
2016年度 科研費助成事業

研究種目 所属 職名 研究課題名 新規
人文学部 教授 鎌田 修 日本語会話能力テストの研究と開発：国内外の教育環境及び多文化地域社会を対象に
法務研究科 教授 榊原 秀訓 イギリスの公法改革における普遍性と固有性の相互関係再編に関する総合的比較法研究
法務研究科 教授 丸山 雅夫 精神障害少年の非行対策における法律学と精神医学との連携：発見から処遇まで
人文学部 教授 鈴木 貴之 哲学的知識の本性と哲学方法論に関するメタ哲学研究 ○
人文学部 教授 後藤 明 ミクロネシアにおけるスカイスケープ考古学の実践 ○
人文学部 教授 石原 美奈子 現代エチオピア国家の形成と農村社会における女性の役割に関する実証的研究
外国語学部 教授 ＣＲＩＰＰＳ Ａｎｔｈｏｎｙ Providing pedagogical support for English teachers in Japan
外国語学部 教授 神崎 宣次 日本型「ロボット共生社会の倫理」のトランスディシプリナリーな探求と国際発信 ○
経済学部 教授 焼田 党 不平等分配と少子高齢化への影響に関する研究 ○
総合政策学部 教授 藤本 潔 マングローブ主要構成種の地下部生産・分解プロセスと立地環境の関係
理工学部 教授 坂本 登 不変多様体理論による非線形制御系の最適統合設計と計算プラットフォーム開発
人文学部 教授 辻本 裕成 霊的世界と医学の交錯点―古代から近世における心身観をめぐって―
人文学部 教授 西江 清高 中国初期王朝時代の政治的空間構成の考古学研究－GISを応用した地域システムの分析
人文学部 教授 松田 京子 植民地統治下の台湾先住民女性と「帝国」日本
人文学部 教授 吉田 竹也 楽園観光地における宗教と観光の合理化に関する研究
人文学部 教授 青柳 宏 v－システムに関する言語・方言横断的および通時的研究
人文学部 教授 後藤 明 ネオ・サイエンスとしての天文人類学：人類学者が作るプラネタリウム・コンテンツ
人文学部 教授 斎藤 衛 日本語を中心とした比較統語論に基づくラベリングの研究 ○
人文学部 教授 川浦 佐知子 現代アメリカ合衆国における国史編纂の動態の検討：米国先住民と国立公園局の歴史解釈 ○
人文学部 准教授 平川 武仁 オン・オフタイミング制御における運動頻度とノイズの違いによる時間産出
人文学部 准教授 坂井 博美 1950～1970年代日本における性売買構造の展開 ○
人文学部 准教授 森田 貴之 中世における漢故事のパラフレーズ ○
外国語学部 教授 松戸 庸子 現代中国におけるコンテンシャス・ポリティクスの推移と到達点
外国語学部 教授 牛田 千鶴 米国の高等教育機関におけるラティーノ学生受入れのための制度的・教育的支援策
外国語学部 教授 真野 倫平 グラン＝ギニョル劇に見る科学と文化の相互的影響
外国語学部 教授 村杉 恵子 時制句のパラメター： 比較統語理論と文法獲得
外国語学部 教授 山岸 敬和 アメリカ医療制度改革の執行過程
外国語学部 教授 太田 達也 日本語を母語とするドイツ語学習者に対する明示的指導の持続的効果 ○
外国語学部 教授 森山 幹弘 日本におけるインドネシア語応用教材の研究と開発および教材バンクの拡張 ○
経済学部 教授 岸 智子 就業形態とその転換に関する豪日比較
経済学部 准教授 太田代 幸雄 内生的出生率，国際的人口移動，および国際貿易に関する動学理論の研究 ○
経営学部 教授 澤井 実 近現代日本溶接溶断工業史の研究
経営学部 教授 竹澤 直哉 企業活動のリアルオプション評価に関する研究
法学部 教授 菅原 真 グローバル時代における「主権論」と重国籍者の政治的権利に関する比較研究
法学部 教授 佐藤 勤 成熟社会における信託活用に向けた信託制度改革
法学部 教授 田中 実 ローマ法と条件付遺言 ○
総合政策学部 教授 山田 望 ユリアヌスを中心とするペラギウス派第２世代の神学に関する思想史的・実証的総合研究
総合政策学部 教授 梁 暁虹 日本古写本単経音義における異体字研究―『大般若経音義』三種を中心として
総合政策学部 教授 星野 昌裕 中国政治改革研究への民族問題アプローチ
総合政策学部 教授 石川 良文 持続可能な発展のための長期交通計画策定プロセスと政策評価手法に関する研究
総合政策学部 教授 山田 哲也 国連平和維持活動の変容と国際人道法・国際刑事法の関係を巡る研究
総合政策学部 教授 寳多 康弘 開放経済下の環境戦略：セクター別規制から一律規制への移行過程に関する理論分析
総合政策学部 准教授 井上 武 発展途上国における金融包摂の貧困削減効果に関する研究
総合政策学部 准教授 早川 徳香 神経性無食欲症の前向きコホート疫学研究
理工学部 教授 青山 幹雄 クラウドコンピューティング上の連続的ソフトウェア工学
理工学部 教授 佐々木 美裕 持続可能性を考慮した包括的な輸送・交通ネットワーク設計のための数理モデルの開発
理工学部 教授 大石 泰章 非線形制御の誤差評価と性能保証：精度保証つき数値計算と２乗和多項式の適用 ○
理工学部 教授 福嶋 雅夫 変分不等式とそれに関連する諸問題に対する手法
理工学部 教授 奥村 康行 光アクセスにおけるコンスタレーション共有方式に関する研究
理工学部 教授 沢田 篤史 サイバーフィジカルシステムのためのアーキテクチャ指向ソフトウェア開発支援環境 ○
理工学部 教授 鈴木 敦夫 実用的なスケジューリングシステム作成のための基礎的・実践的研究 ○
理工学部 准教授 蜂巣 吉成 Web統合開発環境を利用したプログラミング教育支援方法
ビジネス研究科 教授 安藤 史江 組織学習成果につながるチーム・マネジメントの考察
ビジネス研究科 教授 窪田 祐一 イノベーション実現のマネジメントコントロールに関する研究
短大部 教授 五島 敦子 1930年代アメリカ高等教育における大学拡張部の意義
短大部 准教授 石崎 保明 近・現代英語期における英語表現の構文化に関する研究
人文学部 教授 鈴木 貴之 現代精神医学の理論的基礎に関する哲学研究 ○
人文学部 教授 奥田 太郎 「強さ」の社会倫理学―レジリエンス概念の社会倫理的基盤の構築 ○
人文学部 准教授 藏本 龍介 宗教組織の経営についての比較民族誌的研究
外国語学部 教授 ＣＲＩＰＰＳ Ａｎｔｈｏｎｙ Creating a model for the establishment of Massive Open Online Courses (MOOCs)
外国語学部 教授 神崎 宣次 人類の宇宙進出に伴う宇宙倫理学確立のための基礎研究 ○
経済学部 准教授 吉見 太洋 為替レートの変化が特恵税率の利用に与える影響
総合政策学部 准教授 前田 洋枝 無作為抽出と熟議との反復が市民のまちづくり参加への意識と行動に及ぼす効果の研究
総合政策学部 准教授 Ｏ・Ｃｏｎｎｅｌｌ Ｓｅａｎ Creating Authentic Classroom and Online Intercultural Business Communication Programs
理工学部 講師 杉原 桂太 アクターネットワーク理論による構築的テクノロジーアセスメントの自動走行車への適用 ○
法務研究科 教授 榊原 秀訓 行政訴訟と民事訴訟との配置再編による救済制度の実効性確保 ○
法務研究科 教授 丸山 雅夫 犯罪少年の保護事件における鑑定・アセスメントの意義と内容：理論と実務 ○

若手研究(A) 経済学部 准教授 吉見 太洋 貿易決済通貨と為替相場パススルーの関係
人文学部 講師 土屋 耕治 社会的感受性が集団意思決定で果たす役割と支援的介入可能性の検討
人文学部 講師 藤川 美代子 船上生活者の教育と福祉に関する文化人類学的研究：日本・中国の都市部と村落部の比較 ○
外国語学部 准教授 大井 由紀 環太平洋越境移動空間の形成と｢他者｣の排除・受容―在米中国系移民を事例として
外国語学部 准教授 芝垣 亮介 ２次述語の類型論
外国語学部 准教授 中村 督 戦後フランスにおける知識人の変容に関するメディア史的研究
外国語学部 講師 大澤 広晃 ２０世紀前半南アフリカにおける「人道主義」の展開とイギリス帝国
外国語学部 講師 宮原 佳昭 近代中国における学校管理学の受容と実践に関する基礎的研究 ○
法学部 准教授 洞澤 秀雄 都市計画領域における事前手続と事後手続との一体的把握に向けた日英の法学的研究
経済学部 准教授 蔡 大鵬 ネガティブショック発生時の企業への際的な救済策
経済学部 講師 篭橋 一輝 地域共同体を基盤とした渇水への制度的適応に関する研究
経営学部 准教授 松井 宗也 大規模化する金融リスクへの確率・統計的方法―多次元GARCHモデルの新展開 ○
総合政策学部 准教授 三輪 まどか 高齢者の意思能力の程度に応じた権利擁護と福祉専門職・家族等の「かかわり」
総合政策学部 講師 森山 花鈴 日本における自殺対策の政策学的研究 ○
理工学部 准教授 小市 俊悟 効率的な離散最適化手法を用いた化合物の自動立体構造推定法の開発
理工学部 准教授 横山 哲郎 関数型の視点からの効率的可逆シミュレーションおよび可逆プログラミング方法論の拡張
理工学部 講師 阿部 俊弘 角度データのための理論的研究と応用
ビジネス研究科 准教授 池田 亮一 信用リスクマネジメントに関する研究 ○
人類学研究所 研究員 宮脇 千絵 中国雲南省国境地域におけるモン衣装の流通と消費に関する文化人類学的研究 ○
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