
2006（平成18）年度科学研究費補助金　内定者一覧（転入者を含みます）    06/5/12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 所属 職名称 氏名
直接経費
交付額

間接経費
交付額 研究者番号

1 特定領域研究 16091211
認知的視点から見た高齢者にとっての使いやす
さ 社会学部 教授 原田 悦子 2,600 ― 90217498

2 特定領域研究 17040023
機能性流体を用いたマイクロメカトロデバイスの
開発 工学部 教授 田中　豊 1,200 ― 70179795

3 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 19,900 ― 80019869

4 特定領域研究 17076017
細胞周期に依存したウイルス感染応答機構の
解析 工学部 教授 本田　文江 19,400 ― 80343747

5 特定領域研究 18048041
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 工学部 教授 小林 尚登 2,600 ― 30114820

6 特定領域研究 18049037
移動体からの情報アクセスのための音声インタ
フェースの開発 情報科学部 教授 伊藤克亘 3,000 ― 30356472

7 基盤研究(A) 一般 16203022
産業クラスターの知的高度化とグローバリゼー
ション

イノベーショ
ンマネジメン
ト研究科 教授 洞口 治夫 6,400 1,920 20209258

8 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 9,000 2,700 50055315

9 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 5,600 1,680 40061197

10 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
科学研究科 教授 宮島　喬 4,500 1,350 60011300

11 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 2,200 ― 80158485

12 基盤研究(B) 一般 16330090
設備投資マネジメントと組織間コストマネジメント
との相互作用に関する実証研究 経済学部 教授 清水　信匡 3,900 ― 90216094

13 基盤研究(B) 一般 16330109
外国人児童・生徒の就学問題の家族的背景と
就学支援ネットワークの研究

大学院社会
科学研究科 教授 宮島　喬 4,200 ― 60011300

14 基盤研究(B) 一般 16330157
フランスの複雑化する教育病理現象の分析と実
効性ある対策プログラムに関する調査研究

キャリアデザ
イン学部 教授 古沢　常雄 3,700 ― 30061211

15 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 2,700 ― 60240058

16 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 3,200 ― 00177198

17 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 4,600 ― 30164510

18 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 社会学部 教授 岡本　義行 3,200 ― 50105847

19 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 5,000 ― 60162517

20 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 6,000 ― 50339503

21 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 3,400 ― 10274482

22 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 5,500 ― 80019869

23 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 助教授 後藤 浩子 7,200 ― 40328901

24 基盤研究(B) 一般 18330004 「調停」の比較法史 法学部 教授 川口　由彦 6,300 ― 30186077

25 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 2,300 ― 60033180

26 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 4,200 ― 80112986

27 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 5,100 ― 50105855

28 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 1,600 ― 60229010

29 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 12,000 ― 00158817

30 基盤研究(B)
海外学術調
査 15402016

「シティズンシップ」の再構築に関する国際比較
研究 法学部 教授 衛藤 幹子 900 ― 00277691

31 基盤研究(B)
海外学術調
査 15402031 アジアにおける流通国際化プロセスの研究

イノベーショ
ンマネジメン
ト研究科 教授 矢作　敏行 2,900 ― 40230289

32 基盤研究(B)
海外学術調
査 15402036

現代中国における社会の自立性に関する学術
調査 法学部 教授 菱田　雅晴 1,800 ― 00199001

33 基盤研究(B)
海外学術調
査 16404016

東南アジアおよび中近東における伝統的住居の
温熱環境に関する調査研究 工学部 教授 出口　清孝 1,400 ― 30172117

34 基盤研究(B)
海外学術調
査 17402016

拡大ＥＵの境界線をめぐる民族・地域格差とヨー
ロッパの安全保障（アメリカの影響） 社会学部 教授

羽場　久ｼ尾
子 1,000 ― 70147007

35 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 4,400 ― 10061243

36 基盤研究(C) 一般 15530193
マラヤ／マレーシアの経済発展における『労働
者』に関する分析と検討 社会学部 教授 吉村 真子 600 ― 80247113

37 基盤研究(C) 一般 15530343
質的データ／素材の分析技法開発にまつわる
基礎的研究 社会学部 教授 水野　節夫 400 ― 70105849

38 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 助教授 宮本 健司 800 ― 40339502

39 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 900 ― 20174815

40 基盤研究(C) 一般 16520181
１９世紀末ドイツの思想シオニズムに英国文化
はどのように関っているか。

国際文化学
部 教授 度會　好一 500 ― 00054338

41 基盤研究(C) 一般 16520327
ニューカマーの子どもと日本社会との相互適応
プログラムの開発研究

キャリアデザ
イン学部 教授 山田 泉 900 ― 30210438

42 基盤研究(C) 一般 16520509
大規模山火事後インドネシアのアブラヤシ中核
農園を通してみる開発と環境

国際文化学
部 教授 中島　成久 700 ― 80117184



43 基盤研究(C) 一般 16530340
中国系移住者の移動と定着に関する社会学的
研究－中国・東北地方出身者を対象として－ 社会学部 教授 田嶋 淳子 1,100 ― 20255152

44 基盤研究(C) 一般 16530345
環境破壊の社会的メカニズムと環境制御システ
ムの研究 社会学部 教授 舩橋　晴俊 1,100 ― 30130751

45 基盤研究(C) 一般 16530435
社会的スキルの発達と円滑な対人行動を促進
するサイコエデュケーションの効果 文学部 教授 渡辺 弥生 600 ― 00210956

46 基盤研究(C) 一般 16530460
虐待の疑いのある子どもに対する面接技法の
開発－被誘導性対策の中心として－ 文学部 助教授 越智　啓太 1,100 ― 40338843

47 基盤研究(C) 一般 16530477
時間的変換視状況下での身体感覚及び感覚一
運動統合の障害パターンの解明 文学部 教授 吉村 浩一 700 ― 70135490

48 基盤研究(C) 一般 16540123 Ｇｅｎｅｒｉｃな構成法に関する研究 経営学部 助教授 池田 宏一郎 700 ― 60332029

49 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 教授 岡島　敏 600 ― 20061179

50 基盤研究(C) 一般 16560310
デジタル信号直接駆動型スピーカの解析と高性
能化 工学部 助教授 安田 彰 600 ― 30339501

51 基盤研究(C) 一般 16560348
Ｓｈａｎｎｏｎの通信路符号化定理に関するいくつ
かの未解決問題へのアプローチ 情報科学部 教授 西島 利尚 900 ― 70211456

52 基盤研究(C) 一般 17500074
高詳細デジタルデータを用いたデスクトップマ
ニュファクチュア 情報科学部 教授

A・Pｱﾚｷｻﾝ
ﾀﾞｰ 900 ― 60254067

53 基盤研究(C) 一般 17500709
ユビキタス・マッピングにおける実寸大地図の機
能とその利用実態 工学部 教授 森田　喬 700 ― 60267325

54 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 ― 10257743

55 基盤研究(C) 一般 17510226 ジェンダー統計研究の一層の展開 経済学部 教授 伊藤　陽一 1,900 ― 80061167

56 基盤研究(C) 一般 17520205
文化芸術論としてのフランス現代思想の可能
性ー現代アートの解読と批判へ向けて 文学部 教授 酒井 健 1,200 ― 70205706

57 基盤研究(C) 一般 17530027
裁判所における国際人権条約の適用に関する
日仏比較研究 法学部 教授 建石 真公子 500 ― 20308795

58 基盤研究(C) 一般 17530192 契約理論によるガバナンスの分析 経済学部 教授 鈴木　豊 500 ― 20277693

59 基盤研究(C) 一般 17530302
ハイテク産業における研究開発エンジニアの
キャリア志向性に関する研究 経営学部 助教授 田路　則子 1,300 ― 00322587

60 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 ― 10171505

61 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 1,000 ― 40175427

62 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 1,000 ― 10224289

63 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 ― 30178496

64 基盤研究(C) 一般 17560400
視覚セルダイナミクスに基づくネットワーク分散
型監視システムに関する研究 工学部 教授 小林 尚登 900 ― 30114820

65 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 助教授 西澤 栄一郎 1,000 ― 30328900

66 基盤研究(C) 一般 17602008
学校図書館を活用した国際理解をめざす文化
探究学習カリキュラム

キャリアデザ
イン学部 助教授 坂本 旬 1,900 ― 60287836

67 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 1,800 ― 90264960

68 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 助教授 木村 光宏 1,100 ― 20263486

69 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 助教授 小林 一行 1,500 ― 50287843

70 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 助教授 荒川　裕子 1,900 ― 10329542

71 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ベース化 文学部 助教授 藤村 耕治 1,000 ― 00328915

72 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 2,200 ― 90161083

73 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 1,400 ― 30340748

74 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 900 ― 10261942

75 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 1,900 ― 40265773

76 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 800 ― 50061239

77 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 2,200 ― 30105853

78 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 助教授 寺井 公子 700 ― 80350213

79 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 2,000 ― 50241766

80 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 800 ― 90308560

81 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 600 ― 00262064

82 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 助教授 佐藤 成基 700 ― 90292466

83 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 2,700 ― 00061234

84 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

イノベーショ
ン・マネジメ
ント研究科 教授

村上　健一
郎 1,900 ― 00409351

85 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 1,500 ― 30061229

86 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 ― 90286005



87 萌芽研究 17656007
リチウムイオン伝導体としてのスピン・オン・グラ
ス：陰イオン添加による伝導度促進 工学部 教授 栗山　一男 700 ― 20125082

88 若手研究(B) 16720094
話しことばのリズムから見た音声知覚と産出と
の関係について 文学部 助教授 田嶋 圭一 500 ― 70366821

89 若手研究(B) 16730272
介護サービスの質と人材、組織―ソーシャル
キャピタルの視点から― 経営学部 助教授 西川 真規子 2,000 ― 50302782

90 若手研究(B) 17700153
受動知能と能動知能による知能の解釈と多自
由度ロボットの自律制御への応用 工学部 講師 伊藤　一之 1,400 ― 90346411

91 若手研究(B) 17700246
ディジタルパルスニューロン回路とその結合系
の現象解析と情報処理への応用 工学部 助手 鳥飼 弘幸 800 ― 20318603

92 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 講師 小林 ふみ子 800 ― 00386335

93 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 講師 梅崎 修 1,000 ― 90366831

94 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 助教授 福島　英史 1,100 ― 20313439

95 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 助教授 西城戸　誠 1,300 ― 00333584

96 若手研究(B) 17790788
悪性黒色腫と色素細胞母斑のＷｅｂ上の自動識
別システムの開発 工学部 助手 彌冨 仁 1,100 ― 10386336

97 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 助教授 濱中　春 900 ― 00294356

98 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 助教授 井上　和治 600 ― 20345250

99 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 助教授 武智 一貴 1,000 ― 80386341

100 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 助教授 宮崎 憲治 900 ― 10308009

101 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 助教授 近能 善範 900 ― 10345275

102 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 助教授

Ｃ．Ｐ　Ｓｉｅｇｅ
ｎｔｈaler 1,400 ― 20386337

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

キャリアデザ
イン学部 助教授 中野 貴之 1,200 ― 70287952

104 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 助教授 三井 さよ 500 ― 00386327

105 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 講師 伊藤　正子 600 ― 90364702

106 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 助教授 松本 倫明 1,600 ― 60308004


