
2017（平成 29）年度 科学研究費助成事業 課題一覧  
 
１.代表研究者 
 

研究種目 部局名 職名 氏名 研究課題名 

基盤研究(B) 経済学部 教授 荻原 克男 教育政策における首長関与の強化とその

影響に関する理論的・実証的研究 

人文学部 教授 小松 かおり バナナから見る農のグローバリゼーショ

ンと在来農文化の接続 

法務研究科 教授 岡田 信弘 「議会運営における時間」に関する比較研

究 

基盤研究(B) 

(海外学術調査) 

人文学部 客員 

研究員 

出利葉 浩司 資料返還をめぐる先住民と博物館との新

たな関係性の構築に関する文化人類学的

研究 

基盤研究(C) 経済学部 教授 浅妻 裕 移民企業家の自動車リサイクルビジネス

にみられる地域的集積の形成と展開に関

する研究 

経済学部 教授 浅妻 裕 GISを用いた自動車静脈産業の歴史的展

開過程と立地変容に関する研究 

経済学部 教授 内田 和浩 韓国における地方政府の「まちづくり」政

策と地域共同体の形成過程 

経済学部 教授 徐 涛 中国全域の産業集積の複眼的考察：地点デ

ータ企業 GIS地図の作成と空間計量経済

分析 

経済学部 教授 松本 広幸 英文読解に社会環境的要因はどのように

影響するか：生態学的アプローチの視座か

ら 

経営学部 准教授 吉川 大介 将来の出来事の発生確率がわからない場

合の非完備市場における取引の研究 

法学部 教授 千葉 華月 北欧における生殖補助医療への法規制と

親子関係の規律に関する研究 

法学部 教授 松尾 秀哉 「ベルギー合意型連邦制の脆弱性と強靭

性」についての研究 

法学部 教授 松戸 清裕 ポストスターリン期のソ連における選挙

と民意 その理念と実態 

法学部 准教授 五十嵐 素子 教師の働きかけと授業会話の秩序におけ

る学習経験の組織化 

法学部 准教授 五十嵐 素子 アクティブ・ラーニング導入による教師の

実践的専門性の質的変化の解明 

人文学部 教授 田中 洋也 自律した学習者を育成する技能統合型英

語学習フレームワークの構築 

人文学部 教授 

(学長) 

安酸 敏眞 「キリスト教学」の範型としてのシュライ

アマハー＝トレルチ的伝統の再検証 

人文学部 准教授 佐藤 貴史 19世紀ドイツにおけるユダヤ学の成立に

関する思想史的研究 



基盤研究(C) 人文学部 准教授 仲松 優子 フランス革命前後の政治的代表性をめぐ

る権力編成と旧秩序 

工学部 教授 小幡 卓司 構造物のヘルスモニタリングにおけるデ

ータのクラウド化による集中管理に関す

る研究 

工学部 客員 

研究員 

藤本 正行 宇宙黎明期の漸近巨星分枝星の進化の全

体像の構築と銀河系形成史の解読 

挑戦的萌芽 

研究 

経済学部 教授 歌代 崇史 日本語教員養成のための教室シミュレー

ションシステムの開発 

経済学部 教授 宮入 隆 小果樹類の市場構造と機能性食品市場へ

の原料供給の可能性に関する研究 

若手研究(B) 経済学部 准教授 早㞍 正宏 「森林管理の地方自治」の実現に向けた政

府間関係の再構築に関する実証的研究 

経営学部 教授 赤石 篤紀 新規株式公開を契機とした株式所有構造

と企業経営の変容プロセスに関する実証

的研究 

経営学部 准教授 関谷 浩行 サービス業におけるイノベーションの創

出が組織業績に与える影響の理論的・実証

的研究 

経営学部 講師 古谷 嘉一郎 完全主義、情報源の種類、情報収集の仕方

が育児情報環境評価と適応に与える影響 

人文学部 准教授 小柳 敦史 ヴァイマール期保守革命論の再検討：「ド

イツらしさ」とプロテスタンティズムの関

係 

工学部 准教授 内田 ゆず オノマトペ語義の体系化を目指した文脈

情報付きオノマトペデータベースの構築 

工学部 准教授 佐藤 晴彦 帰納的定理証明の自動化に向けた補題生

成と推論戦略の改良 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２.研究分担者 
 

研究種目 部局名 職名 氏名 研究課題名 

基盤研究(A) 経済学部 教授 森下 宏美 リカードウ・マルサス論争と古典派経済学

の展開：その交錯と対抗および現代性の研

究 

経済学部 教授 辻 弘範 「日韓相互認識」研究の深化・発展のため

に―東アジア情勢のなかで― 

人文学部 教授 小松 かおり コンゴ盆地における水陸ネットワークと

社会生態環境の再編 

人文学部 教授 手塚 薫 千島アイヌの起源と経済史に関する考古

学的研究 

人文学部 准教授 村中 亮夫 地理的マルチレベル現象の解明に向けた

基盤的データの構築 

工学部 客員 

研究員 

藤本 正行 初期世代星の大規模分光観測による初代

星の質量分布と銀河形成へのインパクト

の解明 

基盤研究(B) 経済学部 教授 浅妻 裕 自動車リサイクルの国際比較（東・東南ア

ジア圏、欧州圏、北中米圏を対象として） 

経済学部 教授 市川 大祐 醸造業による農村工業化と和食文化の形

成に関する地域比較研究 

経済学部 教授 荻原 克男 転換期における民衆的教育思想の生成に

関する実証的研究 

経営学部 教授 浦野 研 大規模バイリンガルエッセイコーパスの

構築とデータ分析のための各種システム

の開発 

経営学部 教授 内藤 永 グローバルビジネスパーソンのジャンル

別自律英語学習プラットフォーム構築と

その検証 

法学部 教授 加藤 信行 国連海洋法条約体制の包括的分析ー条約

発効 20年の総括と将来への展望 

法学部 教授 酒井 博行 民事紛争処理手続における情報の利用と

保護の両立 

法学部 教授 松尾 秀哉 ＥＵの規範パワーの持続可能性に関する

実証研究 

法学部 准教授 五十嵐 素子 持続可能な国際社会に貢献する日本型防

災教育の構築と展開 

法学部 准教授 稻垣 美穂子 民事紛争処理手続における情報の利用と

保護の両立 

人文学部 准教授 仲丸 英起 複合国家イギリスの形成と地域的連鎖―

多元的地域世界の解明― 

工学部 教授 山ノ井 髙洋 電子ホログラフィを用いた３Ｄストレス

フリーなＨＭＤの開発 

工学部 准教授 内田 ゆず 議論の背景・過程・結果を関連づける地方

政治コーパスの構築とその学際的応用 



基盤研究(B) 工学部 准教授 水谷 武臣 間葉系幹細胞との相互作用で悪性化（高浸

潤化）が促進するがん細胞の浸潤機構の解

明 

工学部 准教授 水谷 武臣 細胞組織形成における細胞運動の協同機

構の解明 

開発研究所 特別 

研究員 

田口 晃 グローバル・ポピュリズムの比較政治分

析：ヨーロッパ・アメリカ・日本 

基盤研究(B) 

(海外学術調査) 

人文学部 教授 手塚 薫 資料返還をめぐる先住民と博物館との新

たな関係性の構築に関する文化人類学的

研究 

基盤研究(C) 

 

経済学部 教授 歌代 崇史 日本語・英語教育教員のニーズに応える持

続可能な eラーニング教材の開発 

経済学部 教授 荻原 克男 教育行政の政治的中立性・安定性・継続性

に関する理論的・実証的研究 

経済学部 准教授 佐藤 敦紘 寡占における相対利潤最大化と産業・貿易

政策の研究 

経済学部 准教授 早㞍 正宏 森林を基盤とした地域再生のための自治

体戦略の策定・実行手法の研究 

経済学部 准教授 早㞍 正宏 職業能力の「見える化」に対応した林業雇

用管理のあり方に関する研究 

経営学部 教授 浦野 研 日本語・英語教育教員のニーズに応える持

続可能な eラーニング教材の開発 

経営学部 講師 古谷 嘉一郎 子育て期の社会的ネットワーク拡充再構

築のための「社会的代理人」の活用に関す

る検討 

経営学部 講師 古谷 嘉一郎 新任教師のリアリティ・ショックへの包括

的支援システム構築のための臨床心理学

的研究 

経営学部 講師 古谷 嘉一郎 SNSにおける上方・下方螺旋メカニズム

の解明 

法学部 教授 樽見 弘紀 「新しい公共」「共助」政策が震災復興と

雇用創出に与えた効果の検証 

法学部 准教授 五十嵐 素子 初等・中等教育における「自然（現象）の

科学的理解」の相互行為分析 

人文学部 教授 田中 洋也 日本語・英語教育教員のニーズに応える持

続可能な eラーニング教材の開発 

工学部 教授 植松 武是 木質構造の最適な接合具配置に関する研

究 

工学部 准教授 内田 ゆず ユーモアの面白さの評価手法及び標準デ

ータセットの開発 

工学部 准教授 内田 ゆず 地方議会会議録を核とした発言地域情報

付きテキストコーパスの定量分析 

挑戦的萌芽

研究 

経済学部 教授 佐藤 信 小果樹類の市場構造と機能性食品市場へ

の原料供給の可能性に関する研究 

経営学部 教授 浦野 研 英語教育におけるエビデンスの産出・活用

モデルの構築 

 


