
2014年度  科学研究費助成事業

（単位：千円）

直接経費 間接経費

理工学部 教授 鈴木　敦夫       7,800       2,340 都市内の災害時の流動に関する総合的研究―効率性と頑健性を備えた都市実現に向けて―

人文学部 教授 鎌田　修       5,500       1,650 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       8,300       2,490 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       4,000       1,200 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

外国語学部 教授 加藤　隆浩       3,500       1,050 アンデス民族学画像から見えるもの

外国語学部 教授 松戸　庸子       3,000          900 中国の陳情活動と集合行動に関する政治社会学的な実証研究

総合政策学部 教授 藤本　潔       3,000          900 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

人文学部 教授 石原　美奈子       2,500          750 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

英語科 准教授 石崎　保明          500          150 前置詞句を含む表現の歴史的発達に関する構文文法的研究

経営学部 准教授 川北　眞紀子          800          240 地域資源のメディア・リレーションズ

人文学部 准教授 佐藤　啓介       1,600          480 幸福概念の理論的基盤の再構築―その文化的多様性と歴史的重層性の批判的検討を通じて

人文学部 教授 斎藤　衛       1,200          360 句構造の形成と解釈における意味的選択、形態的選択および発話行為整合性の役割

人文学部 教授 吉田　竹也          800          240 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 准教授 藤田　知加子          500          150 視覚世界パラダイムによる同音異義語処理の検討

人文学部 講師 畑山　知子          900          270 地域在住高齢者のストレス対処能力（SOC）の実態および認知機能との関連

人文学部 教授 川浦　佐知子       1,400          420 北米先住民の「記憶の場」構築に関する史的考察：ノーザン・シャイアンの史跡化営為

人文学部 教授 清田　夏代       1,600          480 英国における教育ガバナンス改革と政治

人文学部 准教授 森田　貴之       1,000          300 『蒙求和歌』に見る漢文学と和文学の融合

人文学部 教授 松田　京子          700          210 植民地統治下の台湾先住民女性と「帝国」日本

外国語学部 講師 TEE，Ve-Yin       1,300          390 環境美学のイデオロギー編成―ロマン主義時代の環境主義と庭園と職人・農民詩人たち

外国語学部 教授 蔡　毅          800          240 中国における日本漢文の受容

外国語学部 教授 森山　幹弘       1,200          360 日本におけるインドネシア語教材の分析と教材バンクの創設

経済学部 准教授 太田代　幸雄          700          210 内生的人口変動と国際貿易に関する動学理論の研究

法学部 教授 玉井　利幸       1,200          360 Ｍ＆Ａ取引における株主救済法理の再構築

法学部 教授 岡田　悦典          700          210 刑事訴訟における証拠の関連性に関する手続構造の基礎的研究

総合政策学部 准教授 水落　正明       1,000          300 高年齢者雇用政策が若年・壮年者の雇用に与える影響

理工学部 教授 野呂　昌満       1,100          330 クラウドソフトウェアのための関心事分離に基づくプロダクトライン構築方式

理工学部 教授 河野　浩之       1,300          390 プライバシー保護データマイニングを用いた交通データウェアハウス解析

理工学部 教授 白石　高章          700          210 統計的多重比較法の数理理論

理工学部 教授 大石　泰章       1,300          390 非線形系・大規模系の制御のための組合せ的構造の設計：凸最適化と感度解析の利用

英語科 教授 五島　敦子          700          210 アメリカ高等教育における知的財産権のガバナンスに関する歴史研究

人文学部 教授 青柳　宏          700          210 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       1,300          390 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

外国語学部 教授 村杉　恵子       1,100          330 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 准教授 山岸　敬和          900          270 アメリカ医療制度改革の執行過程

外国語学部 教授 真野　倫平       1,000          300 グラン＝ギニョル劇に見る科学と文化の相互的影響

経済学部 教授 岸　智子       1,000          300 就業形態とその転換に関する豪日比較

経営学部 教授 竹澤　直哉          400          120 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 佐藤　勤       1,000          300 成熟社会における信託活用に向けた信託制度改革

総合政策学部 教授 山田　哲也       1,400          420 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 准教授 井上　武       1,000          300 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 寳多　康弘       1,300          390 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 早川　徳香       1,300          390 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 福嶋　雅夫       1,000          300 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 准教授 蜂巣　吉成          800          240 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

理工学部 教授 奥村　康行          900          270 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

人文学部 講師 鈴木　真          600          180 幸福の哲学を経験科学と繋ぐための基礎的研究

総合政策学部 教授 SEIGEL，Michael          900          270 オーストラリアにおけるランドケアと持続可能な地域発展に関する制度分析

英語科 准教授 北村　雅則          700          210 協同による知識の体系化・視覚化システムを用いたライティング指導法の研究

総合政策学部 准教授 O’CONNELL，Sean       1,400          420 Creating Authentic Classroom and Online Intercultural Business Communication Programs

経営学部 准教授 岡部　桂史       1,300          390 オランダ領東インドにおける日本企業の進出・定着過程

若手研究（A) 人文学部 准教授 渡部　森哉       1,900          570 古代アンデスにおける都市構造の研究

人文学部 准教授 平川　武仁          500          150 身体運動ダイナミクスにおける規則性・法則性の解明

人文学部 准教授 奥田　太郎          800          240 内部告発の多角的分析を通じた「規範性の境界」に関する哲学的研究

法学部 准教授 洞澤　秀雄          400          120 市民の価値判断の行政意思決定への反映：イギリス都市法・環境法との比較を通じて

経済学部 准教授 宮崎　浩伸          200           60 医薬品産業におけるＭ＆Ａが企業パフォーマンスに及ぼす影響の実証研究

経済学部 講師 吉見　太洋          800          240 通貨同盟の形成が加盟国の財政規律に与える影響

理工学部 准教授 横山　哲郎          900          270 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

総合政策学部 講師 鶴見　哲也          900          270 気候変動が水資源利用可能量に及ぼす影響－国際貿易の観点から－

人文学部 准教授 鈴木　貴之          700          210 自由意志と道徳的責任の判断にかんする心理的メカニズムの実験哲学研究

法学部 准教授 都筑　満雄          500          150 フランスにおける各種契約の一般理論の検討を通じた我が国の非典型契約論の考察

経営学部 准教授 上野　正樹          500          150 新興国向け製品開発とリバース・イノベーション：白物家電企業の事例研究

外国語学部 准教授 大井　由紀          800          240 移動産業の成長と｢他者｣の排除･消費―19世紀在米中国移民を事例として―

外国語学部 准教授 柿原　武史          800          240 国家内少数言語話者の移住先での言語使用とネットワーク形成に関する基礎研究

外国語学部 講師 宮原　佳昭          800          240 中国近代の学校教育における儒学の普及と継承に関する基礎的研究

総合政策学部 講師 大庭　弘継       1,100          330 人道的介入の実践における倫理／非倫理の類型化－〈奪命の倫理〉探求の準備研究

外国語学部 准教授 小林　純子       1,100          330 フランス型放課後活動支援と社会統合のあり方に関する研究

経営学部 准教授 松井　宗也          700          210 大規模化するリスクに対する確率・統計モデルの構築―その適切な応用へ向けて

南山宗教文化研究所 研究員 永岡　崇          500          150 1940年代の民衆宗教をめぐる宗教史的研究

外国語学部 准教授 芝垣　亮介          800          240 ２次述語の類型論

人文学部 講師 土屋　耕治          900          270 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

理工学部 准教授 藤井　勝之       1,800          540 人体通信用ウェアラブルデバイスの電力伝送効率の最大化

総合政策学部 准教授 三輪　まどか       1,100          330 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」

社会倫理研究所 研究員 篭橋　一輝       1,300          390 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

特別研究員奨励費 人文学部 特別研究員（DC1) 中尾　世治 800 西アフリカにおける建築技術の人類学的研究－モノと人間との相互連関と組織化の分析

人文学部 特別研究員（PD) 伊東　未来 1,200          360 西アフリカの伝統的諸都市の人類学的研究

合計76件    102,400      30,480

研究課題職名 氏名
交付額

若手研究（B)

※前倒し支払請求分を含む。

基盤研究（C）

挑戦的萌芽研究

研究種目研究種目 所属

基盤研究（A）

基盤研究（B）
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