
２０１６年度科学研究費助成事業交付内定者一覧 (特別研究員奨励費を除く）

課題番号 事業名 氏名 部局名 職名 研究課題名 直接経費 間接経費 新規・継続 研究期間
24119004 新学術領域研究（研究領域提案型） 小西 行郎 研究開発推進機構（チェアプロフェッサー） 教授 胎児期からのハイリスク児の臨床観察による発達障害理解と包括的診断法構築 36,400,000 10,920,000 継続 24-28
25103012 新学術領域研究（研究領域提案型） 吉川 研一 生命医科学部医情報学科 教授 時空間秩序の生成とその生命現象への展開 10,900,000 3,270,000 継続 25-29
26112006 新学術領域研究（研究領域提案型） 藤山 文乃 脳科学研究科 教授 運動学習の獲得と実現に関わる神経回路の構造基盤と機能変化 14,600,000 4,380,000 継続 26-30
15H00963 新学術領域研究（研究領域提案型） 人見 穣 理工学部機能分子・生命化学科 教授 金属酵素の感応性化学種を鍵とする新型鉄錯体酸化触媒の設計開発 2,000,000 600,000 継続 27-28
15H01567 新学術領域研究（研究領域提案型） 貫名 信行 脳科学研究科 教授 NF-YA欠損によるユビキチン蓄積病態の解析 3,600,000 1,080,000 継続 27-28
16H01042 新学術領域研究（研究領域提案型） 人見 穣 理工学部機能分子・生命化学科 教授 自在制御可能な反応空間によって基質の形状を見分ける酵素型選択酸化触媒の開発 2,300,000 690,000 新規 28-29
16H01283 新学術領域研究（研究領域提案型） 櫻井 芳雄 脳科学研究科 教授 記憶の多様な形成と再形成を可能にするセル・アセンブリの動的変容 3,200,000 960,000 新規 28-29
16H01284 新学術領域研究（研究領域提案型） 川口 真也 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 記憶の成立と移動をになう小脳神経回路の機能変化 3,200,000 960,000 新規 28-29
16H01345 新学術領域研究（研究領域提案型） 貫名 信行 脳科学研究科 教授 無髄神経におけるオリゴデンドログリアアセンブリの解析 3,400,000 1,020,000 新規 28-29
16H01622 新学術領域研究（研究領域提案型） 苅部 冬紀 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 腹側被蓋核の振動現象を大脳皮質－大脳基底核－視床の運動性回路との関係から探る 2,400,000 720,000 新規 28-29
16H01623 新学術領域研究（研究領域提案型） 高橋 晋 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 介入による脳内発振現象の制御と新規治療法の開発 2,400,000 720,000 新規 28-29
16H06406 新学術領域研究（研究領域提案型） 田中 あゆみ 心理学部心理学科 准教授 学校教育現場における無気力の規定因の解明：家庭環境と友人関係に着目した縦断的検討 16,100,000 4,830,000 新規 28-32
16H06542 新学術領域研究（研究領域提案型） 飛龍 志津子 生命医科学部医情報学科 准教授 コウモリのアクティブセンシングによるナビゲーション行動の包括的理解 23,600,000 7,080,000 新規 28-32
16H06543 新学術領域研究（研究領域提案型） 高橋 晋 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 ラットの神経回路基盤同定による地図記憶参照型ナビゲーションの機能解明 20,200,000 6,060,000 新規 28-32
24243008 基盤研究(A) 高杉 直 法学部法律学科 教授 「アジア国際私法原則」の研究 4,900,000 1,470,000 継続 24-28
26245064 基盤研究(A) 池田 謙一 社会学部メディア学科 教授 社会ネットワークに埋め込まれた価値観構造：国際比較・パネル・スノーボール調査研究 15,300,000 4,590,000 継続 26-29
15H02121 基盤研究(A) 吉川 研一 生命医科学部医情報学科 教授 超並列自律システムとしての生命体：その本質の追究 5,200,000 1,560,000 継続 27-31
16H01880 基盤研究(A) 小西 行郎 研究開発推進機構（チェアプロフェッサー） 教授 『機能リズム障害としての自閉症』仮説検証 17,800,000 5,340,000 新規 28-32
16H01975 基盤研究(A) 大中 有信 司法研究科 教授 日独法学交渉史と現代日本法の形成に関する総合的研究 12,400,000 3,720,000 新規 28-31
16H02061 基盤研究(A) 櫻井 芳雄 脳科学研究科 教授 高次な記憶情報の活用を実現する機能的神経回路の解析 9,200,000 2,760,000 新規 28-32
26257005 基盤研究(A)（海外） 林田 秀樹 人文科学研究所 准教授 東南アジアのアブラヤシ小農と農園企業：グローバル化に伴う行動様式変化とその影響 8,200,000 2,460,000 継続 26-29
26257108 基盤研究(A)（海外） 中西 久枝 グローバル・スタディーズ研究科 教授 中東における国家安全保障と国民統合の課題―新たな平和構築・開発支援論 3,500,000 1,050,000 継続 26-28
24300030 基盤研究(B) 佐藤 健哉 理工学部情報システムデザイン学科 教授 狭帯域車々間・路車間通信のためのＩＴＳネットワークアーキテクチャの構築 0 0 継続 24-28
24330057 基盤研究(B) 月村 太郎 政策学部政策学科 教授 ユーゴ後継諸国の対外政策と国際関係に関する研究 3,400,000 1,020,000 継続 24-28
25281071 基盤研究(B) 三好 博昭 総合政策科学研究科 教授 次世代自動車の普及政策とそのグローバル・ベネフィットに関する研究 0 0 継続 25-28
25285126 基盤研究(B) 藤本 哲史 総合政策科学研究科 教授 自然科学系女性研究者のプロフェッショナル・コンフィデンスとキャリア形成の縦断研究 1,900,000 570,000 継続 25-29
25289053 基盤研究(B) 辻内 伸好 理工学部機械システム工学科 教授 バイオフィードバックによる歩行障害者のリハビリテーション効率の向上 2,300,000 690,000 継続 25-28
25292078 基盤研究(B) 斎藤 芳郎 生命医科学部医生命システム学科 准教授 血漿セレノプロテインPによるセレン運搬機構の解明 3,000,000 900,000 継続 25-28
26280063 基盤研究(B) 片桐 滋 理工学部情報システムデザイン学科 教授 高識別的特徴空間とその探索法の最小分類誤り基準に基づく統一的実現 3,000,000 900,000 継続 26-29
26280115 基盤研究(B) 波多野 賢治 文化情報学部文化情報学科 教授 ビッグデータ活用アプリケーションのためのデータアクセスサービスに関する研究 4,500,000 1,350,000 継続 26-28
26283019 基盤研究(B) 津田 博史 理工学部数理システム学科 教授 データ駆動型統計的観光科学の確立とその有効性の実証 2,800,000 840,000 継続 26-30
26285005 基盤研究(B) 木下 麻奈子 法学部法律学科 教授 法の「熟達者」はいかにして可能か－ソクラテスメソッドの再構成を手がかりに－ 3,200,000 960,000 継続 26-29
26285020 基盤研究(B) 瀬川 晃 法学部法律学科 教授 犯罪予防論の多角的研究 1,400,000 420,000 継続 26-28
26285104 基盤研究(B) 中川 優 商学部商学科 教授 海外子会社マネジメントにおけるコントロールパッケージに関する研究 4,300,000 1,290,000 継続 26-28
26288027 基盤研究(B) 小寺 政人 理工学部機能分子・生命化学科 教授 双安定性によるO-O結合の可逆的開裂を鍵とする実用酸化触媒の開発 1,900,000 570,000 継続 26-28
26289010 基盤研究(B) 仲町 英治 生命医科学部医工学科 教授 生体適合圧電材料MgSiO3を用いた神経再生用力学・電磁場創生デバイスの開発 2,800,000 840,000 継続 26-28
26289011 基盤研究(B) 田中 和人 生命医科学部医工学科 教授 カーボンナノチューブ援用炭素繊維強化熱可塑性樹脂複合材料のその場高速成形法の開発 1,700,000 510,000 継続 26-28
26289012 基盤研究(B) 藤井 透 理工学部機械システム工学科 教授 ナノ繊維による炭素繊維強化複合材料の超長寿命化機構の解明とプリプレグの開発 2,000,000 600,000 継続 26-28
26289030 基盤研究(B) 松岡 敬 理工学部機械システム工学科 教授 添加剤によって形成された境界潤滑層のイメージングとナノすきま摺動特性の把握 2,900,000 870,000 継続 26-28
26289304 基盤研究(B) 竹中 壮 理工学部化学システム創成工学科 教授 グラフェンをテンプレートに利用した金属酸化物ナノシートの調製 2,300,000 690,000 継続 26-28
15H02716 基盤研究(B) 下嶋 篤 文化情報学部文化情報学科 教授 図的推論における抽象情報処理の総合的研究 2,500,000 750,000 継続 27-31
15H03108 基盤研究(B) 石井 好二郎 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 全国大規模調査による思春期前期小児の身体活動とメンタルヘルスの検討 3,700,000 1,110,000 継続 27-29
15H03145 基盤研究(B) 岡野 八代 グローバル・スタディーズ研究科 教授 ケアの倫理の民主主義的展開ーーフランスにおけるケアの倫理受容研究を通じて 2,900,000 870,000 継続 27-30
15H03317 基盤研究(B) 飯田 健 法学部政治学科 准教授 投票外参加の日米比較：確率標本によるインターネット調査を用いた因果推論の精緻化 2,300,000 690,000 継続 27-31
15H03325 基盤研究(B) 大矢根 聡 法学部政治学科 教授 国際関係理論と日本外交史の対話―歴史的知見の理論化と理論的知見の歴史研究応用― 3,700,000 1,110,000 継続 27-29
15H03396 基盤研究(B) 崔 容熏 商学部商学科 教授 マーケティング・チャネルの価値創出と価値専有メカニズムに関する理論的・実証的研究 5,200,000 1,560,000 継続 27-29
15H03403 基盤研究(B) 田口 聡志 商学部商学科 教授 契約支援機能における会計の質に関する理論的・実験的研究 3,800,000 1,140,000 継続 27-29
15H03407 基盤研究(B) 佐藤 郁哉 商学部商学科 教授 研究評価にもとづく選択的資源配分の政策効果と意図せざる結果に関する国際比較研究 4,200,000 1,260,000 継続 27-30
15H03438 基盤研究(B) 黒木 保博 社会学部社会福祉学科 教授 21世紀グローバル社会における東アジア型福祉関連QOLのプロモーション基礎研究 3,700,000 1,110,000 継続 27-29
15H03439 基盤研究(B) 上野谷 加代子 社会学部社会福祉学科 教授 ソーシャルワークの実践理論形成に関する実証的研究：事例を通した地域・国際比較研究 3,100,000 930,000 継続 27-30
15H04261 基盤研究(B) 坂場 武史 脳科学研究科 教授 軸索とシナプス前終末の生理学的研究 2,700,000 810,000 継続 27-29
16H02814 基盤研究(B) 佐藤 健哉 理工学部情報システムデザイン学科 教授 セキュリティ・プライバシを考慮したITSネットワークモデルの構築 3,700,000 1,110,000 新規 28-31
16H02840 基盤研究(B) 高橋 晋 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 場所細胞活動の操作によるエピソード記憶の想起メカニズムの解明 3,700,000 1,110,000 新規 28-31
16H03198 基盤研究(B) 秋山 いわき 生命医科学部医情報学科 教授 造影剤投与後の心臓に対する音響放射力インパルスの安全性評価 9,900,000 2,970,000 新規 28-30
16H03243 基盤研究(B) 井澤 鉄也 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 肥満の運動療法が影響する脂肪由来幹細胞の分化プログラムの解明 4,600,000 1,380,000 新規 28-30
16H03265 基盤研究(B) 小林 聡 生命医科学部医生命システム学科 教授 プロテアソームの発現機構の解明とアンチエイジングへの応用 5,400,000 1,620,000 新規 28-30
16H03299 基盤研究(B) 藤山 文乃 脳科学研究科 教授 大脳基底核に埋め込まれた新しい神経路の同定と機能解明 3,500,000 1,050,000 新規 28-31
16H03322 基盤研究(B) 林田 秀樹 人文科学研究所 准教授 ASEAN共同体の研究：自然資源開発，一次産品貿易と海洋権益をめぐる政治経済学 4,700,000 1,410,000 新規 28-30
16H03481 基盤研究(B) 太田 修 グローバル・スタディーズ研究科 教授 日韓国交正常化交渉および戦後日韓関係に関する基礎的研究 2,100,000 630,000 新規 28-31
16H03501 基盤研究(B) 水谷 智 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 間帝国的関係性からみた植民地支配と抵抗―比較・協力・並存・移動の史的構造 3,100,000 930,000 新規 28-31
16H03539 基盤研究(B) 浅野 有紀 司法研究科 教授 トランスナショナル・ローの法理論―多元的法とガバナンス 2,400,000 720,000 新規 28-31
16H03703 基盤研究(B) 鰺坂 学 社会学部社会学科 教授 「選択と集中」時代における大都市都心の構造変動の研究：6大都市の比較 4,400,000 1,320,000 新規 28-30
16H03729 基盤研究(B) 中谷内 一也 心理学部心理学科 教授 災害リスク対策導入の波及効果：他ハザードへの認知・行動に及ぼす影響 3,900,000 1,170,000 新規 28-31
16H04124 基盤研究(B) 人見 穣 理工学部機能分子・生命化学科 教授 金属錯体の反応性を駆使する小分子蛍光プローブの開発と生物応用 6,800,000 2,040,000 新規 28-30
16H04171 基盤研究(B) 橋本 雅彦 理工学部化学システム創成工学科 准教授 PDMSマイクロ流体デバイスの特性を活かしたddPCRプラットフォームの構築 4,100,000 1,230,000 新規 28-30
16H04189 基盤研究(B) 塩井 章久 理工学部化学システム創成工学科 教授 マイクロ空間動力としての自己運動系の研究 11,500,000 3,450,000 新規 28-31
16H04556 基盤研究(B) 松本 道明 理工学部化学システム創成工学科 教授 イオン液体に基づく新しい2相系抽出分離 5,100,000 1,530,000 新規 28-30
16H04649 基盤研究(B) 春田 正和 研究開発推進機構 准教授 高エネルギー密度シリコン負極の実用に向けた電極界面制御とイオン伝導機構の解明 8,700,000 2,610,000 新規 28-30
16H04675 基盤研究(B) 高森 茂雄 脳科学研究科 教授 蛍光プローブによるシナプス小胞動態の可視化解析 5,400,000 1,620,000 新規 28-30
24402027 基盤研究(B)（海外） 石田 光男 社会学部産業関係学科 教授 日本企業のグローバル人的資源管理の現状と課題 0 0 継続 24-28
25301006 基盤研究(B)（海外） 川井 圭司 政策学部政策学科 教授 プロスポーツリーグの労使関係 －2000年以降の国際的動向－ 1,000,000 300,000 継続 25-29
15H05156 基盤研究(B)（海外） 沈 力 文化情報学部文化情報学科 教授 黄河流域方言混合地帯における言語伝播の実態解明－地理情報科学の手法を用いて－ 4,100,000 1,230,000 継続 27-30
15H05178 基盤研究(B)（海外） 小山田 英治 グローバル・スタディーズ研究科 教授 途上国開発戦略におけるガバナンス論の深化を目指して 3,600,000 1,080,000 継続 27-29
15H05250 基盤研究(B)（海外） 武田 博清 理工学部環境システム学科 教授 頻発する大規模山火事に駆動される物質循環プロセスの解明：植生－土壌系の再精査 3,900,000 1,170,000 継続 27-29
15KT0082 基盤研究(B)（特設） 川口 真也 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 学習する培養神経回路の構成とそのシステム解析 1,400,000 420,000 継続 27-30
16KT0096 基盤研究(B)（特設） 松久 玲子 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 ラテンアメリカの国際労働移動におけるジェンダー・エスニシティによる国際分業の変容 3,900,000 1,170,000 新規 28-30
16KT0089 基盤研究(B)（特設） 三野 和雄 経済学部経済学科 教授 経済成長戦略に関するグローバル比較と文化基盤の与える影響に関する研究 4,800,000 1,440,000 新規 28-30
24520785 基盤研究(C) 森 宣雄 研究開発推進機構（＜奄美―沖縄―琉球＞研究センター） 嘱託研究員 沖縄現代史およびグローバル化時代の歴史哲学についての研究 0 0 継続 24-28
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24530895 基盤研究(C) 武藤 崇 心理学部心理学科 教授 日本版「ＡＣＴダイエット」プログラムの開発とその効果 700,000 210,000 継続 24-28
24530975 基盤研究(C) 越水 雄二 社会学部教育文化学科 准教授 シャルル・ロラン『学校教育論』から捉えるフランス近代学校文化の形成 0 0 継続 24-28
25330037 基盤研究(C) 原 尚幸 文化情報学部文化情報学科 准教授 組合せ代数的手法によるビッグデータ時代の統計的推測理論と推測アルゴリズムの研究 700,000 210,000 継続 25-28
25330272 基盤研究(C) 横内 久猛 研究開発推進機構（イノベーティブコンピューティング研究センター） 嘱託研究員 fNIRSによる新情報伝達法の研究 0 0 継続 25-28
25350742 基盤研究(C) 阪田 真己子 文化情報学部文化情報学科 准教授 日本の伝統芸能における「間」概念の体系化 0 0 継続 25-28
25370079 基盤研究(C) 小原 克博 神学部神学科 教授 3.11以降の環境文化とエネルギー政策の倫理的基盤の構築 900,000 270,000 継続 25-28
25370120 基盤研究(C) 岸 文和 文学部美学芸術学科 教授 広告図像のレトリック――視覚文化論の視点から―― 800,000 240,000 継続 25-28
25370447 基盤研究(C) 山森 良枝（松井良枝） グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 教授 重層的パ－スペクトの組織化と活動動詞「スル」の普遍的意味特性に関する意味論的研究 800,000 240,000 継続 25-28
25370843 基盤研究(C) 太田 修 グローバル・スタディーズ研究科 教授 解放後朝鮮における社会・文化史研究－I氏の日記を中心に 0 0 継続 25-28
25370881 基盤研究(C) 中井 義明 文学部文化史学科 教授 古典期ギリシアの記憶の場 0 0 継続 25-28
25380125 基盤研究(C) 舩津 浩司 法学部法律学科 教授 ポスト会社法制部会の子会社少数株主保護のあり方 600,000 180,000 継続 25-28
25380180 基盤研究(C) 真山 達志 政策学部政策学科 教授 自治体の危機管理体制のあり方に関する基礎研究 0 0 継続 25-28
25380485 基盤研究(C) 小橋 勉 ビジネス研究科 准教授 合弁経験の知識移転メカニズムの分析 700,000 210,000 継続 25-28
25380712 基盤研究(C) 菊池 恵介 グローバル・スタディーズ研究科 准教授 ＥＵにおけるレイシズムの新展開と社会構造の比較研究――英・仏・蘭の事例から 0 0 継続 25-28
25380959 基盤研究(C) 石川 信一 心理学部心理学科 准教授 児童青年の不安・抑うつに対する認知行動療法の有効性 1,000,000 300,000 継続 25-28
25460619 基盤研究(C) 瓜生原 葉子 商学部商学科 准教授 移植医療の社会価値の普及に関する実証研究 0 0 継続 25-28
25501009 基盤研究(C) 佐々木 雅幸 経済学部経済学科 教授 クリエイティブツーリズムの成立条件と創造都市連携の可能性 0 0 継続 25-28
25511017 基盤研究(C) 下楠 昌哉 文学部英文学科 教授 西欧文化の日本での受容・変容・再発信の過程―文学における幻想性・怪奇性を中心に 300,000 90,000 継続 25-29
26330411 基盤研究(C) 小島 直子 全学共通教養教育センター 助教 英語開講講座支援のための教材と指導モデル開発 1,400,000 420,000 継続 26-28
26350460 基盤研究(C) 土屋 隆生 理工学部情報システムデザイン学科 教授 音空間レンダリングによる防災行政無線の音声明瞭度予測・提示システムの開発 700,000 210,000 継続 26-28
26350734 基盤研究(C) 石倉 忠夫 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 情意的フィードバックメッセージが運動学習に及ぼす影響 600,000 180,000 継続 26-28
26350760 基盤研究(C) 若原 卓 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 筋活動の部位特異性に着目したレジスタンストレーニングプログラムの検討 800,000 240,000 継続 26-28
26350761 基盤研究(C) 藤澤 義彦 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 超音波２波法によるスポーツ競技選手の骨組成の検討－特に骨質に注目して－ 1,100,000 330,000 継続 26-28
26350917 基盤研究(C) 米井 嘉一 生命医科学部医生命システム学科 教授 メラトニンは蛋白糖化最終産物とその受容体を制御するか 2,000,000 600,000 継続 26-28
26350983 基盤研究(C) 苅部 冬紀 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 大脳皮質-大脳基底核投射から見た基底核神経回路の機能的並列性 1,000,000 300,000 継続 26-28
26360054 基盤研究(C) 山森 亮 経済学部経済学科 教授 全英女性解放会議におけるジェンダー／人種／階級：「第五要求」形成過程を中心に 600,000 180,000 継続 26-30
26360055 基盤研究(C) 秋林 こずえ グローバル・スタディーズ研究科 教授 「沖縄フェミニズム」と平和構築―軍事占領と性暴力 900,000 270,000 継続 26-28
26370186 基盤研究(C) 高木 繁光 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 映画における土地の記憶 500,000 150,000 継続 26-28
26370235 基盤研究(C) 全 美星 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 准教授 広津柳浪作品分析を中心とした明治三十年代文学の鳥瞰 500,000 150,000 継続 26-28
26370301 基盤研究(C) 臼井 雅美 文学部英文学科 教授 ボーダレスな知的財産への道：グローバル文化・文学の共生ディスコースを探る 600,000 180,000 継続 26-30
26370840 基盤研究(C) 森山 央朗 神学部神学科 准教授 「ハディースの徒」の社会史的研究：スンナ派の形成・浸透過程の解明に向けて 600,000 180,000 継続 26-30
26370841 基盤研究(C) 小川原 宏幸 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 准教授 儒教的理念にもとづく「近代」国家の模索：大韓帝国の統治構造と朝鮮社会 1,000,000 300,000 継続 26-28
26380021 基盤研究(C) 西村 安博 法学部法律学科 教授 日本中世法における判決と証拠の関係に関する法制史的研究ー「裁判規範」の再検討ー 900,000 270,000 継続 26-29
26380140 基盤研究(C) 釜田 薫子 法学部法律学科 教授 株主代表訴訟と株主の情報収集―日米の比較研究 500,000 150,000 継続 26-29
26380155 基盤研究(C) 川和 功子 法学部法律学科 教授 現代社会における消費者法制のありかたについての比較法的研究 800,000 240,000 継続 26-29
26380193 基盤研究(C) 力久 昌幸 法学部政治学科 教授 ナショナリズム政党による多層ガヴァナンスへの適応に関する比較研究 500,000 150,000 継続 26-28
26380194 基盤研究(C) 風間 規男 政策学部政策学科 教授 原子力政策をめぐるガバナンス・ネットワークに関する研究 900,000 270,000 継続 26-28
26380209 基盤研究(C) 木場 紗綾 政策学部政策学科 助教 非伝統的安全保障分野の防衛協力と東南アジアの文民統制：米国の能力構築支援を中心に 300,000 90,000 継続 26-28
26380237 基盤研究(C) 三野 和雄 経済学部経済学科 教授 企業の異質性とマクロ経済政策 1,000,000 300,000 継続 26-28
26380250 基盤研究(C) 茂見 岳志 経済学部経済学科 教授 偏微分方程式を用いた社会的選択理論の研究 700,000 210,000 継続 26-30
26380381 基盤研究(C) 宮澤 和俊 経済学部経済学科 教授 「誘惑と自制心」モデルにおけるリスク回避行動と最適政策に関する理論的・実証的研究 1,000,000 300,000 継続 26-28
26380446 基盤研究(C) 菅 一城 経済学部経済学科 教授 第一次世界大戦下の英国のロジスティクス：GKN社と軍需省を中心に 500,000 150,000 継続 26-30
26380489 基盤研究(C) 藤本 昌代 社会学部社会学科 教授 研究者・技術者の流動性における社会構造と文化構造の影響－日・仏・米比較－ 1,100,000 330,000 継続 26-28
26380544 基盤研究(C) 太田 肇 政策学部政策学科 教授 第３次産業における承認のリテンションならびに生産性向上効果の実証研究 600,000 180,000 継続 26-30
26380545 基盤研究(C) ＢＹＯＳＩＥＲＥ Ｐ・Ｈ・Ｒ ビジネス研究科 教授 潜在的イノベーション機会・アイデアの創出・表出プロセスに関する実証研究 600,000 180,000 継続 26-28
26380657 基盤研究(C) 尾嶋 史章 社会学部社会学科 教授 教育の機会と効用に関する計量的研究－学歴と経済的不平等からみた戦後日本の教育社会 1,100,000 330,000 継続 26-28
26380719 基盤研究(C) 勝野 宏史 社会学部メディア学科 准教授 高度経済成長期における少年文化の形成―プラモデル製作ブームを中心に 300,000 90,000 継続 26-28
26380802 基盤研究(C) 永田 祐 社会学部社会福祉学科 准教授 ｢規制された現金給付｣の可能性についての研究 1,200,000 360,000 継続 26-28
26380910 基盤研究(C) 井上 智義 社会学部教育文化学科 教授 日本国内のイマージョン教育の成果と問題点に関する教育心理学研究 1,100,000 330,000 継続 26-28
26381049 基盤研究(C) 楊 奕 研究開発推進機構（高等教育・学生研究センター） 嘱託研究員 中国の近代化過程における美と美育に果たしたメディアの位置づけに関する実証的研究 900,000 270,000 継続 26-28
26381050 基盤研究(C) 田中 智子 人文科学研究所 准教授 官立高等教育機関設立過程の地域史的研究――「学都」の形成と展開―― 200,000 60,000 継続 26-28
26381199 基盤研究(C) 中田 賀之 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 教授 学習者の教室内英語使用促進のための「教室内英語力評価尺度」の開発と活用 1,200,000 360,000 継続 26-28
26381290 基盤研究(C) 金子 邦秀 社会学部教育文化学科 教授 メディア・シンフォニック教材を用いた社会系電子教材開発の基礎的研究 500,000 150,000 継続 26-29
26390022 基盤研究(C) 古賀 智之 理工学部機能分子・生命化学科 教授 時限性を有する自己組織化ペプチドハイドロゲルの開発とその応用 700,000 210,000 継続 26-28
26410165 基盤研究(C) 塚越 一彦 理工学部化学システム創成工学科 教授 マイクロ流体における特異的液-液界面創出現象の解明と新規分析システムへの応用 1,100,000 330,000 継続 26-28
26420027 基盤研究(C) 片山 傅生 生命医科学部医工学科 教授 エレクトロスピニング法による組織再生用ポリ乳酸ポーラスナノファイバー足場の開発 1,300,000 390,000 継続 26-28
26420126 基盤研究(C) 山口 博司 理工学部エネルギー機械工学科 教授 機能・知能性流体を用いた次世代エネルギー輸送デバイスの研究開発 500,000 150,000 継続 26-30
26420213 基盤研究(C) 橋本 雅文 理工学部インテリジェント情報工学科 教授 マイクロモビリティ高齢者ドライバを支えるアクティブセーフティセンシングシステム 800,000 240,000 継続 26-29
26420748 基盤研究(C) 宮本 博之 理工学部機械システム工学科 教授 強ひずみ加工と高圧時効処理による転位フリー超微細結晶材の創製 700,000 210,000 継続 26-28
26440252 基盤研究(C) 山村 則男 文化情報学部文化情報学科 教授 人間社会系と自然生態系の相互作用における空間スケールパラメータの評価 1,100,000 330,000 継続 26-28
26461300 基盤研究(C) 池川 雅哉 生命医科学部医生命システム学科 教授 イメージングマススペクトロメトリ―を核とした多発性硬化症バイオマーカー探索 900,000 270,000 継続 26-28
15K00215 基盤研究(C) 杉尾 武志 文化情報学部文化情報学科 教授 図的表現の柔軟な読解における実行機能の働き 1,100,000 330,000 継続 27-29
15K00322 基盤研究(C) 金田 重郎 理工学部インテリジェント情報工学科 教授 自転車協調型ハザード情報共有システムの研究 900,000 270,000 継続 27-29
15K00323 基盤研究(C) 大崎 美穂 理工学部情報システムデザイン学科 教授 不均衡データ分類器の開発と応用 800,000 240,000 継続 27-29
15K00527 基盤研究(C) 山根 省三 理工学部環境システム学科 准教授 暖候期の京阪奈地域に発達する局地循環の解析 500,000 150,000 継続 27-29
25370895 基盤研究(C) 若林 邦彦 歴史資料館 准教授 木津川・淀川流域における弥生～古墳時代集落・墳墓の動態に関する研究 1,100,000 330,000 継続 25-28
15K00644 基盤研究(C) 石田 葉月 経済学部経済学科 教授 再生可能エネルギーの化石燃料削減効果に関する研究－宮古島市を事例として－ 400,000 120,000 継続 27-31
15K01213 基盤研究(C) 辻村 元男 商学部商学科 准教授 曖昧性下におけるリアルオプション評価法を用いた環境政策評価モデルの開発と応用 1,100,000 330,000 継続 27-29
15K01508 基盤研究(C) 上林 清孝 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 准教授 非侵襲的電気刺激を歩行中に付加することでの神経路興奮性に対する効果 600,000 180,000 継続 27-30
15K01897 基盤研究(C) 松久 玲子 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 ラテンアメリカにおける家事労働者のジェンダーと再生産労働の分業化 800,000 240,000 継続 27-29
15K01898 基盤研究(C) 池田 啓子 グローバル・スタディーズ研究科 教授 アメリカ研究におけるトランスナショナリズムと地域研究の未来 1,200,000 360,000 継続 27-29
15K01931 基盤研究(C) 川口 章 政策学部政策学科 教授 「マタニティ･ハラスメント」の原因と被害者のキャリア形成への影響 500,000 150,000 継続 27-29
15K01932 基盤研究(C) 石井 香江 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 准教授 ドイツの「新しい父親」という男性性の構築―「子どものために決起する父親達」の分析 500,000 150,000 継続 27-29
15K01933 基盤研究(C) 内藤 葉子 アメリカ研究所 嘱託研究員 リベラリズム的主体に対するフェミニズムの葛藤と挑戦－マリアンネ・ヴェーバーを軸に 600,000 180,000 継続 27-29
15K02151 基盤研究(C) 河野 道房 文学部美学芸術学科 教授 魏晋南北朝絵画における奥行き表現の歴史的展開－人物表現をてがかりに 1,100,000 330,000 継続 27-30
15K02182 基盤研究(C) 川井田 祥子 研究開発推進機構（創造経済研究センター） 特別研究員 障害者の芸術表現による社会的包摂の国際比較研究―アール・ブリュット概念の再検討 1,100,000 330,000 継続 27-29
15K02367 基盤研究(C) 藤井 光 文学部英文学科 准教授 「翻訳文学」としての21世紀アメリカ文学論 700,000 210,000 継続 27-29
15K02394 基盤研究(C) 伊勢 晃 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 教授 雑誌・新聞に見るベル・エポック期｢エスプリ・ヌーヴォー｣の諸相に関する総合的研究 700,000 210,000 継続 27-29
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課題番号 事業名 氏名 部局名 職名 研究課題名 直接経費 間接経費 新規・継続 研究期間
15K02395 基盤研究(C) 伊藤 玄吾 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 准教授 バイフの詩的実験と16世紀ギリシア古典学：lyrique概念の発生と展開 600,000 180,000 継続 27-30
15K02706 基盤研究(C) 赤松 信彦 文学部英文学科 教授 適切な英語冠詞使用のための学習システムの開発 1,100,000 330,000 継続 27-29
15K02737 基盤研究(C) 能登原 祥之 文学部英文学科 教授 英語教科書コーパスによる典型的なイベントスキーマと文型の頻度効果に関する研究 700,000 210,000 継続 27-29
15K02738 基盤研究(C) 山本 誠一 理工学部情報システムデザイン学科 教授 Involvement-in-conversation-game型CALLの研究 800,000 240,000 継続 27-31
15K02749 基盤研究(C) 稲垣 俊史 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 准教授 英語と日本語の移動表現の第二言語習得―日・英・中・韓を母語とする学習者を比較して 500,000 150,000 継続 27-29
15K02805 基盤研究(C) 植松 茂男 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 小学校英語教育の教科化に向けた先進的な取り組み 900,000 270,000 継続 27-29
15K02962 基盤研究(C) 肥後本 芳男 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 環大西洋アボリショニズムと「アメリカ体制論」の統合的研究 1,000,000 300,000 継続 27-30
15K03147 基盤研究(C) 新井 京 法学部法律学科 教授 占領法規の現代国際法上の位置づけと意義に関する多元的研究 800,000 240,000 継続 27-29
15K03182 基盤研究(C) 十河 太朗 司法研究科 教授 共謀の射程と共犯論上の諸問題 300,000 90,000 継続 27-29
15K03231 基盤研究(C) 林 昭一 司法研究科 教授 デジタル化社会における民事訴訟周辺ベンダー育成のための法的環境整備に関する研究 1,200,000 360,000 継続 27-29
15K03300 基盤研究(C) 河本 和子 政策学部政策学科 准教授 スターリン後のソヴェト民主主義と経済システム 1,300,000 390,000 継続 27-29
15K03367 基盤研究(C) ＤＡＶＩＳ ＣＯＬＩＮ 国際教育インスティテュート 教授 Industry Concentration, Fully Endogenous Productivity Growth, and Economic Development 900,000 270,000 継続 27-29
15K03481 基盤研究(C) 田中 靖人 経済学部経済学科 教授 寡占における相対利潤最大化と産業・貿易政策の研究 1,200,000 360,000 継続 27-29
15K03482 基盤研究(C) 厳 善平 グローバル・スタディーズ研究科 教授 中国における戸籍制度改革、農民工の市民化と都市化の社会経済学的研究 1,200,000 360,000 継続 27-29
15K03636 基盤研究(C) 野瀬 義明 ビジネス研究科 准教授 株主優待がもたらす影響に関する実証分析 1,200,000 360,000 継続 27-29
15K03695 基盤研究(C) 北 寿郎 ビジネス研究科 教授 組織能力からみたオープンイノベーションに関する国際比較研究 900,000 270,000 継続 27-29
15K03707 基盤研究(C) 関 智宏 商学部商学科 准教授 タイ企業との共創による日本中小企業の発展と組織・産業集積への影響プロセスの解明 1,400,000 420,000 継続 27-29
15K03756 基盤研究(C) 山下 貴子 ビジネス研究科 教授 金融リテラシーと金融マーケティング戦略 1,000,000 300,000 継続 27-29
15K03796 基盤研究(C) 河合 隆治 商学部商学科 准教授 全社的リスクマネジメントのための管理会計指標に関する実証研究 700,000 210,000 継続 27-29
15K03980 基盤研究(C) 木原 活信 社会学部社会福祉学科 教授 社会福祉哲学とスピリチュアリティ―ソーシャルワーカーの宗教意識― 900,000 270,000 継続 27-31
15K03981 基盤研究(C) 埋橋 孝文 社会学部社会福祉学科 教授 自己肯定感に注目した子どもの「貧困に抗う力」育成のためのサポートシステムの構築 1,500,000 450,000 継続 27-29
15K03982 基盤研究(C) 佐々木 一郎 商学部商学科 准教授 国民年金納付率の地域格差に影響する要因の研究 1,700,000 510,000 継続 27-29
15K03983 基盤研究(C) 山田 裕子 社会学部社会福祉学科 教授 MCI及び初期認知症の人とその家族の二者関係への並行的調査・介入：前向き研究 1,100,000 330,000 継続 27-29
15K04092 基盤研究(C) 田中 あゆみ 心理学部心理学科 教授 達成目標が前頭葉賦活に及ぼす影響 -実行機能課題とfNIRSを組み合わせた評価- 800,000 240,000 継続 27-29
15K04199 基盤研究(C) 青山 謙二郎 心理学部心理学科 教授 人工甘味料の摂取による体重増加における条件性満腹感消去の役割と肥満防止策の開発 700,000 210,000 継続 27-29
15K04262 基盤研究(C) 吉田 亮 社会学部教育文化学科 教授 第二次大戦期アメリカ日系宗教の二世教育活動 1,200,000 360,000 継続 27-30
15K04263 基盤研究(C) 小野 文生 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 准教授 パトスの知に基づく人間学の創成―啓蒙理性批判と受苦的経験に関する思想史的研究 800,000 240,000 継続 27-30
15K04817 基盤研究(C) 川口 周 理工学部数理システム学科 教授 非アルキメデス幾何と代数力学系とその周辺 1,000,000 300,000 継続 27-30
15K04883 基盤研究(C) 河野 明 理工学部数理システム学科 教授 ゲージ群のトポロジーの研究 900,000 270,000 継続 27-30
15K05219 基盤研究(C) 木田 重雄 研究開発推進機構（エネルギー変換研究センター） 嘱託研究員 歳差回転する球および楕円体内流れの精密解析 1,300,000 390,000 継続 27-29
15K05220 基盤研究(C) 水島 二郎 理工学部機械システム工学科 教授 流れの遷移と乱流維持の物理的メカニズム 500,000 150,000 継続 27-31
15K05321 基盤研究(C) 林田 明 理工学部環境システム学科 教授 湖沼・内湾堆積物の磁気特性に基づく完新世の環境変動の研究 900,000 270,000 継続 27-29
15K05399 基盤研究(C) 木村 佳文 理工学部機能分子・生命化学科 教授 超臨界水の水素結合受容能・供与能の指標化とプロトン移動反応への適用 900,000 270,000 継続 27-29
15K05400 基盤研究(C) 貞包 浩一朗 生命医科学部医情報学科 助教 界面活性剤や高分子ゲルのように振舞う有機溶媒水溶液 1,200,000 360,000 継続 27-29
15K05572 基盤研究(C) 野村 章子 研究開発推進機構（ナノ・バイオサイエンス研究センター） 嘱託研究員 人工蛋白質を用いたヒドロキシメチルシトシン検出法の開発と脱メチル化挙動の解明 800,000 240,000 継続 27-29
15K05652 基盤研究(C) 後藤 琢也 理工学部環境システム学科 教授 酸化シリコンからのシリコン薄膜電解形成機構の解明と応用 1,400,000 420,000 継続 27-29
15K05696 基盤研究(C) 冨田 佳宏 研究開発推進機構（先端バイオマテリアル研究センター） 嘱託研究員 分子鎖の不安定化・相変化がもたらす高分子材の非可逆応答の評価法の提案とその応用 1,400,000 420,000 継続 27-29
15K05697 基盤研究(C) 森田 有亮 生命医科学部医工学科 教授 組織再生のための細胞封入ファイバースキャホールドの創製技術の開発 1,100,000 330,000 継続 27-29
15K05844 基盤研究(C) 稲岡 恭二 理工学部機械システム工学科 教授 アルミファブリックの創製と伝熱促進 1,300,000 390,000 継続 27-29
15K05915 基盤研究(C) 積際 徹 生命医科学部医工学科 准教授 人間とロボットの動特性干渉制御に基づくロボットの運動制御法の創成と高次脳機能評価 1,600,000 480,000 継続 27-29
15K05916 基盤研究(C) 横川 隆一 生命医科学部医工学科 教授 逆運動学の不良設定問題に基づく小型ジャイロセンサを用いた介護姿勢の計測と評価 1,300,000 390,000 継続 27-29
15K05961 基盤研究(C) 馬場 吉弘 理工学部電気工学科 教授 ビル屋上の太陽光発電設備の耐雷対策技術の構築 1,100,000 330,000 継続 27-29
15K05962 基盤研究(C) 井上 馨 理工学部電気工学科 教授 電動車両の安全・省エネルギー駆動のための統合的最適軌道の設計法 600,000 180,000 継続 27-29
15K06090 基盤研究(C) 出口 博之 理工学部電子工学科 教授 高度ワイヤレス環境構築のための電波特異伝搬素子および放射系への応用に関する研究 800,000 240,000 継続 27-31
15K06091 基盤研究(C) 笹岡 秀一 理工学部電子工学科 教授 電波伝搬特性変動に基づく不規則・間欠的な区間設定を用いた秘密鍵共有に関する研究 1,100,000 330,000 継続 27-29
15K06427 基盤研究(C) 佐藤 祐喜 理工学部電子工学科 准教授 正方晶二珪化モリブデンの３次元選択形成と評価 800,000 240,000 継続 27-29
15K06443 基盤研究(C) 吉門 進三 理工学部電子工学科 教授 モリブデンシリサイドの合成とそれを用いた熱電変換素子の開発 700,000 210,000 継続 27-29
15K06471 基盤研究(C) 大窪 和也 理工学部エネルギー機械工学科 教授 ボルト締結した炭素繊維強化複合材料の耐久性の改善と設計規準の確立 1,100,000 330,000 継続 27-30
15K06549 基盤研究(C) 森 康維 理工学部化学システム創成工学科 教授 次世代太陽電池電極用ナノ粒子集積薄膜の最適構造設計 800,000 240,000 継続 27-29
15K06722 基盤研究(C) 川口 真也 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 神経軸索における動的情報処理 1,000,000 300,000 継続 27-29
15K06762 基盤研究(C) 山中 智行 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 神経細胞における新たな小胞体ストレス応答機構の解明 1,300,000 390,000 継続 27-29
15K06788 基盤研究(C) 廣野 守俊 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 ランビエ絞輪に局在するグルタミン酸受容体による活動電位伝播制御 1,500,000 450,000 継続 27-29
15K07084 基盤研究(C) 酒井 大輔 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 組織特異的な代謝活性化による形態形成制御機構の解明 1,200,000 360,000 継続 27-29
15K07480 基盤研究(C) 大園 享司 理工学部環境システム学科 教授 リグニン分解菌の多様性と機能に注目した本邦亜熱帯林の土壌分解系に関する研究 1,400,000 420,000 継続 27-29
15K08480 基盤研究(C) 高橋 美帆 生命医科学部医生命システム学科 助教 志賀毒素の細胞内輸送を標的とした新規腸管出血性大腸菌感染症治療薬の創出 1,200,000 360,000 継続 27-29
15K10119 基盤研究(C) 萩原 明郎 生命医科学部医生命システム学科 教授 臨床応用に十分な長さと蠕動運動機能を持つ全周性食道の再生：犬を用いた研究 1,300,000 390,000 継続 27-29
15K10885 基盤研究(C) 奥村 直毅 生命医科学部医工学科 准教授 フックス角膜内皮ジストロフィにおけるTGC反復配列伸長の病態への意義の解明 1,000,000 300,000 継続 27-29
15K11977 基盤研究(C) 新川 達郎 政策学部政策学科 教授 震災復興政策におけるマルチ・レベル・ガバナンスとメタガバナンスの作動の解析 1,200,000 360,000 継続 27-29
16K00111 基盤研究(C) 長岡 直人 理工学部電気工学科 教授 2次電池の稼動時劣化診断アルゴリズムの開発 1,500,000 450,000 新規 28-30
16K00218 基盤研究(C) 竹原 卓真 心理学部心理学科 教授 多角度回転した平均顔表情の認知ネットワーク構築とトポロジ解明に関する研究 1,300,000 390,000 新規 28-30
16K00311 基盤研究(C) 渡部 広一 理工学部インテリジェント情報工学科 教授 画像解析と人間の常識知識に基づく画像認識システム 1,000,000 300,000 新規 28-31
16K00312 基盤研究(C) 廣安 知之 生命医科学部医情報学科 教授 進化計算による特徴的脳機能部位と代謝物質の特定 1,600,000 480,000 新規 28-30
16K00450 基盤研究(C) 原田 隆史 免許資格課程センター 教授 人の真の情報ニーズを汲み取るコンシェルジュ型資料検索システムの構築 1,800,000 540,000 新規 28-30
16K00469 基盤研究(C) 福田 智子 文化情報学部文化情報学科 准教授 古典籍の保存・継承のための画像・テキストデータベースの構築と日本文化の歴史的研究 1,200,000 360,000 新規 28-30
16K00882 基盤研究(C) 野口 範子 生命医科学部医生命システム学科 教授 コレステロール酸化物が誘導するアルツハイマー病に対するビタミンEの抑制機構 1,400,000 420,000 新規 28-30
16K01680 基盤研究(C) 中村 康雄 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 体表面形状計測による肩甲骨を含む肩関節運動の測定精度改善と体幹運動の測定法の開発 700,000 210,000 新規 28-30
16K01714 基盤研究(C) 二宮 浩彰 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 スポーツツーリストの意思決定に影響を及ぼすスポーツデスティネーション・イメージ 1,300,000 390,000 新規 28-30
16K01892 基盤研究(C) 渡部 基信 研究開発推進機構（赤ちゃん学研究センター） 嘱託研究員 乳幼児視点の家庭内事故防止―装着型視線計測装置によるアプローチ 2,000,000 600,000 新規 28-31
16K01893 基盤研究(C) 志村 洋子 研究開発推進機構（赤ちゃん学研究センター） 嘱託研究員 保育室内の騒音環境が乳幼児の聴覚情報処理の発達に及ぼす影響 1,200,000 360,000 新規 28-30
16K02019 基盤研究(C) 板垣 竜太 社会学部社会学科 教授 体制形成期北朝鮮の言語規範化に関する政治文化史的研究 1,700,000 510,000 新規 28-30
16K02020 基盤研究(C) 西村 卓 経済学部経済学科 教授 京都の「まち」とくらしの総合研究 700,000 210,000 新規 28-30
16K02056 基盤研究(C) 中村 艶子 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 准教授 グローバル時代の女性労働：女性活躍と企業支援 700,000 210,000 新規 28-31
16K02092 基盤研究(C) 佐々木 雅幸 経済学部経済学科 教授 クリエイティブツーリズムの定着と創造都市連携の相互連環的発展に関する研究 1,600,000 480,000 新規 28-30
16K02145 基盤研究(C) 中川 明才 文学部哲学科 教授 イェーナ期フィヒテにおける共同性に関する研究 900,000 270,000 新規 28-30
16K02188 基盤研究(C) 中野 泰治 神学部神学科 准教授 合意形成および社会形成の基盤理論としての完全論 800,000 240,000 新規 28-31
16K02221 基盤研究(C) 勝又 悦子 神学部神学科 准教授 ユダヤ教における「デモクラティア」・「自由」の出現 1,200,000 360,000 新規 28-31
16K02471 基盤研究(C) 勝山 貴之 文学部英文学科 教授 シェイクスピア作品におけるグローバル経済の影響と物質文化への人々の関心 500,000 150,000 新規 28-32
16K02472 基盤研究(C) 川島 健 文学部英文学科 教授 母性とkitchenからみる戦後英国演劇1945-1970 1,300,000 390,000 新規 28-31
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課題番号 事業名 氏名 部局名 職名 研究課題名 直接経費 間接経費 新規・継続 研究期間
16K02516 基盤研究(C) 石塚 則子 文学部英文学科 教授 ウォートンの創作と建築の連携―空間の創出から文学的想像力へ 1,200,000 360,000 新規 28-30
16K02517 基盤研究(C) 白川 恵子 文学部英文学科 教授 初期アメリカにおける奴隷叛乱事件――文学的・文化的想像力の創生と影響 700,000 210,000 新規 28-32
16K02648 基盤研究(C) 吉田 優子 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 教授 大阪方言におけるピッチアクセント型の変化　-　語と句の音韻・統語分析 800,000 240,000 新規 28-30
16K02861 基盤研究(C) 張 軼欧 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 准教授 誤用の事例研究に基づく中国語教育文法の再構築とその有効性の多角的検証 700,000 210,000 新規 28-30
16K03143 基盤研究(C) 穐山 洋子 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 准教授 スイス市民社会と移動型民族の社会的排除に関する歴史研究 500,000 150,000 新規 28-30
16K03356 基盤研究(C) 瀬領 真悟 法学部法律学科 教授 経済法における中間的処理制度のあり方に関する理論的検討 900,000 270,000 新規 28-30
16K03357 基盤研究(C) 土田 道夫 法学部法律学科 教授 アジア地域における労働契約法の調和に向けた研究 1,100,000 330,000 新規 28-30
16K03498 基盤研究(C) ＦＥＬＤＭＡＮ Ｏｆｅｒ 政策学部政策学科 教授 The Face Model of Televised Political Interviews in Japan: A Comparative Study in Political Communication 1,800,000 540,000 新規 28-30
16K03499 基盤研究(C) 山谷 清志 政策学部政策学科 教授 市民教育と政策評価―「地方創生」と18歳選挙権― 1,600,000 480,000 新規 28-30
16K03500 基盤研究(C) 市川 喜崇 法学部政治学科 教授 分権改革の政治過程に関する研究 500,000 150,000 新規 28-30
16K03723 基盤研究(C) 浦坂 純子 社会学部産業関係学科 教授 キャリアの選択肢としてのNPO・社会貢献活動－就業の多様化を背景に－ 1,100,000 330,000 新規 28-32
16K03724 基盤研究(C) 大野 隆 経済学部経済学科 教授 労働者の異質性によって生じる富と所得の不平等に関するマクロ動学分析 900,000 270,000 新規 28-32
16K03830 基盤研究(C) 足立 光生 政策学部政策学科 教授 持続的成長に寄与する企業経営のあり方―資本市場のイベント・スタディ等による検証－ 1,200,000 360,000 新規 28-30
16K03911 基盤研究(C) 宮本 大 経済学部経済学科 教授 研究開発者の育成に寄与する人的ネットワークに関する実証研究 400,000 120,000 新規 28-30
16K03958 基盤研究(C) 高橋 広行 商学部商学科 准教授 農業と食を通じた地域ブランド化の研究 1,100,000 330,000 新規 28-30
16K03959 基盤研究(C) 冨田 健司 商学部商学科 教授 知識の取引を活性化させるマーケティング戦略の構築 800,000 240,000 新規 28-32
16K03960 基盤研究(C) 長沼 健 商学部商学科 准教授 国際商取引における実務の形成・定着と多文化の影響-ソフトローと文化要因の関係性- 900,000 270,000 新規 28-30
16K04019 基盤研究(C) 百合野 正博 商学部商学科 教授 アカウンティング・プロフェッションによる監査のガバナンス支援機能に関する研究 1,100,000 330,000 新規 28-30
16K04116 基盤研究(C) 小黒 純 社会学部メディア学科 教授 「社会派ドキュメンタリー」制作過程の研究 1,600,000 480,000 新規 28-30
16K04117 基盤研究(C) 竹内 幸絵 社会学部メディア学科 教授 黎明期広告業界誌『プレスアルト』広告現物全調査に基づく関西の広告史研究 1,000,000 300,000 新規 28-31
16K04216 基盤研究(C) 森口 弘美 社会学部社会福祉学科 助教 知的障害者の「関係性の変容としての自立」のプロセスの解明 900,000 270,000 新規 28-31
16K04217 基盤研究(C) 井上 恒男 政策学部政策学科 教授 日本版リエイブルメント事業の開発に関する研究 500,000 150,000 新規 28-30
16K04505 基盤研究(C) 越水 雄二 社会学部教育文化学科 准教授 1720年代から1820年代フランスにおける市民教育論の形成に関する研究 800,000 240,000 新規 28-31
16K05490 基盤研究(C) 高岡 正憲 理工学部エネルギー機械工学科 教授 十分に発達した乱流における時間的・空間的多重状態と記憶 1,100,000 330,000 新規 28-30
16K05800 基盤研究(C) 東　信行 理工学部機能分子・生命化学科 教授 天然アミノ酸由来のビニルモノマーを基盤とするスマート高分子材料の開発研究 2,700,000 810,000 新規 28-30
16K05958 基盤研究(C) 稲葉 稔 理工学部機能分子・生命化学科 教授 アンモニア燃料を用いる固体酸化物形燃料電池の低温作動化 1,800,000 540,000 新規 28-30
16K05959 基盤研究(C) 土井 貴之 理工学部機能分子・生命化学科 准教授 炭酸エステル系電解液中のマグネシウムキャリアの吸蔵・放出に関する研究 1,700,000 510,000 新規 28-30
16K06027 基盤研究(C) 廣垣 俊樹 理工学部機械システム工学科 教授 産業用ヒト型双腕ロボットのプレート操り動作制御によるグラスプレス・ハンドリング 1,300,000 390,000 新規 28-30
16K06322 基盤研究(C) 大谷 直毅 理工学部電子工学科 教授 植物から抽出した天然カロテノイド系色素を用いる有機発光ダイオードの高性能化 1,500,000 450,000 新規 28-30
16K06372 基盤研究(C) 辻 幹男 理工学部電子工学科 教授 円筒導波管遮断モードを用いた左手系漏洩波アンテナの放射特性とその制御に関する研究 1,300,000 390,000 新規 28-30
16K06373 基盤研究(C) 程 俊 理工学部インテリジェント情報工学科 教授 空間結合符号のユニバーサル性を活かした多重接続通信の理論限界達成に関する研究 500,000 150,000 新規 28-30
16K06432 基盤研究(C) 三木 光範 理工学部インテリジェント情報工学科 教授 照明の個別分散制御における個別制約条件の解消 3,200,000 960,000 新規 28-30
16K06826 基盤研究(C) 吉田 幹生 理工学部化学システム創成工学科 准教授 微小粒子添加法における微小粒子の被覆状態が主粒子の流動性改善効果に及ぼす影響 1,200,000 360,000 新規 28-30
16K06837 基盤研究(C) 白川 善幸 理工学部化学システム創成工学科 教授 ピコリットル反応場における酸化チタン粒子の複合化と用途開発 1,900,000 570,000 新規 28-30
16K07005 基盤研究(C) 宮崎 晴子 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 中枢無髄神経の機能解析に関する研究基盤の確立 1,600,000 480,000 新規 28-30
16K07006 基盤研究(C) 御園生 裕明 脳科学研究科 教授 Ca2+-依存性K+チャネルによる新しい軸索内活動電位伝搬制御のメカニズム 1,100,000 330,000 新規 28-30
16K07044 基盤研究(C) 舟本 聡 生命医科学部医生命システム学科 准教授 アミロイドβ産生酵素γセクレターゼの基質選択性に関与する糖鎖の同定 1,200,000 360,000 新規 28-30
16K07071 基盤研究(C) 渡辺 祥司 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 生理的条件下におけるタウ蛋白質の軸索局在の分子機序の解明 1,300,000 390,000 新規 28-30
16K08254 基盤研究(C) 浦野 泰臣 生命医科学部医生命システム学科 助教 ドラッグリポジショニングによる新規アルツハイマー病治療薬の開発 1,500,000 450,000 新規 28-30
16K08479 基盤研究(C) 水谷 健一 脳科学研究科 准教授 発生期大脳皮質の脳室面および非脳室面の前駆細胞で区別される血管由来微小環境の解明 1,500,000 450,000 新規 28-30
16K08892 基盤研究(C) 瓜生原 葉子 商学部商学科 准教授 臓器提供意思表示行動など高関与型向社会的行動の説明モデルの構築と検証 1,200,000 360,000 新規 28-30
16K08948 基盤研究(C) 村上 由希 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 内因性代謝産物の変動に着目した自閉症スペクトラム症の早期診断バイオマーカーの探索 1,600,000 480,000 新規 28-31
16K10481 基盤研究(C) 辻本 洋行 研究開発推進機構（先端バイオマテリアル研究センター） 嘱託研究員 羊膜の特性を模倣し安全で機能的な再生医療材料：臨床応用想定した動物モデルでの検討 1,900,000 570,000 新規 28-30
16K11307 基盤研究(C) 小泉 範子 生命医科学部医工学科 教授 Fuchs角膜内皮ジストロフィの病態生理における小胞体ストレス応答の意義 1,400,000 420,000 新規 28-30
16K12374 基盤研究(C) 内藤 徹 商学部商学科 教授 南海トラフ地震における事前復興政策の官民協働に関する経済分析 1,100,000 330,000 新規 28-31
16KT0184 基盤研究(C)（特設） 岡本 由美子 政策学部政策学科 教授 グローバル・バリュー・チェーン革命の功罪とガバナンス体制に関する研究 800,000 240,000 新規 28-32
25560435 挑戦的萌芽研究 高橋 晋 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 海馬場所細胞の可塑性と樹状突起逆伝播スパイクの関係性の解析 0 0 継続 25-28
25590101 挑戦的萌芽研究 冨田 健司 商学部商学科 教授 商品としての知識のマーケティング 0 0 継続 25-28
25590212 挑戦的萌芽研究 鈴木 直人 心理学部心理学科 教授 感情語辞典の作成を目指す基礎的研究 0 0 継続 25-28
26540038 挑戦的萌芽研究 佐藤 健哉 理工学部情報システムデザイン学科 教授 三次元仮想空間を利用したデバイスインタラクションに関する概念の確立 1,000,000 300,000 継続 26-28
26560016 挑戦的萌芽研究 大久保 雅史 理工学部情報システムデザイン学科 教授 デザイン的思考プロセスにおける身体的コミュニケーションモデルの提案 900,000 270,000 継続 26-28
26560374 挑戦的萌芽研究 海老根 直之 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 准教授 安定同位体標識技術を用いた実用的水分補給方法の探求 500,000 150,000 継続 26-28
26560424 挑戦的萌芽研究 嶋田 容子 研究開発推進機構（受入） 学振特別研究員（RPD） 乳幼児の独言の機能に関する研究 1,600,000 480,000 継続 26-29
26570021 挑戦的萌芽研究 岡野 八代 グローバル・スタディーズ研究科 教授 身体フェミニズム理論の構築ｰｰ性暴力批判と女性の具体的なエンパワメントに向けて 600,000 180,000 継続 26-28
26590047 挑戦的萌芽研究 川浦 昭彦 政策学部政策学科 教授 東・東南アジア民主主義地域における共同的意思決定の公共選択論的分析 500,000 150,000 継続 26-28
26590068 挑戦的萌芽研究 藤本 哲史 総合政策科学研究科 教授 自然科学領域における女性有期雇用研究者のインポスター現象に関する研究 900,000 270,000 継続 26-28
26590102 挑戦的萌芽研究 鵜飼 孝造 社会学部社会学科 教授 社会デザイン学の展開 0 0 継続 26-28
26590243 挑戦的萌芽研究 奥野 浩之 免許資格課程センター 准教授 電子黒板と連動させたeラーニングによる体系的な中学校憲法学習プログラムの開発 600,000 180,000 継続 26-28
26630414 挑戦的萌芽研究 小寺 政人 理工学部機能分子・生命化学科 教授 安価な酸化剤を用いる効率的な酸化反応媒の開発 500,000 150,000 継続 26-28
26650175 挑戦的萌芽研究 福岡 義之 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 教授 低温・低酸素暴露下での呼吸ー循環ー体温システムの環境適応 500,000 150,000 継続 26-28
15K11998 挑戦的萌芽研究 鄭 躍軍 文化情報学部文化情報学科 教授 環境配慮行動メカニズムの計量分析による新たな環境教育枠組の構築 1,600,000 480,000 継続 27-28
15K12069 挑戦的萌芽研究 小林 耕太 生命医科学部医情報学科 准教授 近赤外レーザー補聴器の開発 1,200,000 360,000 継続 27-28
15K12281 挑戦的萌芽研究 和田 喜彦 経済学部経済学科 教授 鉱物資源開発における汚染（鉱害）の環境・社会的コスト評価と鉱害防止の枠組策定 600,000 180,000 継続 27-29
15K12466 挑戦的萌芽研究 殷 勇 ビジネス研究科 教授 製品アーキテクチャの最適設計・選択に関する数理分析 1,000,000 300,000 継続 27-29
15K12770 挑戦的萌芽研究 藤山 文乃 脳科学研究科 教授 パーキンソン病の病態を説明する大脳基底核スキームの提案 1,000,000 300,000 継続 27-29
15K12790 挑戦的萌芽研究 岡本 由美子 政策学部政策学科 教授 伝統的知識・技術を基盤とする産業の特徴と今後の発展可能性－ミャンマーを事例として 500,000 150,000 継続 27-29
15K12792 挑戦的萌芽研究 大西 正幸 研究開発推進機構（文化遺産情報科学研究センター） 嘱託研究員 ブーゲンビル戦の二つの記憶―草の根からの和解に向けて 1,400,000 420,000 継続 27-29
15K12847 挑戦的萌芽研究 河島 伸子 経済学部経済学科 教授 東アジアにおける文化フロー―文化産業と文化政策の視点から 1,000,000 300,000 継続 27-29
15K12868 挑戦的萌芽研究 宮嵜 克裕 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 助教 ステファヌ・マラルメに関する生成論的研究 400,000 120,000 継続 27-29
15K12933 挑戦的萌芽研究 冨山 一郎 グローバル・スタディーズ研究科 教授 沖縄独立の人文学的意義に関する予備的考察－戦後歴史学を中心にー 1,000,000 300,000 継続 27-29
15K12984 挑戦的萌芽研究 川嶋 四郎 法学部法律学科 教授 「『法と文学』及び『法教育』等の統合的・実践的な基礎研究」 800,000 240,000 継続 27-29
15K12992 挑戦的萌芽研究 今里 滋 政策学部政策学科 教授 「連帯」を嚮導概念とする社会的関係資本の蓄積に関する理論的及び実証的研究 1,100,000 330,000 継続 27-29
15K13078 挑戦的萌芽研究 久保 真人 政策学部政策学科 教授 司法改革後の弁護士の労働環境の変化と職務の特性がストレスに及ぼす影響 500,000 150,000 継続 27-28
15K13120 挑戦的萌芽研究 中谷内 一也 心理学部心理学科 教授 リスク認知パラドクスの分析と災害準備行動促進への応用 1,700,000 510,000 継続 27-28
15K13611 挑戦的萌芽研究 和田 元 理工学部電気工学科 教授 農業応用を目指した全大気圧イオン照射システム 1,200,000 360,000 継続 27-28
15K13860 挑戦的萌芽研究 平山 朋子 理工学部エネルギー機械工学科 教授 ＦＭ－ＡＦＭおよびＭＥＭＳ創成技術を用いた極限流体潤滑の実現と評価 1,200,000 360,000 継続 27-28
15K14226 挑戦的萌芽研究 人見 穣 理工学部機能分子・生命化学科 教授 金属オキソ種を活性種とするフッ素化触媒の開発 500,000 150,000 継続 27-29
15K14321 挑戦的萌芽研究 坂場 武史 脳科学研究科 教授 １シナプス小胞解析のための蛍光プローブの適用 500,000 150,000 継続 27-29
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15K15342 挑戦的萌芽研究 貫名 信行 脳科学研究科 教授 中枢神経系における無髄学創成へのチャレンジ 0 0 継続 27-28
16K12770 挑戦的萌芽研究 山田 礼子 社会学部教育文化学科 教授 研究成果の評価指標開発：ソーシャルメディアにおけるインパクト実証研究 2,200,000 660,000 新規 28-29
16K12798 挑戦的萌芽研究 中瀬 浩一 免許資格課程センター 准教授 アイトラッキングを用いた聾学校熟練教員と若手教員の授業中の視線行動に関する研究 2,100,000 630,000 新規 28-29
16K12830 挑戦的萌芽研究 三好 博昭 総合政策科学研究科 教授 自動走行システムの社会的厚生分析 600,000 180,000 新規 28-29
16K12882 挑戦的萌芽研究 渡辺 好章 生命医科学部医情報学科 教授 超音波の生物学的安全性―世代をまたいだ遺伝学的解析― 1,500,000 450,000 新規 28-29
16K13092 挑戦的萌芽研究 北岸 宏亮 理工学部機能分子・生命化学科 准教授 ヘム代謝副産物であるCOの生理機能全容解明へのアプローチ 1,900,000 570,000 新規 28-29
16K13115 挑戦的萌芽研究 高橋 晋 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 海馬場所細胞の可塑性と樹状突起活動の因果関係の解析 1,100,000 330,000 新規 28-30
16K13346 挑戦的萌芽研究 中谷 直司 研究開発推進機構（市民外交研究センター） 嘱託研究員 外交史研究と合理的選択論の融合──太平洋戦争の「原因」は何か 1,000,000 300,000 新規 28-30
16K13403 挑戦的萌芽研究 田口 聡志 商学部商学科 教授 財務会計情報の内部作成・利用過程における保守主義とエンフォースメントの実験研究 800,000 240,000 新規 28-30
16K13465 挑戦的萌芽研究 余語 真夫 心理学部心理学科 教授 感情の生成における言葉の役割の解明 1,800,000 540,000 新規 28-29
16K13550 挑戦的萌芽研究 菅澤 貴之 学習支援・教育開発センター 准教授 大学中退者のキャリア形成に関する実証的研究 500,000 150,000 新規 28-30
16K13655 挑戦的萌芽研究 吉川 研一 生命医科学部医情報学科 教授 非線形ダイナミクスを活用したマイクロ運動機関の創出 1,100,000 330,000 新規 28-30
16K14188 挑戦的萌芽研究 辻内 伸好 理工学部機械システム工学科 教授 無重力環境や老化による筋機能低下のモデル化と予防装置の提案 1,400,000 420,000 新規 28-29
16K14204 挑戦的萌芽研究 小山 大介 理工学部電気工学科 准教授 超音波による液晶配向制御と高速マイクロ光デバイスへの応用 800,000 240,000 新規 28-30
16K14280 挑戦的萌芽研究 松川 真美 理工学部電気工学科 教授 圧電センサを用いた非侵襲脳動脈硬さ評価技術の開発 1,900,000 570,000 新規 28-29
16K14557 挑戦的萌芽研究 眞部 寛之 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 匂いで惹起される摂食行動の神経回路機構の解明 1,700,000 510,000 新規 28-29
16K14743 挑戦的萌芽研究 元山 純 脳科学研究科 教授 母体の糖尿病によるマウス脳正中欠損発症メカニズムの解明 1,500,000 450,000 新規 28-29
15H05506 若手研究(A) 山本 浩司 生命医科学部医工学科 准教授 表面プラズモン共鳴を利用した新規生体潤滑分子スクリーニング法の構築 6,400,000 1,920,000 継続 27-29
16H06125 若手研究(A) 山本 大吾 理工学部化学システム創成工学科 助教 定常電場下で駆動する直流型ナノ・マイクロモーターおよびポンプの創出 10,000,000 3,000,000 新規 28-30
25750316 若手研究(B) 庄子 博人 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 地理情報システム(GIS)を用いたジョギング・ランニング普及に関する研究 0 0 継続 25-28
25770084 若手研究(B) 瀬崎 圭二 文学部国文学科 准教授 １９６０年代のテレビ文化黎明期におけるテレビドラマ制作と〈文学〉 500,000 150,000 継続 25-28
25770126 若手研究(B) 中野 幸男 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 助教 亡命ロシア文学の帰還とその受容－ディアスポラ・トラウマ・視覚文化 100,000 30,000 継続 25-28
25770271 若手研究(B) 水谷 智 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 教授 「生半可な教育を受けた現地人」の誕生と英領ベンガルの言語・教育・官吏登用政策 0 0 継続 25-28
26730164 若手研究(B) 佐藤 翔 免許資格課程センター 助教 利用者に新発見を促す書架要素の解明と新たな排架法の構築 800,000 240,000 継続 26-28
25780115 若手研究(B) 村上 尚子 グローバル・スタディーズ研究科（受入） 学振特別研究員（RPD） 第二次世界大戦後の国際秩序再編と朝鮮独立統一問題 400,000 120,000 継続 25-28
26750100 若手研究(B) 川宿田 好見 研究開発推進機構（文化遺産情報科学研究センター） 嘱託研究員 "離島"における持続可能な博物館活動新モデルの構築を目指した基礎的研究 900,000 270,000 継続 26-29
26750312 若手研究(B) 高倉 久志 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 骨格筋組織の時計遺伝子発現リズムに基づく持久的運動トレーニング効果の検証 900,000 270,000 継続 26-28
26780206 若手研究(B) 中道 一心 商学部商学科 准教授 持続的な事業成長と価値獲得を実現する事業ドメインの再定義と事業システムの革新 300,000 90,000 継続 26-28
26780414 若手研究(B) 大塚 幸生 文化情報学部文化情報学科 助教 統計的規則性の潜在学習と人の記憶促進・抑制メカニズムの解明 1,400,000 420,000 継続 26-28
26790036 若手研究(B) 江本 顕雄 理工学部電気工学科 准教授 サブミクロン半球レプリカを利用した異方的反射二色性媒体の基礎研究及び高機能化 500,000 150,000 継続 26-28
26820049 若手研究(B) 水野 吉規 理工学部機械システム工学科 助教 準線形解析による壁乱流における逆カスケード機構の解明 400,000 120,000 継続 26-28
26820067 若手研究(B) 松村 恵理子 理工学部機械システム工学科 准教授 超臨界噴霧による混合気形成過程の空間濃度制御に関する研究 500,000 150,000 継続 26-28
26820102 若手研究(B) 高橋 康人 理工学部電気工学科 准教授 高効率電気機器開発のためのヒステリシス磁界解析技術の実用化に関する研究 600,000 180,000 継続 26-28
26860368 若手研究(B) 村上 由希 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 アミノ酸代謝産物プロファイリングによる抑うつ症状の新規診断・治療法の探索 0 0 継続 26-28
26870178 若手研究(B) 岩坂 将充 高等研究教育機構（高等教育院） 准教授 トルコの「民主化」過程における司法の役割 900,000 270,000 継続 26-28
15K16531 若手研究(B) 渡邊 裕也 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 筋内組成の一指標である筋輝度は新たなサルコペニア指標となりうるか 1,100,000 330,000 継続 27-29
15K16675 若手研究(B) 田島 悠来 研究開発推進機構（創造経済研究センター） 特別研究員 「アイドル」文化を活用した地域振興に関する基礎的な研究 900,000 270,000 継続 27-29
15K16750 若手研究(B) 須藤 潤 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 助教 感動詞・応答詞を含む発話の音調パターンと機能について 600,000 180,000 継続 27-29
15K16827 若手研究(B) 山田 徹 文学部文化史学科 助教 室町期荘園制下における地域性の構造的把握 700,000 210,000 継続 27-29
15K16949 若手研究(B) 白井 正和 法学部法律学科 准教授 企業買収時の経営者に対する規律づけのメカニズムに関する研究 800,000 240,000 継続 27-30
15K16964 若手研究(B) 野々村 和喜 法学部法律学科 准教授 医療安全・被害補償と民事損害賠償制度の役割に関する比較法的研究 1,000,000 300,000 継続 27-29
15K16993 若手研究(B) 望月 詩史 法学部政治学科 助教 戦時期日本の英文雑誌に関する基礎的研究 500,000 150,000 継続 27-28
15K17130 若手研究(B) ジョンズ アダム・ルカス ビジネス研究科 准教授 Place brands and the perceived authenticity of cultural and creative goods in international markets 900,000 270,000 継続 27-30
15K17171 若手研究(B) 酒井 絢美 商学部商学科 助教 監査人の交代理由に関する総合的研究 700,000 210,000 継続 27-30
15K17376 若手研究(B) 石岡 学 文化情報学部文化情報学科 助教 高度成長期日本の高校受験をめぐる言説にみる試験への期待と不信に関する研究 700,000 210,000 継続 27-30
15K17561 若手研究(B) 三木 啓司 理工学部電子工学科 助教 多変数古典直交多項式の探求とその応用 600,000 180,000 継続 27-30
15K18000 若手研究(B) 伊藤 彰人 理工学部エネルギー機械工学科 准教授 環境との相互作用を計測可能なウエアラブル全身運動計測システムの開発 1,500,000 450,000 継続 27-28
15K18078 若手研究(B) 藤岡 慧明 研究開発推進機構 特別研究員 野生コウモリによる長距離音響ナビゲーションアルゴリズムの解明 700,000 210,000 継続 27-29
15K18238 若手研究(B) 湯浅 元仁 理工学部エネルギー機械工学科 助教 電子状態計算に基づく高加工性マグネシウム合金設計指針の構築 2,100,000 630,000 継続 27-28
15K18346 若手研究(B) 緑川 光春 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 中枢神経軸索終末部における単一シナプス小胞動態の可視化 1,100,000 330,000 継続 27-28
15K21493 若手研究(B) 鈴木 絢女 法学部政治学科 准教授 中所得国マレーシアにおける財政と民主主義：開発志向国家の再考に向けて 600,000 180,000 継続 27-30
15K21601 若手研究(B) 河瀬 彰宏 文化情報学部文化情報学科 助教 旋律と歌詞の計量的分析による日本民謡の地域的特徴の解明 900,000 270,000 継続 27-29
16K16164 若手研究(B) 岡部 晋典 学習支援・教育開発センター 助教 疑似科学と図書館に関する多角的な研究 900,000 270,000 新規 28-30
16K16543 若手研究(B) 松倉 啓太 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 サッカーゴールキーパーのダイビング動作分析からみるパフォーマンス向上の要素の解明 1,500,000 450,000 新規 28-29
16K16544 若手研究(B) 庄子 博人 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 助教 国内スポーツ総生産（GDSP）の推計によるスポーツ産業活性化方策の検討 1,300,000 390,000 新規 28-30
16K16889 若手研究(B) 綱井 勇吾 研究開発推進機構（こころの科学研究センター） 嘱託研究員 日本語助数詞の使い分けを促す心理的・教育的基盤の解明 1,100,000 330,000 新規 28-29
16K16915 若手研究(B) 久野 譲太郎 研究開発推進機構 助手 １９２０年代ハイデルベルク大学との学術交流の実態研究 1,100,000 330,000 新規 28-29
16K16969 若手研究(B) 渡辺 文 グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科 助教 現代オセアニアにおける地域的図像の流通と集合性の形成をめぐる人類学的研究 1,100,000 330,000 新規 28-30
16K17042 若手研究(B) 黒坂 則子 法学部法律学科 教授 日米における土地利用をめぐる環境規制のあり方 800,000 240,000 新規 28-30
16K17062 若手研究(B) 兪 祖成 総合政策科学研究科 助手 現代中国におけるNPOと政治の関係に関する研究 500,000 150,000 新規 28-30
16K17063 若手研究(B) 織田 健志 人文科学研究所 嘱託研究員 戦間期日本の「社会」と「政治」―中島重の政治思想を手がかりに 700,000 210,000 新規 28-29
16K17283 若手研究(B) 郭 芳 社会学研究科 助手 中国の介護市場に進出した日本式介護サービスへの国際的評価に関する研究 600,000 180,000 新規 28-30
16K17321 若手研究(B) 渡邊 ひとみ 心理学部心理学科 助教 アイデンティティ構造モデルを用いた既婚女性の就労意識及び幸福感に関する基礎的研究 200,000 60,000 新規 28-30
16K17322 若手研究(B) 伴 碧 研究開発推進機構 助教 "想像力を促す玩具"の発達科学的検討と自閉症療育への応用 1,500,000 450,000 新規 28-29
16K17630 若手研究(B) 森岡 悠 理工学部エネルギー機械工学科 助教 多様体及びグラフの幾何構造と不均質媒質による散乱理論 700,000 210,000 新規 28-31
16K18380 若手研究(B) 廣川 純也 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 准教授 眼窩前頭皮質-皮質下投射細胞の機能マッピング 1,800,000 540,000 新規 28-29
16K18386 若手研究(B) 角田 伸人 生命医科学部医生命システム学科 助教 TSPANが及ぼすγ-secretase活性変化の機序解明 1,100,000 330,000 新規 28-30
16K18397 若手研究(B) 江頭 良明 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 興奮性及び抑制性神経伝達物質によるシナプス小胞再充填機構の比較解析 1,600,000 480,000 新規 28-29
16K18707 若手研究(B) 三田 雄一郎 研究開発推進機構 特別研究員 内在性antisense RNAによるセレノプロテインP翻訳制御機構の解析 1,300,000 390,000 新規 28-30
16K19206 若手研究(B) 山形 一行 研究開発推進機構（大学院高度化推進支援センター） 助教 白血病のTET2変異と病態検査に向けた基礎研究 1,400,000 420,000 新規 28-30
16K21476 若手研究(B) 阿部 康人 社会学部メディア学科 助教 福島第一原子力発電所事故以降の市民データの社会的意義 1,400,000 420,000 新規 28-30
16K21477 若手研究(B) 尹 珍喜 社会学部教育文化学科 准教授 脱北者の適応に関する日韓比較のジェンダー論的研究 1,200,000 360,000 新規 28-31
15H06729 研究活動スタート支援 河野 尚子 研究開発推進機構 助手 労働契約における兼職法制・競業避止義務・守秘義務に関する研究 600,000 180,000 継続 27-28
15H06730 研究活動スタート支援 岩月 真也 研究開発推進機構 助手 日米における教育力の組織的基盤の解明 400,000 120,000 継続 27-28
16H07328 研究活動スタート支援 上阪 彩香 研究開発推進機構 助教 文章の数量分析に基づく西鶴浮世草子の著者及び成立年に関する総合的研究 1,200,000 360,000 新規 28-29
16H07329 研究活動スタート支援 加藤 久詞 研究開発推進機構 助手 脂肪組織の発生遺伝子に着目した運動による脂肪組織リモデリング機構の解明 1,200,000 360,000 新規 28-29
16H07330 研究活動スタート支援 平岡 光太郎 研究開発推進機構 助教 ブーバーとアグノンによる伝承の再構成とユダヤ・ルネサンス運動に関する思想史的研究 1,000,000 300,000 新規 28-29
16H07331 研究活動スタート支援 山本 晋平 研究開発推進機構 助手 太平記評判書の思想生成と受容をめぐる研究－小瀬甫庵の思想との比較を中心に－ 900,000 270,000 新規 28-29
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２０１６年度科学研究費助成事業交付内定者一覧 (特別研究員奨励費を除く）

課題番号 事業名 氏名 部局名 職名 研究課題名 直接経費 間接経費 新規・継続 研究期間
16H07332 研究活動スタート支援 塚田 雄一 文学部英文学科 助教 17世紀初期ロンドンの演劇出版文化とその政治性について 1,200,000 360,000 新規 28-29
16H07333 研究活動スタート支援 李 彦尚 社会学研究科社会福祉学科 助手 地域福祉を推進する中間組織体制の日韓比較と実践モデルの構築 1,000,000 300,000 新規 28-29
16H07334 研究活動スタート支援 木村 年晶 研究開発推進機構 助手 ポジティビティ・エフェクトによる高齢ドライバーの危険な運転行動のメカニズムの解明 600,000 180,000 新規 28-29
16H07335 研究活動スタート支援 山崎 晴彦 研究開発推進機構 助教 磁気機能性流体を用いた沸騰熱伝達能動制御技術の開発 1,200,000 360,000 新規 28-29
16KK0043 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化） 森山 央朗 神学部神学科 准教授 スンナ派形成と「ハディースの徒」の知的実践の連関的研究（国際共同研究強化） 0 0 新規 28-
16KK0090 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化） 石川 信一 心理学部心理学科 准教授 認知行動療法におけるセッション内相互作用に関する国際比較研究（国際共同研究強化） 0 0 新規 28-

（2017.03.31現在）
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