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基盤研究（Ｂ） 継続 代表 25282010 芸術学部 教授 落合太郎 次世代ハイパワーLED信号灯のユニバーサルデザイン化技術の考案に関する研究 平成25-平成29

基盤研究（Ｂ） 継続 代表 25282010 芸術学部 教授 落合太郎 次世代ハイパワーLED信号灯のユニバーサルデザイン化技術の考案に関する研究 平成25-平成29

基盤研究(C) 継続 代表 25330018 情報科学部 教授 朝廣雄一 構造拡張型の組合せ最適化問題に関する研究 平成25-平成28

基盤研究(C) 継続 代表 25450191 工学部 准教授 高杉美佳子 加水分解性タンニンのIgE産生抑制メカニズムおよび構造活性相関の解明 平成25-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 26330124 情報科学部 教授 下川俊彦 複数クラウドに跨るインタークラウドオートスケール技術に関する研究 平成26-平成28

基盤研究（C） 継続 分担 26330124 情報科学部 助教 神屋郁子 複数クラウドに跨るインタークラウドオートスケール技術に関する研究 平成26-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 26350029 芸術学部 教授 井上友子 伝統産業の振興と地域産業活性化をテーマとした次世代型ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育 平成26-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 分担 26350029 芸術学部 教授 青木幹太 伝統産業の振興と地域産業活性化をテーマとした次世代型ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育 平成25-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 分担 26350029 芸術学部 教授 佐藤慈 伝統産業の振興と地域産業活性化をテーマとした次世代型ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育 平成25-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 分担 26350029 芸術学部 教授 星野浩司 伝統産業の振興と地域産業活性化をテーマとした次世代型ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育 平成25-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 分担 26350029 芸術学部 准教授 佐藤佳代 伝統産業の振興と地域産業活性化をテーマとした次世代型ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育 平成25-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 分担 26350029 芸術学部 教授 南聡 伝統産業の振興と地域産業活性化をテーマとした次世代型ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育 平成25-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 分担 26350029 芸術学部 助教 荒巻大樹 伝統産業の振興と地域産業活性化をテーマとした次世代型ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育 平成25-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 26350252 芸術学部 教授 佐野彰 インタープリテーションを円滑にする、移動可能な映像展示ユニットの開発 平成26-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 26360089 商学部 准教授 大方優子 旅行先へのリピーター類型についての実証的研究 平成26-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 26370147 基礎教育センター 准教授 吉原弘道 平安～鎌倉時代における刀鍛冶の基礎的研究－刀鍛冶データベースの構築－ 平成26-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 26370221 国際文化学部 准教授 宮崎裕子 『石清水物語』諸伝本に関する本文研究及び校本作成 平成26-平成30

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 26380590 商学部 准教授 五十嵐正毅 消費者の情報リテラシーを考慮した広告効果モデルの構築 平成26-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 26380998 経営学部 准教授 菅野禎盛 運動に対する感覚フィードバックの遅延への順応機構の解明 平成26-平成28
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基盤研究（Ｃ） 継続 代表 26420659 工学部 講師 冨田英夫 1950年代北朝鮮におけるバウハウス卒業生Kピュシェルの咸興市戦災復興計画 平成26-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 26440266 健康・スポーツ科学センター 講師 安陪大治郎 環境適応能としての移行速度と経済速度に関する生理人類学的検討 平成26-平成28

基盤研究（C） 継続 代表 26350366 基礎教育センター 特任教授 黒田光太郎 黒田チカの生涯-最初の女子学生の教育、研究、人間、社会- 平成26-平成28

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 15K00711 工学部 教授 山下三平 小石原焼と小鹿田の里における文化的景観表象の分析と評価 平成27-平成29

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 15K02851 国際文化学部 准教授 末松剛 日本前近代の宮廷儀礼に関する史料学的研究 平成27-平成30

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 15K05849 工学部 教授 赤坂亮 多種流体同時相関法による次世代冷媒向け実用状態方程式の効率的開発手法の提案 平成27-平成29

基盤研究（Ｃ） 継続 代表 15K05966 工学部 教授 今坂公宣 パルスパワー創製表面改質ナノカーボンを用いた固体高分子型燃料電池の出力向上技術 平成27-平成29

基盤研究（C） 継続 代表 15K01490 工学部 教授 榊泰輔 高齢者せき損患者の歩行リハビリ訓練を支援するロボット 平成27-平成29

基盤研究（C） 継続 代表 15K03306 経済学部 教授 宗像優 漂流・漂着ごみ対策における行政の役割と法制度に関する研究 平成27-平成30

基盤研究（C） 継続 代表 15K06237 工学部 講師 横田雅紀 日本沿岸における波浪の方向集中度出現特性の解明と予測モデルの開発 平成27-平成29

基盤研究（C） 新規 代表 16K01583 工学部 教授 鶴田和寛 脳錯覚を利用したリハビリ制御装置の研究 平成28-平成30

基盤研究（C） 新規 代表 16K02096 商学部 講師 森下俊一郎 観光産業におけるサービスビジネスとしての「おもてなし」の経営分析 平成28-平成30

基盤研究（C） 新規 代表 16K02290 芸術学部 教授 渡邊雄二 近代における朝鮮時代絵画の収集と展示 平成28-平成30

基盤研究（C） 新規 代表 16K03587 経済・ビジネス研究科 教授 高哲男 『国富論』における政府の役割と『道徳感情論』の正義論との関連性に関する研究 平成28-平成30

基盤研究（C） 新規 代表 16K03839 商学部 准教授 船岡健太 中国の新規株式公開市場における過小値付けの要因に関する包括的研究 平成28-平成32

基盤研究（C） 新規 代表 16K03921 経営学部 教授 中原裕美子 台湾情報機器受託企業の新展開とグローバル生産ネットワークの変容に関する研究 平成28-平成30

基盤研究（C） 新規 代表 16K04514 国際文化学部 准教授 佐喜本愛 奉安殿の教育社会史的研究-学校と地域の連携に注目して 平成28-平成30

基盤研究(C) 新規 代表 16K05217 工学部 教授 濱田英隆 有界対称領域及び単位球状の正則写像、多重調和写像に関する研究 平成28-平成30

基盤研究（C） 新規 代表 16K05460 工学部 准教授 西嵜照和 非周期ナノ構造に発現する特異な超伝導物性・超伝導秩序の形成と渦糸状態の解明 平成28-平成30
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基盤研究（C） 新規 代表 16K06042 工学部 技能員 古池仁暢 ハイブリッドポリマー軸受の摩擦化学反応による自己潤滑膜の生成メカニズムの解明 平成28-平成30

挑戦的萌芽研究 継続 代表 26580011 国際文化学部 准教授 須永敬 日韓山岳宗教の比較研究－その聖地観・神観念・宗教的実践をめぐって－ 平成26-平成28

挑戦的萌芽研究 継続 代表 26590071 商学部 教授 乾弘幸 ホスピタリティ産業における感情労働に関する研究＝ホスピタリティ行動の国際比較＝ 平成26-平成28

挑戦的萌芽研究 継続 分担 26590071 商学部 准教授 松笠裕之 ホスピタリティ産業における感情労働に関する研究＝ホスピタリティ行動の国際比較＝ 平成26-平成28

挑戦的萌芽研究 継続 代表 15K13255 基礎教育センター 特任講師 鬼塚淳子 配慮を要する学生を対象とした大学内就労移行支援システム創出の試み 平成27-平成28

挑戦的萌芽研究 継続 分担 15K13255 国際文化学部 教授 倉知延章 配慮を要する学生を対象とした大学内就労移行支援システム創出の試み 平成27-平成28

挑戦的萌芽研究 新規 代表 16K12572 芸術学部 教授 星野浩司 地方文化施設を基盤とする「Flight プラネタリウム」の開発と研究 平成28-平成30

挑戦的萌芽研究 新規 代表 16K13355 経済学部 講師 平方裕久 ポスト・サッチャー時代の経済思想：競争と管理を通じた公共領域の再編 平成28-平成30

若手研究(B) 継続 代表 24730323 商学部 准教授 脇夕希子 雇用型テレワーク導入におけるダイバーシティ・マネジメントの浸透・定着に関する研究 平成24-平成28

若手研究(B) 継続 代表 25780261 経営学部 准教授 宇山通 生産システムの新興諸国市場最適化に向けた研究 平成25-平成28

若手研究（Ｂ） 継続 代表 25770127 国際文化学部 准教授 松原陽子 プルーストのテクストにおける古典主義演劇 平成25-平成28

若手研究（Ｂ） 継続 代表 25780255 経営学部 准教授 横井克典 市場戦略と生産システム編成の進化プロセスに関する研究 平成25-平成28

若手研究（Ｂ） 継続 代表 26770095 国際文化学部 准教授 天野聡一 五井蘭洲の和学とその受容 平成26-平成29

若手研究（Ｂ） 継続 代表 26780165 経済学部 准教授 広瀬恭子 非対称な輸送費用の下での政策が企業立地に与える効果 平成26-平成28

若手研究（Ｂ） 継続 代表 26780234 経営学部 准教授 上西聡子 効率性の神話的効果に関する研究：切削加工を介した中小企業の戦略的提携事例を通じて 平成26-平成29

若手研究（Ｂ） 継続 代表 15K16810 語学教育研究ｾﾝﾀｰ 講師 Gibson Aaron Vocabulery profile of Japanese students 平成27-平成28

若手研究（Ｂ） 継続 代表 15K16892 商学部 講師 塚本僚平 繊維関連産業集積地における構造変化と地域コミュニティに関する地理学的研究 平成27-平成28

若手研究（Ｂ） 継続 代表 15K17547 工学部 特任講師 福永知則 特異点を持つ曲線と曲面の研究 平成27-平成29

若手研究（Ｂ） 継続 代表 15K18037 工学部 助手 貞方敦雄 有機EL太陽電池の発光・発電面内の劣化に至るｷｬﾘｱ挙動の計測手法の確立 平成27-平成28
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若手研究（Ｂ） 継続 代表 16K21544 健康・スポーツ科学センター 講師 中尾武平 小児メタボリックシンドローム及び脳神経機能に対する有酸素性運動とDHA摂取の効果 平成27-平成28

若手研究（Ｂ） 新規 代表 16K21545 経済学部 講師 澤田英司 東アジア水域の湿地保全へ向けた面源汚染政策の応用と実装 平成28-平成30

若手研究（Ｂ） 新規 代表 16K21546 商学部 講師 津村将章 物語広告の効果測定と実践的提言-イベントインデックスモデルの観点から- 平成28-平成30

研究活動スタート支援 継続 代表 15H06791 経済学部 講師 堀口悟郎 「教授会自治」論の代わる新たな憲法理論の探求 平成27-平成28

研究活動スタート支援 継続 代表 15H06792 経済学部 講師 高橋主光 何が無業者の就業を促進するのか 平成27-平成28

研究活動スタート支援 継続 代表 15H06793 経済学部 講師 河瀬宏則 自社株買いのオフセット行動に関する実証分析 平成27-平成28

基盤研究（C） 新規 代表 16K02151 国際文化学部 准教授 藤田尚志 フランス現代哲学における主体・人格概念の分析（愛・性・家族の解体と再構築を軸に） 平成28-平成30

基盤研究（C） 新規 代表 16K06980 工学部 准教授 松下大介 低コスト高効率ポータブル型ダリウス水車の営農用傾斜水路への適用と設置指針の確立 平成28-平成30

基盤研究（C） 新規 代表 16K07607 工学部 准教授 高橋芳弘 園芸作物の鮮度保持に関わるポリアミンの役割の解明 平成28-平成30

基盤研究(C) 継続 分担 26380967 国際文化学部 准教授 森川友子 体験過程尊重尺度（Focusing Manner Scale:FMS）の標準化 平成26-平成28

基盤研究(C) 継続 分担 26440268 健康・スポーツ科学センター 講師 安陪大治郎 高所環境における経済速度と体温・体液調節能からみた環境適応能 平成26-平成28

基盤研究(S） 継続 分担 24220013 美術館 教授 緒方泉 知の循環型社会における対話型博物館生涯学習ｼｽﾃﾑの構築に関する基礎的研究 平成24-平成28

基盤研究（Ｂ） 継続 分担 25284148 商学部 准教授 平山昇 感情の共同体？-ドイツ近現代史への新たな視座 平成25-平成28

基盤研究（C） 継続 分担 26400180 工学部 特任講師 鳴海孝之 走化性・増殖系に現れる非線形現象とその解析－これまでとこれから- 平成26-平成30

基盤研究（B） 継続 分担 26301007 商学部 講師 片瀬葉香 福祉国家の新しい産業戦略-北欧諸国における観光開発と雇用創出 平成26-平成29

基盤研究（B） 継続 分担 26301007 商学部 講師 片瀬葉香 福祉国家の新しい産業戦略-北欧諸国における観光開発と雇用創出 平成26-平成29

基盤研究（B） 継続 分担 15H03382 経営学部 准教授 横井克典 サプライチェーンにおけるタイミングコントローラ：市場適応方法の比較研究 平成27-平成31

基盤研究（C） 継続 分担 15K01973 商学部 講師 室岡祐司 観光目的地におけるマネジメント組織に関する理論的・実証的研究 平成25-平成29

挑戦的萌芽研究 継続 分担 15K13438 工学部 准教授 山本卓宏 ビッグデータ可視化手法によ安定写像構成イノベーションへの挑戦 平成27-平成29
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基盤研究（Ａ） 継続 分担 25243008 国際文化学部 准教授 酒井一臣 環太平洋における在外日本人の移動と生業 平成27-平成29

挑戦的萌芽研究 継続 分担 15K15886 国際文化学部 教授 倉知延章 訪問看護への自閉症を有する人に支援に関する多職種型看護士教育プログラムの構築 平成25-平成29

基盤研究（B） 継続 分担 15H03154 国際文化学部 准教授 藤田尚志 ﾍﾞﾙｸｿﾝ『物質と記憶』の総合的研究-国際協働を型とする西洋哲学研究の確立 平成27-平成28

基盤j研究（B） 継続 分担 26289166 工学部 講師 横田雅紀 沿岸域の不規則波浪に伴う長周期波の出現特性の解明とその標準方向スペクトルの提案 平成27-平成28

基盤j研究（B） 新規 分担 16H04420 工学部 講師 横田雅紀 超波実験における実用的な風速設定法の確立 平成26-平成28

基盤研究（C） 新規 分担 16K03289 経済学部 講師 堀口悟郎 国家と市民社会をめぐる憲法的規律のあり方 平成28-平成30

基盤研究（B） 新規 分担 16H05706 経営学部 教授 中原裕美子 アジア諸国のICT産業の新しい発展モデル-日本とアジアの相互依存的発展- 平成28-平成31

基盤研究（B） 新規 分担 16H03657 経営学部 准教授 宇山通 環境統合型生産システムの構築と地域創生に関わる国際比較研究 平成28-平成30

挑戦的萌芽研究 新規 分担 16K12776 工学部 特任講師 鴈野重之 国際的スタンダードカリキュラムの構築「大学学部における総合科学としての天文学」 平成28-平成30

基盤研究（B） 新規 分担 16H03679 経営学部 准教授 上西聡子 会計研究と組織理論の接合を通じた計算実践の解明 平成28-平成30

基盤研究（C） 新規 分担 16K02896 語学教育研究ｾﾝﾀｰ 講師 ボビー・ヒロユキ
An Investigation into High-Feedback Engagement Factors in Technology Enhanced Learning
Materials that tap into the OCEAN Personality Traits of ESL Learners

平成28-平成30

基盤研究（B) 新規 分担 16H03674 商学部 講師 渡邉孝一郎 人口減少・都市縮小時代の都市中心部の老朽化商業施設等の再利用・再開発に関する研究 平成28-平成30

基盤研究（C） 新規 分担 16K02411 国際文化学部 准教授 天野聡一 19世紀初頭・長編小説生成期における構成・素材・記述に関する総合的研究 平成28-平成31

基盤研究（Ａ） 新規 分担 16H02049 国際文化学部 講師 小池高史 大都市求職高齢者の実態解明およびシームレスな社会参加支援に向けた研究 平成28-平成30

基盤研究（B） 継続 分担 15H03292 基礎教育センター 講師 宮内紀子 イギリス憲法の「現代化」と比較憲法モデル構築のための綜合的研究 平成27-平成29

基盤研究（B） 新規 分担 16H04314 工学部 准教授 橋口卓平 再生可能エネルギーのDVSによる電力系統安定化制御方式 平成28-平成30


