
所属 職格 氏名

知的財産権と憲法的価値 基盤研究(A) 法務研究科 専任教授 高倉成男 5,500

中国における習近平時代の労働社会――労働運動をめぐる法・政治・経済体制のゆくえ 基盤研究(A) 商学部 専任教授 石井知章 3,600

非線形偏微分方程式の定性的理論と特異性の研究 基盤研究(A) 研究・知財戦略機構 特任教授 俣野博 3,900

日本墨書土器データベースの全国的達成 基盤研究(A) 文学部 名誉教授 吉村武彦 7,300

法専門職の階層分化と弁護士イメージの変容 基盤研究(A) 研究・知財戦略機構 研究推進員 村山眞維 1,200

法的判断の構造とモデル化の探求：AIはリーガル・マインドを持てるか？ 基盤研究(A) 法学部 専任教授 太田勝造 8,200

憲法および人権条約を接合する多元的・非階層的・循環的人権システム理論の可能性 基盤研究(A) 法学部 専任教授 江島晶子 6,000

オープンな評価コンテストによる匿名加工アルゴリズムとリスク評価の研究 基盤研究(A) 総合数理学部 専任教授 菊池浩明 6,400

日本列島における製塩技術史の解明 基盤研究(A) 文学部 専任教授 阿部芳郎 9,400

中国伝統演劇・芸能文化の域内・域外における、成立と伝播・変容に関する総合的研究 基盤研究(B) 経営学部 専任教授 福満正博 1,300

台湾都市史の再構築のための基盤的研究：都市の移植・土着化・産業化の視座から 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 青井哲人 2,000

近現代社会運動の国境を越えた相互作用に関する思想史的研究 基盤研究(B) 法学部 専任教授 田中ひかる 2,500

最新史料に見る秦・漢法制の変革と帝制中国の成立 基盤研究(B) 法学部 専任教授 陶安あんど 2,600

青いウィーンにみる「最底辺」社会層の生活史―「下」からのグローバルヒストリー研究 基盤研究(B) 文学部 専任教授 水野博子 2,738

風土記と古墳からみた常陸7世紀史の研究 基盤研究(B) 文学部 専任教授 佐々木憲一 500

日本企業の高信頼性組織化：組織的視点からの安全とセキュリティの追求 基盤研究(B) 経営学部 専任教授 中西晶 1,900

高温超電導線材の機械的ひずみ効果の評価法とコイル化技術に関する基礎研究 基盤研究(B) 理工学部 専任准教授 野村新一 1,500

植物のクチクラ形成の空間的制御機構の研究 基盤研究(B) 農学部 専任准教授 田中博和 2,300

複数の評価手法を利用可能な大規模分散モンテカルロ木探索 基盤研究(B) 理工学部 専任准教授 横山大作 3,300

疑似科学に関する議論を媒介にした科学リテラシー教育のプラットフォーム構築の研究 基盤研究(B) 情報コミュニケーション学部 専任教授 石川幹人 2,700

社会変容と民衆暴力 基盤研究(B) 情報コミュニケーション学部 専任教授 須田努 2,700

ポスト成⾧期のオリンピックに関する地理学的研究―メガイベントを通じた都市変容分析 基盤研究(B) 文学部 専任教授 荒又美陽 2,600

裁判員裁判と法の素朴理論 基盤研究(B) 研究・知財戦略機構 研究推進員 松村良之 6,400

新しい時系列計量分析の理論と応用：点過程アプローチ 基盤研究(B) 政治経済学部 特任教授 国友直人 2,300

グローバル市場に適応するためのエンジニアリングおよびサプライチェーンに関する研究 基盤研究(B) 商学部 専任教授 富野貴弘 4,300

エコノミックガーデニングを用いた中小企業振興政策の方法論的転換に関する実証研究 基盤研究(B) 商学部 専任教授 竹村正明 4,700

顧客エンゲージメントによる価値共創モデルの解明 基盤研究(B) 商学部 専任教授 井上崇通 2,200

被災者の主体性と専門家の関与に着目した東日本大震災の復興事業のプロセスの検証 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 山本俊哉 3,500

わが国農業・農村のダイナミズムと政策評価：ミクロデータによる実証研究 基盤研究(B) 農学部 専任准教授 藤栄剛 3,900

ポテンシャルに対応した多摩川河川敷の目標とする自然の変化と合意形成 基盤研究(B) 農学部 専任教授 倉本宣 4,000

アジア太平洋地域における地域・特性に適したCCS包括的法規制の構築に関する研究 基盤研究(B) 法学部 専任教授 柳憲一郎 3,000

集団的林野経営の地域的機能分析と地域振興政策への応用可能性に関する研究 基盤研究(B) 商学部 専任教授 中川秀一 1,769

生活保護・生活困窮者自立支援・関連施策による「包摂型社会」構築に向けた研究 基盤研究(B) ガバナンス研究科 専任教授 岡部卓 3,285

CERK1共受容体を介する植物防御と共生応答機構の解明 基盤研究(B) 農学部 専任教授 賀来華江 2,600

多変量季節調整法の研究・開発 基盤研究(B) 研究・知財戦略機構 研究推進員 北川源四郎 2,800

無侵襲温度計測機能を有する非接触型立体共振器アプリケータの開発 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 加藤和夫 5,700

最終氷期における中部高地の景観変遷と黒曜石資源開発をめぐる人間−環境相互作用 基盤研究(B) 学術・社会連携部博物館事務室 専任職員 島田和高 9,900

負債の動態をめぐる比較民族誌的研究：アジア・アフリカ・オセアニア農村社会を中心に 基盤研究(B) 政治経済学部 専任講師 佐久間寛 3,300

東アジア近代法学・関連諸科学ネットワークと人材育成 基盤研究(B) 商学部 専任教授 李英美 3,900

中国の権威主義体制下における法の役割と限界についての比較研究 基盤研究(B) 法学部 専任教授 鈴木賢 3,600

企業不祥事防止のマネジメント-風通しの良い組織風土の解明- 基盤研究(B) 商学部 専任教授 出見世信之 2,200

環境リスクの認知と問題構築における環境正義・公正性の社会学的な国際比較研究 基盤研究(B) 文学部 専任教授 寺田良一 2,300

発達障害児童・生徒の感覚特性の理解に基づく教室の音環境整備に向けた研究 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 上野佳奈子 4,000

燃焼前線および火災旋風の動く曲線を用いた追跡法の確立 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 矢崎成俊 3,000

衛星ー航空機ー気球ー地上連携観測による中緯度帯における夜光雲発生メカニズムの解明 基盤研究(B) 理工学部 専任准教授 鈴木秀彦 6,300

高圧実験と地球化学の複合アプローチから地球深部酸化還元状態進化を探る 基盤研究(B) 理工学部 専任准教授 新名良介 9,300

縮小社会における総合的・中⾧期的な空き家対策に向けた実証的研究 基盤研究(B) 研究・知財戦略機構 特任教授 田村誠邦 3,200
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研究代表者 補助金額（千円）

※直接経費のみ



所属 職格 氏名
研究課題名 研究種目

研究代表者 補助金額（千円）

※直接経費のみ

高効率な人工光合成を目指した半導体光触媒および光触媒系の設計 基盤研究(B) 理工学部 専任准教授 岩瀬顕秀 4,000

2型自然免疫における小腸刷子細胞受容体の機能解明と食品への応用展開 基盤研究(B) 農学部 専任准教授 石丸喜朗 7,300

リポタンパク質取り込みによる新たな脂肪肝生成機構 基盤研究(B) 農学部 専任教授 竹中麻子 3,600

「田園回帰」の社会経済的総合分析 基盤研究(B) 農学部 専任教授 小田切徳美 5,400

大規模災害へのレジリエンスを考慮した臨海農業集落の存続可能性評価軸の創成 基盤研究(B) 農学部 専任准教授 服部俊宏 3,300

重度手指麻痺患者の機能回復を促すマルチモーダル・ニューロリハビリテーションの創生 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 小野弓絵 6,600

運動開始時の迅速な活動筋血流反応とトレーニング効果の解明：拡散相関分光法を用いて 基盤研究(B) 経営学部 専任教授 一之瀬真志 7,200

筋電位の時空間情報に基づく運動推定法の開発とその応用 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 小澤隆太 5,500

現代中東における政治と宗教―「アラブの春」以降のムスリム同胞団を事例に 基盤研究(B) 情報コミュニケーション学部 専任准教授 横田貴之 3,900

BL等の表現の国際的な広がりと、各国での現実のLGBTとの社会的関係の国際比較 基盤研究(B) 国際日本学部 専任教授 藤本由香里 3,600

農業と知的財産 基盤研究(B)特設分野 法務研究科 専任教授 高倉成男 6,300

原子力の社会的利用をめぐる推進論と批判論の歴史的展開 基盤研究(C) 経営学部 専任教授 佐野正博 600

フランスとリトアニアにおける社会規範としての女性性形成の比較研究 基盤研究(C) 情報コミュニケーション学部 専任准教授 高馬京子 600

近代ドイツ文学における都市ベルリンの記述可能性 基盤研究(C) 文学部 専任教授 岡本和子 500

発想法による挨拶表現の歴史的変遷と地理的分布の総合的研究 基盤研究(C) 法学部 専任教授 田島優 600

外国語指導でFormulaic Sequencesを暗唱させる学習効果の研究 基盤研究(C) 政治経済学部 特任准教授 松崎武志 350

大宝令の独自性からみた慣習法の研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 服部一隆 500

固定収益会計による利益安定性メカニズムの解明―導入前と導入後の時系列分析― 基盤研究(C) 経営学部 専任教授 鈴木研一 700

高等学校と警察が連携して行うボランティア活動の効果に関する実証的研究 基盤研究(C) 文学部 専任教授 林幸克 500

イデアルと加群のRees代数のalmost Gorenstein性解析 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 後藤四郎 700

結び目群間の全射準同型の存在決定と幾何的解釈に関する研究 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 鈴木正明 600

2020年代の我が国を想定した統合型需給運用・制御ルールの提案 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 熊野照久 200

インデックス生成関数の分解に関する研究 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 笹尾勤 250

日韓新石器時代における鱗茎利用の時空間的変遷の解明 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 佐々木由香 900

博物館による特別支援学校と連携したインクルーシブ教育システム構築の実践的研究 基盤研究(C) 文学部 専任教授 駒見和夫 900

MOTTAINAIを具現化する製品ライフサイクル設計支援システム 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 井上全人 1,100

新規融合プロセスを用いた血管ネットワークを有する三次元硬組織の構築 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 本田みちよ 900

脳卒中患者に対するVR技術を用いたトレッドミル歩行の効果と回復メカニズムの解明 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 富永孝紀 900

東アジアにおける舞踊の再創造と伝承 −琉球・韓国・中国・台湾の舞踊技法− 基盤研究(C) 情報コミュニケーション学部 専任准教授 波照間永子 800

20世紀哲学における〈欲望〉概念の解明とその実践的意義についての考察 基盤研究(C) 法学部 専任准教授 越門勝彦 600

死せる哲学者シャルル・ルヌヴィエからのフランス近現代哲学史再編 基盤研究(C) 文学部 専任教授 合田正人 500

アンリ・ルフェーヴルとシチュアシオニストを軸とした建築の無名性に関する研究 基盤研究(C) 情報コミュニケーション学部 専任准教授 南後由和 800

奈良仏教を中心とした東アジア文化交流に関する研究―渡来僧の活動と実態解明― 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 金任仲 900

中世唱導資料の多角的研究 基盤研究(C) 文学部 専任教授 牧野淳司 1,000

プルーストのテクストにおける引用 基盤研究(C) 商学部 専任准教授 松原陽子 700

＜第二世代＞のホロコースト文学研究−１９８０年以降のドイツ・オーストリアを中心に 基盤研究(C) 文学部 専任教授 福間具子 1,000

日英語対訳コーパスからの統語的不一致情報抽出とその活用 基盤研究(C) 国際日本学部 専任准教授 大矢政徳 200

古英語韻文の不変化詞の相関用法：時を表す不変化詞を中心として 基盤研究(C) 商学部 専任教授 石黒太郎 500

EAP教育の開発とその評価―バイリンガリズム理論におけるCALP発達の観点から 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 河野円 600

自律した英語学習者の統合的理解に基づいた学習支援とその有効性検証 基盤研究(C) 国際日本学部 専任教授 廣森友人 900

高度翻訳知識に基づく高品質言語サービスの研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 佐良木昌 700

12･13世紀の装束書の特質と後世におけるその受容 基盤研究(C) 大学院 特任講師 中井真木 400

中国古代における 家族と「移動」の多角的研究─静態的家族観からの脱却をめざして─ 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 鈴木直美 1,000

東アジア出墨書陶磁器の総合的分類と分析 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 石黒ひさ子 600

近世ロシア帝国に生きた民族の軌跡と記憶についての研究 基盤研究(C) 文学部 専任教授 豊川浩一 1,100

中世後期ヨーロッパ世界と贖罪・規律・権力 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 青谷秀紀 1,200

縄文時代後半期の適応形態の複合的変化とその小地域的展開の研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 須賀博子 700

神子柴系石器群の生成とその性格をめぐる研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 堤隆 500
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横浜スカーフ産地における女性労働の地誌学―地場産業研究の新展開をめざして 基盤研究(C) 経営学部 専任教授 中澤高志 700

人類学における不確実性をめぐる理論的視座の再構築 基盤研究(C) 政治経済学部 専任講師 碇陽子 1,000

ICT活用教育におけるコンテンツ利用をめぐる法的課題に関する総合的研究 基盤研究(C) 情報コミュニケーション学部 専任教授 今村哲也 900

応援職員の研究 基盤研究(C) ガバナンス研究科 専任教授 西出順郎 1,600

国際協力によるカイゼン支援の社会的なインパクトに関する研究 基盤研究(C) 情報コミュニケーション学部 専任准教授 島田剛 1,000

二〇世紀最初期における、欧州統合を用意した世界認識・国際秩序観・世界連邦論の解明 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 川嶋周一 1,000

保有資産に異質性がある社会における最適金融政策の研究 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 平口良司 400

動学的一般均衡モデルを用いた経済格差と財政・金融政策に関する定量分析 基盤研究(C) 商学部 専任教授 山田知明 600

多属性後悔理論の構築と実験による妥当性の研究 基盤研究(C) 商学部 専任准教授 藤井陽一朗 1,200

特許制度と実用新案制度のイノベーション促進効果：制度間の補完・代替関係 基盤研究(C) 情報コミュニケーション学部 専任准教授 山内勇 500

中小企業金融における生命保険の役割−ファイナンス理論に基づく実証的検証− 基盤研究(C) 商学部 専任准教授 浅井義裕 900

利害多元的企業統治モデルと労使関係 基盤研究(C) 商学部 専任教授 風間信隆 500

The effect of corporate governance on R&D projects and innovation 基盤研究(C) 商学部 専任准教授 西剛広 800

中小企業によるグローカルビジネスのマネジメント手法に関する実証研究 基盤研究(C) 政治経済学部 専任准教授 奥山雅之 100

流通チャネルにおける企業間適応に関する包括的分析モデルの構築と実証分析 基盤研究(C) 商学部 専任教授 原頼利 800

価値共創の文脈で行われるマーケティング・リサーチの倫理的問題に関する研究 基盤研究(C) 商学部 専任教授 福田康典 600

企業の組織的財務意思決定プロセスとしての資本投資とＭ＆Ａの統合研究 基盤研究(C) 商学部 専任教授 山本昌弘 600

英東インド会社の没落とジャーディンマテソン商会勃興の会計史と財務分析からの研究 基盤研究(C) グローバル・ビジネス研究科 専任教授 山口不二夫 500

説明者の理解モニタリングの正確性が説明内容に及ぼす影響 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 伊藤貴昭 300

東アジアにおける学生相談と学生相談カウンセラーの専門性養成に関する研究 基盤研究(C) 文学部 専任教授 伊藤直樹 300

協同労働概念の再検討を基盤としたインクルージョン学習の理論的･実証的研究 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 大高研道 900

現職教員と連携した「主権者教育」教材作成プログラム 基盤研究(C) 文学部 特任教授 藤井剛 1,100

近赤外光励起THz波送受信素子向け低温成⾧GaAs系混晶半導体の欠陥の評価と制御研究課題 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構  客員教授 上田修 1,100

ゲージ理論による調和写像の研究 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 ⾧友康行 1,200

ラグランジュ平均曲率流とシンプレクティック幾何 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 今野宏 500

多重安定振動系の制御と数理 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 小川知之 1,300

誘電体微粒子の単色熱放射 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 立川真樹 500

Do microcrystalline dolomite inclusions provide fossil evidence for the onset of gas hydrate formation?

: Isotopic and biogeochemical investigations of methane hydrate in Joetsu Basin, Sea of Japan.
基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 ＳｎｙｄｅｒＧｌｅｎ 700

積層造形に向けた高精度・高強度なセルロースナノファイバー構造物の設計製作法 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 舘野寿丈 400

単一個体の活動性を調べるナノワットバイオカロリメータの開発 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 中別府修 1,200

⾧周期地震動に対する免震建物の構造計算法-応答スペクトル法の再構築- 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 小林正人 700

外因性コレステロール酸化物の生体内移行特異性、代謝及び炎症作用とその予防策の追究 基盤研究(C) 農学部 専任教授 ⾧田恭一 900

環境保全型農業の社会的要因と普及方法の解明 基盤研究(C) 農学部 専任教授 市田知子 200

多様な雇用形態の看護師の活用に関する分析−専門化とモジュール化を焦点に 基盤研究(C) 経営学部 専任講師 早川佐知子 500

ヒト型糖尿病ブタモデルの作出とガラス化凍結保存膵島細胞シートの移植後の検証 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 特任教授 ⾧屋昌樹 700

近代演劇としての商業演劇の機能と展開に関する研究―軽演劇とその興行を中心に― 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 中野正昭 700

「共生」を目指して伸⾧する文化表象間の「借用」「反復」のネットワーク 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 虎岩直子 700

『ロバート・グロスターの年代記』現存写本研究：よりよい原典批判のために 基盤研究(C) 農学部 専任講師 狩野晃一 600

生成文法における局所性条件に関するパラメータの理論的および実証的研究 基盤研究(C) 文学部 専任教授 石井透 800

スピーキング力発達に寄与する外的・内的要因の研究 基盤研究(C) 国際日本学部 専任教授 尾関直子 500

祭祀儀礼からみた唐代の藩鎮と地方社会の研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 江川式部 900

19世紀における清・チベット・ネパールの政治的関係の研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 小松原ゆり 1,000

環太平洋地域マイノリティ史から問い直すアメリカ史 基盤研究(C) 政治経済学部 専任講師 兼子歩 1,100

高精度の石材鑑定に基づく後期旧石器時代前半期における人類移動についての研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 中村由克 800

霞ヶ浦沿岸における縄文時代土器製塩史復元のための基礎的研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 高橋満 1,100

先史人類動態解明の鍵としての黒曜石分析 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 眞島英壽 1,000

ヨーロッパにおけるボトムアップ型農村開発の領域性とガバナンスに関する地理学的研究 基盤研究(C) 政治経済学部 専任准教授 飯嶋曜子 800
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トランプ政権下の気候変動対策とカリフォルニア州の動向 基盤研究(C) 法学部 専任准教授 辻雄一郎 1,100

租税回避対抗策の国際的な進展と納税者の権利保護に関する研究 基盤研究(C) グローバル・ビジネス研究科 専任教授 大野雅人 500

移転価格税制の今後ー無形資産とリスクの評価ー 基盤研究(C) 商学部 専任教授 松原有里 1,200

既存の海洋法秩序への挑戦ー国家管轄権外区域における海洋環境の保護 基盤研究(C) 法学部 専任准教授 佐藤智恵 1,100

戦前期日本の軍法務をめぐる実証研究─陸軍法務官・堀木常助を中心として 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 西川伸一 1,100

軍部優位下における昭和戦前・戦中期日本外交の再検討 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 宮杉浩泰 1,100

「自由主義」・「保護主義」逆転時代の米中関係−米中戦略経済対話に焦点を当てて 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 伊藤剛 700

不動産市場のビジネスサイクルに関する研究 基盤研究(C) グローバル・ビジネス研究科 専任教授 山村能郎 1,000

将来の経済状況を考慮した企業の合併・イノベーション戦略と競争政策 基盤研究(C) 商学部 専任准教授 海老名剛 900

マイナス金利政策が日本の市場金利に与えた影響に関する実証分析 基盤研究(C) 商学部 専任教授 伊藤隆康 1,100

ＩｏＴ−ビッグデータ−ＡＩ時代の企業戦略−組織能力～戦略～企業間関係の統合分析− 基盤研究(C) 経営学部 専任教授 歌代豊 800

ダイバーシティ経営と企業業績との因果関係の再考察を通じたより有効な経営政策の提言 基盤研究(C) 商学部 専任教授 萩原統宏 1,000

多国籍企業における国際マーケティング・ケイパビリティの理論的・実証的研究 基盤研究(C) 商学部 専任教授 諸上茂登 1,000

同一価値労働同一賃金に特有な職務評価の発展と普及の研究 基盤研究(C) 経営学部 専任教授 遠藤公嗣 1,300

「ブラック企業」問題とこれからの企業経営ー新たな日本的経営の模索ー 基盤研究(C) 経営学部 専任教授 高橋正泰 900

<老年期の中国残留孤児>の孤独の実態と原因に関する研究 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 鍾家新 800

忘れられた地域性データの二次分析 ―人口・家族・村落に関するフレームワークの構築 基盤研究(C) 政治経済学部 専任講師 中島満大 900

トラウマインフォームドケアの観点による養育者チームと組織の形成方法に関する研究 基盤研究(C) 文学部 専任教授 加藤尚子 400

青少年のSNS依存の心理的メカニズムの解明と心理社会的影響の検討 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 濱田祥子 1,100

モノミアル曲線の定義イデアルのシンボリックリース環の有限生成性について 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 蔵野和彦 1,100

概Gorenstein環論の形成と発展 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 松岡直之 1,100

実物モデルのコンパクトな保存を可能とする折紙式プリンターの開発 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 篠田淳一 1,400

ＣＭＧ荷重移動装置を利用した無人二輪ロボットのハイモビリティ制御 基盤研究(C) 理工学部 助教 小谷斉之 1,100

自動調整型Correntropyによる電力負荷予測手法の再構築 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 福山良和 1,600

CFRP積層板の組継接着接合に関する研究 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 岩堀豊 1,100

弦鳴楽器ハープ形状革新的水素分子ふるい分離膜の創製と新規分離機構の解明 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 永井一清 1,100

タンパク質に内包された単結晶酸化物ナノ粒子の物性と応用研究 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 吉村英恭 900

農村におけるwell-beingと農業効率化の関連性に関する実証分析 基盤研究(C) 農学部 専任教授 廣政幸生 1,100

機能性成分や生育阻害活性の網羅的分析によるアスパラガス未利用部位の利用価値の創出 基盤研究(C) 農学部 専任准教授 元木悟 1,200

細胞老化におけるタンパク質不均等分配の網羅的解析とその役割の解明 基盤研究(C) 農学部 専任准教授 紀藤圭治 1,200

術語「budo」の示す意味内容・概念の研究：武道研究国際化における再定義と発信 基盤研究(C) 国際日本学部 専任教授 ⾧尾進 1,100

固定パラメータ容易な前処理を用いた組み合わせ列挙 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 玉木久夫 1,100

確率的不動点最適化アルゴリズムとアンサンブル学習への応用 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 飯塚秀明 800

モバイルにおけるブラウザ追跡技術の実用化に関する研究 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 齋藤孝道 1,200

非対称な参加環境によるテレコミュニケーションの円滑化方法の研究 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 小林稔 800

ディープラーニングから得た特徴抽出画像のルール表現・透明化に関する研究 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 林陽一 1,200

広域環境地図生成のためのブロックチェーンを用いた複数ロボット間データ共有システム 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 森岡一幸 1,100

膜タンパク質の段階的な細胞内局在化機構の解明と細胞内局在化経路予測法の確立 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 池田有理 800

福島第一原発事故後の新安全目標-過去・現在の分析と将来の望ましい目標- 基盤研究(C) 法学部 専任教授 勝田忠広 500

戦前東アジアにおける哲学：日本の植民地支配の観点から 基盤研究(C) 文学部 専任教授 志野好伸 1,300

18世紀後半における「儒者」の総合的研究――頼春水とその周辺 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 清水則夫 1,100

リディアン・クロマティック・コンセプトと武満徹についての研究 基盤研究(C) 情報コミュニケーション学部 特任講師 宮川渉 1,500

中国舞踊における伝統の身体観研究ー伝統中医学の身体観による身体表現技法の検証ー 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 富燦霞 1,000

玉屋本を中心とした『日本書紀』の享受とその解明 基盤研究(C) 政治経済学部 専任准教授 植田麦 400

ソラスタルジア研究を応用した環境表象文化史の構築：アメリカ映画・文学を中心に 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 波戸岡景太 900

Pacific Paratexts in Anglophone Writing, 1768-1914 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 ワトソンアレックス 1,200

鴎外の演劇翻訳・改作・創作に関する日独比較文体論及び文献学的詩学に基づく国際研究 基盤研究(C) 文学部 専任教授 井戸田総一郎 800

英語破格構文の歴史的発達と談話基盤性について―構文化の時間的・空間的拡がり― 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 柴崎礼士郎 1,500
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Integrating English Study With the Learning of Basic Principles of Politics and Economics 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 マークケヴィン 1,000

「気づき」の言語化がpragmatic routinesの習得に与える影響 基盤研究(C) 国際日本学部 専任教授 大須賀直子 1,000

縄文時代における情報伝達と物資流通システムに関する基礎的研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 大工原豊 600

オスマン帝国末期イスタンブル都市社会における近代演劇：帝国と大衆とを結ぶ装置 基盤研究(C) 文学部 専任教授 江川ひかり 1,100

元朝による中国統治組織の地域比較研究―地方都市制度・監察制度を中心に― 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 櫻井智美 1,200

アルカイック期金石文の比較分析によるクレタにおける法の社会化に関する研究 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 古山夕城 1,000

中部山岳地における縄文大型マメの継続性に関する研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 会田進 1,100

東アジア起源の雑穀（キビ・アワ）の黒海北側ステップ地帯への拡散の時期と経路 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 遠藤英子 1,300

胎土分析から復元する縄文時代中期の土器づくりシステム 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 水沢教子 1,400

社会教育における郷土意識の発現形態に関する研究 基盤研究(C) 文学部 専任教授 大城直樹 900

在沖縄米軍基地の内と外に再生・継承される聖地・祭祀の文化人類学的研究 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 山内健治 1,200

契約法規範の変容と責任法理の構造 基盤研究(C) 法学部 専任教授 ⾧坂純 900

著作権・商標権侵害に基づく損害賠償額の実証・比較分析：TPP後に向けて 基盤研究(C) 法学部 専任准教授 金子敏哉 1,000

米国におけるゲーテッドコミュニティ設立と自治体法人化を巡る制度選択の動態の把握 基盤研究(C) 経営学部 専任准教授 菊地端夫 500

大規模災害時に対応した「市民防災」体制の構築に関する研究 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 牛山久仁彦 700

民主党政権期に培われたフーバー政権元国務次官キャッスルの対日人脈の研究 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 廣部泉 900

産業連関・数値解析的動学一般均衡モデルによる高齢化社会に於ける女性労働の経済分析 基盤研究(C) ガバナンス研究科 専任教授 加藤竜太 1,300

戦前期日本商社の国際人的資源管理手法の変遷に対する定点観測法による分析 基盤研究(C) 商学部 専任教授 若林幸男 500

多国籍企業における双方向知識移転を可能にするメカニズムについての研究 基盤研究(C) 経営学部 専任教授 青木克生 1,100

マーケティング戦略の定石の経験的妥当性検証に関する研究 基盤研究(C) 商学部 専任教授 水野誠 700

レベニューマネジメントと収益モデルのイノベーションに関する研究 基盤研究(C) 会計専門職研究科 専任教授 片岡洋人 700

多角的視点による補助金の本質の究明ー収益か負債か純資産かー 基盤研究(C) 経営学部 専任教授 石津寿惠 600

中国の親子・親族関係の変質に与えた一人っ子世代の影響に関する実態研究 基盤研究(C) 情報コミュニケーション学部 専任教授 施利平 900

おいしい食感のデザイン法の開発～時間軸と口腔部位の2次元食感マップの構築～ 基盤研究(C) 農学部 専任教授 中村卓 1,400

教員養成の理念と制度に関する日韓比較史研究 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 山下達也 900

明治期私立法律学校教育の相似と相違─講義録・講師履歴・学生資料の比較分析 基盤研究(C) 学術・社会連携部博物館事務室 専任職員 村松玄太 1,700

地域のダイバーシティ推進に関する現場生成型研究 基盤研究(C) 国際日本学部 専任教授 横田雅弘 2,100

アクターネットワーク論を枠組みとした大学生のエージェンシーを高める教育環境の開発 基盤研究(C) 国際日本学部 専任准教授 岸磨貴子 1,100

説得と金融行動の心理学に基づく絵画刺激による特殊詐欺被害対策 基盤研究(C) 商学部 専任教授 佐々木美加 900

幾何学的量子化における断熱極限の方法とアファイン幾何学 基盤研究(C) 理工学部 専任講師 吉田尚彦 300

旗多様体上の完全可積分系の幾何学とクラスター代数 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 野原雄一 700

算術的準結晶の幾何学 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 砂田利一 700

新しい細胞多面体モデルの構築に関する数理的研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 特任准教授 秋山正和 1,300

バクテリアの走化性機構を模倣した無生物自己駆動粒子の集団運動 基盤研究(C) 総合数理学部 専任准教授 末松信彦 1,300

微視的多極子の秩序による創発スピン軌道物性の開拓 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 楠瀬博明 1,400

高密度マイクアレイと集束超音波音響流を用いた壁面圧力変動場に基づく乱流制御 基盤研究(C) 理工学部 専任講師 中吉嗣 1,700

多波⾧レーザースペックルを用いた血管厚さと血流速さの同時計測に関する研究 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 澤野宏 1,000

光ファイバ後方散乱光の連続的測定技術に関する研究 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 笠史郎 2,500

無侵襲代謝評価システムの開発とその応用研究 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 工藤寛之 1,300

有限時間可到達集合に基づく不連続システムの解析と設計に関する研究 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 市原裕之 1,500

自然換気運用におけるスパースモデリングを用いた自動制御ロジックの開発 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 樋山恭助 1,100

アルキニル−B(dan) を多様な有機分子へと導く合成化学的活用に関する研究 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 土本晃久 1,000

コラーゲン架橋分子ピリジノリンおよび受容体RAGEの生理的・病理的意義の解析 基盤研究(C) 農学部 専任教授 渡邉寛人 1,300

根寄生植物による超高感度ストリゴラクトン認識メカニズムの解明 基盤研究(C) 農学部 専任講師 瀬戸義哉 1,900

水稲再生二期作栽培における再生茎発育の遺伝的変異と収量形成 基盤研究(C) 農学部 専任講師 塩津文隆 1,100

モンゴル高山域に生息する大型草食動物の遺伝的多様性評価と保全単位の提言 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 杉本太郎 1,600

共有林の解消と再自然化に関する研究 基盤研究(C) 農学部 専任准教授 片野洋平 1,700
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雌性生殖機能を中心とした概日時刻情報出力様式の解明 基盤研究(C) 農学部 専任准教授 中村孝博 1,900

ヒト型精液モデルマウスから解明する新規・自然免疫システム 基盤研究(C) 農学部 専任准教授 河野菜摘子 800

大腸菌全シグマ因子の制御標的全プロモーター同定の完成を目指して 基盤研究(C) 農学部 専任講師 島田友裕 1,700

由来の異なる筋肉と腱はいかにして出会うのか 基盤研究(C) 農学部 専任講師 乾雅史 1,300

種子発芽のフェノロジーを決める温度反応制御遺伝子の同定 基盤研究(C) 農学部 専任教授 川上直人 1,400

ユーザのロボットに対する本音を日常的モラルジレンマ課題によって炙り出す手法の提案 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 小松孝徳 1,300

経験依存的な聴覚嗜好性行動を司る神経回路の同定と動態解析 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 梶原利一 1,500

ミャンマーにおけるSDGs推進と労使関係-サプライチェーンに焦点を当てて 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構 研究推進員 中嶋滋 1,300

鉄道とヘリテージ・ツーリズムに関する日英比較史研究 基盤研究(C) 商学部 専任教授 藤井秀登 1,400

ソーシャルメディアの広がりとジェンダー規範の形成に関する研究 基盤研究(C) 情報コミュニケーション学部 専任准教授 田中洋美 1,200

専門図書館における連携・協力モデルの構築 基盤研究(C) 文学部 専任教授 青柳英治 500


