
＜科学研究費助成事業交付一覧＞

（単位：円）

氏名 所属・職

新学術領域研究（研究
人―ロボット共生社会に向けたジェンダー・ロボット社会倫理学の
創造

野村　竜也 先端理工学部・教授 2,990,000

基盤研究（A）
炭素制約と市場化の下での電力システム─その定量的評価と政
策研究

大島　堅一 政策学部・教授 11,020,000

基盤研究（B）
生命科学におけるパターン形成の新しいモデルと数学的解析手
法の確立

森田　善久 先端理工学部・教授 4,030,000

基盤研究（B）
ヴェーダとタントラの相互影響：南インド現地調査と文献調査に基
づく総合的研究

手嶋　英貴 法学部・教授 4,160,000

基盤研究（B） 中央アジアの仏教遺跡における地域間交流の研究 岩井　俊平 龍谷ミュージアム・准教授 4,550,000

基盤研究（B）
筋骨格・骨のイメージベース力学解析の有機的連携構築と骨疾患
の治療戦略抽出への展開

田原　大輔 先端理工学部・准教授 1,820,000

基盤研究（B）
文化財建造物の伝統的塗装彩色材料・技術の系譜解明と修理施
工・資料活用に関する研究

北野　信彦 文学部・教授 780,000

基盤研究（B）
疫学パラメータの個体間差異が感染症拡大と生態系全体へ及ぼ
す影響の解明

三木　健 先端理工学部・教授 3,640,000

基盤研究（B） 越境する教義問答－東アジア仏教における国際的な相互交流－ 大谷　由香 文学部・准教授 2,990,000

基盤研究（B） デジタル化資料による南方熊楠の学問構想の解読 松居　竜五 国際学部・教授 5,200,000

基盤研究（B）
経済学は《良き社会》をいかに構想してきたか～ミドルデータ構築
による共通善の抽出

小峯　敦 経済学部・教授 4,420,000

基盤研究（B） 細胞接着に関する数理的研究の深化と新展開 村川　秀樹 先端理工学部・准教授 3,120,000

基盤研究（B）
廃プラスチックの焼却が有機ハロゲン化合物の非意図的生成に与
える影響

藤森　崇 先端理工学部・准教授 5,070,000

基盤研究（B）
シエラレオネにおける当事者・家族主体のメンタルヘルスケア導入
アクションリサーチ

落合　雄彦 法学部・教授 1,560,000

基盤研究（B）
警察官による市民接触行動の規定要因とインパクトに関する縦断
的研究

宮澤　節生 矯正・保護総合センター・研究員 520,000

基盤研究（B）
国際自己申告非行調査ISRD4を通じた日本の非行の実態把握と
比較犯罪学の試み

津島　昌弘 社会学部・教授 1,560,000

基盤研究（B）
小学校英語科担当教員の「自己効力感」向上を目的とした支援プ
ログラムの構築

松村　省一 国際学部・教授 3,120,000

基盤研究（B）
人・モノの存在感を減衰するノイズキャンセリングHMDの開発とそ
の有効性の評価

酒田　信親 先端理工学部・准教授 5,980,000

基盤研究（C）
戦前期日本における洋式消費財産業の展開―タオル製造業 稲
岡商店の事例に即して

佐々木　淳 経済学部・教授 780,000

基盤研究（C）
ドイツの「東の都市改造」プログラムの成果の検証および今後のド
イツの縮小政策の研究

服部　圭郎 政策学部・教授 1,040,000

基盤研究（C） バーミヤーン壁画の描き起こし図の作成とその美術史的研究 宮治　昭 世界仏教文化研究センター・研究員 1,040,000

基盤研究（C） 日本古代磨崖仏の現況と保存に関する基礎的研究 神田　雅章 文学部・教授 910,000

基盤研究（C） アメリカ文学におけるホテル的空間の文化史 池末　陽子 文学部・准教授 780,000

基盤研究（C）
出土史料と文物考古資料からみた古代チベット帝国の文書行政と
国家体制の研究

岩尾　一史 文学部・准教授 910,000

基盤研究（C） 集合知を対照検索して活用する博物館学習支援システムの作成 渡辺　靖彦 先端理工学部・講師 1,690,000

基盤研究（C）
團藤重光日記の分析と翻刻ー最高裁研究と法思想研究を軸とし
て

福島　至 矯正・保護総合センター・研究フェロー 1,170,000

基盤研究（C） ドイツ契約法の現代化における契約自由の変容 中田　邦博 法学部・教授 1,300,000

基盤研究（C）
サイバー空間における違法又は有害情報による被害の阻止とファ
クトチェック体制の整備

金　尚均 法学部・教授 1,040,000

基盤研究（C） 選好の不確実性および信念の改訂に関する研究 兵庫　一也 経済学部・准教授 1,040,000

基盤研究（C） 二つのデータセットの接合を伴う回帰モデルの推定及び推論 蛭川　雅之 経済学部・教授 910,000

基盤研究（C） 長寿ファミリー企業の革新とコミュニティーの地域間比較 辻田　素子 経済学部・教授 1,040,000

基盤研究（C）
米国のジェントリフィケーションの研究－創造都市政策に抗する都
市社会運動を注視し

矢作　弘 人間・科学・宗教総合研究センター・研究フェロー 1,300,000

研究種目 研究課題名
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基盤研究（C）
認知症家族・離婚家族のもつあいまいな喪失における家族支援プ
ログラムの開発

黒川　雅代子 短期大学部・教授 1,170,000

基盤研究（C）
革新学校が実現する学校組織の民主化ー韓国の教育革新運動
に着目してー

出羽　孝行 文学部・教授 650,000

基盤研究（C）
楕円関数を用いた非局所境界値問題の大域的解構造と安定性の
研究

四ツ谷　晶二 科学技術共同研究センター・研究員 1,040,000

基盤研究（C）
大自由度ネットワーク結合力学系のための位相的計算理論の整備
と応用

岡　宏枝（國府 先端理工学部・教授 780,000

基盤研究（C）
高速重畳スキャンにより空間強度分布を最適成形したレーザによ
る隅角部焼入れ法の開発

小川　圭二 先端理工学部・教授 1,040,000

基盤研究（C）
柔軟性構造体を利用した再突入飛行体の変形メカニズムの解明と
空力特性への影響評価

大津　広敬 先端理工学部・教授 910,000

基盤研究（C）
時計・反時計回りキラリティーのみを不斉源としたキャビタンド触媒
の創出

岩澤　哲郎 先端理工学部・教授 1,040,000

基盤研究（C）
ナノ金属上での有機分子の長距離秩序構造構築と分子プラズモ
ニック材料としての展開

河内　岳大 先端理工学部・教授 910,000

基盤研究（C）
日本食の食感動性に関わる要因解明に向けた統合的評価手法の
確立

山崎　英恵 農学部・教授 910,000

基盤研究（C）
水田転換畑におけるエダマメ連続作付け時の収量不安定要因の
解明と対策

大門　弘幸 農学部・教授 780,000

基盤研究（C） 外乱に対して安定な分散アルゴリズムの相互作用パターン 角川　裕次 先端理工学部・教授 910,000

基盤研究（C） 自然言語処理技術を用いた快適なWeb利活用支援に関する研究 馬　青 先端理工学部・教授 1,040,000

基盤研究（C）
里山的入会のガバナンス再構築のための立法提案に向けた日英
実態調査研究

鈴木　龍也 法学部・教授 1,170,000

基盤研究（C） 公害経験の継承に向けた公害資料館の社会的機能の研究 清水　万由子 政策学部・准教授 910,000

基盤研究（C）
潜在能力アプローチを用いた「生態系サービスの享受」プロセスの
解明

伊達　浩憲 経済学部・教授 1,040,000

基盤研究（C） 現代インドの「不可触民」にみる聖人信仰と社会運動の展開 舟橋　健太 社会学部・准教授 1,040,000

基盤研究（C） 観光資源の景観特徴化に基づく観光情報推薦システム 奥　健太 先端理工学部・講師 1,560,000

基盤研究（C）
包摂的観光戦略の構築：国際観光都市におけるオーバーツーリズ
ムの分析を通して

阿部　大輔 政策学部・教授 1,430,000

基盤研究（C） 古代ウイグル語『金光明最勝王経』の訳注研究 橘堂　晃一 世界仏教文化研究センター・研究員 650,000

基盤研究（C） 神智学運動の戦後：日本におけるオカルティズムの展開と神智学 	吉永　	進一 世界仏教文化研究センター・研究員 1,170,000

基盤研究（C）
翻訳絵本にみられる異文化受容の歴史的研究（終戦から1954年
12月まで）

生駒　幸子 短期大学部・准教授 650,000

基盤研究（C） HPSGによる英語における名詞と数詞の形態・統語的関係 前川　貴史 社会学部・教授 780,000

基盤研究（C） コンピュータ－を介したコミュニケーションにおける会話意欲の役割 古賀　功 先端理工学部・准教授 910,000

基盤研究（C）
現代社会におけるアート化現象の人類学的研究：フェティッシュ、
市場、モノの観点から

青木　恵理子 社会学部・教授 910,000

基盤研究（C） ヨーロッパ私法と日本民法の現代化の課題 川角　由和 法学部・教授 1,560,000

基盤研究（C） 多元的不法行為責任規範における損害論の横断的研究 若林　三奈 法学部・教授 1,430,000

基盤研究（C） プラットフォーム労働をめぐる新しい労働政治に関する比較研究 安　周永 政策学部・准教授 1,300,000

基盤研究（C） 望ましい腎臓ドナー交換制度の設計に関する理論・実験研究 若山　琢磨 経済学部・准教授 1,560,000

基盤研究（C）
家庭のエネルギー選好における情報・リテラシーの役割：計量経済
学による分析

木下　信 経済学部・准教授 910,000

基盤研究（C）
経済実験から抽出される曖昧性態度と現実の防災・健康・環境に
関わる行動との関連性

渡邉　正英 経済学部・准教授 1,170,000

基盤研究（C） 負債と流動性マネジメントの融合に関する理論と応用 田　園 経済学部・准教授 1,430,000

基盤研究（C） 長寿社会での防貧策としての家計管理 大塩　まゆみ 社会学部・教授 520,000
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基盤研究（C） 動的境界条件を有する拡散方程式の非線形問題への展開 川上　竜樹 先端理工学部・教授 1,170,000

基盤研究（C）
多剤耐性ガン細胞に対する光熱療法を指向した金ナノロッドーペ
プチド複合体の開発

富崎　欣也 先端理工学部・教授 1,040,000

基盤研究（C）
構造解析を基盤とした低利用植物タンパク質の機能性強化と食品
素材への応用

桝田　哲哉 農学部・教授 1,040,000

基盤研究（C）
カキ果実のプロアントシアニジン蓄積の組織学的解析とその分子
生物学的制御機構の解明

米森　敬三 食と農の総合研究所・研究員 1,300,000

基盤研究（C） 新規リンネットワーク破綻がもたらす栄養障害の分子機序解明 宮本　賢一 農学部・教授 1,690,000

基盤研究（C）
小児から成人へ向けてのアレルギーマーチ進展予防戦略の確立
を目指した疫学的研究

楠　隆 農学部・教授 1,040,000

基盤研究（C）
バイオリン演奏ロボットにおける演奏フィードバックシステムの構築
と評価

渋谷　恒司 先端理工学部・教授 1,040,000

基盤研究（C） 先進国型コモンズにおける過少利用問題に関する国際比較研究 嶋田　大作 農学部・准教授 1,300,000

基盤研究（C）
アフリカ・アジア間交易ネットワークの変容：広州のムリッドはどこへ
移動したのか

榎並　ゆかり 政策学部・助手 520,000

基盤研究（C）
コーパスを用いたセクシュアルマイノリティの言語表象に関する批
判的談話分析

吉本　圭佑 政策学部・准教授 520,000

基盤研究（C）
モーションデータを用いた舞踊振付生成のためのデータベース化
と分析

曽我　麻佐子 先端理工学部・准教授 1,430,000

基盤研究（C）
アウグスティヌスとトマス・アクィナスの正義論とその現代的意義の
基礎的研究

山口　雅広 文学部・准教授 650,000

基盤研究（C） ホネット以降の批判理論の新展開―批判理念の再検討を中心に 入谷　秀一 文学部・准教授 1,040,000

基盤研究（C）
ジネーンドラブッディの『集量論複注』第二章にもとづくディグナー
ガ推理論の研究

桂　紹隆 世界仏教文化研究センター・研究員 1,170,000

基盤研究（C）
ルーミーの実践的神秘思想の比較宗教学的究明―キリスト教との
関係を中心に―

佐野　東生 国際学部・教授 390,000

基盤研究（C） イスラームの図像文化における世俗性の表現をめぐる実証的研究 林　則仁 国際学部・准教授 1,820,000

基盤研究（C）
ドイツ大衆音楽の地脈を探る実証研究：東ドイツの「音楽教育」と
「芸術観」の視点から

高岡　智子 社会学部・准教授 780,000

基盤研究（C） 山岳宗教としての修験道の「文化的景観」化をめぐる問題の研究 田中　滋 人間・科学・宗教総合研究センター・研究フェロー 1,300,000

基盤研究（C）
記憶、歴史認識と政治ーイタリア植民地主義、バルカン占領、レジ
スタンスとサロ共和国

高橋　進 人間・科学・宗教総合研究センター・研究フェロー 1,040,000

基盤研究（C）
消費者物価指数における代替バイアスの計測：機械学習的手法の
応用

溝渕　英之 経済学部・准教授 1,170,000

基盤研究（C）
19世紀後半、中国海関のジャンク船課税と内地市場の開拓に関す
る調査研究

濱下　武志 人間・科学・宗教総合研究センター・研究フェロー 1,170,000

基盤研究（C）
フィリピン人教師の国際移動戦略～日本と東南アジアの事例を踏
まえた理論的考察～

Ｍ・Ｒ・Ｄ　Ｃａｒｌ国際学部・教授 1,430,000

基盤研究（C） 生活時間調査法を用いたテレワーク研究 佐藤　彰男 社会学部・教授 3,510,000

基盤研究（C）
天体・気象分野における学校を基盤としたシチズンサイエンスの効
果に関する研究

滋野　哲秀 文学部・教授 2,470,000

基盤研究（C）
ブラックホール準固有振動の重力波データ解析による一般相対論
の検証

中野　寛之 法学部・准教授 780,000

基盤研究（C）
反応薬剤供給を必要としない新規電解フォトフェントン型促進酸化
処理法の開発

岸本　直之 先端理工学部・教授 2,080,000

基盤研究（C）
狭領域プラズマ計測手法の確立と超小型RFプラズマスラスタへの
応用

大塩　裕哉 先端理工学部・助教 2,080,000

基盤研究（C）
トマトの単為結果性遺伝子pat-kおよびpat-2による単為結果誘導
機構の解明

滝澤　理仁 農学部・講師 1,560,000

基盤研究（C）
Will tree seedling fitness and survival decline in the face of climate
change? A novel quantitative approach with implications on forest
regeneration

Ｌｅｉ Ｔｈｏｍａｓ・Ｔ先端理工学部・教授 2,730,000

基盤研究（C）
東南アジア中新世後期におけるヒト上科・オナガザル上科の進化と
生息環境の解明

國松　豊 経営学部・教授 1,430,000

基盤研究（C） テストケースを考慮したソースコード推薦環境の構築 山本　哲男 先端理工学部・准教授 1,040,000

基盤研究（C） 温度錯覚を活用した液体への温度提示手法に関する研究 橋口　哲志 先端理工学部・助教 1,690,000
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基盤研究（C）
ソーシャルメディアでのユーザ行動を反映した成長高次ネットワー
クの数理モデリング

木村　昌弘 先端理工学部・教授 1,690,000

基盤研究（C）
中国における都市生活廃棄物の分別と政策の実効性に関する研
究

北川　秀樹 政策学部・教授 2,210,000

基盤研究（C）
脱炭素社会に向けた市民の選択変化：地域エネルギー事業体の
役割に関する国際比較研究

的場　信敬 政策学部・教授 1,820,000

基盤研究（C）
感染症流行へのレジリエンス：アフリカ社会のフードシスムをめぐる
協働のモデル構築

中川　千草 農学部・准教授 1,430,000

挑戦的研究（開拓）
世界の人々のアイデンティティとしての「自省利他」の研究－社会
実装を視野に入れて

中谷　英明 世界仏教文化研究センター・研究員 5,330,000

挑戦的研究（萌芽）
女性の尿失禁改善用サポート下着の生体力学的根拠に裏付けさ
れた最適設計戦略

田原　大輔 先端理工学部・准教授 1,040,000

挑戦的研究（萌芽）
多様な職場の談話コーパス構築と談話研究に基づいた共修ワーク
ショップの提案・実施

村田　和代 政策学部・教授 2,340,000

挑戦的研究（萌芽）
園芸植物における長期安定発現を目的としたDNAメチル化抵抗
性プロモーターの開発

三柴　啓一郎 農学部・教授 2,080,000

若手研究
加工食品への利用に向けた二価金属イオン沈殿特性の違いによ
る雑豆タンパク質の分類

西澤　果穂 農学部・講師 1,040,000

若手研究
落葉木本植物の春の成長時における冬期貯蔵リンの重要性の解
明

栗田　悠子 研究部・学振特別研究員（ＰＤ） 260,000

若手研究
宋代仏教文化圈における葬送・追善儀礼文化に関する文献学的
美術史学的基礎研究

西谷　功 世界仏教文化研究センター・研究員 1,430,000

若手研究
芥川龍之介・菊池寛共訳『アリス物語』・『ピーターパン』に関する基
礎的研究

澤西　祐典 国際学部・講師 650,000

若手研究
文学と農学をエコクリティシズムを用いて接続する：ロマン派文学に
おける農業革命再考

佐々木　郁子 農学部・講師 62,187

若手研究
第二言語ライティング教授法と評価：ジャンル・アプローチと教授学
習サイクル

長尾　明子 国際学部・准教授 1,820,000

若手研究 ロシア帝政期南東コーカサスの「シーア派化」と「非イラン化」 塩野崎　信也 文学部・講師 910,000

若手研究
居住継続支援の法的基盤の検討－災害救助法制と社会保障の
接合を目指して

嶋田　佳広 法学部・教授 910,000

若手研究
精神障害者処遇における再犯防止概念に関する理論的・比較法
的研究

大谷　彬矩 研究部・学振特別研究員（PD） 1,040,000

若手研究
情報取得捜査を中心とする捜査立法の基本思想と立法技術に関
する研究

斎藤　司 法学部・教授 650,000

若手研究
Staying or leaving? Choices of further mobility or settlement of
European migrants in Japan

ＤＥＢＮＡＲ　Ｍ国際学部・講師 520,000

若手研究
「幼児教育の貧困化」防止・脱却と就学前後の連続的な貧困予防
に関する地域比較研究

中根　真 短期大学部・教授 1,300,000

若手研究 GRPはなぜ重篤な果物アレルギーを引き起こすのか 岡崎　史子 農学部・講師 1,300,000

若手研究
高付加価値化を目指した紫黒米アントシアニンの一括分析法と栽
培指針の確立

山本　涼平 農学部・助手 780,000

若手研究 パンコムギの冠水耐性に働く核・細胞質ゲノム間相互作用の解析 竹中　祥太朗 農学部・講師 910,000

若手研究 野生概念の再考と意義：現代フランス思想における存在論的転回 小林　徹 文学部・准教授 1,430,000

若手研究 仏教修行者の食事再現 西山　綾瀬（井 世界仏教文化研究センター・研究員 1,560,000

若手研究
近代日本の複合宗教帰属：『回覧集』執筆者の宗教体験言説、実
践、共同性の分析から

古荘　匡義 社会学部・講師 390,000

若手研究
近世・近代日本における真宗私塾のノンフォーマル教育に関する
基礎的研究

菊川　一道 世界仏教文化研究センター・研究員 390,000

若手研究
日本の大学における英語リメディアル学習者の動機づけ発達パ
ターンの分析

山岡　華菜子 経営学部・准教授 390,000

若手研究
A narrative inquiry into Assistant Language Teacher (ALT)
identity

平塚　貴晶 国際学部・准教授 650,000

若手研究
識別後の肯定的フィードバック効果は目撃者の行動に影響を与え
るか？

福島　由衣 犯罪学研究センター・研究員 780,000

若手研究
地域貿易協定がもたらす企業の技術投資および国際技術伝播へ
の影響に関する分析

澤田　有希子 経済学部・講師 1,430,000

若手研究
母子生活支援施設における子どもへの支援の可視化による貧困
対策の検討

堺　恵 短期大学部・准教授 910,000



（単位：円）
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若手研究 戦時期日本の女性労働政策からみる学齢期保育の実証的研究 亀口　まか 文学部・准教授 650,000

若手研究
知的障害者のライフコースとQOLの特徴：日本・ オーストラリア・デ
ンマークの比較

立田　瑞穂 社会学部・講師 1,300,000

若手研究
非対称ジアリールエテン配位金(I)錯体によるフォトルミノクロミック
結晶の開発

服部　陽平 先端理工学部・助教 1,040,000

若手研究
植物の遺伝子型間相互作用を介して生じる多様性効果の理論的
検討

佐藤　安弘 食と農の総合研究所・研究員 2,080,000

若手研究
現代エチオピア高地における役畜農耕文化複合とローカルイノ
ベーションの地域研究

田中　利和 経済学部・准教授 910,000

若手研究 ブラジルにおける社会課題解決と地域経済発展に関する研究 河合　沙織 国際学部・准教授 1,560,000

若手研究 宗教空間の現象学的再考―九州の阿弥陀信仰のロゴス― リュウシュ　マル世界仏教文化研究センター・研究員 520,000

若手研究
ペルソナの観点からの三位一体論の再考と思想史の構築：十二世
紀から十三世紀を中心に

平野　和歌子 文学部・講師 910,000

若手研究 南北朝期室町幕府の特別訴訟手続に関する研究 山本　康司 研究部・学振特別研究員（PD） 1,170,000

若手研究 新奇の技術を用いた食品の摂食拒否緩和に関する研究 地頭所　里紗 政策学部・講師 260,000

若手研究 子ども期の逆境的体験（ACE）の世代間連鎖プロセスの解明 三谷　はるよ 社会学部・准教授 780,000

若手研究
地域連携型教育による関係人口育成プロセスの実証研究 ー「協
育学」の創設を目指して

久保　友美 地域公共人材・政策開発リサーチセンター・研究員 1,560,000

若手研究
台湾を経由して第三国へ進出する日系食品関連企業の戦略モデ
ル

金子　あき子 農学部・講師 1,300,000

若手研究
雑種の単一遺伝子型の蔓延は進化上のノイズなのか？―チガヤ
を用いた実証―

野村　康之 食と農の総合研究所・研究員 2,730,000

若手研究 運動課題と認知課題に共通する学習ダイナミクスの解明 鈴木　啓央 経済学部・講師 1,170,000

研究活動スタート支援中国近世通俗小説と江南仏教寺院に関する研究 千賀　由佳 法学部・講師 780,000

研究活動スタート支援
東アフリカ連隊KARとウガンダ独立後の軍再編及び兵士の補償に
関する人類学的研究

山崎　暢子 地域公共人材・政策開発リサーチセンター・研究員 520,000

研究活動スタート支援転職市場におけるエージェントの付加価値とインセンティブ 中村　文香 経済学部・講師 910,000

研究活動スタート支援
高速FM-AFMによる氷雪結晶の擬似液体層内における水和構造
観察と成長機構解明

宮戸　祐治 先端理工学部・准教授 1,430,000

国際共同研究加速基
日本をなぜ離れるか―日本在住経験者のヨーロッパ人の帰国選
択に関する研究

ＤＥＢＮＡＲ　Ｍ国際学部・講師 0

国際共同研究加速基
ブラジルにおける社会課題解決と地域経済発展に関する学際的
研究

河合　沙織 国際学部・准教授 13,000,000

国際共同研究加速基
アフリカの二つの古代湖におけるシクリッド科魚類の摂食戦略の多
様化と多種共存機構

丸山　敦 先端理工学部・教授 3,120,000

国際共同研究加速基
イスラエルと日本における旗下集結効果と民族主義的行動の理論
および実証研究の展開

濱中　新吾 法学部・教授 5,200,000

研究成果公開促進費親鸞とマルクス主義―闘争・イデオロギー・普遍性― 近藤　俊太郎 世界仏教文化研究センター・研究員 1,900,000

研究成果公開促進費建造物塗装彩色史の研究 北野　信彦 文学部・教授 1,900,000

特別研究員奨励費
落葉木本植物ポプラの樹冠全体での季節的なシンク－ソースバラ
ンス推移の解明

栗田　悠子 研究部・学振特別研究員（ＰＤ） 1,690,000

特別研究員奨励費 南北朝期室町幕府政所の基礎的研究 山本　康司 研究部・学振特別研究員（PD） 780,000

特別研究員奨励費
刑事施設における拘禁の本質をめぐる領域横断的研究：様々な拘
禁形態間の比較を通して

大谷　彬矩 研究部・学振特別研究員（PD） 780,000

特別研究員奨励費 吐蕃支配下敦煌における公権力と仏教勢力の関係 旗手　瞳 研究部・学振特別研究員（PD） 1,040,000

特別研究員奨励費
光応答性分子を用いた光新機能の創生とバイオフォトニクスへの
応用

中川　優磨 研究部・学振特別研究員（ＤC） 1,000,000

249,622,187



＜科学研究費助成事業　研究分担金受入一覧＞

（単位：円）
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新学術領域研究（研究領域提案型） ソフトクリスタルの準安定状態創製技術の開発と相転移現象の解明 宮武　智弘 先端理工学部・教授
東京大学生産技術研究所・生産技術研究所・教授・石井　和
之

3,367,000

新学術領域研究（研究領域提案型） 西アジア先史時代における生業と社会構造 丹野　研一 文学部・准教授 筑波大学・人文社会系・教授・三宅　裕 650,000

基盤研究（S） 近代アジアにおける水圏と社会経済－データベースと空間解析による新しい地域史の探究 濱下　武志
人間・科学・宗教総合研究センター・
研究フェロー

東京大学・大学院経済学研究科・教授・城山　智子 130,000

基盤研究（S） 発展方程式における系統的形状解析及び漸近解析 川上　竜樹 先端理工学部・教授 東京大学・大学院数理科学研究科・教授・石毛　和弘 6,500,000

基盤研究（S） 凝集体生命圏：海洋炭素循環の未知制御機構の解明 三木　健 先端理工学部・教授 東京大学・大気海洋研究所・教授・永田　俊 650,000

基盤研究（S） 宇宙機用次世代ホールスラスタ技術の検証と超高速プラズマジェット生成機構の解明 大塩　裕哉 先端理工学部・助教
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究
所・教授・船木　一幸

14,300,000

基盤研究（S） シルクロードの国際交易都市スイヤブの成立と変遷－農耕都市空間と遊牧民世界の共存－ 岩井　俊平 龍谷ミュージアム・准教授 帝京大学・付置研究所・教授・山内　和也 520,000

基盤研究（A） 神仏融合から見た日本の宗教・思想とアジアの比較研究―分野横断による人文学の再生― 藤原　崇人 文学部・准教授
名古屋市立大学・大学院人間文化研究科・名誉教授・吉田
一彦

520,000

基盤研究（A） 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 大田　直史 政策学部・教授 南山大学・法学部・教授・榊原　秀訓 429,000

基盤研究（A） 超常認識と自然観をめぐる比較心性史の構築 林　則仁 国際学部・准教授 国立民族学博物館・人類文明誌研究部・教授・山中　由里子 390,000

基盤研究（A） 「日韓相互認識」研究の新展開 瀬畑　源 法学部・准教授 一橋大学・その他部局等・名誉教授・吉田　裕 156,000

基盤研究（A） 大規模災害に関する集合的記憶の物象化・物語化と防災教育 石原　凌河 政策学部・准教授
国立民族学博物館・超域フィールド科学研究部・教授・林
勲男

520,000

基盤研究（A） 東アラブ地域の非公的政治主体による国家機能の補完・簒奪に関する研究 濱中　新吾 法学部・教授
東京外国語大学・大学院総合国際学研究院・教授・青山　弘
之

260,000

基盤研究（A） 日本の大学入試制度の役割と問題点：人材の育成と選別の観点から 中村　文香 経済学部・講師 大阪大学・国際公共政策研究科・教授・瀧井　克也 390,000

基盤研究（A） 植物間コミュニケーション現象を利用した農業生産技術の基盤形成 塩尻　かおり 農学部・准教授 京都大学・生態学研究センター・教授・高林　純示 1,625,000

基盤研究（A） ヘッドマウントディスプレイを用いた視知覚矯正・補助フレームワークの構築 酒田　信親 先端理工学部・准教授
奈良先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科・教
授・清川 清

780,000

基盤研究（A） 地球レベルの基礎生産を担う珪藻の「ウイルス感染死を介した」ブルーム維持戦略の解明 三木　健 先端理工学部・教授
国立研究開発法人水産研究・教育機構・水産技術研究所・
主任研究員・外丸　裕司

884,000

基盤研究（A） 中世拠点寺院の蔵書と美術に基づく人と知のネットワーク解明 大谷　由香 文学部・准教授 名古屋大学・人文学研究科・教授・近本　謙介 260,000

基盤研究（A） 中世拠点寺院の蔵書と美術に基づく人と知のネットワーク解明 阿部　泰郎 文学部・教授 名古屋大学・人文学研究科・教授・近本　謙介 260,000

基盤研究（A） 中世拠点寺院の蔵書と美術に基づく人と知のネットワーク解明 野呂　靖 文学部・准教授 名古屋大学・人文学研究科・教授・近本　謙介 260,000

基盤研究（A） 東アジア古代都城と都市網の宗教空間に関する総合的・比較史的研究 國下　多美樹 文学部・教授 近畿大学・文芸学部・教授・網　伸也 325,000

基盤研究（A） 出土金属製文化財の保存処理に使用された樹脂の寿命予測について 山田　卓司 文学部・講師 元興寺文化財研究所・研究員・植田　直見 520,000

基盤研究（A） 先住民族研究形成に向けた人類学と批判的社会運動を連携する理論の構築 松島　泰勝 経済学部・教授 九州大学・比較社会文化研究院・特任研究者・太田　好信 975,000

基盤研究（A） 「治療的司法」と問題解決型裁判所　～制度改革のための理論構築と立法提言 赤池　一将 法学部・教授 静岡大学・サステナビリティセンター・教授・正木　祐史 65,000

基盤研究（A） 三大都市圏における格差拡大の進行過程とその社会的帰結に関する計量的研究 妻木　進吾 経営学部・准教授 早稲田大学・人間科学学術院・教授・橋本　健二 390,000

基盤研究（A） 植物感染性線虫の植物感染機構の総合的理解と作物への応用研究 岩堀　英晶 農学部・教授 熊本大学・大学院先端科学研究部・教授・澤　進一郎 260,000

基盤研究（A） 概日リズムの撹乱に由来する植物生育不安定性とノンパラメトリック栽培環境最適化 永野　惇 農学部・准教授 大阪府立大学・工学（系）研究科・教授・福田　弘和 2,600,000

基盤研究（A） 次世代型有機フッ素化合物による環境汚染・生物蓄積の実態解明と毒性影響評価 藤森　崇 先端理工学部・准教授 愛媛大学・農学研究科・准教授・石橋　弘志 3,900,000

基盤研究（A） 残留性有機汚染物質の包括網羅分析に基づくマスバランス解析と生態リスクの時系列評価 藤森　崇 先端理工学部・准教授 愛媛大学・農学研究科・教授・高橋　真 1,430,000

基盤研究（A） 『カダム全集』所収『阿毘達磨集論』注釈群のXML電子テキスト構築 早島　慧 文学部・准教授 東京大学・大学院人文社会系研究科・准教授・高橋　晃一 390,000

基盤研究（A） 五台山仏教文化圏における文物の生成・継承・波及 西谷　功 世界仏教文化研究センター・研究員 京都大学・人文科学研究所・教授・稲本　泰生 130,000

基盤研究（A） 冷戦の様々な終焉－グローバルな対立の解消とローカルな秩序の変容 橋口　豊 法学部・教授 立命館大学・国際関係学部・教授・益田　実 845,000

基盤研究（A） 生を辿り途を探す――身体×社会アーカイブの構築 有薗　真代 社会学部・講師 立命館大学・先端総合学術研究科・教授・立岩　真也 13,000

基盤研究（A） 解答過程解析を中心とする理数系eラーニングの分析・設計・運用に関する総合研究 樋口　三郎 先端理工学部・准教授 名古屋大学・情報学研究科・准教授・中村　泰之 260,000

基盤研究（A） ローカルから食農システムの再生をめざす比較社会・政策研究：コロナ後を見据えて 大石　尚子 政策学部・准教授 京都大学・農学研究科・教授・秋津　元輝 455,000

基盤研究（A）(海外学術調査) 分権的発展の効果と潜在力：インド29州の比較分析を通じた民主主義的安定のかたち 舟橋　健太 社会学部・准教授 広島大学・人間社会科学研究科・教授・吉田　修 26,000

基盤研究（B） インド論理学と東アジアの因明を架橋する『因明正理門論』の再検討 後藤　康夫 世界仏教文化研究センター・研究員 筑波大学・人文社会系・教授・小野　基 455,000

基盤研究（B） 日本新宗教史像の再構築：アーカイブと研究者ネットワーク整備による基盤形成 吉永　進一 世界仏教文化研究センター・研究員 京都大学・人文科学研究所・助教・菊地　暁 390,000

基盤研究（B） 帝国日本と東アジアスポーツ交流圏の形成 佐々木　浩雄 文学部・准教授 京都大学・文学研究科・教授・高嶋　航 195,000

基盤研究（B） 前近代中央ユーラシアの南北交通システムの総合的研究 岩尾　一史 文学部・准教授
広島大学・大学院人文社会科学研究科(文)・准教授・舩田
善之

260,000

基盤研究（B） 西アジア新石器時代における社会の複雑化 丹野　研一 文学部・准教授 筑波大学・人文社会系・教授・三宅　裕 650,000

基盤研究（B） 偏微分方程式の幾何学と逆問題 川上　竜樹 先端理工学部・教授 東北大学・情報科学研究科・教授・坂口　茂 260,000

基盤研究（B） 修復と観測の融合に基づく隠消現実感の高度化 酒田　信親 先端理工学部・准教授 大阪工業大学・情報科学部・准教授・河合　紀彦 390,000

基盤研究（B） 「ポスト身体社会」における芸術・文化経験の皮膚感覚についての横断的研究 高木　彬 文学部・講師 京都工芸繊維大学・デザイン・建築学系・教授・平芳　幸浩 130,000

基盤研究（B） 『文選』の規範化に関する基礎的研究 中木　愛 文学部・准教授
広島大学・大学院人間社会科学研究科（教）・教授・佐藤
大志

312,000

基盤研究（B） ドイツの史料調査に基づく日独の立憲君主制に関する国際比較研究 瀬畑　源 法学部・准教授 成城大学・文芸学部・教授・森　暢平 195,000

基盤研究（B） 前近代ユーラシアにおける山岳フロンティアの歴史的研究 塩野﨑　信也 文学部・講師 京都大学・人文科学研究所・教授・稲葉　穣 650,000

基盤研究（B） デリー首都圏の空間構造－新興国都市論の構築に向けて－ 鍬塚　賢太郎 経営学部・教授
広島大学・大学院人間社会科学研究科（文）・教授・友澤
和夫

130,000

研究種目 研究課題

研究分担者

研究代表者 分担金受入額



（単位：円）

氏名 所属・職
研究種目 研究課題

研究分担者

研究代表者 分担金受入額

基盤研究（B） 人口減少社会において多様性のある地域生活を再生するための生活基盤整備法政策の構築 大田　直史 政策学部・教授 北海道大学・法学研究科・教授・山下　竜一 260,000

基盤研究（B） 再犯防止概念の多角的検討 大谷　彬矩 研究部・学振特別研究員（PD） 一橋大学・大学院法学研究科・教授・本庄　武 260,000

基盤研究（B） 新自由主義的思潮の浸透に関する実証的研究 小峯　敦 経済学部・教授 福井県立大学・経済学部・教授・廣瀬　弘毅 520,000

基盤研究（B） 心的資産の機能探求と知的資産マネジメントに関する研究 中森　孝文 政策学部・教授 立命館大学・総合心理学部・教授・高橋　潔 2,504,000

基盤研究（B） 高齢多死社会日本におけるウェルビーイングとウェルダイングの臨床社会学的研究 猪瀬　優理 社会学部・教授 北海道大学・文学研究院・教授・櫻井　義秀 195,000

基盤研究（B） 新教育基本法の比較教育法制研究をふまえた現代立憲主義に基づく逐条解釈 丹羽　徹 法学部・教授 新潟大学・人文社会科学系・教授・世取山　洋介 65,000

基盤研究（B） フランスの論述型大学入試で問われる思考力・判断力・表現力とその育成法の総合的研究 上垣　豊 法学部・教授 立命館大学・文学部・准教授・細尾　萌子 19,500

基盤研究（B） シングルクリスタルを利用した化合物半導体光電極の開発－CuGaSe2を例として－ 和田　隆博 先端理工学部・教授 甲南大学 ・理工学部・教授・池田　茂 390,000

基盤研究（B） 有用根圏細菌処理により植物に誘導される青枯病菌排除現象の分子機構解明 別役　重之 農学部・准教授 岐阜大学・応用生物科学部・准教授・清水　将文 390,000

基盤研究（B） 湖沼深水層に卓越する微生物の世界 三木　健 先端理工学部・教授 京都大学・生態学研究センター・教授・中野　伸一 1,040,000

基盤研究（B） 口腔機能と低栄養と認知機能障害発生リスクとの関連：歯科からみた予防対策について 中村　富予 農学部・教授 兵庫教育大学・学校教育研究科・准教授・岡本 希 0

基盤研究（B） 情報の不確かさに着目した大規模動的分散システムの新たな理論的基盤とその応用 角川　裕次 先端理工学部・教授 大阪大学・情報科学研究科・教授・増澤　利光 650,000

基盤研究（B） 放射性廃棄物処分問題に関する社会科学的総合研究 大島　堅一 政策学部・教授 一橋大学・大学院経済学研究科・准教授・山下　英俊 390,000

基盤研究（B） アフリカにおける難民保護と持続性を有する「帰還」に関する実証的・理論的研究 落合　雄彦 法学部・教授 慶應義塾大学・法学部・教授・杉木　明子 611,000

基盤研究（B） 司法積極主義と社会運動からみる現代インドの自由民主主義体制の持続可能性 舟橋　健太 社会学部・准教授 東洋大学・法学部・准教授・上田　知亮 455,000

基盤研究（B） 三次元モーションデータを用いた振付創作システムの開発と応用 曽我　麻佐子 先端理工学部・准教授 東洋大学・社会学部・教授・海野　敏 1,170,000

基盤研究（B） dharmadhatu（法界）概念の研究－初期大乗経典・古訳の分析を中心として－ 佐々木　大悟 短期大学部・准教授 駒澤大学・仏教学部・教授・藤井　淳 19,500

基盤研究（B） 禅からZenへ-世界宗教会議を通じた禅のグローバル化の宗教史・文化史的研究 吉永　進一 世界仏教文化研究センター・研究員 南山大学・南山宗教文化研究所・教授・守屋　友江 130,000

基盤研究（B） 絵巻制作による初期本願寺の「自己像」構築　―南北朝時代京都の文化政治と表象戦略 村松　加奈子 龍谷ミュージアム・講師 千葉大学・大学院人文科学研究院・教授・池田　忍 650,000

基盤研究（B） 東南アジアにおける聖地誕生の諸相：古代から近世にいたる仏教文化交流網の研究 福山　泰子 国際学部・教授 九州国立博物館・副館長・小泉　惠英 520,000

基盤研究（B） 東南アジアにおける聖地誕生の諸相：古代から近世にいたる仏教文化交流網の研究 打本　和音 世界仏教文化研究センター・研究員 九州国立博物館・副館長・小泉　惠英 520,000

基盤研究（B） 女性MANGA研究：主体性表現と規制－異文化を繋ぐ 杉本　バウエンスジェシカ 国際学部・准教授 筑紫女学園大学・文学部・教授・大城　房美 520,000

基盤研究（B） 田島道治文書の分析と研究―象徴天皇制形成期の天皇と宮中― 瀬畑　源 法学部・准教授 志學館大学・人間関係学部・教授・茶谷　誠一 390,000

基盤研究（B） 石窟史料からみた敦煌オアシス地域の研究 岩尾　一史 文学部・准教授 大阪大学・全学教育推進機構・准教授・坂尻　彰宏 390,000

基盤研究（B） 石窟史料からみた敦煌オアシス地域の研究 橘堂　晃一 世界仏教文化研究センター・研究員 大阪大学・全学教育推進機構・准教授・坂尻　彰宏 390,000

基盤研究（B） 西チベットにおける古チベット語碑文の総合的研究～岩石碑文の歴史的意義の再検討～ 岩尾　一史 文学部・准教授 京都大学・白眉センター・特定准教授・西田　愛 845,000

基盤研究（B） 弥生時代高地性集落の列島的再検証 國下　多美樹 文学部・教授 古代学協会・その他部局等・客員研究員・森岡　秀人 195,000

基盤研究（B） 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 鍬塚　賢太郎 経営学部・准教授 明治大学・経営学部・専任教授・中澤　高志 650,000

基盤研究（B） 確実な誤判の是正に向けた新たな刑事再審制度モデルの構築 斎藤　司 法学部・教授 一橋大学・大学院法学研究科・教授・葛野　尋之 195,000

基盤研究（B） 確実な誤判の是正に向けた新たな刑事再審制度モデルの構築 佐藤　舞 矯正・保護総合センター・研究員 一橋大学・大学院法学研究科・教授・葛野　尋之 585,000

基盤研究（B） 年長少年および若年成人に対する「新たな処遇」に関する総合的研究 大谷　彬矩 研究部・学振特別研究員（PD） 九州大学・法学研究院・教授・武内　謙治 325,000

基盤研究（B） 民事訴訟利用者調査の経年実施からみる利用者の評価と政策的課題 堀　清史 法学部・准教授 東京大学・大学院法学政治学研究科・教授・垣内　秀介 13,000

基盤研究（B） 不安定労働の時代における組織労働とデモクラシーに関する比較研究 安　周永 政策学部・准教授 法政大学・法学部・教授・新川　敏光 650,000

基盤研究（B） 不安定労働の時代における組織労働とデモクラシーに関する比較研究 渡辺　博明 法学部・教授 法政大学・法学部・教授・新川　敏光 390,000

基盤研究（B） 政策的不確実性と模倣に直面する企業のイノベーション・生産活動と地域経済統合の役割 澤田　有希子 経済学部・講師
岡山大学・学術研究院社会文化科学学域・特任教授・春名
章二

585,000

基盤研究（B） 大阪大都市圏住民の社会的紐帯と近隣効果の研究：混合研究法による都市社会調査 妻木　進吾 経営学部・准教授 大阪市立大学・大学院文学研究科・教授・川野　英二 26,000

基盤研究（B） 都市「社会問題空間」の布置構造とその変容に関する研究 妻木　進吾 経営学部・准教授
大阪市立大学・人権問題研究センター・特任研究員A・島
和博

169,000

基盤研究（B） 多様化する社会における福祉体制の動態―日韓台比較研究を通した理論開発 安　周永 政策学部・准教授 立命館大学・産業社会学部・教授・松田　亮三 195,000

基盤研究（B） 環境DNA分析による繁殖レジームの多種同時分析系の開発 山中　裕樹 先端理工学部・准教授 神戸大学・人間発達環境学研究科・准教授・源　利文 1,521,000

基盤研究（B） マグネタイト形成反応を利用した放射性セシウム汚染土壌の磁選分級技術 奥田　哲士 先端理工学部・教授 県立広島大学・生物資源科学部・教授・三苫　好治 650,000

基盤研究（B） マグネタイト形成反応を利用した放射性セシウム汚染土壌の磁選分級技術 水原　詞治 先端理工学部・講師 県立広島大学・生物資源科学部・教授・三苫　好治 650,000

基盤研究（B） 西洋中世スコラ学における「倫理学を内在化する政治学」への批判的研究 山口　雅広 文学部・准教授 早稲田大学・商学学術院・准教授・辻内　宣博 650,000

基盤研究（B） インド哲学における「無」の思想 桂　紹隆 世界仏教文化研究センター・研究員 武蔵野大学・経済学部・教授・丸井　浩 325,000

基盤研究（B） 病院は死者をいかに遇することができるか：医療現場での『無宗教』者への死者へのケア 打本　弘祐 農学部・准教授 天理医療大学・医療学部・准教授・山本　佳世子 585,000

基盤研究（B） 汎アジアの宗教器物に関する俯瞰的研究―収蔵・奉献・伝播の視座から― 大島　幸代 世界仏教文化研究センター・研究員 大正大学・文学部・教授・加島　勝 520,000

基盤研究（B） イギリスにおける第二次世界大戦の経験、記憶と「戦後」の形成 橋口　豊 法学部・教授 金沢大学・法学系・講師・岡本　宜高 364,000

基盤研究（B） イギリスにおける第二次世界大戦の経験、記憶と「戦後」の形成 小長谷　大介 経営学部・教授 金沢大学・法学系・講師・岡本　宜高 910,000

基盤研究（B） アルメニア高地における初期農耕の北方適応の過程を探る 丹野　研一 文学部・准教授 東海大学・文学部・教授・有村　誠 390,000



（単位：円）

氏名 所属・職
研究種目 研究課題

研究分担者

研究代表者 分担金受入額

基盤研究（B） デジタルプラットフォーム取引に関する契約法的研究 中田　邦博 法学部・教授 慶應義塾大学・法務研究科・教授・鹿野　菜穂子 910,000

基盤研究（B） 巨大リスクの顕在化に備えた賠償・補償制度の研究 大島　堅一 政策学部・教授 東洋大学・法学部・教授・大坂　恵里 299,000

基盤研究（B） 観光アメニティ・アプリケーション・マトリックスを用いた観光地形成の理論的研究 地頭所　里紗 政策学部・講師 同志社女子大学・現代社会学部・教授・大津　正和 356,200

基盤研究（B） 地域創造型教育ガバナンスの構築と教職員の職能開発に関する学際的研究 的場　信敬 政策学部・教授 北海道教育大学・教育学部・准教授・宮前　耕史 390,000

基盤研究（B） 当事者参画による大学等でのLGBTQ学生支援に関する指標の開発と支援モデルの構築 吉本　圭佑 政策学部・准教授 筑波大学・人間系・助教・河野　禎之 130,000

基盤研究（B） チーティング耐性を有するオンライン問題による大学数学用思考誘発型教材の開発と運用 樋口　三郎 先端理工学部・准教授 大阪府立大学・高等教育推進機構・准教授・吉冨　賢太郎 520,000

基盤研究（B） 銀河中心ブラックホールの精密観測に向けた重力波理論波形の構築 中野　寛之 法学部・准教授 大阪市立大学・数学研究所・特別研究員・佐合　紀親 130,000

基盤研究（B） Mechanics of Morphological Compensation, and its Application to Sensing and Control of Soft Robots 渋谷　恒司 先端理工学部・教授
北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科・准教
授・Ho Anhvan

520,000

基盤研究（B） 森林土壌微生物群集の機能と環境応答の広域スケール評価と空間スケール依存性の解明 三木　健 先端理工学部・教授
北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター・教授・中
村　誠宏

520,000

基盤研究（B） 沿岸浅海域における地下水湧出と低次生産過程の統合的研究 山田　誠 経済学部・准教授 福井県立大学・海洋生物資源学部・准教授・杉本　亮 390,000

基盤研究（B） 原子力リスク分析に基づいた東アジアの原発安全協働体制構築 大島　堅一 政策学部・教授 名城大学・経済学部・教授・李　秀ちょる 390,000

基盤研究（C） 複眼的視座から『財部彪日記』を読む-ロンドン海軍軍縮条約前後を中心に- 手嶋　泰伸 文学部・講師 山口大学・経済学部・准教授・兒玉　州平 65,000

基盤研究（C） 日本中世における法・裁判・紛争処理に関する再定位：中世法制史研究の基盤形成へ 畠山　亮 法学部・教授 立命館大学・法学部・教授・河野　恵一 195,000

基盤研究（C） 教師教育現場での「対話的身体」の実証、およびその理論化の試み 長嶺　寿宣 国際学部・准教授 京都大学・国際高等教育院・教授・柳瀬　陽介 91,000

基盤研究（C） ネパール新出の仏教写本から見るネパール儀礼の基礎研究とその変遷 岩田　朋子 龍谷ミュージアム・准教授 種智院大学・人文学部・教授・SHAKYA　Sudan 130,000

基盤研究（C） Sociolinguistic Research On the discourses of multicultural Workplaces in Japan 村田　和代 政策学部・教授 関西大学・外国語学部・教授・Barke　Andrew 195,000

基盤研究（C） 大学間・インバウンド・キャリアとの連携による異文化間コミュニケーション能力の育成 村田　和代 政策学部・教授 東洋大学・経営学部・教授・藤尾　美佐 130,000

基盤研究（C） 「法の生成」の人類学：科学技術社会論・行動経済学・法哲学との接点から 橋本　祐子 法学部・教授 中央大学・総合政策学部・准教授・高野　さやか 286,000

基盤研究（C） 政治体制と長期の経済成長プロセスの整合性に関する研究 加藤　秀弥 経済学部・准教授 東北学院大学・経済学部・教授・篠崎　剛 195,000

基盤研究（C） 中小企業の対外直接投資に関する日中比較：企業のネットワーク戦略と支援体制を中心に 辻田　素子 経済学部・教授 京都女子大学・国際交流センター・助教・姜　紅祥 65,000

基盤研究（C） メインバンク関係と銀行および融資先企業の会計行動 梅澤　俊浩 経営学部・准教授 武蔵大学・経済学部・教授・海老原　崇 260,000

基盤研究（C） 高等教育改革と人文学－日仏比較研究－ 上垣　豊 法学部・教授 神戸大学・人文学研究科・教授・白鳥　義彦 130,000

基盤研究（C） 人権保障の視点から問い直す知的障がい者と家族の自立－やまゆり園事件を契機として－ 木下　秀雄 社会科学研究所・研究員 東京都立大学・人文科学研究科・教授・矢嶋　里絵 234,000

基盤研究（C） 細胞組織形成を見据えた界面ネットワークのダイナミクス解析 村川　秀樹 先端理工学部・准教授 京都大学・理学研究科・准教授・ＳＶＡＤＬＥＮＫＡ ＫＡＲＥＬ 130,000

基盤研究（C） 新規な液晶性化合物：カラミチックーディスコチック双液晶性における相転移メカニズム 内田　欣吾 先端理工学部・教授
奈良先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科・特任
教授・清水　洋

364,000

基盤研究（C） 哺乳動物鼻腔内における脂肪／蝋香調を持つ食品有香成分の捕捉・認識機序の解明 山﨑　正幸 農学部・教授 京都大学・農学研究科・助教・都築　巧 130,000

基盤研究（C） チョウ目昆虫が植物の防衛機構を回避するシステムの解明 塩尻　かおり 農学部・准教授 京都大学・生態学研究センター・研究員・小澤　理香 65,000

基盤研究（C） 水産物エコラベルのフードチェーンを構成する主体の相互作用と全体に着目した経済分析 嶋田 大作 農学部・准教授 東京海洋大学・学術研究院・准教授・大石 太郎 65,000

基盤研究（C） 日本における都市食料政策の確立に関する探索的研究 上田　由喜子 農学部・教授 福山市立大学・都市経営学部・教授・清原　昭子 390,000

基盤研究（C） 日本における都市食料政策の確立に関する探索的研究 山口　道利 農学部・准教授 福山市立大学・都市経営学部・教授・清原　昭子 260,000

基盤研究（C） 広範囲脊椎固定におけるインプラント緩み抑制のための新たな生体材料・固定方法の模索 田原　大輔 先端理工学部・准教授 金沢大学・付属病院・准教授・出村　諭 780,000

基盤研究（C） 植物による根圏土壌中の活性塩基生成が土壌炭素隔離に及ぼす影響の解明 森泉　美穂子 農学部・准教授 酪農学園大学・農食環境学群・教授・保原　達 390,000

基盤研究（C） 中国における情報手段の発達と環境政策への市民参加に関する研究 北川　秀樹 政策学部・教授 神戸市外国語大学・外国語学部・教授・櫻井　次郎 130,000

基盤研究（C） 近代仏教と民間精神療法：プラクティスの近代化とグローバル化 吉永　進一 世界仏教文化研究センター・研究員 佛教大学・公私立大学の部局等・非常勤講師・栗田　英彦 65,000

基盤研究（C） 日本語オノマトペの原理的考察と記述的分析 角岡　賢一 経営学部・教授 明治大学・文学部・専任教授・小野　正弘 182,000

基盤研究（C） 定州開元寺資史料の総合的研究 藤原　崇人 文学部・准教授 福岡大学・人文学部・教授・山根　直生 91,000

基盤研究（C） 医療サービスの立地と需給の地域構造に関する基礎的研究 鍬塚　賢太郎 経営学部・教授 国士舘大学・文学部・教授・加藤　幸治 260,000

基盤研究（C） 葬送法制の再構築―葬送に関する自己決定の実効化に向けて 鈴木　龍也 法学部・教授 近畿大学・法務研究科・教授・田近　肇 338,000

基盤研究（C） 中道左派政党の国際比較 安　周永 政策学部・准教授 京都大学・公共政策連携研究部・教授・近藤　正基 260,000

基盤研究（C） 中道左派政党の国際比較 渡辺　博明 法学部・教授 京都大学・公共政策連携研究部・教授・近藤　正基 390,000

基盤研究（C） 正直ナッシュ遂行によるメカニズムデザイン 若山　琢磨 経済学部・准教授 青山学院大学・経済学部・教授・水上　英貴 325,000

基盤研究（C） AI（人工知能）の進展が今後の企業経営および雇用に与える影響に関する研究 西岡　久充 経営学部・准教授 和光大学・経済経営学部・教授・小林　稔 130,000

基盤研究（C） 福祉国家以前と以後の政治テクノロジー：仏19世紀以降の刑罰・公教育・社会的保護 村澤　真保呂 社会学部・教授 大阪府立大学・高等教育推進機構・教授・前川　真行 221,000

基盤研究（C） 性加害行為があった知的障害者へのグッドウェイモデル適用からみる地域生活継続要因 我藤　諭 矯正・保護総合センター・研究員 日本福祉大学・社会福祉学部・准教授・山﨑　康一郎 325,000

基盤研究（C） 「雇用なき成長」下における若者の自立支援のあり方の国際比較研究 村澤　真保呂 社会学部・教授
広島大学・大学院人間社会科学研究科（総）・准教授・佐々
木　宏

455,000

基盤研究（C） スクールカーストの悪循環を緩和する学校外の居場所 林　美輝 文学部・教授 宇都宮大学・共同教育学部・准教授・小原　一馬 130,000

基盤研究（C） 立憲主義的法教育「法理学アプローチ」の実用化に向けた単元・授業開発研究 中本　和彦 法学部・准教授 東京学芸大学・教育学部・准教授・渡部　竜也 91,000

基盤研究（C） アジアにおける社会系教科教育に求められる新たな市民性育成教育の再構築 中本　和彦 法学部・准教授 大阪教育大学・連合教職実践研究科・教授・峯　明秀 260,000

基盤研究（C） 競争排除則の再検証．Causeのゾウリムシ類実験における性の影響 吉山　洋子 農学部・助手 滋賀県立大学・環境科学部・准教授・高倉　耕一 130,000



（単位：円）

氏名 所属・職
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研究分担者
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基盤研究（C） 生体データに基づく個体別筋骨格シミュレーションに関する研究 田原　大輔 先端理工学部・准教授 東北大学・大学病院・助教・重光　竜二 130,000

基盤研究（C） 看護系大学教員を対象としたコミュニティ研修プログラム開発 中村　陽子 文学部・教授 四條畷学園大学・看護学部・准教授・記村　聡子 130,000

基盤研究（C） 関節に作用する圧縮力や骨内に生じる応力からみた変形性膝関節症の進行要因の解明 田原　大輔 先端理工学部・准教授 大分大学・福祉健康科学部・准教授・阿南　雅也 260,000

基盤研究（C） 不確実ネットワークにおける時間制約の下での重要ノード・リンク抽出に関する研究 木村　昌弘 先端理工学部・教授 青山学院大学・理工学部・教授・大原 剛三 65,000

基盤研究（C） 大谷探検隊将来品を中心とした西域美術の再評価に関する研究 岩田　朋子 龍谷ミュージアム・准教授 東京国立博物館・学芸研究部・上席研究員・勝木　言一郎 130,000

基盤研究（C） On the Creation of Software to Improve Japanese Learners' Academic English ドールトン　フランク 経済学部・教授 名城大学・外国語学部・准教授・Rogers James 10,400

基盤研究（C） 性犯罪規定改正後に想定される実務上の諸問題に関する理論的研究 斎藤　司 法学部・教授 立命館大学・法学部・教授・嘉門　優 260,000

基盤研究（C） 性犯罪規定改正後に想定される実務上の諸問題に関する理論的研究 玄　守道 法学部・教授 立命館大学・法学部・教授・嘉門　優 260,000

基盤研究（C） 若年層に対する消費者法教育の体系化に向けた比較法的・学際的研究 中田　邦博 法学部・教授 京都産業大学・法学部・教授・高嶌　英弘 156,000

基盤研究（C） 冷戦期アジア財団の国際反共戦略とアジアにおける華僑華人研究助成 濱下　武志
人間・科学・宗教総合研究センター・
研究フェロー

京都大学・東南アジア地域研究研究所・教授・小泉　順子 845,000

基盤研究（C） 新型コロナウイルス感染症の流行がワクチン忌避保護者に与えた影響について 早島　理 世界仏教文化研究センター・研究員 西九州大学・健康栄養学部・教授・横尾　美智代 260,000

基盤研究（C） ナノ複相構造膜の高温劣化機構解明による超耐熱性硬質保護膜の創製 青井　芳史 先端理工学部・教授 富山大学 ・工学部・工学部シニアアドバイザー・野瀬　正照 520,000

基盤研究（C） 種間比較に基づくカワスズメ科魚類の兄弟間対立を取り巻く生活史進化の解明 丸山　敦 先端理工学部・教授
総合研究大学院大学・先導科学研究科・日本学術振興会特
別研究員(PD)・佐藤　駿

195,000

基盤研究（C） 環境DNAを用いた魚類多種同時遺伝的多型分析法の開発と淡水魚類メタ群集研究の実践 山中　裕樹 先端理工学部・准教授 大妻女子大学・家政学部・准教授・小関　右介 650,000

基盤研究（C） Community-building among foreign residents during crises and its implications on the host society M・R・D　カルロス 国際学部・教授 大阪大学・人間科学研究科・特任講師・Kim Victoriya 143,000

基盤研究（C） 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 田村　公江 社会学部・教授 明治大学・文学部・専任准教授・平山　満紀 94,900

挑戦的研究（開拓） 高精度XAFSを多階層陸生生物群に応用した遺伝子変異に依らない新規金属耐性機構 藤森　崇 先端理工学部・准教授 北海道大学・獣医学研究院・助教・中山　翔太 650,000

挑戦的研究（萌芽） アーバスキュラー菌根菌胞子果の同定分類と有性生殖の探索 前田　太郎 食と農の総合研究所・研究員 千葉大学・教育学部・教授・大和　政秀 260,000

挑戦的研究（萌芽） パンコムギの起原地はどこか？：植物遺伝学と考古植物学の協働による学際的研究 丹野　研一 文学部・准教授 神戸大学・農学研究科・教授・松岡　由浩 65,000

挑戦的研究（萌芽） 科学技術を駆使した唱導資料と交流史に基づく東アジア法会学創成への挑戦 大谷　由香 文学部・准教授 名古屋大学・人文学研究科・教授・近本　謙介 260,000

挑戦的研究（萌芽） 通訳技術学習者コーパスの構築と学習支援システムの要素技術の探索 吉見　毅彦 先端理工学部・准教授 関西外国語大学・英語キャリア学部・教授・小谷　克則 780,000

挑戦的研究（萌芽） 「大人の味」とは何か--忌避／嫌悪性の風味を持つ食品への嗜好成立の脳内機構 山崎　英恵 農学部・教授 京都大学・農学研究科・教授・井上 和生 390,000

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（B）） インドシナ半島におけるプライマリ・ヘルスケア・システムの国際比較研究 神谷　祐介 経済学部・准教授 神戸大学・国際協力研究科・教授・島村　靖治 65,000

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（B）） 野生コムギ集団に眠る未知の多様性の発掘と評価：栽培化過程解明と育種利用基盤構築 丹野　研一 文学部・准教授 神戸大学・農学研究科・教授・森　直樹 650,000

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（B）） 野生コムギ集団に眠る未知の多様性の発掘と評価：栽培化過程解明と育種利用基盤構築 竹中　祥太朗 農学部・講師 神戸大学・農学研究科・教授・森　直樹 650,000

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（B）） アマゾン浸水林において水域ー陸域連関を駆動する生物間相互作用の解明 山中　裕樹 先端理工学部・准教授 京都大学・霊長類研究所・教授・湯本　貴和 1,300,000

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（B）） 中国西北部における「器の信仰史」の構築―美術史学・考古学による新たな宗教器物研究 大島　幸代 世界仏教文化研究センター・研究員 東北大学・文学研究科・教授・長岡　龍作 650,000

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（B）） グローバル時代における先住民族の権利推進のための比較法域的・学際的・実証的研究 牛尾　洋也 法学部・教授 北海道大学・法学研究科・教授・吉田　邦彦 260,000

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（B）） 拡散型非線形発展方程式に対する定量的解析 村川　秀樹 先端理工学部・准教授 東北大学・理学研究科・教授・赤木　剛朗 260,000

96,526,500
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