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研究助成金・奨励金

2009 年度　学外　研究助成金・奨励金 (単位 :円)

助成財団・種類 金額 所属 職名 氏名 テーマ等

（財）日本科学協会（笹川科学研究助成） 310,000 総合政策学部 講　師 早川　徳香 大学における自閉症スペクトラム学生のピア・サポートグルー
プによる自立支援モデルの開発

科学技術社会論学会（柿内賢信記念賞） 300,000 人 文 学 部 講　師 鈴木　貴之 ポピュラー脳科学の諸類型と脳科学リテラシーの可能性にか
んする研究

（財）大幸財団（学会等開催助成） 50,000 人 文 学 部 講　師 渡部　森哉 古代アメリカ学会第14回研究大会・総会

（財）大幸財団（学会等開催助成） 80,000 外 国 語 学 部 教　授 加藤　隆浩 日本ペルー文化人類学研究50周年記念事業：日本人によるア
ンデス民族学研究50年

（財）大幸財団（学会等開催助成） 50,000 外 国 語 学 部 教　授 CÁRDENAS, Abel 日墨交流400周年記念シンポジウム
（財）大幸財団（学会等開催助成） 50,000 外 国 語 学 部 教　授 加藤　泰史 ドイツ応用倫理学研究会第17回研究大会

（社）全国大学体育連合（大学体育研究助成） 130,000 総合政策学部 教　授 池上　久子 コースラウンドを伴うゴルフ実習におけるスイング技術の習
得状況

（社）信託協会 1,000,000 法 学 部 教　授 佐藤　　勤 信託の受託者機能の機能分化（アンバンドリング）に伴う信託
関係者責任の研究

（財）日本経済研究奨励財団 400,000 経 済 学 部 教　授 岸　　智子 日本の賃金カーヴと地域雇用創出
（財）日東学術振興財団 500,000 経 済 学 部 教　授 上田　　薫 紛争の経済学への集団コンテスト理論によるアプローチ

（財）全国銀行学術研究振興財団 700,000 総合政策学部 准教授 寳多　康弘 法的規制が企業のM＆A活動に与える影響の経済理論的分
析

（財）大林都市研究振興財団 1,000,000 情報理工学部 教　授 鈴木　敦夫 第12回　国際最適配置問題シンポジウム
（財）倉田記念日立科学技術財団（倉田奨励金） 800,000 情報理工学部 講　師 横山　哲郎 型安全な高信頼プログラマブル構造化文書変換技術

（財）堀情報科学振興財団 900,000 情報理工学部 講　師 横山　哲郎 電池駆動システムにおける解釈系プログラミング言語が与え
る消費エネルギーへの影響とその最適化

（財）シキシマ学術・文化振興財団 500,000 法 学 部 准教授 岡田　悦典 検察審査会制度の現代的意義とその機能の検証
合　　計 6,770,000 15件

奨学寄附会社名等 金額 所属 職名 寄附金使用者 テーマ
ケーシーアイ（株） 600,000 情報理工学部 教　授 田中　　豊 多変量解析の研究
（株）スコラ・コンサルト 1,000,000 人 文 学 部 准教授 中村　和彦 組織開発のプロセスに関する研究

東京エレクトロン　ソフトウェア・テクノロジーズ（株） 200,000 情報理工学部
教　授 野呂　昌満 組込みソフトウェア開発におけるモデル活用技術に関する調

査教　授 沢田　篤史

東邦ガス（株） 500,000 情報理工学部 教　授 後藤　邦夫 無線アドホックセンサネットワークにおけるルーティングプ
ロトコルの研究

合　　計 2,300,000 4件

受託研究会社名等 金額 所属 職名 受託研究者 テーマ

東海旅客鉄道（株） 9,590,000

ビジネス研究科 教　授 OUM, Tae Hoon Analyze and Predict Northeast Asian Airline Network 
Development: Impacts on Future Intercity Air-mail 
Competition and International Air Policy Choices for 
Japan
（北東アジアにおける航空路ネットワークの発達の分析と予
測：将来の鉄道と航空機の都市間交通における競争と国際航空
政策の選択への影響）

ビジネス研究科 教　授 澤木　勝茂
情報理工学部 教　授 伏見　正則

情報理工学部 教　授 鈴木　敦夫

（社）情報サービス産業協会 1,575,000 情報理工学部 教　授 青山　幹雄 要求工学知識体系の調査研究
（独）科学技術振興機構 605,000 人 文 学 部 教　授 横山　輝雄 科学論的観点から見た神経科学研究項目
（株）八幡ねじ 2,000,000 情報理工学部 教　授 鈴木　敦夫 最適棚構成法に関する研究

（株）カーマ 4,800,000 情報理工学部
教　授 鈴木　敦夫 店舗最適構成手法の開発・実現及び店舗のグループ化の統計分

析に関する研究教　授 田中　　豊

（国）東北大学 2,895,876 総合政策学部 准教授 石川　良文 温暖化ガス排出抑制政策評価のための GTAP-E 連動型
SCGEモデルの開発業務

（株）構造計画研究所 1,300,000 情報理工学部
教　授 鈴木　敦夫 実用的な最適シフトスケジューリングシステムの条件設定に

おける優先度自動設定ツールの試作教　授 伏見　正則
合　　計 22,765,876 7件

共同研究会社名等 金額 所属 職名 研究担当者 テーマ

（株）キャナリーリサーチ 3,000,000 情報理工学部
教　授 野呂　昌満

Java ソースコードの次世代CDI(Code Inspection) に関す
る研究教　授 沢田　篤史

准教授 蜂巣　吉成

富士電機リテイルシステムズ（株） 1,500,000 情報理工学部
教　授 野呂　昌満

自動販売機ソフトウェア開発におけるV&Vに関する研究教　授 沢田　篤史
准教授 蜂巣　吉成

（国）名古屋大学 800,000 情報理工学部 講　師 横山　哲郎 サービスに応じた消費電力管理のためのソフトウェアモデリ
ング

合　　計 5,300,000 3件


