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1 特定領域研究 17076016
単一細胞における全遺伝子の発現計測と環境応答
制御の解析 工学部 教授 石浜　明 19,700 ―

2 特定領域研究 17076017 細胞周期に依存したウィルス感染応答機構の解析 工学部 教授 本田　文江 20,300 ―

3 特定領域研究 18048040
バーチャル空間でのイルージョンを利用したマイクロ
－マクロ・テレ･オペレーション デザイン工学部 教授 小林　尚登 2,800 ―

4 特定領域研究 18054012
走化性シグナル伝達に関わる蛋白質複合体の構造
と機能 工学部 教授 川岸　郁朗 3,800 ―

5 特定領域研究 19016020 機能性流体を用いた高出力マイクロメカトロデバイス 工学部 教授 田中　豊 2,600 ―

6 特定領域研究 19045013
細菌膜貫通型センサーの局在とクラスター化による
シグナル伝達 工学部 教授 川岸　郁朗 3,100 ―

7 基盤研究（Ａ） 一般 17202014 １９８０年代世界の同時代史的研究 国際文化学部 教授 南塚 信吾 8,800 2,640

8 基盤研究（Ａ） 一般 19203021
イノベーション・クラスターの創生政策とグローバル・
リンケージ

ン・マネジメント研究
科 教授 洞口 治夫 4,600 1,380

9 基盤研究（Ａ） 一般 19203027
公共圏の創成と規範理論の探究－現代的社会問題
の実証的研究を通して 社会学部 教授 舩橋 晴俊 9,100 2,730

10 基盤研究（Ａ） 海外学術調査 16252008
東・東南アジアにおける沖縄の地域間ネットワークの
形成と変遷に関する総合的研究 法学部 教授 安江 孝司 4,600 1,380

11 基盤研究（Ａ） 海外学術調査 17252008
EUと東アジアの人の移動における人権レジームの構
築の調査研究

大学院社会学研究
科 教授 宮島　喬 5,200 1,560

12 基盤研究（Ａ） 海外学術調査 19252003 中国共産党に関する政治社会学的実証研究 法学部 教授 菱田 雅晴 7,000 2,100

13 基盤研究（Ｂ） 一般 16320119
琉球・沖縄文化とアイヌ文化の比較研究－ヤマト文
化を媒介として 沖縄文化研究所 教授 吉成　直樹 2,300 690

14 基盤研究（Ｂ） 一般 17320041
地方諸藩の能楽資料に基づく、都市と能楽の関係に
ついての総合的研究 能楽研究所 教授 山中　玲子 2,500 750

15 基盤研究（Ｂ） 一般 17320096
在ベルリン・トルファン文書の比較史的分析による古
代アジア律令制の研究 文学部 教授 小口 雅史 1,900 570

16 基盤研究（Ｂ） 一般 17330002
協働型社会構想における都市内分権ないしコミュニ
ティ政策の法社会学的国際比較研究 法学部 教授 名和田　是彦 4,100 1,230

17 基盤研究（Ｂ） 一般 17330056
産業クラスターにおけるソーシャル・キャピタルの国
際比較研究

ン・マネジメント研究
科 教授 岡本　義行 3,200 960

18 基盤研究（Ｂ） 一般 17330170
新自由主義教育改革の理論、制度および実態に関
する日英米比較研究

キャリアデザイン学
部 教授 佐貫　浩 5,400 1,620

19 基盤研究（Ｂ） 一般 18300076
顔と物体の高次視覚印象の予測モデルと共通的感
性にもとづく造形デザインへの応用 工学部 教授 赤松　茂 6,200 1,860

20 基盤研究（Ｂ） 一般 18310033 ダム開発に伴う住民移転と環境管理に関する研究 人間環境学部 教授 藤倉　良 2,600 780

21 基盤研究（Ｂ） 一般 18310133
大腸菌の全ての機能未知転写因子の支配下遺伝子
群の同定と制御様式の解明 工学部 教授 石浜　明 4,800 1,440

22 基盤研究（Ｂ） 一般 18310164
地政学的空間の史的変容とアイルランドの周辺化・
脱植民地化過程の分析 経済学部 教授 後藤　浩子 5,300 1,590

23 基盤研究（Ｂ） 一般 18330004 「調停」の比較法史 法学部 教授 川口　由彦 3,600 1,080

24 基盤研究（Ｂ） 一般 18330014 未決拘禁の比較法的・総合的研究 大学院法務研究科 教授 福井 厚 2,800 840

25 基盤研究（Ｂ） 一般 18330032 北東アジア冷戦史の研究 法学部 教授 下斗米　伸夫 3,600 1,080

26 基盤研究（Ｂ） 一般 18330093
マーケティング技術と実務知識の日本から東アジア
諸国への移転研究 経営学部 教授 小川 孔輔 4,400 1,320

27 基盤研究（Ｂ） 一般 18330112
社会のおけるメディアの役割：東南アジアにおける市
民生活とメディア 社会学部 教授 藤田　真文 1,300 390

28 基盤研究（Ｂ） 一般 18390337
半導体型検出器およびダイバージングホールコリ
メータを用いた超高分解能ＳＰＥＣＴ 工学部 教授 尾川　浩一 3,500 1,050

29 基盤研究（Ｂ） 一般 19300286
国際文化探究学習のためのコミュニケーション・マ
ネージメント・システムの研究

キャリアデザイン学
部 教授 坂本　旬 5,400 1,620

30 基盤研究（Ｂ） 一般 19320006
ベルクソン『創造的進化』の総合的研究－受容史的
背景を踏まえた西洋哲学研究の再構築 文学部 教授 安孫子　信 4,000 1,200

31 基盤研究（Ｂ） 一般 19330034
ミクロネシアにおける日本統治の終焉および戦時か
らの「復興」 国際文化学部 教授 今泉　裕美子 2,500 750

32 基盤研究（Ｂ） 一般 19330066 日本における企業統治の新展開 経済学部 教授 胥　鵬 5,500 1,650

33 基盤研究（Ｂ） 一般 19330093 日本型流通システムのミクロ行動分析
ン・マネジメント研究
科 教授 矢作　敏行 5,000 1,500

34 基盤研究（Ｂ） 一般 19330097
設備投資マネジメントと原価企画との相互作用に関
する実証研究 経済学部 教授 清水　信匡 4,000 1,200

35 基盤研究（Ｂ） 一般 19330114
滞日外国人における家族危機と子どもの社会化に及
ぼすその影響の社会学的研究

大学院社会学研究
科 教授 宮島　喬 3,300 990

36 基盤研究（Ｂ） 一般 19330133
コミュニティソーシャルワーク実践の体系的なスキル
の検証及び教育法の開発 現代福祉学部 教授 宮城　孝 3,900 1,170

37 基盤研究（Ｂ） 一般 19330180
フランスにおける社会的排除のメカニズムと学校教
育の再構築に関する総合的研究

キャリアデザイン学
部 教授 古沢　常雄 5,100 1,530

38 基盤研究（Ｂ） 一般 19360208
鋼桁橋主桁・横桁交差部の疲労安全性照査法の構
築 工学部 教授 森　猛 5,700 1,710

39 基盤研究（Ｂ） 一般 19360282
アジアの都市再生に関わる歴史的および方法論的
研究 工学部 教授 高村　雅彦 2,900 870

40 基盤研究（Ｂ） 一般 19370066
細菌膜貫通型受容体の局在と細胞膜の機能的・構
造的分化 工学部 教授 川岸　郁朗 5,400 1,620

41 基盤研究（Ｂ） 海外学術調査 18402025 中国・インドの企業競争力に関する国際比較分析 経済学部 教授 絵所 秀紀 4,700 1,410

42 基盤研究（Ｂ） 海外学術調査 19401003 社会体制の変革に伴う移牧の変貌と土地荒廃 文学部 教授
吉野（漆原）　和
子 4,900 1,470

43 基盤研究（Ｂ） 海外学術調査 19402038
都市ガヴァナンスの日米比較研究――「景観の公共
性」に関する社会学的実証研究 社会学部 教授 堀川　三郎 1,400 420

44 基盤研究（Ｂ） 海外学術調査 19404014
マップ化を目標とした風土建築の環境工学的検証に
関する調査研究 デザイン工学部 教授 出口　清孝 4,800 1,440

45 基盤研究（Ｃ） 一般 16500071 プログラムのデータベースに関する研究 工学部 准教授 宮本 健司 500 150

46 基盤研究（Ｃ） 一般 16510191
オセアニア植民地時代における人種間関係の歴史
人類学 経済学部 教授 山本　真鳥 600 180

47 基盤研究（Ｃ） 一般 16560196
微小重力環境を利用してのＤMＥ希薄混合気の燃焼
特性の解明に関する研究 工学部 名誉教授 岡島　敏 500 150
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48 基盤研究（Ｃ） 一般 17510207 国際社会の対中国関与政策と中国の政治改革 法学部 教授 唐　亮 1,100 330

49 基盤研究（Ｃ） 一般 17530534
反復性睡眠潜時テストとＰ３００からみた高照度光に
よる眠気の改善法 文学部 教授 高橋 敏治 500 150

50 基盤研究（Ｃ） 一般 17530592
公教育の多元化におけるソーシャル・キャピタルと学
業達成の相関に関する日米比較

キャリアデザイン学
部 教授 高野　良一 700 210

51 基盤研究（Ｃ） 一般 17530593
移行期の社会参加支援システム構築に向けた政策
的課題の究明 社会学部 教授 平塚　眞樹 1,100 330

52 基盤研究（Ｃ） 一般 17560269 自己組織化機能を用いた並列化DC 工学部 教授 斉藤　利通 700 210

53 基盤研究（Ｃ） 一般 17580208
家畜糞尿政策の効果と経済的影響に関する日蘭比
較 経済学部 准教授 西澤 栄一郎 1,200 360

54 基盤研究（Ｃ） 一般 18500027 形式的仕様に基づくソフトウェアテスト手法の研究 情報科学部 教授 劉 少英 1,600 480

55 基盤研究（Ｃ） 一般 18500066
インターネットソフトウェアの定量的な脆弱性評価法
の開発と改良に関する研究 工学部 教授 木村 光宏 600 180

56 基盤研究（Ｃ） 一般 18500442
次世代車いすのための屋外環境走行における安全
走行システムの開発 工学部 准教授 小林 一行 1,100 330

57 基盤研究（Ｃ） 一般 18520100 ヴィクトリア朝における文化行政と美術の関わり
キャリアデザイン学
部 教授 荒川　裕子 700 210

58 基盤研究（Ｃ） 一般 18520137
「歴史社会学派」の歴史的行跡の研究、ならびに基
礎資料のデーターベース化 文学部 准教授 藤村　耕治 800 240

59 基盤研究（Ｃ） 一般 18520138
アジア文化との比較に見る日本の「私小説」－アジア
諸言語､英語との翻訳比較を契機に 文学部 教授 勝又　浩 1,300 390

60 基盤研究（Ｃ） 一般 18520238
アイルランド語で表現された媒体を用いたアイルラン
ド文化の総合的研究 工学部 教授 梨本　邦直 1,100 330

61 基盤研究（Ｃ） 一般 18530036 海上犯罪に対する国際法上の対応の機能分化 法学部 教授 森田　章夫 500 150

62 基盤研究（Ｃ） 一般 18530083 家族法と進化論・行動遺伝学 法学部 教授 和田　幹彦 600 180

63 基盤研究（Ｃ） 一般 18530121
中ロの「新国際秩序」と中ロ印協調体制の始動－上
海協力機構の研究を中心に－

キャリアデザイン学
部 教授 趙　宏偉 1,500 450

64 基盤研究（Ｃ） 一般 18530191
トヨタ自動車における生産システムの国際移転パ
ターンの進化に関する調査研究 社会学部 教授 公文　溥 700 210

65 基盤研究（Ｃ） 一般 18530214
EU都市広域連携指針POLYCENTRICITYの戦略的導
入､静岡実験 経済学部 教授 黒川　和美 1,300 390

66 基盤研究（Ｃ） 一般 18530243
公共財供給および費用負担と財政制度選択に関す
る理論分析 経営学部 准教授 寺井　公子 500 150

67 基盤研究（Ｃ） 一般 18530244 大幅な株式分割が株価に及ぼす影響の分析 経営学部 教授 岸本　直樹 1,400 420

68 基盤研究（Ｃ） 一般 18530359 業績報告の研究 経営学部 教授 八重倉　孝 600 180

69 基盤研究（Ｃ） 一般 18530405
中山間地域農村における持続的社会形成に関する
地域社会学的研究 社会学部 教授 中筋　直哉 700 210

70 基盤研究（Ｃ） 一般 18530406 ドイツ国籍法改正とナショナル・アイデンティティ 社会学部 准教授 佐藤　成基 600 180

71 基盤研究（Ｃ） 一般 18560389
電磁気的バンドギャップ反射板を使用した極超低姿
勢化線状アンテナの研究 工学部 教授 中野　久松 500 150

72 基盤研究（Ｃ） 一般 18560390 新世代インターネットプロトコルＩＰｖ４＋＋の研究
ン・マネジメント研究
科 教授 村上　健一郎 1,600 480

73 基盤研究（Ｃ） 一般 18560419
単一デバイスによる複数事象のセンシングと安心・安
全モニタへの応用 工学部 教授 渡辺　嘉二郎 1,700 510

74 基盤研究（Ｃ） 一般 18610003
異時点間の資源配分と世代間の衡平性：効率性と衡
平性の両立可能性について 経済学部 教授 佐柄 信純 1,100 330

75 基盤研究（Ｃ） 一般 19520367
裁判記録から探る近代英語期口語表現の歴史語用
論的研究：コーパス・アプローチ 文学部 教授 椎名　美智 1,200 360

76 基盤研究（Ｃ） 一般 19520710
日本華僑社会における伝統文化の再構築と地元と
の関係 国際文化学部 教授 曽　士才 700 210

77 基盤研究（Ｃ） 一般 19520711
アジア経済危機後のインドネシアにおける水ビジネス
と土地紛争、西スマトラの事例研究 国際文化学部 教授 中島　成久 1,100 330

78 基盤研究（Ｃ） 一般 19530077
契約法の国際的ハーモナイゼーションによる同一化
と個別化 大学院法務研究科 教授 大中　有信 600 180

79 基盤研究（Ｃ） 一般 19530115 現代における国家・社会関係 法学部 教授 杉田　敦 2,700 810

80 基盤研究（Ｃ） 一般 19530116
女性の政治的代表に関する総合研究：国際比較から
みた日本の過少代表の分析 法学部 教授 衛藤　幹子 1,300 390

81 基盤研究（Ｃ） 一般 19530159 アンチコモンズの研究 経済学部 教授 廣川　みどり 1,000 300

82 基盤研究（Ｃ） 一般 19530188
センサス機能の変質、新展開およびその統計制度、
統計体系への影響に関する総合的研究 経済学部 教授 森　博美 1,200 360

83 基盤研究（Ｃ） 一般 19530360 ハイテク産業を担う人的資源の日本・アジア間比較 経営学部 准教授 田路　則子 2,200 660

84 基盤研究（Ｃ） 一般 19530392
製品パッケージによるコミュニケーション効果とブラン
ド育成に関する研究 経営学部 教授 竹内　淑恵 2,400 720

85 基盤研究（Ｃ） 一般 19530393
高度化社会における新しい消費スタイルに関する研
究―贅沢消費の日米比較― 経営学部 准教授 木村　純子 1,300 390

86 基盤研究（Ｃ） 一般 19530415
企業結合会計におけるフレッシュ・スタート法の理論
的展開と実務的可能性の総合研究

ン・マネジメント研究
科 教授 菊谷　正人 1,000 300

87 基盤研究（Ｃ） 一般 19530635
小学生を対象とした性犯罪防止教育プログラムの作
成 文学部 准教授 越智　啓太 1,500 450

88 基盤研究（Ｃ） 一般 19540150 ランダムグラフを用いたモデル理論の研究 経営学部 教授 池田　宏一郎 900 270

89 基盤研究（Ｃ） 一般 19560355
細線光導波路解析法の開発と新機能デバイス設計
への応用 工学部 教授 山内　潤治 1,100 330

90 基盤研究（Ｃ） 一般 19560356
積層分割構造電気－音響変換器を用いたデジタル
直接駆動スピーカの高性能化 工学部 教授 安田　彰 2,200 660

91 基盤研究（Ｃ） 一般 19570032 新奇高分子性細胞分裂誘導因子の機能解明 IT研究センター 教授 長田　敏行 2,500 750

92 基盤研究（Ｃ） 一般 19570222
逆分子進化法によるヘム蛋白質高次機能獲得の実
験的検証 工学部 教授 今井　清博 1,300 390

93 基盤研究（Ｃ） 一般 19580098
ゴルジ膜構造体の構築・維持機構のケミカルバイオ
ロジー的解析 工学部 教授 高月　昭 1,900 570

94 萌芽研究 19652033
コロンビア国民文学研究――20世紀前半文芸誌に
おける国民主体の創出をめぐって 経済学部 准教授 久野　量一 900 ―

95 若手研究（A） 19683002
近現代フランス共和主義における非宗教性とポスト
植民地主義的社会構造 国際文化学部 講師 大中　一彌 2,000 600

96 若手研究（Ｂ） 17700646
韓・日企業のヨーロッパ進出からみた国際的都市シ
ステムに関する地理学的研究 経済学部 准教授 朴　チョン玄 1,300 ―
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97 若手研究（Ｂ） 17720036 摺物の調査・研究による江戸狂歌史の再検討
キャリアデザイン学
部 准教授 小林 ふみ子 700 ―

98 若手研究（Ｂ） 17730219
日本の生産性運動における労使間・労働組合間の
＜対立＞と＜協調＞

キャリアデザイン学
部 准教授 梅崎 修 800 ―

99 若手研究（Ｂ） 17730223
産業の脱成熟化と競争力-技術転換戦略の国際比
較研究- 経営学部 准教授 福島　英史 1,100 ―

100 若手研究（Ｂ） 17730306
地域的共同性の再構築に向けた「集い」の動態と市
民参加の制度設計に関する比較研究 人間環境学部 准教授 西城戸　誠 700 ―

101 若手研究（Ｂ） 18720069
リヒテンベルクとホガースの間メディア性についての
研究 社会学部 准教授 濱中　春 800 ―

102 若手研究（Ｂ） 18730050 司法取引および刑事免責制度に関する研究 法学部 准教授 井上　和治 600 ―

103 若手研究（Ｂ） 18730175
知的財産取引の国際市場の構造と日本企業の戦略
の実証分析 経済学部 准教授 武智 一貴 400 ―

104 若手研究（Ｂ） 18730199
不完備市場を考慮に入れた日本経済の政策シミュ
レーション 経済学部 教授 宮崎 憲治 700 ―

105 若手研究（Ｂ） 18730259
自動車部品サプライヤー・システムの変容と知的高
度化 経営学部 准教授 近能 善範 1,100 ―

106 若手研究（Ｂ） 18730260 持続可能な開発に関する経営学教育の展開 人間環境学部 准教授
Ｃ．Ｐ　Ｓｉｅｇｅｎｔｈ
aler 1,200 ―

107 若手研究（Ｂ） 18730302 会計情報の信頼性をめぐる実証研究 経営学部 講師 川島　健司 800 ―

108 若手研究（Ｂ） 18730305
企業間連携・協力関係の財務会計研究――ＪＶ、フラ
ンチャイズおよびＳＰＥの研究――

キャリアデザイン学
部 准教授 中野 貴之 1,000 ―

109 若手研究（Ｂ） 18730339
固有性に応じたケアを行うためのケア提供者におけ
る偶有性 社会学部 准教授 三井 さよ 500 ―

110 若手研究（Ｂ） 18730362
非合法滞在外国人の医療・生活問題と福祉援助－
労災・職業病問題の現状と課題を中心に 現代福祉学部 准教授 伊藤　正子 900 ―

111 若手研究（Ｂ） 18740113 解適合格子を用いた星形成研究の展開 人間環境学部 教授 松本 倫明 1,000 ―

112 若手研究（Ｂ） 18770157
大腸菌転写因子によるRNAポリメラーゼ機能分化機
構の解析 工学部 講師 山本　兼由 1,300 ―

113 若手研究（Ｂ） 19700012
アルゴリズムの構造を反映する数理モデルの構成と
応用 経営学部 准教授 倉田　俊彦 800 ―

114 若手研究（Ｂ） 19700031 ドメイン特化型言語開発環境の研究 情報科学部 准教授 佐々木　晃 800 ―

115 若手研究（Ｂ） 19710138
問題解決システムのための組合せ最適化アルゴリズ
ムに関する研究 工学部 准教授 野々部　宏司 1,100 ―

116 若手研究（Ｂ） 19720068 英国小説史再考――１６８８年から１７２７年まで 文学部 准教授 武田　将明 1,700 ―

117 若手研究（Ｂ） 19730267
変革的人材のマネジメント―適応パースペクティブか
らの探求― 経営学部 講師 小川　憲彦 1,500 ―

118 若手研究（Ｂ） 19730308 株式報酬会計と企業価値に関する研究 経済学部 准教授 竹口　圭輔 1,300 ―

No 課題番号 研究課題 受入研究者 職名称 氏名
直接経費交

付額
間接経費交

付額

119 17・2881
フィジーにおける協同組合の導入と文化革新運動の生
成・展開に関する社会人類学的研究

経済学部・教授
・山本真鳥  ＰＤ 丹羽　典生    1,000 ―

119 17・2897
ビーム伝搬法による金属光導波線路の導波特性の解明
と光機能素子への応用

工学部・教授
・山内潤治  ＤＣ１ 山崎　智英      900 ―

120 18・5877
フランス近現代思想における身体論（科学・芸術・政治と
の関連から見たその展開）

文学部・教授
・安孫子信  ＰＤ 藤田　尚志    1,100 ―

121 18・6446
大腸菌環境応答シグナル伝達系におけるタンパク質局在
のダイナミクス

工学部・教授
・川岸郁朗  ＰＤ 坂野　聡美      900 ―

122 19・13386 戦後広島・長崎両市の「復興」と被爆者の視点
国際文化学部・教授
・南塚信吾  ＤＣ２ 桐谷　多恵子      900 ―

123 18・06767 詩劇としての能の翻訳と風姿花伝の研究と翻訳
能楽研究所・教授
・西野春雄

 外国人特別研究
員 RUMNEK,Ivan    1,300 ―

124 19・07801
現代日本の都市空間に見る歴史的特質
－東京の首都性を例に－

工学部・准教授
・高村雅彦

 外国人特別研究
員 PERNICE,R.      800 ―

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

特別研究員奨励費

特別研究員奨励費

研究種目

特別研究員奨励費
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