
所属 職格 氏名

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（駿河台） 研究推進員 村山　眞維 1,500,000

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 8,100,000

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 2,500,000

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 6,400,000

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 6,900,000

双方向ネットワーク環境を活用したオンラインによる日本墨書土器データベースの構築 基盤研究(A) 文学部 名誉教授 吉村　武彦 7,200,000

著作権侵害対策におけるインターネット上の媒介者の役割 基盤研究(A) 法務研究科 専任教授 高倉　成男 8,300,000

中国農民工の組織化をめぐるガバナンスの変容―中華全国総工会と労働NGOとの関係性 基盤研究(A) 商学部 専任教授 石井　知章 6,700,000

超音波音響放射圧による粒子振動を利用した磁性ナノ粒子イメージングシステムの開発 基盤研究(A) 理工学部 専任教授 石原　康利 2,900,000

ハプロ不全優性遺伝病発症・重篤化の根幹となるエピジェネティックなゆらぎ 基盤研究(A) 農学部 専任教授 大鐘　潤 14,100,000

ビスポーク音声デザインの骨格形成と体系化 基盤研究(A) 総合数理学部 専任准教授 森勢　将雅 15,900,000

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 2,300,000

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 1,900,000

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 2,600,000

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（中野） 研究推進員（客員研究員） 北川　源四郎 3,000,000

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 600,000

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 3,100,000

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 3,000,000

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 3,200,000

プロアクティブな財務報告エンフォースメント・メカニズムの可能性 基盤研究(B) 会計専門職研究科 専任教授 弥永　真生 2,800,000

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 2,400,000

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 2,100,000

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 3,000,000

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 1,900,000

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 2,200,000

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 1,100,000

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（生田） 研究推進員（客員研究員） 田村　誠邦 2,900,000

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 3,200,000

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 1,200,000

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 3,900,000

個体別環境センシングが可能にするトマト難解析形質の分子遺伝学的研究 基盤研究(B) 農学部 特任講師 山本　英司 4,600,000

「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 3,000,000

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 2,800,000

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 2,800,000

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 2,900,000

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 2,700,000

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 4,800,000

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 2,600,000

近現代社会運動のグローバルな拡散のメカニズム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 3,100,000

東アジア哲学の国際的研究拠点の形成 基盤研究(B) 文学部 専任教授 合田　正人 2,300,000

東アジア舞踊の比較研究と共創 ： 琉球舞踊の研究手法を軸として 基盤研究(B) 情報コミュニケーション学部 専任准教授 波照間　永子 1,000,000

唱導の場から見た日本古代中世文学の特質についての総合的研究 基盤研究(B) 文学部 専任教授 牧野　淳司 3,900,000

中国演劇・芸能の成立と伝播の歴史的・総合的研究 基盤研究(B) 経営学部 専任教授 福満　正博 1,800,000

英語学習における「やる気の伝染」メカニズムの解明 基盤研究(B) 国際日本学部 専任教授 廣森　友人 1,900,000

モンゴル遊牧民の食習慣の変化が腸内フローラへ及ぼす影響 基盤研究(B) 商学部 専任教授 森永　由紀 4,900,000

日本で就労する元留学生のライフコースにみる適応過程とエスニシティの形成 基盤研究(B) 経営学部 専任教授 中澤　高志 3,000,000

公務の女性登用の促進要因と阻害要因：なぜ女性は管理職に登用されないのか 基盤研究(B) ガバナンス研究科 専任教授 出雲　明子 4,300,000

これからの組織に求められる危機への対応とレジリエンス：高信頼性組織論の視点から 基盤研究(B) 経営学部 専任教授 中西　晶 4,000,000

高等教育改革とその成果に関する国際比較研究：政治経済学的視点からのガバナンス分析 基盤研究(B) ガバナンス研究科 専任教授 田中　秀明 3,100,000

反応拡散系とその特異極限系に現れるパターンダイナミクスの数理解析 基盤研究(B) 総合数理学部 専任教授 二宮　広和 4,400,000

社会性昆虫に学ぶ柔軟で頑健な組織づくりと機能発現の実験的および理論的研究 基盤研究(B) 研究・知財戦略機構（中野） 特任教授 西森　拓 3,000,000

胆管ステント閉塞機序の解明と改良型逆流防止弁の開発 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 榊原　潤 1,700,000

〈武装解除〉の領域史：17-20世紀台湾における地域空間編成過程の再検討 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 青井　哲人 1,700,000

分子の物理・化学吸着による炭素表面での自在ナノ構造作成と機能開拓 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 田原　一邦 1,800,000

低酸素シグナルによる糖異化制御メカニズムの解明 基盤研究(B) 農学部 専任准教授 小山内　崇 4,200,000
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旨味受容体の機能と食物成分の関わりの解明 基盤研究(B) 農学部 特任講師 戸田　安香 2,000,000

アミノ酸置換による安定性・機能変化評価計算システムの構築と応用 基盤研究(B) 理工学部 専任准教授 光武　亜代理 1,300,000

ユビキチン様オートファジー蛋白質との相互作用を介した異常オルガネラ認識機構 基盤研究(B) 農学部 専任教授 吉本　光希 4,000,000

人型ロボットによるヒトのバランス制御と空中感覚理解 基盤研究(B) 理工学部 専任准教授 橋本　健二 3,500,000

実験と計算科学との融合による生命機能を備えたテーラード人工骨の開発 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 相澤　守 3,300,000

アメリカ（中／南）西部文学におけるトランスリージョナリズムとエコフェミニズム 基盤研究(B) 理工学部 専任准教授 山本　洋平 2,400,000

蛍光X線分析装置を中心とした黒曜石原産地推定法の改良・体系化とその可変的適用 基盤研究(B) 研究・知財戦略機構（駿河台） 特任教授 池谷　信之 2,800,000

璽印・ガラス・鉄器からみた西暦１～３世紀日本列島・東アジアの広域交流の重層性 基盤研究(B) 文学部 専任教授 石川　日出志 5,400,000

縄文時代の森林資源の管理と利用に含まれる多様な植物の解明 基盤研究(B) 研究・知財戦略機構（駿河台） 客員教授 能城　修一 4,000,000

地域の内発力の成立基盤に関する地理学的研究 基盤研究(B) 商学部 専任教授 中川　秀一 1,400,000

アパレル産業のものづくり競争力に関する研究 基盤研究(B) 商学部 専任教授 富野　貴弘 2,900,000

日本に住む外国人に対する金融包摂の方策 基盤研究(B) 経営学部 専任教授 小関　隆志 3,900,000

消費者の批判的思考を増進させる市民リテラシー教材向け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 4,500,000

離散群の幾何学的量子表現と高次圏への拡張 基盤研究(B) 総合数理学部 専任教授 河野　俊丈 2,600,000

非線形放物型方程式の解のダイナミクスと波面の伝播現象 基盤研究(B) 研究・知財戦略機構（中野） 特任教授 俣野　博 3,400,000

宇宙空間におけるクラスレートハイドレートの形成メカニズム 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 深澤　倫子 6,400,000

日本農業・農村の20年－長期パネルデータと疑似実験デザインによるアプローチ－ 基盤研究(B) 農学部 専任教授 藤栄　剛 4,600,000

農地集積を「デザイン」する：メカニズムデザインとフューチャー・デザインからの接近 基盤研究(B) 農学部 専任准教授 中嶋　晋作 3,600,000

自然環境下での奥行き錯視の数理モデル構築と事故防止・知育教育への応用 基盤研究(B) 研究・知財戦略機構（中野） 研究推進員 杉原　厚吉 3,800,000

物語的自己に変化をもたらす要因とその神経基盤の解明 基盤研究(B) 理工学部 専任教授 嶋田　総太郎 4,800,000

公務の女性登用の促進要因と阻害要因：なぜ女性は管理職に登用されないのか 基盤研究(B) ガバナンス研究科 専任教授 出雲　明子 4,300,000

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 2,600,000

ポストヒューマン時代の芸術が探る環境世界のバランスと共生への地図 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 虎岩　直子 1,200,000

高度翻訳知識に基づく翻訳文法の構築に関する研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員 佐良木　昌 1,500,000

戦争体験者の記録・記憶を通した第二次世界大戦期の日本アフリカ関係史研究 基盤研究(C) 国際日本学部 専任教授 溝辺　泰雄 500,000

墓誌資料に基づく唐代地方社会の構造解明と石刻研究国際発信基盤の確立 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員 気賀沢　保規 1,000,000

20世紀初頭南米における北米YMCAとスポーツ：「文明化の使命」論を超えて 基盤研究(C) 法学部 専任講師 松尾　俊輔 200,000

墓と被葬者から考察する中世社会 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員 谷畑　美帆 900,000

浅間山南麓の火山災害考古学序論 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員 堤　隆 600,000

開発参加の政治をめぐる人類学的研究―グローバルなクメール農民ネットワークを中心に 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員 秋保　さやか 800,000

近現代日本における生活文化・家族・心性の学際研究：水虫をめぐる国際比較を通じて 基盤研究(C) 国際日本学部 専任講師 眞嶋　亜有 1,300,000

EU海洋環境法のチャレンジー洋上風力発電の推進と海洋環境の保護 基盤研究(C) 法学部 専任准教授 佐藤　智恵 800,000

水道事業の民間経営又は広域化はどこまで進められるのか？ 基盤研究(C) ガバナンス研究科 専任教授 木村　俊介 1,100,000

ボナパルティズムの再検討：民主的専制の形成過程とその対抗言説の思想的・実証的分析 基盤研究(C) 政治経済学部 専任准教授 高山　裕二 300,000

貿易ガバナンスと国内政治：日韓の通商政策の比較から 基盤研究(C) 国際日本学部 専任准教授 金　ゼンマ 600,000

意思決定の結果が多属性、多期間におよぶ場合の選好の特徴付けとその検証 基盤研究(C) 商学部 専任准教授 藤井　陽一朗 1,000,000

世代重複モデルを用いた世代効果の測定と少子化に対応した税・社会保障制度改革 基盤研究(C) 商学部 専任教授 山田　知明 600,000

法人税の租税競争に関するマクロ経済分析 基盤研究(C) 政治経済学部 専任准教授 盛本　圭一 500,000

不確実性下の企業の投資行動と最適政策 基盤研究(C) 商学部 専任准教授 海老名　剛 700,000

不動産市場の循環と最適投資時点に関する研究 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 900,000

マイナス金利政策下の長期金利:市場の構造と機能に関する実証分析 基盤研究(C) 商学部 専任教授 伊藤　隆康 1,100,000

行動経済学を用いた企業のアーキテクチャーの研究 基盤研究(C) 商学部 専任准教授 朝岡　大輔 400,000

中小企業の「越境のれん分け」に関する実証研究 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 奥山　雅之 400,000

A comparative study of mechanisms of recruiting and retaining non-family employees in family businesses in Japan and Taiwan:

 an Institutional approach.
基盤研究(C) グローバル・ビジネス研究科 専任准教授 許　佑旭 600,000

サービス業における文化的知性の国際化への影響に関する研究 基盤研究(C) 商学部 専任教授 篠原　敏彦 600,000

M&Aと親族承継による中小企業の成長に関する理論的・実証的・制度的研究 基盤研究(C) 商学部 専任教授 山本　昌弘 1,000,000

サステナビリティに着目した日本と北欧のサービス化研究 基盤研究(C) グローバル・ビジネス研究科 専任教授 戸谷　圭子 400,000

固定収益会計による人的サービス業の現場従業員を対象とするコントロール理論の構築 基盤研究(C) 経営学部 専任教授 鈴木　研一 600,000

小学校と高等学校が連携して行う体験活動が高校生の社会参画意識に与える影響 基盤研究(C) 文学部 専任教授 林　幸克 700,000

言語活動における認知プロセスの検討と実践への適用に関する研究 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 伊藤　貴昭 700,000

環のstrict closureと弱Arf環の理論構築と展開 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（生田） 研究推進員（客員研究員） 後藤　四郎 1,200,000

調和写像のモジュライ空間 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 長友　康行 900,000

考古・民族誌データを解析するための新しい確率過程モデリングとその拡散近似 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 若野　友一郎 300,000

冷却原子気体のオプトメカニクスにおける多体量子効果 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 金本　理奈 700,000
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レーザ干渉法により動的な微小弾性変位場を測定可能にする相対変位場測定手法の確立 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 有川　秀一 1,700,000

折紙の数理によるコア構造の機械的特性の設計 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 石田　祥子 600,000

アコースティックエミッション法を用いた腐食減肉量の定量評価手法の開発 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 松尾　卓摩 1,400,000

折紙式3Dプリンター実現の為の折り紙の展開図に関する研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（中野） 研究推進員 篠田　淳一 1,300,000

異種スカラー源の同時推定及び接触回避経路探索アルゴリズムの構築と実証 基盤研究(C) 理工学部 専任講師 亀谷　幸憲 2,500,000

EVアグリゲータの当日計画作成における計算時間短縮手法の研究 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 田村　滋 300,000

制御バリア関数に基づく安全性を考慮したモバイルロボティックネットワークの協調制御 基盤研究(C) 理工学部 専任講師 伊吹　竜也 1,100,000

風力発電設備支持物の金属疲労抑制のための多点TMD制御 基盤研究(C) 理工学部 専任講師 富澤　徹弥 1,400,000

水溶液法による酸化ガリウムエピタキシャル層の低温直接形成 基盤研究(C) 理工学部 専任講師 我田　元 1,300,000

革新的スイッチ機能ガス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 1,000,000

擬似血液の高速生成及び高精度レオロジー測定による血球成分の力学特性解析手法の確立 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 平野　太一 1,600,000

新規THz波受送信素子向け低温成長Bi系混晶半導体中の欠陥の評価および制御 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（生田） 研究推進員（客員研究員） 上田　修 1,300,000

糸状菌由来新規アミノアシル化ステロール誘導体の生理機能の解明 基盤研究(C) 農学部 専任教授 久城　哲夫 1,300,000

植物ステロール酸化物の体内動態と有害作用の解明 基盤研究(C) 農学部 専任教授 長田　恭一 600,000

アポプラストROSモニタリングによる植物状態のプロファイリング解析 基盤研究(C) 農学部 専任准教授 安保　充 2,500,000

加齢による骨格筋ミトコンドリア構造の変化と運動の効果 基盤研究(C) 政治経済学部 専任講師 武田　紘平 1,300,000

子供の身体不活発化の抑制と実行機能を高める短時間軽運動プログラムの開発 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員（客員研究員） 内藤　隆 1,700,000

パス的木分解に基づく実用的木幅アルゴリズムの開発 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 玉木　久夫 600,000

リーマン不動点最適化アルゴリズムと機械学習への応用 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 飯塚　秀明 1,000,000

オッズ比の一致に関する情報幾何とベイズ統計 基盤研究(C) 総合数理学部 専任准教授 廣瀬　善大 1,200,000

確率的探索結果の理解を容易にする探索基盤の研究 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 横山　大作 1,000,000

持続可能な社会に向けたトランジション・マネジメントにおけるフロントランナーの役割 基盤研究(C) ガバナンス研究科 専任教授 松浦　正浩 1,300,000

性に関する若者のインタビュー調査ー人権とジェンダー平等の観点から 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 平山　満紀 700,000

ナショナル、トランスナショナルなデジタルメディア空間におけるジェンダー規範の構築 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 700,000

血管新生を起点とする歯周組織再生技術の構築 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 本田　みちよ 1,700,000

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 500,000

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) 文学部 兼任講師 中野　正昭 900,000

『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 専任准教授 狩野　晃一 500,000

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 500,000

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（駿河台） 研究推進員 小松原　ゆり 300,000

ハワイの日本語新聞と占領期日本の救済運動　日系人メディアによる戦後日本の復興支援 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 水野　剛也 700,000

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（駿河台） 研究推進員 中村　由克 700,000

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 800,000

「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 700,000

<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 500,000

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 800,000

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 600,000

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 1,000,000

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 1,200,000

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 特任准教授 宮川　渉 900,000

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（駿河台） 研究推進員 富　燦霞 800,000

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 300,000

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 800,000

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 600,000

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) 研究・知財戦略機構（駿河台） 名誉教授 井戸田　総一郎 700,000

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 1,100,000

Integrating English Study With the Learning of Basic Principles of Politics and Economics:

 A Self-Study System for Individuals and Small Groups of Japanese University Learners
基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 マーク　ケヴィン 400,000

「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 700,000

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（駿河台） 研究推進員 大工原　豊 600,000

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 900,000

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 1,100,000

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 800,000

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（駿河台） 研究推進員 会田　進 1,400,000

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（駿河台） 研究推進員 遠藤　英子 1,300,000
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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（駿河台） 研究推進員 水沢　教子 700,000

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 800,000

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 900,000

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 400,000

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 専任教授 金子　敏哉 1,000,000

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 専任教授 菊地　端夫 300,000

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 200,000

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 300,000

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 700,000

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 1,500,000

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 1,100,000

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 700,000

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 600,000

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 700,000

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 700,000

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 900,000

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 900,000

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 700,000

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 600,000

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 1,200,000

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 1,300,000

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 300,000

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 700,000

算術的準結晶の幾何学 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（中野） 研究推進員 砂田　利一 900,000

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（中野） 特任准教授 秋山　正和 1,600,000

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 1,000,000

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 1,000,000

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 専任准教授 中　吉嗣 700,000

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 700,000

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 400,000

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 1,000,000

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 900,000

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 800,000

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 1,200,000

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 900,000

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 専任准教授 瀬戸　義哉 800,000

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 1,100,000

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 1,100,000

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 800,000

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 700,000

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 専任准教授 島田　友裕 1,100,000

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 専任准教授 乾　雅史 1,000,000

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 500,000

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 700,000

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 900,000

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（駿河台） 研究推進員 中嶋　滋 700,000

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 500,000

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 900,000

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 500,000

道徳的行為の理由：主観と客観・内在と外在 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 柴崎　文一 200,000

ヴァイマル期ドイツにおける総合舞台芸術の協働演出と身体表現のポピュラリティ 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 大林　のり子 900,000

ビザンティン帝国の北におけるキリスト教図像の変容 基盤研究(C) 商学部 専任准教授 瀧口　美香 500,000

日韓併合時代における韓国伝統舞踊≪太平舞≫の再創造 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員 蔡　美京 600,000

東アジア漢字文化圏における龍宮訪問譚の文化・思想交流史的研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員 金　孝珍 500,000

新たなる「ピエール・ジャネ学」の構築にむけて 基盤研究(C) 文学部 専任教授 田母神　顯二郎 700,000
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ドイツにおける日本学－カール・フローレンツの日本文学研究の問題点を探る－ 基盤研究(C) 農学部 専任講師 辻　朋季 500,000

依存文法の枠組を利用して複数文間の相互関係を可視化した英語コーパス構築 基盤研究(C) 国際日本学部 専任准教授 大矢　政徳 300,000

日本語オノマトペの原理的考察と記述的分析 基盤研究(C) 文学部 専任教授 小野　正弘 700,000

『聖グースラーク伝』ラテン語・古英語のテキスト校訂：文体の比較研究に向けて 基盤研究(C) 商学部 専任教授 石黒　太郎 800,000

英国 Englicious 文法教育プログラムの分析とローカライズ版の作成 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 久保田　俊彦 400,000

英語教員と専門科目教員の協働によるSTEM（数理科学系）英語教育開発と効果検証 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 河野　円 1,600,000

新視点による墨書陶磁器研究とその史料的集成 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員 石黒　ひさ子 900,000

18世紀南米ラプラタ地域のイエズス会布教区に関する洗礼簿と住民名簿の比較研究 基盤研究(C) 政治経済学部 専任准教授 武田　和久 1,200,000

プガチョーフ叛乱の総合的研究 基盤研究(C) 文学部 専任教授 豊川　浩一 1,000,000

骨角製装身具類の包括的検討からみた縄文から弥生への時代変遷の解明 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員 川添　和暁 900,000

博物館と知的障害特別支援教育のアクセスコーディネートに関する実践研究 基盤研究(C) 文学部 専任教授 駒見　和夫 1,200,000

図書の時間を活用した博物館・学芸員の社会的役割の理解を促す授業・教材開発 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 井上　由佳 500,000

セクシュアル・マイノリティとしてのファットと言語実践についての人類学的研究 基盤研究(C) 政治経済学部 専任講師 碇　陽子 800,000

税務コーポレートガバナンスの法理と運用の実際に関する調査研究 基盤研究(C) 法務研究科 専任教授 岩崎　政明 800,000

米国の租税回避否認法理の形成過程及び近年の適用状況についての研究 基盤研究(C) 会計専門職研究科 専任教授 袴田　裕二 800,000

地理的表示保護制度に関する総合的研究ー同制度の内在的・外在的課題に着目して 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 1,100,000

安全と権利自由の両立－インテリジェンス機関に対する民主的監視制度の研究 基盤研究(C) ガバナンス研究科 特任教授 小林　良樹 1,400,000

オープンアクセスジャーナル市場における大手出版社の独占力行使の検証 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 浅井　澄子 200,000

企業の研究開発におけるジェンダー・ダイバーシティとパフォーマンス 基盤研究(C) 情報コミュニケーション学部 専任教授 牛尾　奈緒美 1,200,000

中小企業における損害保険需要－ファイナンス理論・保険論に基づく実証的検証－ 基盤研究(C) 商学部 専任教授 浅井　義裕 600,000

アメリカにおける「大きすぎて潰せない(TBTF)」政策の形成過程 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 須藤　功 800,000

サイボーグ技術の市場受容可能性に関する国際比較研究 基盤研究(C) 商学部 専任教授 村田　潔 1,300,000

日本で働く高度外国人材の多文化アイデンティティモデル：ダイバーシティ経営に向けて 基盤研究(C) 情報コミュニケーション学部 専任教授 根橋　玲子 400,000

シェアリングサービスの資源共有メカニズムの解明 基盤研究(C) 商学部 専任教授 小川　智由 1,600,000

企業間関係性の再検討：B2B-EC化とマルチ・チャネル化の進展と関係性研究の変容 基盤研究(C) 商学部 専任教授 原　頼利 1,100,000

使用文脈情報の多層的フローに関する統合的研究枠組みの構築と展開 基盤研究(C) 商学部 専任教授 福田　康典 700,000

19世紀前半英東インド会社と現地商人のジャーディンマセソン商会へ変貌の会計的背景 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 500,000

SDGsの担い手と社会的連帯経済との関係に関する文献的・実証的研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員 柳沢　敏勝 600,000

現職教員と連携した「成年教育」教材作成プログラム 基盤研究(C) 文学部 特任教授 藤井　剛 900,000

レジリエンス向上を目的とする地域と連携したキャリア教育プログラムの開発と評価 基盤研究(C) 政治経済学部 専任准教授 荒木　淳子 1,200,000

幼少期の社会経済的地位や経済状況が繁殖戦略に及ぼす影響: 生活史理論に基づく検討 基盤研究(C) 政治経済学部 専任講師 樋口　収 1,200,000

日本・韓国・台湾における学生相談が心理専門職の専門性養成に与えた影響の比較検討 基盤研究(C) 文学部 専任教授 伊藤　直樹 800,000

特異点の解消を用いた可換環論の研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（生田） 研究推進員（客員研究員） 渡辺　敬一 600,000

結び目群間の全射準同型と結び目の不変量との関連についての研究 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 鈴木　正明 1,000,000

剛性条件付き立体における連続的折り畳み問題の解明 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（中野） 研究推進員（客員研究員） 奈良　知惠 1,200,000

分岐構造解析に基づく生理・化学反応モデルの制御 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 小川　知之 1,100,000

ニューロンの発火現象に伴って発生するパルス解の時空間パターンの数理解析 基盤研究(C) 総合数理学部 専任准教授 池田　幸太 900,000

光トラップを利用した氷晶の衝突帯電機構の解明 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 立川　真樹 1,200,000

ガスハイドレートと自生炭酸塩の地化学特性からガスチムニーの成長と崩壊史の解明 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（生田） 研究推進員 松本　良 700,000

Nanoconfinement効果を応用した水素貯蔵材料の開発 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 納冨　充雄 600,000

セルロースナノファイバーの積層造形に適する連続繊維配置設計法の構築と製作物の評価 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 舘野　寿丈 600,000

隣接多点薄膜温度センサによる局所熱伝達と壁面近傍移流速度の計測 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 中別府　修 700,000

進化的スタックトオートエンコダ―を用いた多層ニューラルネットによる電力価格予測法 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 森　啓之 800,000

偏心圧縮材を座屈補剛材として用いた新形式の補剛法による耐震改修方法の構築 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 熊谷　知彦 1,200,000

免震構造のロバスト性を考慮した構造安全性評価－レジリエントな免震建物の構造計画－ 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 小林　正人 700,000

キャンベラ協定の実装に向けた国際通用性ある建築教育システム構築に関する研究 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 田中　友章 1,000,000

木造密集市街地における長屋の更新・滅失に伴う市街地変容のプロセス 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 山本　俊哉 1,400,000

プログレッシブ・アーバニズムの有効性と課題に関する一連の研究 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 佐々木　宏幸 800,000

大名華族の東京邸に関する都市史的研究─明治前半期を中心に 基盤研究(C) 文学部 専任准教授 松山　恵 700,000

光ファイバ伝送における光学非線形波形歪みのディジタル信号処理による補償 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 中村　守里也 700,000

第二級アルキル炭素上での高速アルキルカップリング反応の新展開と挑戦的な合成戦略 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（生田） 研究推進員（客員研究員） 小林　雄一 1,000,000

カテプシンB阻害活性を有するラクトマイシン類の網羅的合成研究 基盤研究(C) 理工学部 専任准教授 小川　熟人 800,000

アジサイの種分化における耐塩性獲得過程の解明と耐塩性育種素材の開発 基盤研究(C) 農学部 専任教授 半田　高 900,000

海草生態系保全におけるアオウミガメの空間分布動態の解明 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（中野） 特任准教授 山本　誉士 1,200,000

葉の水損失と水ポテンシャルの関係に基づく野菜苗活着過程の栽培生理学的解明 基盤研究(C) 農場 特任教授 小沢　聖 1,300,000
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異種膵島移植用のブタの作出と異種膵島移植の実現への標準作業手順書の作成 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（生田） 特任教授 長屋　昌樹 1,300,000

ドイツにおけるサッカーの定着過程に見る非営利法人の社会的機能 基盤研究(C) 法学部 専任教授 釜崎　太 900,000

分類関数の変数最小化とその応用に関する研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（生田） 研究推進員（客員研究員） 笹尾　勤 800,000

固有振動モードの逆解析によるき裂同定とセンサ配置最適化 基盤研究(C) 理工学部 専任講師 齋藤　彰 500,000

言葉の印象を反映した対話型進化計算による配色デザインシステムに関する研究 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 荒川　薫 900,000

ドメイン知識を利用した効率的な機械学習モデルの構築 基盤研究(C) 総合数理学部 専任教授 櫻井　義尚 1,100,000

頭部での侵食感と浸透感を提示する触覚インタフェースの提案 基盤研究(C) 総合数理学部 専任准教授 橋本　直 1,200,000

掘削岩の表面構造変質に伴う重金属類の溶脱機構の変化 基盤研究(C) 農学部 専任准教授 加藤　雅彦 1,500,000

北米公立図書館とホームレス問題に関する地理学分析　ーー　都市への権利と社会正義 基盤研究(C) 政治経済学部 専任教授 石山　徳子 1,000,000

子どものウェルビーイング向上のためのAI利用に関する情報倫理研究 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員 浅井　亮子 1,000,000

自己組織化ペプチドによるレドックス制御 基盤研究(C) 理工学部 専任教授 平岡　和佳子 800,000

遅延聴覚フィードバックが与える影響の客観的評価と老人性難聴用補聴器への応用 基盤研究(C) 理工学部 専任講師 村上　隆啓 900,000

ヨーロッパ越境文学の新展開―＜翻訳者＝作者＞によるドイツ語文学の変容をめぐる研究 基盤研究(C) 文学部 専任教授 新本　史斉 900,000

「永遠の哲学」の研究　－フィチーノからライプニッツまでー 基盤研究(C) 経営学部 専任准教授 枝村　祥平 700,000

海外展開に伴う環境経営の移転メカニズムの解明―制度、文化、技術からのアプローチ 基盤研究(C) 研究・知財戦略機構（駿河台） 研究推進員（客員研究員） 木全　晃 1,000,000

中等日本語教育における21世紀型能力育成授業実践の課題と支援方法に関する研究 基盤研究(C) 国際連携機構 特任准教授 古内　綾子 700,000

自動走行の自動車における個人情報・プライバシーの保護の法的検討 基盤研究(C) ガバナンス研究科 専任教授 湯淺　墾道 700,000


