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直接経費 間接経費
法学部 教授 榊原　秀訓 6,400 1,920 イギリス公法争訟における違法性の判断構造に関する研究
外国語教育センター 教授 六川　雅彦 5,900 1,770 JOPTの拡充と普及：汎用性と実用性に富む日本語口頭能力試験の実現
人文学部 教授 石原　美奈子 900 270 エチオピアにおけるイスラーム化の史的検証：アラビア文字資料の収集・分析を通してー
人文学部 教授 宮沢　千尋 2,300 690 マルチ・アーカイブズ的調査によるアジア・太平洋戦争期日本・ベトナム関係史の再検討 ○
人文学部 教授 渡部　森哉 4,800 1,440 南米アンデスの初期帝国ワリの成立と地方支配に関する研究
経済学部 教授 焼田　党 4,000 1,200 高齢社会における家庭、市場および国の役割に関する理論的研究
総合政策学部 教授 平岩　俊司 3,100 930 日米韓中の対北朝鮮政策に関する横断的研究
総合政策学部 教授 藤本　潔 3,200 960 マングローブ林における群落レベルでの海面上昇影響の実態解明と近未来予測
理工学部 教授 稲垣　伸吉 5,100 1,530 多脚移動ロボットの制約充足型統合制御
理工学部 教授 佐々木　美裕 3,200 960 混雑と遅延に頑健な輸送・交通ネットワーク設計に関する研究
理工学部 准教授 野田　聡人 1,600 480 導波路協調型二次元通信の基礎研究とIoTセンサシステムへの応用 ○
国際教養学部 教授 神崎　宣次 1,400 420 倫理的理由の分断と崩壊に関する問題領域を横断した検討による社会的議論の再生 ○
社会倫理研究所 教授 奥田　太郎 4,500 1,350 レジリエンスの倫理的妥当性を支える持続可能性と補完性に関する社会倫理学的研究
人文学部 教授 青柳　宏 500 150 動詞接辞および補助動詞をなす機能範疇に関する日韓比較研究 ○
人文学部 教授 上田　崇仁 600 180 植民地朝鮮における日本語教育～計量言語学的手法から見る学校教育と社会教育との連携
人文学部 教授 後藤　明 1,400 420 人類学が我が町にやってくる！：デジタル・アンソロポリウムの構築 ○
人文学部 教授 坂下　浩司 800 240 哲学の勧め及び哲学の歴史と歴史の哲学に関するアリストテレスの第一哲学構想の研究
人文学部 教授 高橋　亜希子 600 180 新指導要領実施に向けた高校の探究学習の再構築と学校改革
人文学部 教授 中野　有美 500 150 中堅・若手教員別レジリエンス強化のための研修システムの構築
人文学部 教授 松田　京子 600 180 植民地統治下の台湾の「日常」と「帝国」日本－植民地統治の影響の深度に関する考察－
人文学部 教授 松根　伸治 700 210 スコラ学における七つの罪源の哲学史的研究
人文学部 教授 三好　千春 300 90 アジア・太平洋戦争　カトリック教会における「動員」
人文学部 教授 吉田　竹也 600 180 バリと沖縄の楽園観光地に生きる観光サバルタンの事例考察を通した観光リスク論の探究
人文学部 准教授 上峯　篤史 900 270 「武器形打製石器」導入の技術史から弥生社会の変容過程をたどる ○
人文学部 准教授 坂井　博美 500 150 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 佐藤　啓介 700 210 死者への記憶に基づく宗教的情操の哲学的考察―死者倫理の基盤形成
人文学部 准教授 中尾　央 600 180 戦争と道徳性の進化に関する自然哲学的考察 ○
人文学部 准教授 森田　貴之 1,000 300 古代・中世の《翻訳》意識―訓読と翻案のあいだを探る―
人文学部 講師 ＡＮＴＯＮＹ　Susairaj 1,300 390 新興中間層の台頭とインド映画の新局面－新ジャンルの成立と映画産業の変貌を焦点に－
人文学部 研究員 鹿島　央 700 210 音声情報の視覚化による日本語学習者のための会話教材の開発
人文学部 研究員 鎌田　修 1,100 330 日本語学習者の雑談力育成 ２者および３者間会話を開始、維持、終結させる能力の研究
外国語学部 教授 牛田　千鶴 800 240 パラグアイの初等教育課程におけるバイリンガル教育と国民アイデンティティの基盤形成
外国語学部 教授 蔡　毅 500 150 明治の「文明開化新詩」と清末の「詩界革命」―近代日中漢詩交流における「逆輸入」
外国語学部 教授 泉水　浩隆 1,300 390 日本人スペイン語学習者の韻律に見られる諸問題と音楽を利用した発音指導
外国語学部 教授 張　玉玲 900 270 福建省福清出身華人の移住および同郷紐帯の拡大と文化的・社会的制度としての「故郷」
外国語学部 教授 中　裕史 300 90 文学を通じて見る中華民国期における軍隊の存在感と影響力についての研究
外国語学部 教授 中屋　宏隆 750 225 エネルギー革命の進展と欧州統合の深化と拡大
外国語学部 教授 真野　倫平 700 210 アルベール・ロンドルとルポルタージュ文学の誕生
外国語学部 教授 茂木　良治 1,000 300 異文化間能力の育成を目指したフランス語教授法の開発とその効果検証
外国語学部 教授 吉澤　英樹 800 240 フランス第三共和政期の非党派・非宗教的プロレタリア文学にみる共同体の想像圏
外国語学部 准教授 間瀬　朋子 0 0 インドネシア人帰還移民にみる社会経済的再統合―日・馬・台の就労地別の比較
外国語学部 准教授 間瀬　朋子 1,100 330 「みえる」移民、「みえない」移民――漁船、水産加工、魚食とインドネシア人 ○
外国語学部 講師 TEE Ve-Yin 500 150 スチームパンクの政治学 ○
外国語学部 講師 TOLAND　Sean 1,000 300 Creating a Professional Learning Network (PLN) for Japanese English Teachers
経済学部 教授 上田　薫 400 120 シェア関数アプローチの公共経済学への応用に関する研究
経済学部 教授 太田代　幸雄 800 240 企業の異質性，金融市場の不完全性を伴う動学的国際貿易モデルの理論的・定量的研究 ○
経済学部 教授 蔡　大鵬 0 0 ネガティブショックが企業行動に与える影響に関する理論的分析
経済学部 教授 蔡　大鵬 1,000 300 アイデンティティ経済学に基づく貿易政策の政治経済学的研究―政府間交渉を中心に― ○
経済学部 教授 寳多　康弘 1,300 390 貿易パターンと国際輸送に対する環境規制の経済分析 ○
経済学部 准教授 相浦　洋志 1,200 360 医師の地域偏在と公的医療保険制度に関わる理論・実証研究
経済学部 准教授 稲垣　一之 1,000 300 中国の少子化・長寿化が米中二国間経常収支に与える影響の理論的・実証的研究 ○
経済学部 准教授 神野　真敏 900 270 人口動態を考慮した上での年金積立金のポートフォリオの見直しの影響
経営学部 教授 安藤　史江 600 180 これからの「創造的な働き方」を支える組織変革と組織学習の統合的探求
経営学部 教授 奥田　隆明 1,000 300 周遊型観光消費モデルの小地域への展開～複数交通ネットワークの連携効果の計測～ ○
経営学部 教授 窪田　祐一 1,100 330 企業家精神に影響を与えるマネジメントコントロール・パッケージの解明
経営学部 教授 澤井　実 1,100 330 戦後日本における軽機械工業の変貌
経営学部 准教授 上野　正樹 500 150 インド進出日系製造企業の経営業績とマネジメント
経営学部 准教授 松井　宗也 900 270 「距離の相関」を用いた独立性の検定－大規模複雑データへの応用へ向けて
法学部 教授 緒方　桂子 900 270 労働政策立法の研究
法学部 教授 岡田　悦典 800 240 捜査におけるＤＮＡ型データの収集・保管・利用に関する手続的規制の比較法的研究 ○
法学部 教授 沢登　文治 1,000 300 衆議院解散限定説の妥当性と議院内閣制主要4カ国との比較憲法的研究 ○
法学部 教授 菅原　真 600 180 フランスにおける国民主権原理と国籍法制の史的展開―共和主義と帰化および二重国籍―
法学部 准教授 服部　寛 400 120 法的概念としての「人間の尊厳」の理解と定着のために――法哲学的観点からの基礎研究
法務研究科 教授 深川　裕佳 600 180 キャッシュレス支払における無権限決済のリスク分担ルールの検討：電子マネーを中心に
法務研究科 准教授 永江　亘 400 120 組織再編取引における利害調整のあり方と取締役の責任
総合政策学部 教授 石川　良文 1,100 330 市町村間産業連関表の構築と人口減少時代における交通インフラ整備の効果分析
総合政策学部 教授 O・CONNELL Sean 1,200 360 Creating a research-driven collaborative framework for global citizenship and international service-learning studies ○
総合政策学部 教授 小尾　美千代 500 150 米国の再生可能エネルギー（ＲＥ）市場の社会的構成：ＲＥの戦略性に注目した分析
総合政策学部 教授 金綱　基志 400 120 製品開発段階での企業間の国際的な知識共有に関する研究：国内での知識共有との比較
総合政策学部 教授 久村　恵子 200 60 元外国人留学生の日本の職場への適応：人間関係における感情作業と感情管理からの検討 ○
総合政策学部 教授 佐藤　創 700 210 インドの経済発展における土地収用問題についての研究
総合政策学部 教授 星野　昌裕 900 270 転換期にある中国民族政策の研究
総合政策学部 教授 水落　正明 0 0 定年退職前後の仕事、地域社会・家族との関わりの変化と高齢者の健康の関係
総合政策学部 教授 山田　望 600 180 ペラギウス派神学思想の相互影響・発達史的観点による伝承史的・教会政治史的総合研究
総合政策学部 教授 梁　暁虹 800 240 日本中世における異体字の研究－無窮会系本『大般若経音義』三種を中心として
総合政策学部 准教授 鶴見　哲也 1,100 330 経済発展が資源利用に及ぼす影響に関する実証分析 ○
総合政策学部 准教授 前田　洋枝 0 0 熟議システムにおけるミニ・パブリックス型熟議の継続が自治体に及ぼす影響の実証研究
理工学部 教授 青山　幹雄 800 240 グラフベース機械学習ソフトウェア工学の研究
理工学部 教授 石原　靖哲 1,200 360 問合せ解像度に基づいた情報交換・公開フレームワークの開発
理工学部 教授 大石　泰章 1,000 300 非線形 適制御における構造保存数値計算の利用とサンプル値制御への拡張
理工学部 教授 河野　浩之 700 210 プライバシー保護データマイニングを用いたコンテキストベース位置情報サービス
理工学部 教授 坂本　登 1,200 360 ハミルトン・ヤコビ方程式に内在する高機能閉ループ運動の実現と抽出
理工学部 教授 沢田　篤史 1,100 330 IoTシステムのための品質主導型ソフトウェアアーキテクチャ設計手法の研究 ○
理工学部 教授 白石　高章 700 210 多重比較法の発展的理論の研究
理工学部 教授 中島　明 1,200 360 運動・力触覚モデルによる非拘束マニピュレーションの 適操り運動プリミティブの獲得 ○
理工学部 教授 蜂巣　吉成 0 0 Webによる統合プログラミング学習環境を利用したプログラミング・ポートフォリオ
理工学部 教授 本田　晋也 0 0 小規模マイコンによるIoT機器向けパーティショニングフレームワークの実現
理工学部 教授 松田　眞一 200 60 分割表の多重比較に関する研究
理工学部 教授 横山　哲郎 800 240 効率性と拡張性をもつ可逆アルゴリズム族の系統的な設計と解析
理工学部 准教授 阿部　俊弘 700 210 シリンダーデータのための数理モデルとその応用
理工学部 准教授 小市　俊悟 700 210 自動合成経路設計に向けた新規化合物の候補を含む分子ネットワークの作成とその評価 ○
理工学部 准教授 張　漢明 1,100 330 アーキテクチャに基づく区間振る舞いモデルを用いた記述法と形式検証法
理工学部 准教授 名倉　正剛 0 0 開発と運用の密連携を実現するアプリケーションサービス保守開発支援に関する研究
理工学部 准教授 名倉　正剛 1,700 510 運用環境を対象にしたアプリケーションサービスの障害原因箇所特定と修復に関する研究 ○
理工学部 講師 金山　知俊 500 150 仮想毛筆書道システムの構築
理工学部 講師 杉原　桂太 1,100 330 複素数を用いたリンク解析による情報検索アルゴリズム研究 ○
国際教養学部 教授 斎藤　衛 1,000 300 フェイズと転送領域の研究ー照応形束縛と移動の局所性に関する日英語比較から
国際教養学部 教授 鹿野　緑 900 270 CLIL型短期留学のインパクトに関する縦断的かつ横断的調査
国際教養学部 教授 村杉　恵子 0 0 ミメティックスの文法と獲得：生成文法理論からのアプローチ
国際教養学部 教授 村杉　恵子 1,000 300 統語構造の獲得：ミニマリスト理論とミメティックスの類型論から探る普遍文法 ○
国際教養学部 教授 森泉　哲 600 180 グローバル・シティズンシップの模索-日比の異文化コミュニケーションからの考察－
国際教養学部 教授 森山　幹弘 600 180 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
国際教養学部 准教授 DEACON Bradley 1,100 330 Examining the Academic Impact of an Active Learning-Based Study-Abroad Program ○
南山宗教文化研究所 研究員 トランブレイ　ジャサント 500 150 後期西田哲学の深化と国際化 ○
アジア・太平洋研究センター 研究員 小林　寧子 700 210 植民地末期インドネシア・ムスリムの国際関係認識
外国語教育センター 教授 石崎　保明 600 180 所格交替の共時的・通時的発達に関する構文文法的研究
外国語教育センター 教授 D・E　Kluge 700 210 Performance in Education Nation-wide Task Micro-Evaluation/Macro Evaluation Project
外国語教育センター 教授 中田　晶子 200 60 Vladimir Nabokovの小説に隠された分析哲学者の研究
教職センター 教授 五島　敦子 1,400 420 アメリカ高等教育におけるコミュニティ・エンゲージメントの評価に関する研究
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国際教養学部 教授 神崎　宣次 2,200 660 倫理を結節点とした都市の学際研究：持続可能性・安全・情報・ウェルビーイングの連環
外国語教育センター 講師 佐々木　陽子 1,400 420 芸術との対話を経た公共圏の形成過程に関する実証研究 ○
人文学部 准教授 藤川　美代子 0 0 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
人文学部 講師 平子　達也 500 150 出雲方言の地理的変異に関する研究
外国語学部 准教授 大井　由紀 0 0 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 小林　純子 1,200 360 フランスにおける子どもの教育的余暇と芸術文化実践の社会格差に関する研究
経営学部 准教授 高田　一樹 700 210 「責任ある経営」の拡張と越境――分配的正義を実現に導く持続可能な開発の理論考究
情報センター 講師 桒原　寛明 0 0 情報流解析による安全性検証に基づく実用的なソフトウェア開発支援
人文学部 准教授 和泉　悠 500 150 言語哲学を中心としたヘイト・スピーチの多面的研究
人文学部 准教授 藤川　美代子 900 270 海洋生物の捕獲と養殖をめぐる文化人類学的研究：中国・台湾・フィリピンの事例から ○
外国語学部 准教授 永田　智成 800 240 スペインとイタリアの比較研究に見る連邦制的分権化改革の帰結
外国語学部 准教授 平田　周 800 240 「都市的なものの地球化」とは何かールフェーヴル思想の現代的展開を通して解明
外国語学部 講師 鈴木　史己 500 150 広域語形分布地図と狭域詳細地図を利用した漢語常用語彙史研究
外国語学部 講師 手塚　沙織 200 60 国家の労働市場への介入の決定要因：クリントン政権の高度外国人材の受入れ
外国語学部 講師 平松　彩子 700 210 旧権威主義地方の全国民主制への統合ーアメリカ合衆国深南部州における政党制度の変容
外国語学部 講師 松川　雄哉 400 120 日本人フランス語学習者の語彙サイズとフランス語教育・学習の関係について ○
経済学部 教授 都築　栄司 600 180 有限期間パテントモデルを用いた経済成長と経済変動の理論分析
経済学部 講師 大鐘　雄太 800 240 新規開業企業の将来性と金融機関の目利き能力に関する実証分析
総合政策学部 講師 狭間　諒多朗 1,600 480 若年層における還流移動メカニズムの解明 ○
国際教養学部 准教授 篭橋　一輝 400 120 希少性と代替可能性に基づいた渇水適応のあり方に関する研究
南山宗教文化研究所 講師 斎藤　喬 700 210 明治期怪談噺における憑依の表象―宗教文化の精神医学化をめぐって― ○
人類学研究所 准教授 宮脇　千絵 900 270 現代中国における少数民族女性の稼得労働とエスニシティに関する人類学的研究
社会倫理研究所 准教授 森山　花鈴 1,000 300 地域における自殺対策の政策学的研究
体育教育センター 准教授 加藤　孝基 1,100 330 リラックス動作の個人差を生む神経メカニズムの解明
体育教育センター 講師 飯田　祥明 200 60 個人の動作パターンに応じた簡易式動作フィードバックシステムの構築
体育教育センター 講師 笹川　慶 300 90 フライングディスクの姿勢を安定させる投てき動作の運動学
教職センター 准教授 米津　直希 200 60 少子高齢化社会における地域教育経営の現代的課題に関する地域実証的研究
人文学部 准教授 上峯　篤史 2,000 600 新人定着イベントを越えて継続する東アジア鋸歯縁石器群の系統論・行動論的研究
人文学部 准教授 中尾　央 9,600 2,880 三次元データベースと数理解析・モデル構築による分野統合的研究の促進

国際共同研究加速基金
（国際共同研究強化（A））

理工学部 准教授 阿部　俊弘 11,700 3,510 国際的な協力を活用した角度データに対応するための理論と応用の展開 ○

特別研究員奨励費 社会倫理研究所 特別研究員 横路　佳幸 1,400 420 意志と感情に基づく人の同一性と道徳的責任の双方向的解明と、その生命倫理学への応用 ○
人類学研究所 嘱託講師 中川　朋美 1,100 330 弥生時代における暴力の社会的影響 ○
人類学研究所 研究員 竹内　愛 700 210 ネパールの旧王都パタンにおける女性自助組織と災害：震災とパンデミック ○
外国語学部 講師 中沢　知史 400 120 「インディオのいない国」ウルグアイにおける先住民の可視化と歴史的記憶回復の試み ○
外国語教育センター 語学講師 虞　萍 470 0 謝冰心の「社会性」についての考察――戦後滞日時（1946-1951）に視点を置いて ○
外国語教育センター 語学講師 梶浦　直子 480 0 コミュニカティブな授業におけるドイツ語学習者の外国語学習不安と自己効力感 ○

学術図書 経営学部 教授 安藤　史江 1,200 0 変わろうとする組織　変わりゆく働く女性たち-学際的アプローチから見据える共幸の未来- ○

新学術領域研究
（研究領域提案型）

挑戦的研究（萌芽）

研究活動スタート支援

奨励研究

若手研究(B)

若手研究


