外的衝撃‐古代～中世並行期を中心に 沖縄文化研究所 教授 吉成　直樹 1,300 390

14 基盤研究（B） 一般 22300201 パーソナルEV知能化のためのＪＡＵＳコンポーネントの開発 理工学部創生科学科 教授 小林　一行 900 270

15 基盤研究（B） 一般 22320053
能楽資料学構築に向けた金春家旧伝般若窟文庫の総合的文書調
査

能楽研究所 准教授 宮本　圭造 1,400 420

16 基盤研究（B） 一般 22320071
近世日本の大衆文化における「日本」意識の表現－１７・１８世紀を
中心に－

社会学部 教授 田中　優子 1,900 570

17 基盤研究（B） 一般 22330027 飲酒運転対策の最適な制度設計をめざしてーその学際的研究 法務研究科 教授 今井　猛嘉 4,500 1,350

18 基盤研究（B） 一般 22330070
政府統計データのアーカイビングシステムの構造と機能に関する国
際比較研究

経済学部 教授 森　博美 3,800 1,140

19 基盤研究（B） 一般 22330089 サブプライム危機と企業統治の再検討 比較経済研究所 教授 胥　鵬 4,300 1,290

20 基盤研究（B） 一般 22330123 産業と科学の相互浸透：新しいイノベーションモデル イノベーション・マネジメント研究科 教授 榊原　清則 3,500 1,050

21 基盤研究（B） 一般 22330133 サステナブルな流通と責任ある調達の構築に関する研究 経営学部 教授 矢作　敏行 4,600 1,380

22 基盤研究（B） 一般 22330156
社会におけるメディアの役割：東・東南アジアの国際比較研究の視
点から

社会学部 教授 藤田　真文 1,000 300

23 基盤研究（B） 一般 22330157 メディア環境における水俣病事件の構築と記憶 社会学部 教授 小林　直毅 1,600 480

24 基盤研究（B） 一般 22330158
外国人への就学義務の適用及び子どもの地位の安定化に関わる
社会的条件の研究

大原社会問題研究所 研究員 宮島　喬 2,600 780

25 基盤研究（B） 一般 22330221
フランスにおけるキャリア教育を通した社会統合と公教育の再構築
に関する総合的研究

名誉教授 古沢　常雄 4,800 1,440

26 基盤研究（B） 一般 22360284
長寿命個体酸化物燃料電池作製のためのケイ素フリー耐熱性ガス
シール技術開発

生命科学部
環境応用化学科

教授 明石　孝也 2,700 810

27 基盤研究（B） 一般 22390086 ビブリオ属細菌の環境応答能調節とその生理的意義
生命科学部
生命機能学科

教授 川岸　郁朗 2,800 840

28 基盤研究（B） 一般 23300263
離れた家族の非対称的な生活世界を緩やかにつなぐコミュニケー
ション方式の研究

国際文化学部 教授 甲　洋介 2,100 630

29 基盤研究（B） 一般 23320007
ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』の総合的研究－国際協働による
西洋哲学研究の再構築

文学部 教授 安孫子　信 3,900 1,170

30 基盤研究（B） 一般 23320145
律令国家の北限支配からみた、津軽海峡を挟む古代北方世界の
実態的研究

文学部 教授 小口　雅史 2,600 780

31 基盤研究（B） 一般 23330058
平和構築における治安部門改革（ＳＳＲ）の課題：軍組織と開発援
助ドナー間の連携不備

グローバル教養学部 准教授 藤重　博美 2,100 630

32 基盤研究（B） 一般 23330115
戦後労働史におけるオーラルヒストリー・アーカイブ化の基礎的研
究

キャリアデザイン学部 准教授 梅崎　修 3,500 1,050

33 基盤研究（B） 一般 23330132 小売業における事業戦略・労使関係と人材ポートフォリオ 経営学部 准教授 佐野　嘉秀 1,900 570

34 基盤研究（B） 一般 23350006
イオン液体の構造・揺らぎの不均一性がもたらす超高速化学反応
の特異性の解明

生命科学部
環境応用化学科

教授 木村　佳文 3,500 1,050

35 基盤研究（B） 一般 23380133
バイオバンキングを利用した市場メカニズム導入のための実証研
究

生命科学部
生命機能学科

教授 西尾　健 5,000 1,500

36 基盤研究（B） 一般 23390307
形態・機能情報を同時に映像化可能なフォトンカウンティング形Ｘ線
ＣＴの開発

理工学部
応用情報工学科

教授 尾川　浩一 5,400 1,620

37 基盤研究（B） 一般 24300029
ハイブリッドクラウドにおける動的セキュリティ検知・調停制御技術
の研究開発及び構築

理工学部
応用情報工学科

教授 金井　敦 6,900 2,070

38 基盤研究（B） 一般 24300087
３次元顔モーフィングモデルによる高次視覚印象の創出と感性イン
タフェースへの応用

理工学部
応用情報工学科

教授 赤松　茂 3,700 1,110

39 基盤研究（B） 一般 24310189 ダム建設による住民移転計画の長期的事後評価 人間環境学部 教授 藤倉　良 2,400 720

40 基盤研究（B） 一般 24320044 バレエ文化史研究の基盤整備 国際文化学部 教授 鈴木　晶 1,900 570

41 基盤研究（B） 一般 24320121
古文書学的手法の創造による日本・西欧の社会秩序を封建制移行
過程の比較研究

文学部 教授 河内　祥輔 5,200 1,560

42 基盤研究（B） 一般 24330056 戦後日ソ関係の歴史的検討 法学部 教授 下斗米　伸夫 3,100 930

43 基盤研究（B） 一般 24330126
短時間正社員制度が利用者のキャリア形成に及ぼす影響と処遇の
あり方に関する研究

キャリアデザイン学部 教授 武石　惠美子 700 210

44 基盤研究（B） 一般 24330133
日本企業のアジア市場での事業展開とマーケティング実践の理論
化

イノベーション・マネジメント研究科 教授 小川　孔輔 4,800 1,440

45 基盤研究（B） 一般 24330176
東日本大震災の被災地におけるインクルージブな地域再生過程に
ついての実証的研究

現代福祉学部 教授 宮城　孝 4,000 1,200



2012（平成24）年度科学研究費助成事業　交付決定者一覧（2012年10月17日現在）

（交付額単位：千円）

No. 研究種目 審査区分 課題番号 研究課題名 研究代表者所属 職 氏名
直接経費
交付額

間接経費
交付額

46 基盤研究（B） 一般 24330222
若者支援政策の評価枠組み構築に向けた日欧比較研究～「社会
的教育学」援用の可能性

社会学部 教授 平塚　眞樹 5,000 1,500

47 基盤研究（B） 海外 22401006 ルーマニアにおける社会体制の変革に伴う移牧の変貌と環境変化 文学部 教授 漆原　和子 4,000 1,200

48 基盤研究（B） 海外 23402018 ジェンダーと民主主義に関する国際比較研究 法学部 教授 衛藤　幹子 1,400 420

49 基盤研究（B） 海外 23402040
消費行動における自己概念の役割に関する国際比較研究：消費者
間の関係性を手がかりに

経営学部 教授 木村　純子 1,900 570

50 基盤研究（B） 海外 23402049
景観の公共性に関する日米比較社会研究－－建築保存から社会
保存へ

社会学部 教授 堀川　三郎 1,100 330

51 基盤研究（B） 海外 23404024
人口減少時代の都市郊外住宅地の現状と政策を巡る欧州・日本の
比較研究

現代福祉学部 准教授 保井　美樹 1,800 540

52 基盤研究（B） 海外 24401026
学界未利用の在東欧・北欧所蔵西域出土文書を用いた、東アジア
新古文書学の創造的研究

文学部 教授 小口　雅史 6,400 1,920

53 基盤研究（C） 一般 21530013 近代日本土地所有権構造の形成と変容－土地と「ムラ」の法史学 法学部 教授 川口　由彦 600 180

54 基盤研究（C） 一般 21530479
多角化ディスカウントの実証研究－日本の大規模企業の財務報告
とガバナンスのあり方

キャリアデザイン学部 教授 中野　貴之 500 150

55 基盤研究（C） 一般 22500072 分散仮想マルチポイントスイッチング技術の研究 情報科学部 教授 廣津　登志夫 800 240

56 基盤研究（C） 一般 22500993
景観要素と種の多様性の関係分析に基づく地域生態系保全計画
手法

人間環境学部 教授 高田　雅之 1,100 330

57 基盤研究（C） 一般 22520330 １８世紀後半の知の形成と伝達における言語とイメージの相互作用 社会学部 准教授 濱中　春 500 150

58 基盤研究（C） 一般 22520331 十八世紀ドイツ文芸における社交性と非ヨーロッパ世界 文学部 教授 笠原　賢介 600 180

59 基盤研究（C） 一般 22520374 キューバ国民文学編成における「キューバ性」の研究 経済学部 教授 久野　量一 600 180

60 基盤研究（C） 一般 22520510
近代英語期口語表現の歴史語用論的研究ーーコーパス横断的ア
プローチ

文学部 教授 椎名　美智 700 210

61 基盤研究（C） 一般 22520831 インドネシアにおけるアブラヤシ開発をめぐる土地紛争の研究 国際文化学部 教授 中島　成久 1,100 330

62 基盤研究（C） 一般 22530039
「多様な家族」の法的保護を可能とする家族形成権と生命に対する
権利の日仏比較研究

法学部 教授 建石　真公子 600 180

63 基盤研究（C） 一般 22530165 池田・佐藤内閣期の日本外交と沖縄返還 法学部 教授 河野　康子 500 150

64 基盤研究（C） 一般 22530322 Ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ　Ｆｉｎａｎｃｅ－アジアにおける家計と金融の国際比較 経済学部 教授 靏見　誠良 900 270

65 基盤研究（C） 一般 22530428 低炭素経済社会における中小企業の環境経営の展開と可能性 人間環境学部 教授 堀内　行蔵 1,200 360

66 基盤研究（C） 一般 22530429 戦略的人的資源管理とキャリア形成・人材育成に関する研究 キャリアデザイン学部 教授 佐藤　厚 200 60

67 基盤研究（C） 一般 22530430 先進的ハイテク・スタートアップの生成と成長要因の解明 経営学部 教授 田路　則子 600 180

68 基盤研究（C） 一般 22530460 ２１世紀の消費文化の変容に関する研究 経営学部 教授 木村　純子 900 270

69 基盤研究（C） 一般 22530495 ＸＢＲＬ環境下における財務データの統計的性質に関する調査 経営学部 教授 坂上　学 500 150

70 基盤研究（C） 一般 22530574 中国系移住者に関する比較社会学的研究 社会学部 教授 田嶋　淳子 1,000 300

71 基盤研究（C） 一般 22530627
わが国型の社会的企業（ソーシャル・ファーム）のあり方に関する研
究

現代福祉学部 教授 大山　博 500 150

72 基盤研究（C） 一般 22530762
大学生を対象としたデートバイオレンス加害行動の分類と対処方略
に関する研究

文学部 教授 越智　啓太 700 210

73 基盤研究（C） 一般 22530801
皮膚電気活動からみた朝型夜型の差異と夜型化睡眠の高照度光
照射による改善

文学部 教授 高橋　敏治 500 150

74 基盤研究（C） 一般 22530876
高等学校「進路多様校」におけるキャリア教育の課題についての実
態調査研究

キャリアデザイン学部 教授 児美川　孝一郎 500 150

75 基盤研究（C） 一般 22530877
成人教育における国際ネットワークとしての国際成人教育協議会
の発展史に関する研究

社会学部 教授 荒井　容子 700 210

76 基盤研究（C） 一般 22550167
シリコンチップ埋め込み超微小リチウム２次電池の構成と高機能化
に関する研究

理工学部
電気電子工学科

教授 栗山　一男 1,000 300

77 基盤研究（C） 一般 22560256 機能性流体を用いたマイクロ流体パワー素子の研究
デザイン工学部
システムデザイン学科

教授 田中　豊 500 150

78 基盤研究（C） 一般 22560350 周期構造型および導波路型偏波変換・制御デバイスの開発
理工学部
電気電子工学科

教授 山内　潤治 1,000 300

79 基盤研究（C） 一般 22560466 体積変化に伴うひび割れ予測技術の高精度化に関する研究
デザイン工学部
都市環境デザイン工学科

教授 溝渕　利明 1,200 360

80 基盤研究（C） 一般 22570217 逆分子進化法によるヘモグロビン進化過程の解明
生命科学部
生命機能学科

教授 今井　清博 1,100 330

81 基盤研究（C） 一般 23500225 ２次元物体の柔らかな画像マッチングの研究 情報科学部 教授 若原　徹 500 150

82 基盤研究（C） 一般 23501026 縮尺鉄筋を用いたものづくり教育システムの開発 大学院維持管理工学研究所 研究員 満木　泰郎 1,300 390

83 基盤研究（C） 一般 23501250 南大東島におけるカルスト化過程のモデル化の構築 文学部 教授 漆原　和子 1,400 420

84 基盤研究（C） 一般 23501251
ジャック・ベルタンの地図学理論の発展段階とその位置づけに関す
る研究

デザイン工学部
都市環境デザイン工学科

教授 森田　喬 400 120

85 基盤研究（C） 一般 23510163
多モード切り替え型ハイブリッドシステムのオンラインスケジューリ
ング方法

理工学部
経営システム工学科

准教授 五島　洋行 900 270

86 基盤研究（C） 一般 23510189
品質指向ソフトウェア開発プロセスを支援する統計分析手法の開発
と改善

理工学部
経営システム工学科

教授 木村　光宏 1,000 300

87 基盤研究（C） 一般 23510330
ミクロネシア信託統治の始原期に関する研究－委任統治からの移
行と植民地社会の再編

国際文化学部 教授 今泉　裕美子 1,200 360

88 基盤研究（C） 一般 23520248 南米日系移民および韓国系移民による文学に関する総合的研究 国際文化学部 教授 川村　湊 1,200 360

89 基盤研究（C） 一般 23520331
ジェイムズ・ジョイスの創作に及ぼしたアイルランド文学ルネサンス
の影響

文学部 教授 結城　英雄 700 210

90 基盤研究（C） 一般 23520400
危機の時代の文化多元主義　－　雑誌『ドキュマン』とバタイユの野
心

文学部 教授 酒井　健 1,100 330



2012（平成24）年度科学研究費助成事業　交付決定者一覧（2012年10月17日現在）

（交付額単位：千円）

No. 研究種目 審査区分 課題番号 研究課題名 研究代表者所属 職 氏名
直接経費
交付額

間接経費
交付額

91 基盤研究（C） 一般 23520474
音声言語における韻律構造の心理的実在性に関する通言語的研
究

文学部 教授 田嶋　圭一 800 240

92 基盤研究（C） 一般 23520708
ヨーロッパ共通参照枠上位者のコミュニケーション・ストラテジー調
査と検証法の確立

経済学部 教授 中谷　安男 1,100 330

93 基盤研究（C） 一般 23520709 Ｌ２音韻習得における二重モデルの構築 文学部 准教授 川﨑　貴子 1,100 330

94 基盤研究（C） 一般 23520759
短期留学が英語オーラル・コミュニケーション能力と学習者の意識
に与える影響

経営学部 教授 佐藤　陽子 500 150

95 基盤研究（C） 一般 23520760 英語の音読とシャドーイングがスピーキングに及ぼす効果 経済学部 准教授 飯野　厚 400 120

96 基盤研究（C） 一般 23520999 グローバル化する互酬性－サモア儀礼交換の新たな展開 経済学部 教授 山本　真鳥 1,600 480

97 基盤研究（C） 一般 23530166 東アジアにおける行政文化の形成と変容 公共政策研究科 准教授 申　龍徹 700 210

98 基盤研究（C） 一般 23530230
曖昧な提携と協力ゲームの交渉解：市場による解法の限界を越え
て

経済学部 教授 佐柄　信純 800 240

99 基盤研究（C） 一般 23530339
電気自動車の普及を促進するインフラ整備の効果を考慮した市場
拡大予測モデルの開発

経済学部 教授 小沢　和浩 1,300 390

100 基盤研究（C） 一般 23530367
世界金融危機の理論・実証・政策ー内生的成長理論・PANIC・制度
設計による分析ー

理工学部
経営システム工学科

教授 宮越　龍義 1,200 360

101 基盤研究（C） 一般 23530383
欧州連合における集権分権と状態依存ガバナンスのゲーム理論的
分析およびその拡張

経済学部 教授 鈴木　豊 600 180

102 基盤研究（C） 一般 23530545 業態としてのカテゴリー：消費者視点の業態研究 経営学部 教授 新倉　貴士 1,600 480

103 基盤研究（C） 一般 23530555 商業集積がソーシャルキャピタルの形成に与える影響の研究 キャリアデザイン学部 准教授 酒井　理 1,200 360

104 基盤研究（C） 一般 23530691 ドイツの移民統合と国民的自己理解の変容 社会学部 准教授 佐藤　成基 500 150

105 基盤研究（C） 一般 23530692 繊維産業における技能継承と人材育成 社会学部 教授 相田　利雄 1,100 330

106 基盤研究（C） 一般 23530870
ソーシャルスキル教育における感情リテラシー育成の強化と教員
研修システムの構築

文学部 教授 渡辺　弥生 1,900 570

107 基盤研究（C） 一般 23531085
米国における学校法人の多元化－チャータースクールと私立学校
の比較を焦点に－

キャリアデザイン学部 教授 高野　良一 1,100 330

108 基盤研究（C） 一般 23531139
地域主権をめぐる葛藤と社会的労働市場の持続的発展に関する教
育・労働社会学的研究

キャリアデザイン学部 准教授 筒井　美紀 1,300 390

109 基盤研究（C） 一般 23540164 モデル理論における新たな構成法の構築 経営学部 教授 池田　宏一郎 700 210

110 基盤研究（C） 一般 23540270 磁気散逸を考慮した乱流分子雲コアにおける星形成の研究 人間環境学部 教授 松本　倫明 1,400 420

111 基盤研究（C） 一般 23540481 単一接触面を有するアロステリック蛋白質における浸透圧の影響
生命科学部
生命機能学科

教授 常重　アントニオ 700 210

112 基盤研究（C） 一般 23560415
周波数依存型３次元ＬＯＤ－ＦＤＴＤ法の開発とプラズモンデバイス
解析への応用

理工学部
電気電子工学科

准教授 柴山　純 800 240

113 基盤研究（C） 一般 23560416
１ｋＷデジタル直接駆動大電力スピーカシステムの高精度／効率
化と電気機械系への適用

理工学部
電気電子工学科

教授 安田　彰 1,000 300

114 基盤研究（C） 一般 23570049 表在性タンパク質の脂質修飾と光合成の高温耐性に関する研究
生命科学部
生命機能学科

准教授 水澤　直樹 1,100 330

115 基盤研究（C） 一般 23580316
琵琶湖集水域における農業経済・水文水質モデルの構築に関する
研究

経済学部 教授 西澤　栄一郎 1,500 450

116 基盤研究（C） 一般 24500025 計算と論理に対する層論的構造解析の展開 経営学部 教授 倉田　俊彦 1,300 390

117 基盤研究（C） 一般 24500181
実世界の普遍的性質を利用した状態行動空間の汎化と学習機能
を有するロボットへの適用

理工学部
電気電子工学科

准教授 伊藤　一之 1,700 510

118 基盤研究（C） 一般 24500215
出現頻度の偏った母集団の希少事象の認識のための通信路符号
化モデルの構築

情報科学部 教授 伊藤　克亘 1,500 450

119 基盤研究（C） 一般 24500284
多彩な現象を生成できる動的バイナリーニューラルネットの解析と
学習

理工学部
電気電子工学科

教授 斉藤　利通 1,600 480

120 基盤研究（C） 一般 24500478
ポジトロン断層法脳血流計測を用いた運動負荷時の脳循環調節機
構の解明

スポーツ健康学部 教授 日浦　幹夫 2,000 600

121 基盤研究（C） 一般 24500518 心拍変動分析手法の総合的評価・統合に関する研究
理工学部
応用情報工学科

教授 八名　和夫 1,100 330

122 基盤研究（C） 一般 24501065 科学教育番組を活用したｉＰａｄアプリの開発と実証に関する研究 経済学部 教授 藤田　貢崇 1,600 480

123 基盤研究（C） 一般 24501216 携帯端末から利用する教材情報システムに関する研究 経営学部 教授 児玉　靖司 1,200 360

124 基盤研究（C） 一般 24520029 漢字文化圏におけるカント哲学の翻訳・受容の影響作用史の研究 文学部 教授 牧野　英二 1,200 360

125 基盤研究（C） 一般 24520179 絵画の中に現れた顕在的属性を作品解説と鑑賞教育に生かす 文学部 教授 吉村　浩一 1,500 450

126 基盤研究（C） 一般 24520440
アスペクト区分は唯一に決まるのか？　―実時間処理からの検討
―

文学部 教授 石川　潔 800 240

127 基盤研究（C） 一般 24520556
統語的主語の義務化：英語史における非人称構文の衰退と非対格
構文の出現

文学部 教授 大澤　ふよう 600 180

128 基盤研究（C） 一般 24520657
年少者及び成人学習者を対象としたプラグマティックス指導とその
効果

経営学部 准教授 石原　紀子 400 120

129 基盤研究（C） 一般 24520711 グローバル企業における国際コミュニケーションのニーズ分析 経営学部 教授 鈴木　眞奈美 900 270

130 基盤研究（C） 一般 24520730 近代日英米における出版・読書文化の大衆化の比較研究 経営学部 専任講師 前島　志保 1,400 420

131 基盤研究（C） 一般 24520866 スーサ遺跡（イラン）出土楔形文字資料の調査・整理・研究 キャリアデザイン学部 教授 松島　英子 1,200 360

132 基盤研究（C） 一般 24530101 会社法の視点から見た国際会計基準の導入の意義と課題 法学部 教授 荒谷　裕子 1,600 480

133 基盤研究（C） 一般 24530234 ビジネスレジスターによる企業動態統計の開発 経済学部 教授 菅　幹雄 1,000 300

134 基盤研究（C） 一般 24530270
国際知財取引によるイノベーションの市場化と日本の高付加価値
産業の戦略の実証分析

経済学部 准教授 武智　一貴 1,500 450

135 基盤研究（C） 一般 24530320 平均限界税率をもちいた日本経済のマクロ政策分析 経済学部 教授 宮﨑　憲治 1,400 420
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136 基盤研究（C） 一般 24530333
発展途上国における財政赤字解消のための財源調達手段と経済
成長に関する研究

社会学部 准教授 北浦　康嗣 1,000 300

137 基盤研究（C） 一般 24530407 戦時期の労働と生活に関する基礎的研究 大原社会問題研究所 准教授 榎　一江 1,200 360

138 基盤研究（C） 一般 24530486
日本自動車産業における部品取引のネットワーク・知識のネット
ワークと企業成長

経営学部 教授 近能　善範 1,000 300

139 基盤研究（C） 一般 24530487 新興経済における制度の多国籍企業行動への影響 経営学部 教授 安藤　直紀 1,400 420

140 基盤研究（C） 一般 24530488
女性中堅社員の幹部への育成を支援する組織マネジメントシステ
ムについての研究

イノベーション・マネジメント研究科 教授 高田　朝子 1,100 330

141 基盤研究（C） 一般 24530489 質的分析に基づいた中小企業の連携能力構築に関する研究 経営学部 教授 稲垣　京輔 1,200 360

142 基盤研究（C） 一般 24530521
日本企業の新興国市場におけるロジスティクス戦略構築に関する
調査研究

経営学部 教授 李　瑞雪 1,600 480

143 基盤研究（C） 一般 24530534 議題設定による共感の発生と広告コミュニケーション効果 経営学部 教授 竹内　淑恵 1,100 330

144 基盤研究（C） 一般 24530535
ユーザー創造製品の複合的市場効果に関する理論的・実証的研
究

経営学部 教授 西川　英彦 700 210

145 基盤研究（C） 一般 24530577 組織の学習志向および学習プロセスに影響を及ぼす組織要因研究 経営学部 教授 福田　淳児 600 180

146 基盤研究（C） 一般 24530660 水俣病闘争を事例とした社会運動ユニオニズムの歴史的研究 大原社会問題研究所 教授 鈴木　玲 600 180

147 基盤研究（C） 一般 24530661
外国人労働者の技能移転に関する研究～衣料・機械産業の中国
人技能実習生の事例から

社会学部 教授 上林　千恵子 1,200 360

148 基盤研究（C） 一般 24530737
災害時支援におけるソーシャルワークおよび社会開発に関する研
究

現代福祉学部 助教 大島　隆代 1,500 450

149 基盤研究（C） 一般 24531022
ソーシャルキャピタルの再生にむけた地元学の創造と地域学習の
展開に関する研究

キャリアデザイン学部 教授 佐藤　一子 1,200 360

150 基盤研究（C） 一般 24540053 カラビ・ヤウ多様体をめぐる算術と幾何
理工学部
経営システム工学科

教授 桂　利行 1,500 450

151 基盤研究（C） 一般 24550140
パーフルオロアルキル基の自己組織化による環境応答性ポリマー
フィルムの創製

生命科学部
環境応用化学科

教授 杉山　賢次 2,100 630

152 基盤研究（C） 一般 24560481
多重偏波放射を可能とするメタマテリアル螺旋状アンテナの理論と
実験検証

理工学部
電気電子工学科

教授 中野　久松 2,400 720

153 基盤研究（C） 一般 24580130 有胞子細菌のＤＮＡ再編成
生命科学部
生命機能学科

教授 佐藤　勉 1,600 480

154 基盤研究（C） 一般 24602005 ベーシック・インカム政策導入が先住民族コミュニティに及ぼす影響 社会学部 教授 岡野内　正 1,500 450

155 基盤研究（C） 一般 24603005 要素集積における都市の地区イメージデザイン手法に関する研究
デザイン工学部
都市環境デザイン工学科

准教授 福井　恒明 1,500 450

156 挑戦的萌芽研究 22653045
キャリアプロセスに関する複合的データの構築と分析：人事データ
と個人データの統合

キャリアデザイン学部 教授 武石　惠美子 500 150

157 挑戦的萌芽研究 23650100
表面筋電位と脳波による特異動作の検知とその医療ミス防止対策
への適用

理工学部機械工学科 教授 石井　千春 400 120

158 挑戦的萌芽研究 23651042
住民の意識・認知からみた持続可能な地域づくりの計測指標の試
行的開発に関する研究

地域研究センター 教授 白井　信雄 1,700 510

159 挑戦的萌芽研究 23651260
世界銀行の援助による日本の農村開発計画の長期的評価とオー
ラルヒストリー化

人間環境学部 教授 藤倉　良 1,000 300

160 挑戦的萌芽研究 23652145
日本人ＥＦＬ学習者の読解指導における文処理と談話処理に関す
る研究

経済学部 教授 寺内　正典 800 240

161 挑戦的萌芽研究 23653060
ＧＰＳ情報の活用による公的統計の新たな展開可能性に関する多
角的研究

経済学部 教授 森　博美 1,100 330

162 挑戦的萌芽研究 23653136 民意の形成と反映に関する理論的実証的研究 社会学部 教授 石坂　悦男 1,000 300

163 挑戦的萌芽研究 23655144 イオン液体を活用した二酸化炭素の効率的光還元
生命科学部
環境応用化学科

教授 木村　佳文 1,100 330

164 挑戦的萌芽研究 24652041
古代東アジア音楽の検証可能な「再生」へ向けて　─解読から鳴り
響く音楽への過程─

文学部 教授 STEVEN GEORGE NELSON 500 150

165 挑戦的萌芽研究 24652166 特許分析による研究開発活動の地理的側面に関する研究 比較経済研究所 准教授 近藤　章夫 700 210

166 挑戦的萌芽研究 24657038 植物細胞のウイルス増殖抑制機構とその解除因子の解明
生命科学部
生命機能学科

教授 長田　敏行 1,900 570

167 挑戦的萌芽研究 24657108
細菌膜蛋白質複合体の分子配列メカニズムに関する光学・電子顕
微鏡複合解析

生命科学部
生命機能学科

教授 川岸　郁朗 1,100 330

168 若手研究（A） 22683011
ポスト新自由主義体制下における都市周縁層の社会的排除と処罰
に関する国際比較研究

キャリアデザイン学部 准教授 田中　研之輔 1,400 420

169 若手研究（A） 24686054
コンクリート細孔に存在する凝縮水の圧力変動と移動による構造物
動的応答の変化

デザイン工学部
都市環境デザイン工学科

専任講師 藤山　知加子 7,800 2,340

170 若手研究（B） 21730068 契約の解除と催告解除 法務研究科 教授 遠山　純弘 500 150

171 若手研究（B） 21760063
超離散化法による可積分セルオートマトンの解析と非可積分系へ
の応用

理工学部
経営システム工学科

准教授 礒島　伸 700 210

172 若手研究（B） 22730009
現代社会における「支援型法」の可能性と限界―自己決定を実現さ
せる法的枠組みの構築

経済学部 准教授 菅　富美枝 1,000 300

173 若手研究（B） 22730487
組織的公正におけるデュアル・プロセス：認知合理的アプローチと
直感的アプローチ

キャリアデザイン学部 准教授 林　洋一郎 500 150

174 若手研究（B） 23700043 逐次的拡張に基づくドメイン特化型言語の実現手法の研究 情報科学部 准教授 佐々木　晃 1,000 300

175 若手研究（B） 23700982
身体活動を通じたチーム・コンピテンシー育成を目的とする教授方
略の開発

文学部 専任講師 林　容市 400 120

176 若手研究（B） 23710181
汎用性の高いスケジューリング最適化エンジンの設計と開発に関
する研究

デザイン工学部
システムデザイン学科

准教授 野々部　宏司 700 210

177 若手研究（B） 23720118 狂歌書目総覧の作成 文学部 准教授 小林　ふみ子 900 270

178 若手研究（B） 23720410 土地所有からみた都市空間の社会経済地理学的研究 文学部 専任講師 小原　丈明 1,000 300

179 若手研究（B） 23730010
英国における代位責任の法史研究－コモン・ローとエクイティとの
統合の観点から－

法学部 教授 高　友希子 1,000 300

180 若手研究（B） 23730047 北極海域における海洋環境問題 人間環境学部 准教授 岡松　暁子 600 180



2012（平成24）年度科学研究費助成事業　交付決定者一覧（2012年10月17日現在）

（交付額単位：千円）

No. 研究種目 審査区分 課題番号 研究課題名 研究代表者所属 職 氏名
直接経費
交付額

間接経費
交付額

181 若手研究（B） 23730108
事業者間契約における不当条項規制をめぐる民法・消費者法・競
争法の発展可能性

法学部 准教授 大澤　彩 800 240

182 若手研究（B） 23730125 医学と利益相反ーー日米比較の視点からーー 法学部 准教授 小山田　朋子 700 210

183 若手研究（B） 23730235 健康保険制度の短期的・長期的影響の分析 経済学部 准教授 近藤　絢子 800 240

184 若手研究（B） 23730370 伸び代ある人材の特性と組織的育成環境 経営学部 准教授 小川　憲彦 1,200 360

185 若手研究（B） 23730497
自己決定にかかわる支援における偶有性とそれを活かす組織につ
いての実証的研究

社会学部 准教授 三井　さよ 500 150

186 若手研究（B） 23730588 大人の甘えと援助要請が個人・対人・集団に与える効果 グローバル教養学部 准教授 新谷　優 600 180

187 若手研究（B） 23730749
共同的「子ども‐おとな」意識形成に関するナナメ関係の理論的・質
的研究

キャリアデザイン学部 専任講師 遠藤　野ゆり 1,300 390

188 若手研究（B） 23740089 ファイナンスにおける推定と数値解析における新展開
理工学部
経営システム工学科

助教 安田　和弘 900 270

189 若手研究（B） 23760467
温暖化による局地的豪雨の頻発化を想定した人為的豪雨抑制手
法に関する数値実験的研究

デザイン工学部
都市環境デザイン工学科

准教授 鈴木　善晴 700 210

190 若手研究（B） 23760608 華南海域における港湾都市の形成と変容過程に関する研究 政策創造研究科 准教授 恩田　重直 1,000 300

191 若手研究（B） 23770183 蛍光１分子追跡による細菌べん毛モーターの回転計測
生命科学部
生命機能学科

専任講師 曽和　義幸 1,400 420

192 若手研究（B） 23791295 非メラノサイト病変を含むメラノーマ自動診断支援システムの開発
理工学部
応用情報工学科

准教授 彌冨　仁 1,200 360

193 若手研究（B） 24700666
競技者を対象としたスポーツチームに対する結果予期の実態と関
連要因の明確化

文学部 専任講師 荒井　弘和 1,000 300

194 若手研究（B） 24710296
熱帯アフリカにおける森林資源利用の歴史生態学的研究と慣習的
権利の確立へむけた応用

人間環境学部 専任講師 安岡　宏和 1,000 300

195 若手研究（B） 24720107
近世初期観世流謡本刊本変遷過程をめぐる研究ー玉屋本の書誌
的研究を中心にー

文学部 准教授 伊海　孝充 600 180

196 若手研究（B） 24720158 エミール・ゾラと写真をめぐる芸術創造の問題 社会学部 専任講師 髙橋　愛 700 210

197 若手研究（B） 24720211
類推ネットワーク・モデルを用いた日本語文法の変化に関する認知
言語学的研究

文学部 准教授 尾谷　昌則 1,900 570

198 若手研究（B） 24730089 再建型倒産手続一本化と担保権の取扱いに関する試論 法学部 教授 倉部　真由美 1,000 300

199 若手研究（B） 24730165
オープン・ソース・ソフトウェア供給インセンティブの解明：公共財供
給理論による分析

経済学部 准教授 篠原　隆介 500 150

200 若手研究（B） 24730253
市場における期待の異質性とフォワードルッキングなマクロ経済政
策

経営学部 教授 平田　英明 1,100 330

201 若手研究（B） 24730276 ガバナンス体制の違いによる企業価値への影響 経済学部 准教授 高橋　秀朋 600 180

202 若手研究（B） 24730367 選択的不感化理論によるフレーミング効果の数理モデル化 社会学部 准教授 諸上　茂光 2,900 870

203 若手研究（B） 24730398 財務報告におけるグラフに関する実証研究 経営学部 准教授 川島　健司 600 180

204 若手研究（B） 24730441
再生可能エネルギーの社会的受容性と地域社会の内発的発展に
関する比較研究

人間環境学部 准教授 西城戸　誠 900 270

205 若手研究（B） 24730478
「親力」向上にむけた行政の取組み―父親や祖父母も対象にした
包括的な親支援のあり方

キャリアデザイン学部 准教授 斎藤　嘉孝 500 150

206 若手研究（B） 24730479
終末期ケアにおける日本型「事前指示書」の開発とソーシャルワー
カーの役割の検討

現代福祉学部 准教授 佐藤　繭美 1,100 330

207 研究活動スタート支援 24800064 秘密分散法における不正防止技術に関する研究 情報科学部 教授 尾花　賢 1,300 390

208 研究活動スタート支援 24830087 ジャンプや確率ボラティリティを考慮したデリバティブ価格理論に関する研究 経営学部 准教授 山嵜　輝 1,100 330

209 研究活動スタート支援 24830088 マテリアルフローコスト会計を通じた環境経営意思決定に関する研究 経営学部 専任講師 北田　皓嗣 1,300 390

No. 課題番号 研究課題名 受入研究者 職 氏名
直接経費
交付額

間接経費
交付額

210 22・105 ポピュリズムと人民主権原理の理論的関係性に関する分析 法学部・教授・杉田敦 PD 鵜飼　健史 600 -

211 22・2911
イスラーム・キリスト教並存期のスペイン建築における社会的・造形
的相互作用の解明

デザイン工学部・教授・陣内秀信 PD 伊藤　喜彦 900 -

212 22・10209
デモクラシーにおける「政治的思考」の探究：「おろかさ」の問題を鍵
として

法学部・教授・杉田敦 PD 乙部　延剛 600 -

213 22・10330
「近世琉球弧における経世済民社会の諸相～八重山諸島の民衆
生活を事例として～」

社会学部・教授・田中優子 DC1 内原　英聡 400 -

214 23・8295 水の都市ヴェネツィアの近代化に関する研究 デザイン工学部・教授・陣内秀信 DC2 樋渡　彩 600 -

215 23・9463
境界としての井戸、門、橋――中国古典詩歌と小説に基づく考察―
―

文学部・教授・黒田真美子 PD 喜多（山崎）　藍 600 -

216 24・3643
中世・近世史料に基づく地方能楽史の研究－－四国・九州地方を
中心に－－

能楽研究所・准教授・宮本圭造 PD 青柳　有利子 700 -

217 24・7478 催馬楽の成立過程と変遷の研究 文学部・教授・NELSON　Steven DC2 本塚　亘 500 -

No. 課題番号 研究課題名 研究代表者所属 職 氏名 直接経費
交付額 間接経費
交付額

218 245121 石垣島川平の宗教儀礼 沖縄文化研究所 国内研究員 澤井　真代 1,100 -

219 245139 憲法と人権条約 法学部 教授 建石　真公子 1,700 -

220 245182 「むつ小川原開発・核燃料サイクル施設問題」研究資料集 社会学部 教授 舩橋　晴俊 3,600 -

221 245265 屋敷地林と在地の知 サステイナビリティ研究教育機構 准教授 吉野　馨子（谷垣馨子） 1,600 -

特別研究員奨励費

特別研究員奨励費

特別研究員奨励費

特別研究員奨励費

研究成果公開促進費(学術図書)

研究成果公開促進費(学術図書)

研究成果公開促進費(学術図書)

研究成果公開促進費(学術図書)

研究種目

研究種目

特別研究員奨励費

特別研究員奨励費

特別研究員奨励費

特別研究員奨励費


