
基盤Ｂ 継続

課題番号 研究課題名 所属機関 所属 職 氏名

15401001 トルコ・アナトリアにおける鉄器文化成立の背景とその自然科学的考察 九州大学 理学系 助教授 鹿島　薫

17401001 エジプトのサッカラ・ギザ地域の地下埋葬室壁画の修復技術の研究 関西大学 文学部 教授 吹田　浩

17402001
世界遺産ガッラ・プラチディア廟モザイク壁画の保存修復調査と修復技法の実
証的研究

東京芸術大学 美術学部 助教授 工藤　晴也

17403001 東南アジアにおける石造文化財の石材並びに石材劣化に関する研究 早稲田大学 理工学術院 教授 内田　悦生

17401002 南・中央アジアの山岳資源管理への地生態学的研究フレームワークの構築 北海道大学 地球環境科学研究院 助教授 渡邉　悌二

17401003 中国内陸地域の砂漠化（荒漢化）に関する地理学的研究 東北大学 教授 境田　清隆

文化財科学

地理学

分野･分科・細目

総
合
領
域

文化財科学

地理学
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15405002 衛星からのアラスカタイガ純生態系生産の地理的分布の信頼性 北海道大学 低温科学研究所 助手 串田　圭司

16404001
地球環境変動によるアジア沿岸大都市の水システムの安全性と安定性への影
響評価

東京大学 工学系研 助教授 滝沢　智

16404002
中国北京市の大気環境の新たな観測システムの構築と動態解析による環境対
策への評価

慶應義塾大学 理工学部 教授 田中　茂

16404003 環日本海域大気エアロゾル成分と中国・ロシア・北朝鮮国境地域開発との関係
富山工業高等専
門学校

助教授 田畑　勝弘

16405001 極東沿岸域におけるクラゲ類の大量出現に関する環境科学的研究 広島大学 教授 上　真一

17403002 東アジア沿岸域における地下水流出に伴う炭素・栄養塩類負荷量の評価
総合地球環境学
研究所

助教授 谷口　真人

17404001
東南アジア地域の天然ゴムプランテーションで発生する大気汚染物質の特性と
影響評価

金沢大学 自然科学研究科 助教授 古内　正美

17404002 地球温暖化に伴うモンゴル国の水質悪化と土壌劣化の調査研究
都城工業高等専
門学校

教授 濱田　英介

15402003 世界木材貿易を通した循環型森林資源管理の温暖化防止効果への影響分析 宮崎大学 農学部 教授 行武　潔

16402001 マレーシアにおける森林資源を中心とした総合的な開発と保全についての研究 秋田大学 教育文化学部 助教授 高樋　さち子

16402002
地域環境問題への国際協調可能性の総合研究ー環境意識研究方法論の構
築ー

総合地球環境学
研究所

助教授 鄭　躍軍

16405002 干ばつに対するモンゴル草原生態系の自己修復機能の実験的解明 首都大学東京 助教授 篠田　雅人

17402002 英国コミュニティフォレストに関する学際的研究 奈良女子大学 助教授 中山　徹

17402003
日韓中３国の酸性雨越境汚染と地球温暖化防止のための協力枠組みの構策に
関する研究

立命館大学 政策科学部 教授 周　い生

16405003 中央アジアの乾燥地における大規模灌漑農業による環境汚染と人体への影響 東京農工大学 助教授 川端　良子

17406001 セミパラチンスク核実験場近郊住民の被曝線量体系構築と健康影響研究 広島大学
原爆放射線医科学研
究所附属国際放射線
情報センター

教授 星　正治

17406002 中国高ラドン・トロン地域における肺がん疫学調査 鹿児島大学 医歯薬 教授 秋葉　澄伯

15404006 インド農村地域における環境保全・改善の技術的可能性 成蹊大学 理工学部 教授 小島　紀徳

17405001 黄砂発生防止のために行う植林の技術開発と評価に関する研究 岡山大学 教授 吉川　賢

放射線・化学物質影
響科学

環境技術・環境材料

環境学

環境動態解析

環境影響評価・環境
政策

複
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16404005 黄河流域の農業・牧畜業地域に対する砂漠化ハザードマップ作成 千葉大学 園芸学部 助教授 松岡　延浩

16404006
東アジア域の水害生起と異常気象現象の遠隔影響及び将来予測に関する調査
研究

京都大学 防災研究所 教授 寶　馨

17404003
チベット高原雷雲の構造的な単純さと観測しやすさを生かした雷前兆現象の解
明

岐阜大学 工学部 助教授 王　道洪

17404004
ケースステーション・フィールドキャンパス方式による災害リスク地域診断型海外
調査

京都大学 防災研究所 教授 岡田　憲夫

17405002
ルアペフ火山の火口湖決壊・火砕流に伴う自然環境資源の大規模撹乱と修復
に関する研究

北海道大学 連合農学 教授 丸谷　知己

17405003
東南アジア火山地域で発生した大規模山体崩壊発生後の土砂流出の経年変化
に関する研究

高知大学 農学部 教授 笹原　克夫

17404005 マレーシア未利用植物資源を素材とする制がん性天然薬物調査 星薬科大学 薬学研 教授 森田　博史

17406003 インドシナ薬用資源植物の有効利用に関する調査研究 京都大学 薬学研 助教授 伊藤　美千穂

資源保全学 資源保全学 15405007
瀕危シカ類：タリムアカシカおよびクチジロジカの保護区設立のための保全生物
学的研究

酪農学園大学 環境システム学部 教授 大泰司　紀之

15402007 アフリカ型生業システムの環境保全機能に関する地域研究 京都大学
大学院アジア・アフリ
カ地域研究研究科

助教授 重田　眞義

15402008 ２１世紀東アジアにおける農村－都市関係の再編に関する研究 立命館大学 国際関係学部 教授 竹内　隆夫

16401001 イラン・ザーグロス山地コル川流域地方の４０年の社会変容 大東文化大学 国際関係学部 教授 原　隆一

16402003 ミャンマー少数民族地域における生態利用と世帯戦略:広域比較に向けて 京都大学 東南アジア研究所 教授 速水　洋子

17401004
ベトナム中部・モンスーン型気象災害常襲地における地域復元力メカニズムの
解明と応用

京都大学 教授 小林　正美

17401005 スーダンにおける戦後復興と平和構築の研究 大阪大学 人間科学部 教授 栗本　英世

17401006 沖縄社会の越境的ネットワーク化とダイナミズムに関する研究 琉球大学 法文学部 助教授 金城　宏幸

17401007 地域研究におけるメディエーションの実証的研究
国立民族学博物
館

助教授 阿部　健一

ジェンダー ジェンダー 16406001 ホルモン補充療法合併症発症の地域差要因解明のための海外学術調査 名古屋大学 医学部附属病院 講師 林　登志雄

自然災害科学

生物分子科学

地域研究 地域研究

複合新
領域

社会・安全システ
ム科学

生物分子科学
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印度哲学・仏教学 17401008 中インド新発掘仏教遺跡の総合的研究 種智院大学 頼富　本宏

15401005 インド西北沿岸地域におけるゾロアスター教徒の存続と変容の実証的研究 宮崎公立大学 人文学部 教授 中別府　温和

17401009 中国西南部の巫教祭祀における儀礼過程と口承伝承の研究 早稲田大学 文学学術院 教授 森　由利亜

15401007
イタリアにおける美術作品の保存・修復の思想と歴史－欧米各国との比較から
－

京都大学 人・環研 教授 岡田　温司

15401009
西蔵自治区―青海省を結ぶ蔵族の工芸美術と芸能の文化、その資料と保存に
関する研究

広島市立大学 芸術学部 教授 服部　等作

16401002 １３世紀～１４世紀の龍泉窯陶磁技法“青磁大皿”の復元的焼成研究 東京芸術大学 美術学部 教授 島田　文雄

16401003 ヤシュニヤ（セルビア）聖ヨハネ修道院聖堂壁画の研究 岡山大学 文学部 助教授 鐸木　道剛

16401004
「海の道」からみたアジアの太鼓の伝統的伝承システムの形成に関する国際共
同研究

岡山大学 教育学部 教授 山本　宏子

16401005
韓国の浮彫形態の仏教集合尊像（四仏・五大明王･四天王・八部衆」に関する総
合調査

武蔵野美術大学 造形学部 助教授 朴　亨國

16401006 ヴィクトリア＆アルバート博物館所蔵浮世絵全作品カタロギング 立命館大学 文学部 教授 赤間　亮

17401010 中国“北宋官窯”青磁の研究
（財）大阪市美術
振興協会

伊藤　郁太郎

日本文学 17401011 東アジアにおける日本語資料所在と現状とに関する調査 九州大学 教授 松原　孝俊

各国文学・文学論 16401007 大英図書館所蔵朝鮮本及び日本古書の文献学的・語学的研究 富山大学 人文学部 教授 藤本　幸夫

哲学

美学・美術史

宗教学

人
文
学

文学
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15401012 アイヌを中心とする日本北方諸民族の民具類を通じた言語接触の研究 千葉大学 文学部 教授 中川　裕

15401013 コエ語族の知覚動詞と関連語彙における多義性と意味拡張 東京外国語大学 外国語学部 教授 中川　裕

15401014
台湾・北部フィリピンの少数民族の口頭伝承に関する言語学的・人類学的調査
研究

静岡大学 人文学部 教授 森口　恒一

16401008
オモ・クシ系少数言語の調査研究及び地理情報システムを用いたデータベース
構築

山口大学 人文学部 助教授 乾　秀行

17401012
台湾標準中国語話者の声調に進行中の音声変化に関する音響音韻学的・社会
言語学的研究

東北大学 教授 上原　聡

17401013 言語・文化調査に基づくパラウン史の解明 東京外国語大学
アジア・アフリカ言語
文化研究所

教授 新谷　忠彦

17401014 閩東語福寧方言群の調査研究 愛媛大学 法文学部 助教授 秋谷　裕幸

日本語教育 17401015 日本語教育のグローバル・スタンダードの構築にむけて 東京大学 総合文化研究科 教授 近藤　安月子

外国語教育 16401009 テルグ語に関する現地調査とそれに基づく教育用文法書･語彙集の作成 茨城大学 人文学部 助教授 山田　桂子

言語学

人
文
学

言語学
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16401010 日本統治下のアジアとジャーナリズム 龍谷大学 社会学部 教授
竹山　相哲
（李　相哲）

17401016 南満・中東両鉄道沿線の社会変動と人口移動に関する史料調査研究 新潟大学
人文社会・教育科学
系

教授 芳井　研一

16401011
１９世紀から２０世紀におけるロシアの極東経営と北方世界－露清関係の変容
を中心に－

新潟大学 人社教育 助教授 麓　慎一

17401017 開国以前の日露関係に関する研究 東北大学 教授 平川　新

16401012 伝統中国の訴訟･裁判史料に関する調査研究 北海道大学 文学研究科 教授 三木　聰

16401013 台湾で新発見された甲骨片の謎 愛媛大学 教育学部 助教授 東　賢司

17401018
イラン・ファルス地方シヴァンド川ダム建設に伴う歴史資料・遺跡救済プロジェク
ト

筑波大学 人文社会科学研究科 教授 片岡　一忠

17401019 中国内陸地域における農村変革の歴史的研究 一橋大学 社会（科）学研究科 教授 三谷　孝

17401020 英仏所蔵敦煌・吐魯番出土漢文文献の古文書学的比較研究 新潟大学
人文社会・教育科学
系

教授 関尾　史郎

17401021 文献・碑文資料による近世紅河下部デルタ開拓史研究 広島大学 文学研究科 助教授 八尾　隆生

17401022 １９世紀ミャンマーにおける一元的資源管理国家の成立過程に関する研究 愛知大学 文学部 教授 伊東　利勝

17401023 中央アジア（タジキスタン）における仏教と異思想の交渉に関する調査・研究 龍谷大学 研究員 蓮池　利隆

東洋史

史学
人
文
学

史学一般

日本史
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15401023 古代エジプト王朝の終焉に関する多角的研究－衰亡・危機論への提言－ 筑波大学 人文社会科学研究科 教授 川西　宏幸

15401027 インカ国家とエクアドル南海岸域の関係をめぐる実証的研究 東海大学 文学部 助教授 大平　秀一

15401028 西アジア先史時代におけるバイオテクノロジーの起源とその展開
東京家政学院大
学

人文学部 助教授 三宅　裕

16401014 北メソポタミア初期農耕村落文化の起源の展開 東京大学 助教授 西秋　良宏

16401015 壁際廃屋葬の研究：西アジアにおける遊牧的適応の成立過程 金沢大学 文学部 教授 藤井　純夫

16401016 地域社会の文化遺産から探るイスラーム陶器の文化的変遷 金沢大学 文学部 教授 佐々木　達夫

16401017 メソアメリカに於ける古代都市の発展に関する研究 名古屋大学 文学研究科 助手 伊藤　伸幸

16401018 北メソポタミアの古代王国“タビテ”の歴史考古学的調査 国士舘大学 体育学部 助教授 沼本 宏俊

16401020 シリアにおける都市文明の展開に関する考古学的研究
(財)古代オリエン
ト博物館

　 脇田　重雄

16401021 古代アナトリア考古、文字資料の保存修復と研究
（財）中近東文化
センター

研究員 吉田　大輔

17401024 古典期マヤ人の日常生活と社会経済組織の基礎的研究 茨城大学 人文学部 助教授 青山　和夫

17401025 都市化過程の考古学的研究 筑波大学 人文社会科学研究科 教授 常木　晃

17401026 中国洛陽出土銅鏡と日本弥生時代出土銅鏡の比較研究 滋賀県立大学 人間文化学部 教授 菅谷　文則

17401027 エジプト・アラブ共和国　ダハシュール北遺跡の考古学調査 早稲田大学 助教授 長谷川　奏

17401028 中国陝西省における先端技術を用いた感代陵墓と都城の総合的調査研究
国際日本文化研
究センター

教授 宇野　隆夫

17401029 中国に現存する石笵鋳造技術の調査をもとにした古代石笵鋳造技術の復原
奈良県立橿原考
古学研究所

研究員 中井　一夫

考古学
人
文
学

史学
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16401022
台湾集集鎮における復興過程の構造化と世界の都市復興アーカイブに関する
研究

筑波大学 シス情工 講師 村尾　修

16401023 ブラジル・パンタナールにおける熱帯湿原の包括的環境保全戦略 横浜国立大学 教育人間科学部 助教授 丸山　浩明

16401024 戦前期南洋の地域形成と沖縄県出身移民に関する基礎的研究 琉球大学 法文学部 教授 町田　宗博

16401025
東アジア先進地域における単身高齢･ホームレス･住宅困窮層の自立支援シス
テムの構築

大阪市立大学 文学研究科 教授 水内　俊雄

17401030 ヨーロッパ中軸地帯におけるトランスボーダー都市の空間動態 筑波大学 生命環境科学研究科 教授 手塚　章

17401031 熱帯アフリカにおける自然資源の利用に関する環境史的研究
国立民族学博物
館

助教授 池谷　和信

15401036
中国東南部における宗教の市場経済化に関する調査研究－コンテクスト分析に
よる－

京都外国語大学 外国語学部 教授 佐々木　伸一

15401037
実践としてのエスノサイエンスと環境利用の持続性－中国における焼畑農耕の
現在－

国立歴史民族博
物館

教授 篠原　徹

15401039 グローバル化時代における海外コリアンのホスト社会への適応と葛藤
国立民族学博物
館

民族文化研究部 教授 朝倉　敏夫

16401026
ケーララの場所を巡る宗教的実践と政治的実践に関する人類学的研究－クラ
ヴァの事例

筑波大学 人文社会科学研究科 教授 内山田　康

16401027 遺体処理と祭祀に関する比較民俗学的調査研究 筑波大学 人文社会科学研究科 教授 古家　信平

16401028 アムールランド文化とアイヌ物質文化形成に関する言語・生態人類学的研究 千葉大学 文学部 教授 荻原　真子

16401029
文化の「実践」：スリランカ和平構築にむけた文化と経済の総合的復興支援の研
究

一橋大学 社会科学研究所 教授 足羽　興志子

16401030
住民参加型農村調査法によるガンジス川流域砒素汚染に関する開発援助方法
論の研究

九州大学 芸術工学 助教授 谷　正和

16401031
開発と抵抗－エチオピア西南部におけるプランテーション開発と牧畜民の抵抗
戦術

大阪府立大学 人間社会学部 助教授 宮脇　幸生

16401032 パプアニューギニア周縁部におけるローカルな「開発」思想と実践 立教大学 文学部 教授 豊田　由貴夫

16401033
途上国の感染症対策における多元的医療アプローチの構築に向けた人類学的
研究

桜花学園大学 人文学部 教授 成田　弘成

16401034 「アレヴィー・ベクタシ」集団のエスニシティと社会的文化的秩序の変化と持続 大阪国際大学 人間科学部 教授 佐島　隆

16401035 在サハリン朝鮮民族の異文化接触と文化変容に関する基礎的研究
北海道開拓記念
館

研究員 氏家　等

17401032 アジアにおける博覧会の研究－ヒトの展示を通して 北海道大学 文学研究科 教授 宮武　公夫

人文地理学人文地理学

人
文
学

文化人類学 文化人類学・民俗学
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課題番号 研究課題名 所属機関 所属 職 氏名分野･分科・細目

17401033
脱北者とその家族の「安住」の模索と国境を越えるネットワークに関する人類学
的研究

東北大学 教育学研究科 講師 李　仁子

17401034 開発援助プロジェクトの評価方法に関する文化人類学的研究 千葉大学 文学部 助教授 鈴木　紀

17401035
メキシコ独立記念日の文化人類学的研究－西洋化した非西洋圏社会における
２０世紀経験

一橋大学 社会（科）学研究科 教授 落合　一泰

17401036 境界の生産性とトランスナショナリティに関する文化人類学的研究 大阪大学 人間科学部 教授 小泉　潤二

17401037 先住民の文化顕示における土着性の主張と植民国家の変容 九州大学 比較社研 教授 太田　好信

17401038
高地環境における家畜と近縁野生種の生態と遺伝学的関係に関する学際的研
究

愛知県立大学 文学部 教授 稲村　哲也

17401039 台湾・フィリピン・八重山地方における海洋伝承の比較研究 同志社女子大学 現代社会学部 教授 後藤　明

17401040
植民地比以後の土地および環境利用の変化－その現状への影響アセスメント
手法構築

立命館大学 教授 渡辺　公三

17401041 世界の開発援助機関と援助活動に関する文化人類学的研究
国立民族学博物
館

教授 田村　克己

人
文
学

文化人類学 文化人類学・民俗学
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課題番号 研究課題名 所属機関 所属 職 氏名分野･分科・細目

公法学 16402005 アジアにおけるマイノリティの法的地位をめぐる諸問題 関西大学 法学部 教授 孝忠　延夫

刑事法学 17402004
日欧「矯正領域における処遇困難者に対する処遇システム」に関する比較法的
研究

慶應義塾大学 法学部 教授 加藤　久雄

16402006
医療特許に関する法理論的･経験的考察－バイオテクノロジー関連特許の観点
から－

筑波大学 ビジネス科学研究科 助教授 潮海　久雄

17402005 最先端知的財産権の法的エンフォースメント・メカニズムの学際的研究 東京大学 法学部・政研 教授 大渕　哲也

15402015 文化的少数派の権利擁護論に関する国際的比較研究 神戸大学 法学部・政研 教授 飯田　文雄

15402016 「シティズンシップ」の再構築に関する国際比較研究 法政大学 法学部 教授 衛藤　幹子

17402006
フィリピン選挙政治の新展開－政党名簿制選挙と海外不在投票制度の導入を
めぐって

茨城大学 人文学部 教授 木村　昌孝

17402007 ペルー・ベラスコ軍事政権の軍内政治の力学 東京大学 法学部・政研 教授 大串　和雄

17402008
アジア太平洋諸国における公共部門モダニゼーションの多様性に関する比較分
析

横浜国立大学 教授 小池　治

17402009 民主化・分権化後のインドネシアにおける地方政治経済構造の変容 京都大学 東南アジア研究所 教授 水野　広祐

17402010 フィリピンにおける地方政府のガバナンス－開発評議会の機能を中心に 大阪大学 助教授 西村　謙一

16402007
中国のメディアの対日報道と対日意識の関連－社会調査と内容分析による実
証研究－

筑波大学 シス情工 助教授 石井　健一

17402011 テロリズムを超えて：東南アジアにおけるイスラム教育機関の実態調査
政策研究大学院
大学

助教授 河野　毅

17402012 「辺境東アジア」住民のアイデンティティをめぐる国際比較調査研究 琉球大学 法文学部 助教授 林　泉忠

17402013 拡大ＥＵの「欧州近隣諸国政策」－イースタン・ディメンションをめぐる政治過程 静岡県立大学 教授 六鹿　茂夫

17402014
パブリック・ディプロマシーにおけるグローバル・メディアの役割と国家戦略の調
査

広島市立大学 国際学部 助教授 井上　泰浩

17402015
アフガニスタンとイラクにおける安定化・平和構築の課題：米国の政策・制度を中
心に

青山学院大学 国際政経 助教授 青井　千由紀

17402016
拡大ＥＵの境界線をめぐる民族・地域格差とヨーロッパの安全保障（アメリカの影
響）

法政大学 社会学部 教授 羽場　くみ子

17402017 オーラル・ヒストリーの手法を用いた第二次大戦と脱植民地化過程の再検討 早稲田大学 政治経済学術院 教授 平野　健一郎

17402018
サブサハラ・アフリカ諸国におけるガバナンス研究調査（行政府と立法府の関係
調査）

早稲田大学 国際教養学術院 助教授 片岡　貞治

社
会
科
学

法学

政治学

新領域法学

政治学

国際関係論
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課題番号 研究課題名 所属機関 所属 職 氏名分野･分科・細目

理論経済学 16402008
拡大ＥＵにおける４タイプの企業の多国籍化にかんする実証比較･理論の国際
共同研究

立命館大学 経済学部 教授 田中　宏

経済学説・経済思想 17402019 ジェイムズ・ステュアート(1713-1780)の未発表草稿の解読とデータベース化 東北大学 経済学研 助教授 古谷　豊

経済統計学 15402020
中国の１９３０年代の農家実態調査の資料復元結果と現代の農家標本調査との
照合研究

東京国際大学 経済学部 教授 栗林　純夫

16402009 グローバル時代におけるフィリピン地方社会と制度 鹿児島大学 法文学部 助教授 西村　知

17402020 ＥＵ諸国における自治体主導による「都市再生」の比較研究 大阪市立大学 人文社会学系研究科 教授 小玉　徹

17402021 英国における非営利・協同センターの財務構造に関する学術調査 兵庫県立大学 経済学部 教授 三上　和彦

17402022
諸外国におけるネットワークを利用した違法コピーの実態調査：経済学的視点
から

早稲田大学 社会科学総合学術院 教授 土門　晃二

17402023 東アジアにおける金型産業の国際分業にかかる決定要因に関する研究 松本大学 助教授 兼村　智也

15402022 ＷＴＯ加盟後の中国における株式会社についての調査研究 東京大学 社会科学研究所 教授 田中　信行

16402010
ポーランド・リトアニアのＥＵ加盟に伴う市民レベルの経済行動カルチャー変化の
研究

北海道大学 経済学研 教授 吉野　悦雄

16402011 途上国の自立発展型社会・経済開発経営手法モジュールの国際共同開発 大阪大学 人間科学部 助教授 草郷　孝好

16402012 南太平洋伝統社会における持続的開発に関する世帯・共同体調査 筑波大学 人文社会科学研究科 助教授 高崎　善人

16402013
市場システム形成下での中国西部地区経済の国内･国際的リンケージに関する
調査研究

桜美林大学 経済学部 教授 座間　紘一

16402014 北東アジア諸国の経済連携強化と地域開発 大阪産業大学 経済学部 教授 大津　定美

16402015 中国内陸貧困農村の構造変動と経済開発に関する総合的研究 関西大学 経済学部 教授 石田　浩

16402016 東アジアにおける重工業の展開と日本の技術移転に関する調査研究 プール学院大学 国際文化学部 井上　義祐

17402024 日本と中国におけるりんご産業の棲み分け戦略に関する基礎的調査研究 弘前大学 人文学部 助教授 黄　孝春

17402025 中国の所得格差に関する調査研究　－深■市家計調査を中心に 大分大学 経済学部 教授 薛　進軍

17402026 グローバリゼーションと環境 国際基督教大学 教養学部 助教授 近藤　正規

財政学・金融論 16402017
中国の政府間財政関係に関する調査研究－分税制以降の省レベル以下の行
財政を中心に－

島根県立大学 総合政策学部 助教授 張　忠任

社
会
科
学

経済学

応用経済学

経済政策
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課題番号 研究課題名 所属機関 所属 職 氏名分野･分科・細目

経済学 経済史 16402018 近代移行期における財産と所有の比較経済史研究 香川大学 教育学部 教授 村山　聡

15402028
企業経営とその社会的・経済的条件に関する日本・スウェーデンの国際比較研
究

広島大学 教授 野原　光

15402029 中国に進出した日系企業の労使関係－党組織と労組機能－ 立教大学 社会学部 教授 笠原　清志

15402030 遺伝資源マネジメントと知的財産権の総合的研究 甲南大学 経営学部 教授
ﾏﾉｼﾞｭ･ﾗﾙ･ｼｭ
ﾚｽﾀ

16402019 メタ認知活用による環境適合型グローバル･リーダーシップ行動モデルの構築 筑波大学 ビジネス科学研究科 教授 永井　裕久

16402020 ＰＰＰ等による協働地域経営及びその評価手法に関する国際比較研究 京都大学 経済学研 教授 田尾　雅夫

16402021 知の創造を促す組織学習と人材育成－日米企業の比較研究－ 東京経済大学 教授 植木　英雄

17402027 バイオベンチャーの知的財産戦略とリアルオプション分析に関する実証研究
豊橋技術科学大
学

工学部 教授 藤原　孝男

15402031 アジアにおける流通国際化プロセスの研究 法政大学 経営学部 教授 矢作　敏行

17402028 北京市における歴史伝統保存型の商業街区開発にみる２類型 大阪学院大学 流通科学部 教授 田中　道雄

会計学 16402023
「世界の工場」の中国化と日系企業の管理会計・原価管理の現地適用と現地適
応

香川大学 経済学部 教授 井上　信一

経営学

経営学

商学

社会科
学
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課題番号 研究課題名 所属機関 所属 職 氏名分野･分科・細目

15401040 ベトナムにおける南北デルタ農村の人口移動に関する社会学的考察 神田外語大学 外国語学部 助教授 岩井　美佐紀

15402032 現代ドイツの演劇状況に関する芸術社会学的研究 北見工業大学 工学部 教授 照井　日出喜

15402036 現代中国における社会の自律性に関する学術調査 法政大学 法学部 教授 菱田　雅晴

16402025 中国における人口と環境－都市化と人口流動に関する調査と分析 東京農工大学 教授 若林　敬子

16402026 転換期のアメリカ合衆国移民政策の社会学的分析 一橋大学 社会（科）学研究科 教授 小井土　彰宏

16402027 オーストラリアの大都市に住む高齢者の社会的支援ネットワークの研究 岡山大学 教育学部 教授 野邊　政雄

16402029 英国・中国・日本における「公共性」の相異に関する比較社会学的研究 慶應義塾大学 文学部 教授 藤田　弘夫

16402030 現代中国の階層変動に関する比較社会学的研究 早稲田大学 アジア太平洋研究科 教授 園田　茂人

16402031 ２１世紀“共成”システム構築を目的とした社会文化的な“島々”の研究 中央大学 文学部 教授 新原　道信

16402032 アジアにおける少子高齢化の動向と婚姻・出生に関する国際比較研究 早稲田大学 人間科学学術院 教授 店田　廣文

16402033
中国の歴史的市街地・集落における持続可能な観光開発のあり方に関する研
究

京都嵯峨芸術大
学

芸術学部 助教授 山村　高淑

17402029 アジア諸国の船員教育システムと船員市場に関する調査 神戸大学 海事科学部 教授 石田　憲治

17402030 経済危機と国際移民－アルゼンチン日系人のデカセギ戦略に関する研究 徳島大学 総合科学部 助教授 樋口　直人

17402031
東北タイの開発と市民社会形成の基盤となるプラチャーコム（住民による小グ
ループ）

琉球大学 法文学部 教授 鈴木　規之

17402032 アジアにおける高齢者の世代間関係と世代間移転に関する国際比較研究 早稲田大学 人間科学学術院 教授 臼井　恒夫

17402033 中国の都市「社区」に関する総合的調査研究 日本福祉大学 情報社会科学部 教授 陳　立行

15402042 「緑の福祉国家」の形成と展開：フィンランドの事例研究を中心に 島根県立大学 総合政策学部 教授 高橋　睦子

16402035
日中瑞３カ国の社会福祉関連労働における労働環境・条件と作業負担に関する
比較研究

名古屋大学 教授 島岡　みどり

17402034 日本・ノルウェーにおける介護保障と福祉行政システムに関する国際比較研究 大阪大学 人間科学部 助教授
山井　弥生
（斉藤　弥生）

社
会
科
学

社会学 社会学

H18基盤(B)継続－13



基盤Ｂ 継続
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16402036 難民キャンプ設置による社会変動への地元の対応に関する学際的研究 弘前大学 人文学部 教授 作道　信介

16402038 社会・経済変動は発達観をどう変化させたか 同志社女子大学 現代社会学部 助教授 塘　利枝子

17402035 環境計画の社会的受容と市民参加手続きの公正さに関する日欧比較調査 名古屋大学 教授 広瀬　幸雄

臨床心理学 17402036
戦乱による子どもの心的外傷に関する調査研究－東ティモールにおける孤児の
実態調査

山梨県立大学 看護学部 教授 文殊　紀久野

16402039 幼児教育分野におけるアジアの途上国の実態調査とネットワーク形成
お茶の水女子大
学

教授 内田　伸子

16402041
東アジアにおける次世代育成支援政策と地域・国際ネットワーク形成に関する
調査研究

名古屋市立大学 人社系研 教授 丹羽　孝

16402042
幼児教育における教師の保育観の日米比較文化研究：ビデオ刺激法による検
討

（独）国立特殊教
育総合研究所

小田　豊

17402037
教師・子ども・カリキュラムの視点からみた義務教育制度の総合的再編に関する
学術調査

筑波大学 人間総合科学研究科 教授 清水　一彦

17402038
東アジアにおける学校教育改革の共通性と差異の比較に関する統合的調査研
究

上越教育大学 学校教育学部 戸北　凱惟

17402039 職業・専門教育から職場教育へのカリキュラム移行に関する国際比較調査 名古屋大学 教育学研究科 教授 寺田　盛紀

17402040 グローバル時代における教職教養のモデル構築のための日墺国際比較研究 広島大学 教育学研究科 教授 樋口　聡

17402041 同期的コミュニケーション手法による日本語教育支援システムの構築と検証
立命館アジア太
平洋大学

教授 宇根谷　孝子

17402042 ロシア連邦のキャリア教育に関する総合的調査研究 首都大学東京 教授 岩崎　正吾

社
会
科
学

心理学

社会心理学

教育学教育学
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教育社会学 17402043
多文化化する社会における外国人学校の位置取りのポリティクスに関する国際
比較研究

名古屋大学 教育学研究科 助教授 服部　美奈

15402048
アジア圏学生のための科学技術日本語総合技能学習支援システム開発調査と
評価研究

東京工業大学 教授 仁科　喜久子

16402043
タイ北部を中心とした学校における環境教育の実態調査と体験型環境学習の導
入・実践

滋賀大学 教育学部 教授 川嶋　宗継

16402044 東アジアにおける鑑賞教育の現状調査ならびに比較研究 大阪教育大学 教育学部 教授 萱　のり子

16402045
東南・南アジア地域における小学校教師の持つ数学教育観が授業に与える影
響の比較研究

広島大学 助教授 馬場　卓也

16402046 開発途上国における理数科教育協力の評価指標に関する実証的研究 広島大学 教育学研究科 教授 岩崎　秀樹

17402044
タイ国における児童・青少年の性・ＡＩＤＳ及び薬物乱用問題の要因分析と予防
教育開発

新潟大学 人社教育 助教授 笠井　直美

17402045 総合的な学習のカリキュラム開発・実践に関する国際比較研究 信州大学 教育学部 助教授 伏木　久始

17402046 諸外国における中等学校英語学力の到達度に関する調査研究 広島大学 教育学研究科 助教授 松浦　伸和

17402047 軽度発達障害を原因とする社会的不適応に関する日韓共同研究 広島大学 教育学研究科 教授 落合　俊郎

17402048 外国在留邦人に対する特別支援教育に関する相談支援体制の構築
（独）国立特殊教
育総合研究所

後上　鐡夫

17402049
フランス通常学校における特殊教育施設による支援サービスＳＥＳＳＡＤの成立
と評価

（独）国立特殊教
育総合研究所

棟方　哲弥

社
会
科
学

教育学

教科教育学

特別支援教育
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天文学 天文学 17403003 多天体ファイバー分光器による初期銀河とクェーサーの形成過程の研究 京都大学 理学系 教授 舞原　俊憲

15403004 南極氷河標的ＩＣＥＣＵＢＥ観測実験による高エネルギー宇宙ニュートリノの探索 千葉大学 理学部 助教授 河合　秀幸

15403005 高エネルギー一次宇宙線の化学的組成と点源探索および恒星時異方性の研究 大阪市立大学 理学系研究科 助教授 林　嘉夫

16403003
超高エネルギー宇宙線現象解明のためのＣＥＲＮ　ＬＨＣ用ガンマ線観測装置製
作

芝浦工業大学 システム工学部 教授 笠原　克昌

16403004 電子陽電子衝突型加速器における円形ビーム衝突に関する研究
高エネルギー加
速器研究機構

教授 黒川　真一

17403004 チベット高原における高エネルギー粒子線天体物理の展開 神奈川大学 工学部 教授 湯田　利典

17403005 白亜紀末の地球外天体衝突による短期・長期的地球表層環境攪乱の実態解明 東京大学
新領域創成科学研究
科

教授 松井　孝典

17403006 チリ海嶺沈み込み帯の深部構造と沈み込み帯での諸現象の解明 東京大学 地震研究所 助教授 飯高　隆

気象・海洋物理・陸水
学

16403006 国際極年における東シベリアの氷河分布調査および雪氷学的観測 北見工業大学 工学部 教授 高橋　修平

16403007 カナダ北極域におけるオーロラ・超高層大気の高感度光学観測 名古屋大学 太陽地球環境研究所 教授 小川　忠彦

17403007
光学観測適地での連続観測に基づく木星衛星イオ起源ガス・プラズマの加速過
程の研究

東北大学 理学系 助教授 三澤　浩昭

17403008
ユーラシア大陸横断磁力計列構築と精密衛星磁場観測に基づく自然電磁環境
変動の研究

京都大学 理学系 教授 家森　俊彦

17403009 極域電離圏環境が南北両極オーロラの動態と強度に及ぼす影響の研究 国立極地研究所 教授 佐藤　夏雄

16403008
高精度化石・放射年代測定によるインドラダックヒマラヤ、インダス縫合帯の形
成史解明

岐阜大学 工学部 教授 小嶋　智

16403009 ハワイプルームの時空間変動研究 京都大学 理学系 助教授 田上　高広

15403015 ジャワ鮮新更新世の古環境変遷と原人の出現・進化に関する研究 神戸大学 教授 兵頭　政幸

17403010 メコンデルタの成立とカンボジア低地の古環境に関する研究 産総研 研究員 齋藤　文紀

16401036
シーボルト鉱物標本及び関連文書による江戸末期の鉱物認識と本草学の実状
の研究

東京大学 教授 田賀井　篤平

16403010 原生代ボウ・アゼールオフィオライト（モロッコ）調査 金沢大学 自然科学研究科 教授 荒井　章司

17403011 地球最古の生物起源グラファイトの探査に関する国際共同研究 東北大学 理学系 助教授 掛川　武

17403012
南インド、ダルワール地塊の陸上掘削による太古代後期の地球表層環境の復
元

東京大学 工学系研 助教授 加藤　泰浩

数
物
系
科
学

物理学

地球惑星科学

素粒子・原子核・宇宙
線・宇宙物理

超高層物理学

層位・古生物学

岩石・鉱物・鉱床学

地質学

固体地球惑星物理学

数 岩石・鉱物・鉱床学
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17403013 コロンビアからゴンドワナへ 高知大学 理学部 教授 M. SANTOSH

15403017 バングラディッシュの沖積平野におけるヒ素汚染地下水形成機構の解明 大阪市立大学 理学系 助教授 三田村　宗樹

16403011 北東ユーラシアタイガ林の炭素固定能の年々変動と温暖化への応答 北海道大学 地球環境科学研究科 教授 杉本　敦子

数
物
系
科
学

地球惑星科学

岩石・鉱物・鉱床学

地球宇宙化学
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分析化学 16404007
東シベリアにおける森林火災による大気環境影響とその日本への越境大気汚
染の解明

（独）国立環境研
究所

研究員 村野　健太郎

環境関連化学 17404006 オセアニア海域における天然由来脂溶性ハロゲン有機化合物の環境起源調査 第一薬科大学 薬学部 教授 原口　浩一

生体関連化学 16404008 中国雲南省におけるキク科リグラリア属植物の化学的遺伝的多様性 立教大学 理学部 教授 黒田　智明

化学 複合化学
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土木材料・施工・建設
マネジメント

16404009
東アフリカ地域に分布する代替セメント原料の調査とその持続可能な供給法に
関する研究

京都大学 工学系研 助教授 杉浦　邦征

16404010 ナイルデルタ地帯の地震危険度調査 早稲田大学 理工学術院 教授 佐藤　忠信

17404007 台湾集集・イランバム地震により被災した公共構造物の耐震性能詳細調査 九州工業大学 工学部 教授 幸左　賢二

地盤工学 16404011 デルタ堆積粘性土の力学特性評価法に関する研究 東京工業大学 理工学研究科 助教授 竹村　次朗

15404016 開発による沿岸域環境変化機構の調査 横浜国立大学 工学系研究科 教授 柴山　知也

16404013 韓国台風災害の学術調査と日韓における水災害発生機構の比較調査研究 京都大学 防災研究所 助教授 立川　康人

17404008 浅い湖沼の再生法の確立を目的としたシャジクモに覆われた湖沼の観測 埼玉大学 理工学研究科 教授 浅枝　隆

17404009
熱帯と温帯での汽水域河川の干潟で生じている水域環境保持についての比較
研究

東洋大学 工学部 教授 荻原　国宏

交通工学・国土計画 17404010 合理的な道路幾何構造設計と交通運輸実態に関する海外学関調査 名古屋大学 工学系研 助教授 中村　英樹

17404011 カリマンタン島カヤハン川の金採掘に伴う水銀汚染の実態調査
豊橋技術科学大
学

工学部 教授 井上　隆信

17404012 バングラデシュにおける地下水中のヒ素除去対策に関する森浸能研究 東洋大学 国際地域学部 教授 北脇　秀敏

17404013 都市内大規模河川（ソウル市清渓川）の復元による暑熱現象改善効果の実証
独立行政法人国
立環境研究所

研究員 一ノ瀬　俊明

工
学

土木工学 水工水理学

土木環境システム

構造工学・地震工学・
維持管理工学
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建築構造・材料 17404014 韓国における偶発的作用による崩壊事故例の調査と原因分析に関する研究 神戸大学 工学部 崔　宰赫

建築環境・設備 16404016 東南アジアおよび中近東における伝統的住居の温熱環境に関する調査研究 法政大学 工学部 教授 出口　清孝

16404017
アジア諸国におけるボトムアップ型地域開発計画システム構築支援に関する研
究

東京大学 工学系研 助教授 城所　哲夫

16404018 東アジアの集住文化にみる共生のしくみ 西日本工業大学 工学部 助教授 岡田　知子

17404015 国米・韓国における都市高速道路撤去事業の経緯と効果 神戸大学 工学部 教授 塩崎　賢明

17404016 スウェーデンにおける高齢者の在宅継続支援に関する研究 兵庫県立大学 環境人間学部 助教授 田中　智子

17404017 日本統治の歴史を持つ中国・青島歴史街区の住み方に関する研究 日本工業大学 工学部 教授 伊藤　庸一

16404019 南サハリンにおける日本期の建築活動に関する研究 北海道大学 工学系研 教授 角　幸博

17404018 水域都市ネットワークの史的研究－華南及びインドシナ半島を事例として－ 東京大学 生産技術研究所 助手 大田　省一

17404019 中国客家民居－遷移と住居形式の変容プロセス 東京芸術大学 美術学部 教授 片山　和俊

17404020 東アジアにおける黒潮流域の歴史的空間に関する比較研究 立命館大学 教授 益田　兼房

材料工学 材料加工・処理 15404022
中国沿岸地域での海洋・海浜鋼構造物の腐食モニタリング調査と微生物誘起腐
食の調査

東京工業大学 理工学研究科 教授 水流　徹

プロセス工学
生物機能・バイオプロ
セス

17404021 極地に棲息する新規低温菌の探索と有用酵素の開発 京都大学 化学研究所 助教授 栗原　達夫

16404021
生物から発生する音を利用した自律的水中観測システムの研究開発および揚
子江調査

東京大学 生産技術研究所 助手 能勢　義昭

17404022 アジアの河川輸送の現状と開発戦略に関する調査研究 広島大学 工学系研 教授 小瀬　邦治

16404022
永久凍土地域におけるガスパイプラインからの天然ガス漏洩による地球温暖化
への影響

北海道大学 工学系研 赤川　敏

17404023 モンゴル・中央アジアにおけるコンパクトマイニングシステムの適用変能性調査 東京大学 工学系研 教授 山冨　二郎

17404024
メラピーウンガラン火山システムの地熱系発達史解明と地熱資源量評価に関す
る研究

九州大学 工学系研 教授 江原　幸雄

17404025
環境負荷低減を考慮した資源の確保－特に、中国新彊ウイグルの鉱物・エネル
ギー資源

東邦大学 理学部 教授 金田　博彰

リサイクル工学 16404023 ３Ｒ（リユース・リディース・リサイクル）技術開発に及ぼす環境規制のあり方 東北大学 多元物質科学研究所 教授 中村　崇

工
学

建築学

総合工学

都市計画・建築計画

建築史・意匠

地球・資源システム工
学

船舶海洋工学
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15405012
高緯度北極域陸上生態系における炭素循環の時空間的変動の機構解明と将
来予測

広島大学 助教授 中坪　孝之

16405005
西シベリア塩性湖チャニー湖の食物網解析とＮＯＡＡ衛星画像による環境の調
査

東北大学 教授 菊地　永祐

16405006
低地フタバガキ林における生物の長期変動：一斉開花は多様性を促進するの
か？

京都大学 助教授 酒井　章子

16405007
熱帯海草藻場における生物多様性を指標とした沿岸生態系の機能評価法の開
発

千葉大学 自然科学研究科 助教授 仲岡　雅裕

16405008 巻貝における左右二型の共存機構と系統進化 信州大学 理学部 助教授 浅見　崇比呂

16405009
東南アジア熱帯林冠相における社会性昆虫を中心とした生物間相互作用に関
する研究

山口大学 農学部 助教授 竹松　葉子

16405010 シベリア・タイガにおける森林構造発達と窒素動態様式の相互関係 龍谷大学 国際文化学部 教授 大澤　晃

17405004
ユーラシア大陸におけるマルハナバチ群集の営巣行動と遺伝的多様について
の研究

筑波大学 生命環境科学研究科 助教授 徳永　幸彦

17405005 マメ科植物とその寄生／共生生物における共進化の系統対応解析 東京大学 総合文化研究科 教授 嶋田　正和

17405006 熱帯雨林の着生植物とアリの共生系が林冠の生物群集にあたえる影響 京都大学 人・環研 助教授 市岡　孝朗

17405007 東アジアにおける甲虫類の歴史生物地理 京都大学 理学系 助教授 曽田　貞滋

17405008
補食、被食、競争、そして精報盗用：マダガスカルにおける爬虫類と鳥類の相互
作用

京都大学 理学系 助教授 森　哲

17405009 クラカタウ諸島におけるハチ・アリ類の移住過程にかんする研究 鹿児島大学 理学部 教授 山根　正氣

17405010
脊椎動物の共同繁殖モデルシステムとしてのタンガニイカ湖魚類の繁殖生態の
解明

大阪市立大学 理学系 教授 幸田　正典

生態・環境基礎生物学
生
物
学
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16405011 第三紀後期の大陸間移動を伴う哺乳類の分子系統学的研究 北海道大学 地球環研 助教授 鈴木　仁

16405012 パラオ諸島の海水湖に隔離されている海洋生物の進化要因・進化速度の解析 山形大学 理学部 助教授 半澤　直人

16405013 ニュージーランドにおける植物の適応放散的種分化の解析 東京大学 総合文化研究科 助教授 伊藤　元己

16405014 台湾及び日本における暖温帯域の分子植物地理学的研究 京都大学 理学系 助教授 村上　哲明

17405011
アジア熱帯における生物の分解と分散－獣糞にすむ動物群集の生物地理学的
研究－

北海道大学 助教授 大原　昌宏

17405012
古代ＤＮＡ分析を導入したシベリア・マンモス動物群から現代動物相の多様性変
遷の解明

北海道大学 助教授 増田　隆一

17405013 単細胞接合藻ミカヅキモの生殖隔離・種分化機構の解析 日本女子大学 理学部 助教授 関本　弘之

17405014 マオウ科植物の形態ならびに成分化学的多様と種分に関する調査研究 金沢大学 自然科学研究科 教授 御影　雅幸

17405015
中国運雲南省西北部の三江併流地域を境にしたアジア広域分布植物の遺伝的
分断現象の解析

京都大学 人間・環境学研究科 助教授 瀬戸口　浩彰

17405016 フタバガキ科植物集団の進化と種内変異：生態遺伝学的調査と解析
（財）進化生物学
研究所

山崎　常行

17405017 新種ツノシマクジラの東アジアにおける分布と棲息環境に関する研究
（独）国立科学博
物館

山田　格

17405018
インドシナ・スンダシェルフ領域における脊椎動物多様化機構の生物地理学的
解析

京都大学 霊長類研究所 教授 遠藤　秀紀

17405019 環北太平洋要素種群、カジカ上科魚類の進化学的生態学的研究 北海道大学 助教授 宗原　弘幸

17405020 ゾウリムシとその核内共生細菌ホロスポラの世界分布図の作成 山口大学 理学部 教授 藤島　政博

16405015
野生新世界ザル集団に対する糞ＤＮＡを用いた色覚型判定と色覚変異関連行
動の解析

東京大学 新領域研 助教授 河村　正二

16405017 インドシナ半島におけるマカク属の進化：アカゲザルとカニクイザルを主として 京都大学 霊長類研究所 助教授 浜田　穣

16405018 アジア地域におけるオナガザル上科の進化に関する古生物学的研究 京都大学 霊長類研究所 助手 高井　正成

17405021 南イランにおける更新世人類の拡散に関する研究 筑波大学 人文社会科学研究科 教授 西田　正規

生理人類学 17405022 テナガザル視物質遺伝子の多様性に関する研究 京都大学 霊長類研究所 教授 三上　章允

生物多様性・分類基礎生物学

生
物
学

人類学

人類学

進化生物学生物科学
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育種学 16405019 ミャンマーを事例とする農業遺伝資源多様性の把握、農家保存と利用の検討 筑波大学 生命環境科学研究科 教授 渡邉　和男

作物学・雑草学 16405020
ナミビア国半乾燥地域におけるトウジンビエ栽培体系化での氾濫水利用型粗放
稲作の導入

名古屋大学 生命農学研究科 助教授 飯嶋　盛雄

園芸学・造園学 15405020 カキの起源種の探索と完全甘ガキ系統群発生過程の解明 京都大学 連合農学 教授 米森　敬三

15405021 東アジアと南米における絶対寄生菌の隔離分布機構の解明 三重大学 生物資源学部 教授 高松　進

16405021 トマト育種史の中での病原菌進化をフィールド分離株に探る 東京農工大学 助教授 有江　力

15405022 東南アジアにおける蘭とミバエ類の送粉共生系の化学生態学的解析 京都大学 連合農学 教授 西田　律夫

16405022
分子・生態情報に基づく東南・東アジアにおけるハダニ類の分布拡大プロセスの
解析

京都大学 連合農学 教授 高藤　晃雄

17405023
東アジア各地に生息するクワコを含む野蚕集団の進化地理学、集団遺伝学的
考察

琉球大学 助教授 中島　裕美子

16405023 地形情報を用いた広域塩動態モデルによる灌漑流域土地利用適正化への提言 京都大学 連合農学 助教授 舟川　晋也

17405024 国内外の火山灰土における生物生産・環境保全機能比較 東北大学 連合農学 教授 南條　正巳

応用微生物学 17405025 オーストラリアにおける亜熱帯陸海域環境を支える微生物基盤の比較研究 琉球大学 理学部 教授 山崎　秀雄

17405026
熱帯地域の都市近郊農業地帯における化学物質の生態環境動態と管理システ
ムの改善

京都大学 連合農学 助教授 赤松　美紀

17405027
根寄生植物ストライガの繁殖を起定する宿主植物ソルガムの形質および環境要
因の解析

神戸大学 農学部 教授 杉本　幸裕

農学

応用昆虫学

植物病理学

植物栄養学・土壌学

農芸化学

生物生産化学・生物
有機化学

農
学
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16405026 森林再生支援のための社会システムの機能とメカニズムに関する研究 筑波大学 生命環境科学研究科 教授 餅田　治之

16405027
火の影響下にある熱帯林における種組成変化のメカニズムの解明と炭素シンク
機能の予測

（独）森林総合研
究所

研究員 清野　嘉之

17405028
地域間ＤＮＡ多型解析によるナラ枯れの媒介者カシノナガキクイムシの外来種
仮説の検証

金沢大学 自然科学研究科 助教授 鎌田　直人

17405029 熱帯林における細根の生産とそれを利用した土壌分解者群集の維持機構 京都大学 連合農学 教授 武田　博清

17405030
ニュージーランドにおける外来菌根菌のナンキョクブナ林侵入定着に関する研
究

京都大学 連合農学 助教授 田中　千尋

17405031 マレーシア・サラワク州の熱帯雨林における試験造林の生態系修復評価 愛媛大学 農学部 教授 二宮　生夫

17405032 フタバガキ科の網羅的系統解析のための材料採集と系統樹作成 九州大学 理学系 助教授
ALFRED E.
SZM

17405033 台湾における大地震後の斜面および河道の地形変化と土砂災害の予測 鹿児島大学 農学部 教授 下川　悦郎

17405034 京都議定書ＣＤＭ植林事業における住民参加プロセスに関する研究 早稲田大学 人間科学学術院 教授 天野　正博

水産学一般 17405035 フナの遺伝子および行動の解析によるキンギョのルーツ解明 広島大学 教授 植松　一眞

水産化学 15405030 魚類ヒスタミン管理のための海外学術調査 東北大学 連合農学 教授 佐藤　実

16402047 旧ソ連諸国における農業インテグレーションの展開とその多面的影響 北海道大学 教授 山村　理人

16405028 漁村の多面的機能とＥｃｏｓｙｓｔｅｍ　Ｂａｓｅｄ　Ｃｏ－ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 広島大学 教授 山尾　政博

16405029 オルタナティブ・トレードの普及可能性と消費者責任に関する比較研究 近畿大学 農学部 教授 池上　甲一

17405036 食品リスク解析の公共的な意思決定に資する農学系サイエンスショップの研究 帯広畜産大学 畜産学部 教授 佐々木　市夫

17405037
日系アグロフォレストリーがアマゾン湿潤熱帯地域の特続的農林業開発に果た
す役割の評価

東京農工大学 助手 山田　祐彰

17405038 持続的なマグロ養殖業の生産管理制度に関する国際研究 近畿大学 農学部 助教授 日高　健

16405030 持続的地域開発の視点から見た灌漑技術移転事業の学際的研究 東京大学
新領域創成科学研究
所

教授 山路　永司

17405039 寒冷乾燥地域における農業水利と環境保全に関する研究 北海道大学 連合農学 教授 長澤　徹明

農業環境工学 16405032 中国黄土高原下流域における物質循環を利用した塩害対策と農地の保全 鳥取大学 農学部 教授 北村　義信

水産学

農業経済学

農業工学

林学・森林工学林学

農業経済学

農業土木学・農村計
画学

農
学
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畜産学・草地学 17405040 絶滅危惧種のタマラオ生息数調査と域内保全に関する現地調査 筑波大学 生命環境科学研究科 教授 金井　幸雄

17405041 家禽類及びその類縁種の糖鎖遺伝子の網羅的解析とその分子系統樹の確立 帯広畜産大学 畜産学部 教授 櫛　泰典

17405042 イタリアにおける非定型ＢＳＥの現地調査 東京大学 農学生命科学研究科 教授 小野寺　節

15405040 中国新疆地域における家畜住血原虫感染症の分子疫学的調査研究 日本大学 生物資源科学部 教授 丸山　総一

16405033 中枢神経系に病原性を示すトリレトロウイルスの分子系統進化 北海道大学 獣医学研究科 助教授 落合　謙爾

16405034
日本に侵入する危険性の高い北米産ウイルス性人獣共通感染症の疫学的研
究

北海道大学 獣医学研究科 助教授 苅和　宏明

16405035 トリパノソーマ　エバンシの分子疫学調査 帯広畜産大学 助教授 井上　昇

16405036 霊長目および翼手目由来新興感染症に関する研究 東京大学 農学生命科学研究科 教授 明石　博臣

17405043
韓国及び中国東北地方におけるダニ媒介性動物原虫感染症の分子疫学的調
査研究

帯広畜産大学 助教授 玄　学南

17405044 東南アジアにおける高リスク侵入性人獣共通感染症の疫学調査 酪農学園大学 獣医学部 教授 田村　豊

15405042
ユーラシア大陸のステップにおける大規模農業が草原生態系に与える影響評
価

筑波大学 生命環境科学研究科 教授 中村　徹

16405037 湿潤熱帯上流域における持続的農業生態系の崩壊と再構築に関する研究 東京大学 農学生命科学研究科 教授 武内　和彦

16405038 タイ国東北部における農民参画による稲品種の採用と乾田直播技術の開発 東京大学 農学生命科学研究科 教授 森田　茂紀

16405039 熱帯および亜寒帯の湿地における土壌からの硫酸流出機構の解析とその対策 北九州市立大学 教授 原口　昭

17405045 家畜の過放牧によるモンゴル草原生態系の生物多様性の劣化に関する研究 東京大学 助教授 高槻　成紀

環境農学

農
学

応用獣医学

基礎獣医学・基礎畜
産学

畜産学・獣医学

境界農学
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化学系薬学 16406002
ベトナム、ミャンマーおよびインドネシアにおける伝統医学と天然薬物資源の調
査研究

富山大学 和漢薬研究所 教授 門田　重利

創薬化学 16406003 中央アフリカにおける抗寄生虫病伝承薬用植物の調査研究 大阪大学 薬学研究科（研究院）
客員教授
（その他）

村上　啓寿

17406004 アジアにおける漢薬資源の調査と薬用植物の多様性の解析 富山大学 和漢薬研究所 教授 小松　かつ子

17406005 カウンターフェイトドラッグの蔓延とその対策に関する調査研究 金沢大学 自然科学研究科 教授 木村　和子

解剖学一般（含組織
学・発生学）

16406005
ミャンマー国に於ける環境毒性物質としての鉄による肝癌発症若年化に関する
調査研究

長崎大学 医師薬 教授 小路　武彦

環境生理学（含体力
医学・栄養生理学）

17406006
モンゴル人の血中酸化ストレス度・抗酸化能から見た老化の診断と日本人の抗
老化対策

女子栄養大学 栄養学部 教授 香川　靖雄

15406011
肺癌、食道癌におけるヒトパピローマウイルスの役割　日本、アジアにおける分
子疫学

東京大学 医学系研究科 教授 深山　正久

16406006 中国東北地方の悪性腫瘍の発癌要因の学術調査 鹿児島大学 医歯薬 講師 蓮井　和久

15406016 南米のシャーガス病の重症化を規定するヒトおよび原虫の遺伝子解析 長崎大学 熱帯医学研究所 教授 平山　謙二

16406007 スリランカにおける非定型的皮膚型リーシュマニア症に関する研究 東京大学 農学生命科学研究科 助教授 松本　芳嗣

16406008
アジアにおける媒介動物の分布特性に基づく新興再興感染症の拡散経路の解
明

福井大学 医学部 助教授 高田　伸弘

16406009 患者血清を用いた新規マラリアワクチン抗原の高速スクリーニング 愛媛大学 教授 坪井　敬文

16406010 日本住血吸虫の起源に関する分子系統・分子細胞遺伝学的研究 高知大学 医学部 教授 吾妻　健

16406012 アジア諸国に拡散する薬剤耐性マラリアのゲノム疫学研究
国立国際医療セ
ンター

（研究所） 狩野　繁之

17406007 消化管寄生原虫ブラストシスチスの疫学調査と遺伝子型分類の研究 奈良女子大学 理学部 助教授 吉川　尚男

17406008 ソロモン諸島における超音波殺虫機を中心としたマラリアコントロール 香川大学 医学部 助教授 村主　節雄

17406009 感染赤血球表面に発現する新規マラリア原虫分子のマラリア重症化への関与 愛媛大学 医学部 助教授 金子　修

17406010 熱帯熱マラリアのワクチン候補抗原ＳＥＲＡの分子疫学的研究 大分大学 教授 川本　文彦

17406011
アジア・アフリカにおける糸状虫症撲滅計画を促進するための基礎研究とその
応用

愛知医科大学 医学部 教授 木村　英作

細菌学（含真菌学） 17406012
ベンガル地域における多剤耐性菌と薬剤耐性遺伝子の解析と我が国のそれら
との比較

大阪府立大学 生命環境 教授 山崎　伸二

16406014 フィリピンのＨＩＶ流行阻止のためのハイリスク集団把握と流行経路予測の試み 金沢大学 医学系研 助教授 景山　誠二

薬学

環境系薬学

基礎医学

医
歯
薬
学

人体病理学

寄生虫学（含衛生動
物学）
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16406016 熱帯におけるヒトロタウイルスの生態解明と予防戦略への展開 長崎大学 医歯薬 教授 中込　治

17406013
世界規模で新興するロタウィルスの出現機構解明を目指したトルコでの分子疫
学調査

長崎大学 医歯薬 講師
アハメド　カム
ルディン

16406017 ＨＩＶ感染症の進展に対する抗酸化物質の抑制作用の検討 群馬大学 医学系研 教授 星野　洪郎

16406018 ラオスなどの途上国における予防接種の問題に関する研究 東京大学 医学系研 助教授 黒岩　宙司

16406020 チェルノブイリ周辺における金属汚染の実態と住民の遺伝子不安定性の解明 長崎大学 齋藤　寛

16406021
エジプト地域におけるビルハルツ住血吸虫感染による膀胱癌発生機序の分子
病理学的解明

大阪市立大学 医学系研 助教授 鰐淵　英機

17406014 ＰＣＢとメチル水銀の健康リスクに関する疫学研究コンソーシアム 東北大学 医学系研 助教授 仲井　邦彦

17406015
西ジャワ農村部における水系の化学物質汚染と学童の健康に関する人類生態
学的調査

東京大学 医学系研 教授 渡辺　知保

17406016
ベトナムにおけるダイオキシン類の異性体比率に基づく環境汚染源の探索に関
する研究

金沢大学 医学系研 教授 城戸　照彦

17406017
ヒトにおける１－ブロモプロパン中枢神経毒性と量－反応関係に関する疫学的
研究

名古屋大学 医学系研 助教授 市原　学

16406022 微生物感染がＨＩＶ感染児に与える影響およびラクトフェリンによる介入 長崎大学 医歯薬 教授 森内　浩幸

16406023 イランカスピ海沿岸地域における消化管がんの宿主・環境要因の研究 名古屋市立大学 医学系研 教授 徳留　信寛

16406025 中国製鉄業労働者のがん死亡に関するコホート研究 産業医科大学 教授 高橋　謙

17406018
近代化と社会不安の相克はソロモン諸島首都近郊のライフスタイルと健康をどう
変えたか

群馬大学 医学系研 助教授 中澤　港

17406019 Ｒｉｃｋｅｔｓ罹患に関わる生活様式・地理環境条件・遺伝学的諸因子の相互作用
東京医科歯科大
学

医歯学 助教授 中村　桂子

17406020 日本人か韓国人におけるＵＧＴ遺伝子変異と乳がん・骨粗鬆症発生の関連性 神戸大学 医学系研 講師 李　明鎮

17406021
エイズ遺児のケアに関するソーシャルネットワークと公的セクターの役割に関す
る研究

長崎大学 医学部保健学科 教授 徳永　瑞子

17406022 アフリカにおける女性と子どものエイズの予防と治療の向上に関する研究
国立国際医療セ
ンター(研究所）

　 若杉　なおみ

法医学 17406023 若年男性の突然死－ポックリ病－の実態調査と日米比較 慶応義塾大学 医学部 教授 藤田　眞幸

呼吸器内科学 16406026 極限高地生息動物の肺循環遺伝子特性 福井大学 医学部 教授 石崎　武志

腎臓内科学 15406033 アジアに好発する進行性腎障害の遺伝素因に関する国際比較調査研究 徳島大学 医学部 教授 土井　俊夫

医
歯
薬
学

衛生学

公衆衛生学・健康科
学

社会医学

ウイルス学基礎医学
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神経内科学 17406024 西ニューギニア地域における、神経難病の実態に関する研究
総合地球環境学
研究所

助教授 奥宮　清人

血液内科学 17406025 マラリア流行地域におけるＧ６ＰＤ変異の分子生物学的分析 自治医科大学 医学部 教授 松岡　裕之

膠原病・アレルギー・
感染症内科学

17406026 リウマチ性疾患の疾患感受性遺伝子の東アジアにおける民族差の研究 東京大学 医学部附属病院 講師 竹内　二士夫

16406030 アジアにおける小児のウイルス感染症の研究 東京大学 医学系研 教授 牛島　廣治

16406031 フィリピンで多発するメープルシロップ尿症に関する分子疫学調査 神戸大学 医学系研 教授 松尾　雅文

外科系臨床医学 眼科学 16406032
モンゴロイドに多発する難治性内眼炎の分子遺伝学的、分子疫学的研究と世界
失明予防

北海道大学 医学部系研 教授 大野　重昭

16406033 唾液腺リンパ上皮性癌に特異的にEBウイルス感染の分子病理学的解析 新潟大学 医歯学系 助教授 程　珺

17406027 口腔癌・歯原性腫瘍発生とアジア多民族遺伝子変異の調査研究 岡山大学 医歯薬 教授 永井　教之

16406034 スリランカ・台湾における口腔がんの分子疫学的比較調査 岐阜大学 医学系研 教授 柴田　敏之

16406035
セミパラチンスク核実験場周辺に多発する顎顔面口腔異常の分子疫学的調査
研究

広島大学 医歯薬 教授 岡本　哲治

17406028 モンゴル人の乳製品多量摂取による口唇口蓋裂発現予防効果に関する研究 愛知学院大学 歯学部 教授 夏目　長門

矯正・小児系歯学 17406029
アジア地域におけるエナメル質形成不全症の微細表面構造データベース構築と
遺伝的解析

九州大学 歯学研究科（研究院） 助手 緒方　哲朗

17406030
配偶者看取り後の独居高齢者のＱＯＬ構築プロセスと地域ケアシステムの国際
比較研究

東京医科歯科大
学

教授 佐々木　明子

17406031
在宅高齢者ホスピスケアのクリニカルパスとケアマネジメント方法の有用性評価
と実用化

東京医科歯科大
学

教授 島内　節

17406032 日韓共同研究によるＩＴを用いた痴呆性高齢者のケア質評価指標の開発 大阪大学 医学系研 教授 牧本　清子

医
歯
薬
学

歯学

看護学

外科系歯学

形態系基礎歯科学

地域・老年看護学

小児科学

内科系臨床医学
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