
平成23年度科学研究費助成事業

№ 研究種目名 課題番号 課題名 代表者名

1 特別推進研究 19001001
変動期における投票行動の全国的・時系列的調査
研究

平野　浩

2
特定領域研究（公

募）
22019034 二核細胞をつくりだす細胞周期制御 谷口  喜一郎

3
新学術領域研究（研

究領域提案型）
22131001

ゲノム複製・修復・転写のカップリングと普遍的なクロ
マチン構造変換機構

花岡　文雄

4
新学術領域研究（研

究領域提案型）
22131008

複製と修復をカップリングする損傷乗り越え複製の普
遍性

花岡　文雄

5
新学術領域研究（研

究領域提案型）
23103514

微小磁場中スピノルボーズ凝縮体を用いた新奇量子
渦の実現

東條　賢

6
新学術領域研究（研

究領域提案型）
23105003 ｷﾗﾙﾌﾞﾚﾝｽﾃｯﾄﾞ酸触媒の理論的制御ｼｽﾃﾑ設計 秋山　隆彦

7
新学術領域研究（研

究領域提案型）
23105541

分子内Redox系を用いる炭素－水素結合活性化反
応を基軸とする新規環化反応の開発

秋山　隆彦

8
新学術領域研究（研

究領域提案型）
23114007 非ｺｰﾄﾞＤＮＡ領域が果たすＤＮＡ損傷ｽﾄﾚｽ耐性機能 菱田　卓

9 基盤研究（Ｓ） 22223004 日本の無形資産投資に関する実証研究 宮川　努

10 基盤研究（Ａ） 21242019
旧日本植民地・占領地関係資料ならびに原爆関係資
料のアーカイブズ学的研究

安藤　正人

11 基盤研究（Ａ） 21243009
21世紀型統治システムへの転換－主要国の政治意
思決定構造の比較研究－

佐々木　毅

12 基盤研究（Ａ） 22242005 大画面説話画の総合研究 佐野　みどり
13 基盤研究（Ａ） 22247031 収縮環の構造と形成・収縮機構の研究 馬渕　一誠

14 基盤研究（Ａ） 22249005
遺伝子改変マウスを利用した損傷乗り越え型ＤＮＡポ
リメラーゼの機能解析

花岡　文雄

15 基盤研究（Ａ） 23247002 環境適応型DNA損傷ストレス耐性メカニズムの解明 菱田　卓

16 基盤研究（Ｂ） 20320039
戦争をめぐる表現と表象―日本近代文学・日本映画
に関する中仏との比較研究

中山　昭彦

17 基盤研究（Ｂ） 20320074
「生活のための日本語」に関する基盤的研究:段階的
発達の支援をめざして

金田　智子

18 基盤研究（Ｂ） 20340014 4次元多様体とリーマン面 松本　幸夫

19 基盤研究（Ｂ） 21330031
戦後日本の政治変動と参議院選挙：市区町村別デー
タに基づく実証的研究

福元　健太郎

20 基盤研究（Ｂ） 21330182
旧制中等諸学校の『校友会誌』にみる学校文化の諸
相の研究と、史料のデータベース化

斉藤　利彦

21 基盤研究（Ｂ） 21350025 次元拡張型ヘテローπ共役分子群の創製 川島　隆幸

22 基盤研究（Ｂ） 21360325
高圧を利用した化学結合の制御と極性酸化物の創
製

稲熊　宜之

23 基盤研究（Ｂ） 22330098
動学的最適化理論を応用した金融リスク管理・監督
手法の開発

細野　薫

24 基盤研究（Ｂ） 22330122
引用関係クラスタを利用した技術財産と企業境界の
分析

和田　哲夫

25 基盤研究（Ｂ） 22340029 量子物理学の数理解析 谷島　賢二

26 基盤研究（Ｂ） 22340163
マントル鉱物の高圧相平衡と熱力学：ポストスピネル
とポストペロブスカイト

赤荻　正樹

27 基盤研究（Ｂ） 23320017
戦争・災害より見た近代東アジア民衆諸宗教に関す
る比較史的研究

武内　房司

28 基盤研究（Ｂ） 23320163
現代ヨーロッパの都市と住宅にかんする歴史的研究
－田園都市からニュータウンへ－

中野　隆生

29 基盤研究（Ｂ） 23330092 放置自転車対策の費用・効果分析 八田　達夫
30 基盤研究（Ｂ） 23340119 エンタングルメントを利用した量子測定の実証実験 平野　琢也

31 基盤研究（Ｂ） 23350046
キラルブレンステッド酸蝕媒を用いた不斉合成反応
の革新化

秋山　隆彦

32 基盤研究（Ｂ） 23390013 低侵襲型がん治療を可能とするホウ素送達システム 中村　浩之

33 基盤研究（Ｃ） 20570202
ショウジョウバエにおけるヒト前立腺相同器官＝附属
腺の発生メカニズム

安達　　卓

34 基盤研究（Ｃ） 21520339 ベルナール＝マリ・コルテス研究 佐伯　隆幸
35 基盤研究（Ｃ） 21520754 好奇心と物欲の系譜－教養文化とは何であったか？ 眞嶋　史叙
36 基盤研究（Ｃ） 21530017 グローバル化における「私法」の変容 浅野  有紀
37 基盤研究（Ｃ） 21530360 連動経営の構築と破綻のダイナミズムに関する研究 森田　道也
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38 基盤研究（Ｃ） 21530474 日本の企業グループにおける利益調整の研究 金田　直之
39 基盤研究（Ｃ） 21530500 階層意識形成過程の数理社会学的解明 数土　直紀

40 基盤研究（Ｃ） 21540497
マントル物質および関連物質のラマン分光法による
格子振動解析

糀谷　浩

41 基盤研究（Ｃ） 21550066
ゲルマニウム置換白金錯体（Ⅱ）の万華鏡反応の解
明

持田　邦夫

42 基盤研究（Ｃ） 21570003
細胞質分裂時におけるセプチンタンパクの修飾制御
の解析

菊池　淑子

43 基盤研究（Ｃ） 22500231 推論エンジン法による知識ベースの構築 白田　由香利

44 基盤研究（Ｃ） 22510063
細胞の紫外線抵抗性における損傷乗り越えＤＮＡポ
リメラーゼ間相互作用の生理的意義

横井  雅幸

45 基盤研究（Ｃ） 22520408
「ポライトネス」の独日英語対照比較―社会心理学を
参照して―

渡辺　学

46 基盤研究（Ｃ） 22520539
教科学習支援を目指す大学と地域の連携によるＪＳ
Ｌ児童日本語指導プログラムの開発

村野　良子

47 基盤研究（Ｃ） 22520648
学校アーカイブズの開発・運営についての基礎的研
究

保坂　裕興

48 基盤研究（Ｃ） 22530086 インドネシアの紛争処理の実情と課題 草野　芳郎

49 基盤研究（Ｃ） 22530676
社会的判断における誤帰属過程の顕在性・潜在性に
関する検討

外山　みどり

50 基盤研究（Ｃ） 22540030 連分数の実二次体への応用 河本　史紀
51 基盤研究（Ｃ） 22540140 ランダムシュレーディンガー作用素の準位統計 中野　史彦

52 基盤研究（Ｃ） 23500185
離散データ構造からの知識発見手法を用いた公共
事業入札の分析

久保山　哲二

53 基盤研究（Ｃ） 23520035
アプレイウス及び中期プラトン主義からみる行為決定
における超越的契機の研究

小島　和男

54 基盤研究（Ｃ） 23520105
近代日本と中国における「哲学」概念の成立過程の
比較研究

高柳　信夫

55 基盤研究（Ｃ） 23520320 エリザベス朝演劇における社会的弱者の表象研究 中野　春夫

56 基盤研究（Ｃ） 23520393
メヒティルト・フォン・マクデブルク『神性の流れる光』
の思想的、社会的背景について

狩野　智洋

57 基盤研究（Ｃ） 23520394
新概念「亡命の文化テキスト」の確立ー東アジアへの
亡命研究を通して

Thomas　Pekar

58 基盤研究（Ｃ） 23520522
18世紀ドイツの書きことばにおける口語性の機能―
社会語用論的・言語意識史的研究

高田　博行

59 基盤研究（Ｃ） 23520590 語彙的説明と構文的説明の接点を求めて 高見　健一
60 基盤研究（Ｃ） 23520829 近世天皇・朝廷研究の基盤形成 高埜　利彦

61 基盤研究（Ｃ） 23520873
近代日本人のみた古都・長安の風景－足立喜六遺
品資料を中心に

村松　弘一

62 基盤研究（Ｃ） 23530037
大規模災害時における避難法制に関する比較実証
研究

大橋　洋一

63 基盤研究（Ｃ） 23530068 新たな労働法の課題と労働者概念 橋本　陽子
64 基盤研究（Ｃ） 23530107 東アジア成年後見法制度の比較法的研究 岡　孝

65 基盤研究（Ｃ） 23530160
韓国政官関係の比較研究－大統領・政治任用官僚・
職業公務員関係はいかに規定されるか

磯﨑　典世

66 基盤研究（Ｃ） 23530864 達成動機づけにおける「他者」と「自己」の調整 伊藤　忠弘

67 基盤研究（Ｃ） 23530920
グループ・スーパービジョンにおける学び体験に関す
る研究

吉川　眞理

68 基盤研究（Ｃ） 23540423
π－d相互作用を有する分子性金属の金属－非金属
転移の微視的研究

開　康一

69 基盤研究（Ｃ） 23550024
オンデマンド液滴から合成した単一粒子触媒の反応
性計測

河野　淳也

70 挑戦的萌芽研究 21653011
日本における政治学方法論の創出：自民党政権人
事の統計モデルの開発を例として

福元　健太郎

71 挑戦的萌芽研究 22654006 結び目のアレキサンダー多項式と整数論 中島　匠一

72 若手研究（Ｂ） 20720189
古都・長安の“再”発見―足立喜六著『長安史蹟の研
究』を中心に

村松　弘一

73 若手研究（Ｂ） 21730025
「憲法判断」とは何か　―市民感覚を反映する憲法訴
訟論へ

青井　未帆
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74 若手研究（Ｂ） 21730325
新規学卒就職者の組織社会化プロセスにおける個
人の適応行動に関する実証的研究

竹内　倫和

75 若手研究（Ｂ） 21730377
会計利益の有用性にかんする利益の質の観点から
の考察

勝尾　裕子

76 若手研究（Ｂ） 22720021
明代東アジアの文化交渉―『小学』『孝経』『家礼』の
観点から―

白井　順

77 若手研究（Ｂ） 22730028
国際的租税回避に関する制度設計の観点からの研
究

渕　圭吾

78 若手研究（Ｂ） 22730123
アメリカ連邦最高裁判所判事指名からみる利益団体
運動の変遷

庄司  香

79 若手研究（Ｂ） 22750044
水素転位を介するｓｐ３ＣーＨ結合活性化を利用した
多環骨格構築法の開発

森　啓二

80 若手研究（Ｂ） 22770131 銅イオン輸送ＡＴＰａｓｅのドメイン間相互作用 津田  岳夫

81 若手研究（Ｂ） 22770156
生体分子モーターの触媒部位における構造変化モニ
ター

足立　健吾

82 若手研究（Ｂ） 22770196 二核細胞の分化機構と存在意義 谷口  喜一郎

83 若手研究（Ｂ） 22790113
血管新生抑制を指向した低酸素誘導因子阻害剤の
創薬研究

潘　鉉承

84 若手研究（Ｂ） 23700274
無限要素を持つノンパラメトリックベイズモデルによる
生命情報予測アルゴリズム研究

鏑木　崇史

85 若手研究（Ｂ） 23700809
メディア利用が性意識・行動に及ぼす影響に関する
研究

橿淵　めぐみ

86 若手研究（Ｂ） 23720326 修験道組織の形成と地域的展開に関する研究 近藤　祐介

87 若手研究（Ｂ） 23720348
隋唐期における墓誌史料の研究基盤情報の整理と
分析

福島　恵

88 若手研究（Ｂ） 23720349
現代韓国の労働運動とキリスト教；1965－1970年を
中心に

斉藤　涼子

89 若手研究（Ｂ） 23730122 著作権法と表現の自由に関する総合的研究 横山　久芳

90 若手研究（Ｂ） 23730170
多元的政策スキームとガバナンス：PRSP体制とHIV
/ AIDS対策の交錯

元田　結花

91 若手研究（Ｂ） 23740059
トーラス束によるリーマン・ロッホ数の局所化の研究
とその応用

藤田　玄

92 若手研究（Ｂ） 23740298 強相関電子系への代数的アプローチ 桂　法称

93 若手研究（Ｂ） 23740308
2成分ボーズ凝縮体の対向超流動による界面不安定
性発生

東條　賢

94 若手研究（Ｂ） 23750245
Aサイト秩序型ペロブスカイト酸化物の高圧合成およ
び新規磁性高誘電性材料の探索

森　大輔

95
研究活動スタート支

援
22840039

空間遠方で増大する非局所的非線型項をもつシュレ
ディンガー方程式の解析

眞崎　聡

96
研究活動スタート支

援
22870028

高速偏光変調顕微鏡によるＦ1-ＡＴＰａｓｅの構造変化
と化学反応の同時観測

政池　知子

97
研究活動スタート支

援
23820045

陸九淵『象山先生文集』の新資料：北京大学図書館
所蔵本から近世東アジアをとらえ直す

中嶋　諒

98
研究活動スタート支

援
23820046

中国最初の初期王朝はなぜ洛陽盆地に誕生した
か？―二里頭文化の生業・経済基盤を探る

久慈　大介

99
研究活動スタート支

援
23840034

レーザー光を用いて実現する新しい種類の極低温原
子気体に関する理論的研究

高橋　雅裕

100 学術図書 235085 日本語作文産出過程の分析と支援ツールの開発 吉田　美登利
101 学術図書 235128 中国漢代墓葬装飾の地域的研究 菅野　恵美

102 特別研究員奨励費 21・09240
炭素‐窒素結合活性化による高度分子変換反応の開
発

中村　浩之

103 特別研究員奨励費 22・00732 ’60年代日本の政治過程とマンガ（特に「ガロ」誌） 夏目　房之介

104 特別研究員奨励費 22・9542
室町後期絵巻物の総合的研究―初期狩野派作品を
中心に

土谷　真紀

105 特別研究員奨励費 23・104
分裂酵母からの収縮環単離と再活性化による収縮メ
カニズムの解明

柏崎　隼

106 特別研究員奨励費 23・8117 サミュエル・ベケット作品における「傍観者」の諸問題 宮脇　永吏
107 特別研究員奨励費 23・9482 言語学の知見に基づいた日本語の言語障害の研究 島守　幸代
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