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公益財団去人旭硝子財団

艦薦書要(写排忌堵.j

2017年度募集・2018年度採択

人文・社会科学系「研究奨励」応募要項
1.研究助成の目的
旭硝子財団は、次世代ネ絵の基盤を構築するようなぢ蛸U的な研究への助成事業を通じて、人類が真の豊
かさを享受できる社会および文明の創造に寄与します。当財団には4つの国内研究助成プログラムがあ
ります。人文・社会科学系の「研究奨励」プログラムでは、若手研究者による実態調査・事仰肝究・実
証研究・政策提案・モデル提示など、現黙士会に具体的な貢献を目指した易院を支援します。助成期間
終了後にば〒佳続型グラントへの応募機会を提供いたします。

2.応募要件
1.所属機関:主たる勤務先が国内の大学とその附置研究,斤、大学共同利用機関、高等専門学校
(但し大学附属病院専従の方は刻象外です)
2,矧立:上記の機関に所属し、主体的に研究を進めている原則常勤の研究者
・任期付研究者の場合には、応募時点において、申請する研究期問のうち、少なくとも初年度の雇用
が見込まれること

・1ミ勝専念義務上、外音研究費の受給にかかわる制約がないこと
3.機関承認:当財団からの寄附金を所属機関が研究費として管理tる前提のもとに、所属長が応募を
承認しているとと

4.年齢:1972年1月1日以降生まれであること
5.助成および応募の重複.応募時点で当財団からの研究助成を受けていないこと、ならびに当財団に
対して同^度に複数の応募申請をしていないこと

3.助成対象研究
この研究助成プログラムでは、持続可謝よ社会の実現に向けた人文・社会利学的ナよ研究を助成対象とし
ます。助成テーマは次ページに例示します。

4.採択数
約5件の予定です。
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5.助成テーマ
下表の例示をご参照ください。
0.環境と両立する経済ネ士会の形成に関する研究
b.環堀弓染・自工轍壊・自然災害などが人問でL会にもたら,諸問題に関する研究
C.持続可能なコミュニティ形成や国際協力に関する研究
d.持続可能な奈b会を担うアクター(市民・NP0爪GO・企業・自治体等)に関する研究

e.人口減少ネ陰のビジョン構築に関する研究
f.ネ士会的斗準を実現するシステム・1攻策に関する研究

g.その他、持続可能な社会の実現に向けて、申請者が上記の諸テーマにとらわれずに提案する研究

6.助成額と研究期間、助成金の振込時期
1件あたりの助"甑申請の上限は、100万円とします。研究期間は2018年4月から1年間または2年間で
す。但し、研劣潮間に拘わらず、助成金は20揺年5‑6月に一括して振込む予定です。
※拷尺にあたり、当財団は予算の減額調整を行うことがあります。

フ.助成金の使途
以下の1. 5.の費用を申請可能です。費目間の分酉己ヒ率に指定はありませんが、資金計画の適否も選考
審査の対象です。使途の詳細については、当財団の「研究助成の手引き」に記載されています(ホーム
ページからダウンロード可能です)。
1.設備備品費(プロジェクト遂行に必要な消耗品費等も申請してください)
2.消耗品費
3.旅費.長期の出張にかかわる宿泊費や手当(臼当)は過大になるケースが認められますので、旅費
は定額払いや概算払いを極力避け、実費精算にして下さるようぉ願いいたします。
4.謝金(データ整理等のアルバイト・フィールド調査などの労役対価)
5.その他(印刷費・通信費・図書費・施設使用料・学会参加費・会議費など)
6.所属機関へ支払う問接経費/オーバーヘッド(使途が明示されない学内費用).原則としては船支払
いできませんので、採択後に必ず学内で免除申請を行ってください。もし間接経費が助五噸の5%を
超える場合1ネ採1.尺の刻象になりません。
フ.労務費絲合与や社会保険費等):助成金を申請者やチームメンバー等の労務費に充当することはでき
ません。但し申請があれぱアルバイトの労災保険料を認めることがあります。
※当財団が支払う研究助成金と他の研究助成金を合わせて、ひとつの研究プロジェクトとして遂行する
ことは、原貝1」認められます。但し、その場合には使途は明確に圏リして下さい。同じ研究(イ吏途)内
容で他の機関に助成申請されるごとも差し支えありませんが、他の機関からも重複して劉尺された場
合には、必ず当財団にご相談ください。故意に申告せず、重複した助成が判明した場合には、掬尺が
取り消されることがあります。
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8.応募方法当財団のホームページ経由で以下の手順にて行0てください。
1.申込書衝属長の捺印を要します)
当財団ホームページからW0即の書式をダウンロードして、
2.申請書
PDFに変換の上、アップロードしてください
申請書は英文で記入してもかまいませんが、1ページ目は日本語で言己入してください。
3、論文三蝿"(2012年以降に発表したもの1件をアップロードしてください)
4.応勢授;村期間 2017年7月31日明) 2017年9月22日(制
5.アップロード上記の期問中、ホームページの右側下にある「ファイル遡寸」ボタンをクリックし、「研
究助成電子申請ページ」から申請してください。申請方?去の詳細にっいては当該ホームページに言識
されています。申請書一式を受領した旨、当財団から自動返信メールを送ります。また、申請内容を

確認し、締切後2週問以内に愛理連知だ二^レを送ります。
※申請書一式(上記の1. 3.)は当財団において管理し、研究助成の目的以外には使用いたしません。

9.選考日程と採否通知
応募受付期間
選考

匝憂亙^
[逐香亟]

2017年7月31日(月) 2017年9月22日(制
2ω8年2月中旬までに、採択予定者には内定通知メールを送ります(採
択内定者に通知した旨を当貝掴ホームページに捉載します)
2018年4月上旬

2018

4月旬までに全

に

を通知しま

※採否通知発送までの期問において、個別のご照会には回答いたしかねますので、ご了承ください。

10.選考のボイント
1.プログラムの趣旨や募集する助成対象との合致
2.研究課題設定の独自性
3.研究の1哥来性
4.研究の判;i的または;士会的な意義と波及効果
5.研究計画の実行可能性、研究助成金の使途内訳など
※選考の過程において、当財団は選考1こ禾1」害関係のない有識者に申請書を送って評価意見を求めるこ
とがあります。

11.研究助成金の会計処理
助成金を研究者個人の口座へ振込むことはできません。当財団が所属機関宛に寄附金として贈呈します
ので、当財団の「研究助成の手引き」と所属機関の研究費使用規程に従って会計処理をお願いいたしま
す。予算の変更、助成金の翌年度への繰り越し、研究終了時の残余金の扱い等にっいては、「研究助成
の手引き」に記載されています。
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12.採択後の提出物等
下記の書類のご提出、ならびに当財団の出版物へのご寄稿や助成研究発表会でのプレゼンテーションを
お願いします。

1.振込依頼書:初年度期首に提出
2.予算申請書:毎年度期首に提出
3.顔写真(電子ファイル):拷尺時に提出
4.助成研究経過報告厳継続申請書):年度末の糾錚、時に提出
5.決算報告書:年度末の"佳続時と終了時に提出
6.助成期間中のコミュニケーション:中間発表や当財団関係者の訪問等をお願いすることがあります
フ.助成研究成騨&告:研究期問終了後の5月頃締切、WEB入稿
8.助成研究発表会:研究期間終了後の7月
9.その他料ドi団体等の会合での発表:選考委員からの要請に基づいてお願いすることがあります

13.研究成果の扱い
当財団による助成研究の成果については、積極的な論文発表や口頭発表をお願いいたします。論文発表
等にあたり、当財団からの研究助成を受けた旨をお書き添えください。詳細は、当財団の「研究助成の
手引き」に言己載されています。

14.継続型研究助成プログラムについて
当財団の研究助成終了者だけを募集対象にしたネ佳続型グラントプログラムがありますので、是非とも研
究成果を挙げられ、再度ご応募くださるよう、期待申し上げます。詳細は、当財団より刻象者に直接ご
案内いたしま,、。

15.個人情報の取り扱い
当財団に提出いただいた個人情報は、研究助脚メ外の目的には使用いたしません。

16.ご参考
<選考委員>
人文・制会邪卜学系選考委員
白波瀬佐和子(委員長)
大塚直

鳶式大学大弊先人餅士会系^

大沼あゆみ

早1'借田大学法学剖獣授
慶應義^、学怪済学部剃受

蟹江憲史

慶應義^学大郭"敏策・メディア研新斗謝受
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<勗丘4年間の採択実績:人文・市陰邪卜学系研究奨励プログラム>
恕械
2017

に斯属・鵬立ほ劉畴鳥

所刷幾関名

瑞立

東亨大駒司^斤
サステイナビリティ学 准教授
連携研究働菁
上智大学
准剃受
経済学音"経済学科
岩手大学農学音"
創斗生^
准剃受

氏名
Ne怠ndNS

Ga8Para如S
堀江哲也

究

准剃受

村上一真

緑の力ーテン普及施策の効果波及メカニズムの分析:個人の節電行動
と行政へのイ言頼に与える影響を中心に

准剃受

田畑笥専

わが国における燃"慣困の実態把握と将来動向の擴十

准桝受

木下幸雄

京都大学樹鼻境学堂

准剃受

森晶寿

タイの環境政策停沸朔におけるカドミウム汚染地城農民のlt替ヨリ生計
手段の経済的・環境的栢続性

東京大学ゾ公共政策大学
叶
久留米工業高等専門学
校一衡斗目伐手斗豹
東京都立産業技術局等
専門学校ものづくり工
漸ヰ
早弃d田大学
政1台経済学都完

特任助
教

華井和代

=ンゴの紛争資瀞問題に対する日本の消費者市民主酷1の対応

瀧市

藤木篤

公衆衛生と環境保全の相反を巡る環境倫理学的考察:日本イ主血吸虫病
対1変事業の1也域三耻戯石院から

准鞠受

広瀬義朗

我が国且市攻の持続可調生ーカナダの財政再建を事伊」としてー

棚受

楙寸俊秀

明星火学教育学部

助教

西垣美穂子

中央大学
法学音殴t台学科

教授

中澤秀雄

法政大学人間環境学部

教授

西城戸誠

1佳測妥

松井隆宏

大阪大学
全学教育描倒鮒薄

7隹鞠受

中村征樹

炭鉱開発ど也端士会の変容に関する調査研究「長崎県池島の事舮ι

立命館大学
政策科学部

1隹耕受

」源拓R3

産滞車関表とシステム・ダイナミックスを用いた生態経済モデルの構
築:セーヌ河口の生見緜に酉瞳した楠続可能な流力曜済活動のための最
適な生態系保全・回復のための政策分析を事仔ιとして

1隹剃受

黒崎龍悟

東アフり力農附」会におけるマイクロ水力発電の定着プロセス

准剃受

佐々木啓明

人口減少経済に船ける枯渇資源の影響と持紗迫鰹済発展の可能性

准剃受

多湖!享

准剃受

江口友朗

三重大学大郭完
生物資源学可〒究手・1

2014

奄美大島における糊似攻棄地を利用した生態系保全政策の経済学的研
震災復興経験からのレジリアンスある水産鴬尊築にむけた政策探求気
仙沼延縄漁業を起点とした沿岸=ミュニティ耐轉築事ぢリ分析

滋賀県立大学
環旛ヰ学部
神戸大学大弊完
人間発達環境学研郊ヰ
人間環境学専攻
岩手大学農学部
創斗生産^斗

2015

PoliぜCel eΦ10倒 of bi0丘leb 血 A丑ice: evidence 丘om 吐蛇e
Opera廿omlplojeC岱血Gh如a

石村学志

水産システム学コース

2016

研究課題

福岡教育大学
教育学部
国際共生教苛轟杢
方鄰大学大料先
経済学研甥ヰ
神戸大学大乳完
法学寄院科
立命館大学
産芽士会学部

農地と農業用水の管理制度設'計の検討ープロパティ・ライツ制度論の
適用一

1也域コミュニティのWe11beingに酉礁、した再生可おbネルギ→足進策
の経済分析:下関市安岡沖洋上風力発電開発の事仔ι
東日本大震災時に翁ける科学的情報の伝播経路について一福ネ'領域に
着目してー
東アジア 1ΠdustTial Herit陀e Route のIE礎一1工原道と九4・H旧三獣地
=ミュニティの尹湘に対司、る復興支援員制度の↓嫩研究一津波被卿也
の復興と原発県外避難者への亥援を通じて
漁業者の二ーズ・三平価からみる水産業復興特区の意義と漁業・漁桜也
域の課題

経済謝口互依存に関する遜牝紺与がもたらす国民慰和効果の研究
サーー゛イ実験による検証
持続可能な社会保障システム設計のためのトリニティーモデルの作
成:私的な人的ネットワークの経済献機能と効果の実証に基づレ、て

当財団のホームページで、過去に助成を受けた研究の一覧や助成研究成果報告を閲覧することができます。
また、過年度の応募数は、当該年度の「事業報告書」に記載されています。
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旭硝子財団について
目的旭硝子財団は、次の瑚弌を拓く科学技術に関する御仔勸成 1韻環境問題の"秩に大きく貢献し
た個人や団体に対する顕彰などを通じて、人類が真の豊かさを享受できるネ士会およひ戈明の創造に寄与
します。

沿革旭硝子財団は、旭硝子株式会榔喋25周年を記念して、その翌年の1933年(昭和8年)に旭化学
工判廷励会として設立されました発足以来半慨三以上の間、戦後の混舌棚を除いて、応用化学分野の
研究に刈する助成をネ佳続しました。その後、1990年(平成2年)に新しいH割弌の要請に応える財団を目
指して事業内容を全面的に見直し、助成対象分野の拡大と顕彰事業の新設を行うとともに財団の名称を
旭硝子財団に改め、以来、今日に至るまで研究助成事業と顕彰事業とを2本の柱とする活動を行ってぃ
ます。

研究助成事業次世代村会の基盤を構築するような自塒牛学のぢ蛸蜘な可院、およ畊絵の重要課題
の解決に指針を与えるような人文・ネ士会予斗学の研究を助成します。国内の大学だけでなく、チュラロン
コン大学(タイ)、キングモンクットエ科大学トンブリ校(伺)およびバンドンコ劉大学(インドネシ
ア)に対しても、研究助成を行っています。

顕彰事業「カレープラネット賞」は、ヨ鯛覗境問題の解決に大きく貢献した個人や団体に対して感
謝を捧げると共に、多くの人々がそれぞれの立場で環境問題のヨ秩に参加されることを願って倉幟され
ました国内外のノミネーターにイ尉甫者の推薦を依頼し、その中から毎年原則として2件を選定します。
受賞者にはそれぞれ賞伏・トロフィーならびに副賞賞金5,000万円が贈呈されます。

公益財団去人旭硝子財団
htΦ://WWW.af・info.or.jp
〒102‑0081 東京都千ft田区四番町5‑3 サイエンスプラザ2F
TEL(03)5275‑0620 F腿(03)5275‑0871
E・ma11: teS既11Ch@af・i11fo.oljp
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