
（１）　新規採択分 平成２７年４月現在

応募 採択 採択率 配分額 平均 最高

件 件 ％ 千円 千円 千円

 研究成果公開促進費 〔 1,014 〕 〔 439 〕 〔 43.3 〕 〔 955,200 〕 〔 2,176 〕 〔 18,100 〕

949 403 42.5 914,100 2,268 14,300

〔 104 〕 〔 55 〕 〔 52.9 〕 〔 91,000 〕 〔 1,655 〕 〔 9,000 〕

93 47 50.5 110,000 2,340 9,000

　　　　　　うち、研究成果公開発表（B） 〔 90 〕 〔 47 〕 〔 52.2 〕 〔 50,400 〕 〔 1,072 〕 〔 1,400 〕

72 36 50.0 39,800 1,106 1,500

　　　　　　うち、研究成果公開発表（C） 〔 14 〕 〔 8 〕 〔 57.1 〕 〔 40,600 〕 〔 5,075 〕 〔 9,000 〕

21 11 52.4 70,200 6,382 9,000

〔 87 〕 〔 37 〕 〔 42.5 〕 〔 175,700 〕 〔 4,749 〕 〔 18,100 〕

65 43 66.2 187,400 4,358 14,300

　　　　　　うち、国際情報発信強化（A） 〔 11 〕 〔 4 〕 〔 36.4 〕 〔 50,200 〕 〔 12,550 〕 〔 18,100 〕

8 4 50.0 43,400 10,850 14,300

　　　　　　うち、国際情報発信強化（B） 〔 71 〕 〔 31 〕 〔 43.7 〕 〔 99,400 〕 〔 3,206 〕 〔 5,400 〕

54 38 70.4 135,800 3,574 6,400

　　　　　　うち、オープンアクセス刊行支援 〔 5 〕 〔 2 〕 〔 40.0 〕 〔 26,100 〕 〔 13,050 〕 〔 17,200 〕

3 1 33.3 8,200 8,200 8,200

〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕 〔 - 〕

- - - - - -

〔 680 〕 〔 287 〕 〔 42.2 〕 〔 431,200 〕 〔 1,502 〕 〔 14,000 〕

636 245 38.5 395,000 1,612 10,200

〔 143 〕 〔 60 〕 〔 42.0 〕 〔 257,300 〕 〔 4,288 〕 〔 9,000 〕

155 68 43.9 221,700 3,260 10,400

　　　　　　うち、研究成果データベース 〔 141 〕 〔 59 〕 〔 41.8 〕 〔 256,400 〕 〔 4,346 〕 〔 9,000 〕

151 66 43.7 220,200 3,336 10,400

　　　　　　うち、学術誌データベース 〔 2 〕 〔 1 〕 〔 50.0 〕 〔 900 〕 〔 900 〕 〔 900 〕

4 2 50.0 1,500 750 900

(注）上段〔　　〕内は、前年度を示す。

　　　　・データベース

　　　　・国際情報発信強化

　　　　・学術定期刊行物

　　　　・学術図書

平成２７年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の審査結果

研   究   種   目
研　　究　　課　　題　　数 研　　究　　経　　費 １課題当たりの配分額

　　　　・研究成果公開発表



（２）　新規採択分+継続分 平成２７年４月現在

応募 採択 配分額 平均 最高

件 件 千円 千円 千円

 研究成果公開促進費 〔 1,084 〕 〔 509 〕 〔 1,360,000 〕 〔 2,672 〕 〔 31,700 〕

1,012 466 1,293,900 2,777 33,800

〔 110 〕 〔 61 〕 〔 119,300 〕 〔 1,956 〕 〔 9,000 〕

94 48 118,400 2,467 9,000

　　　　　　うち、研究成果公開発表（B） 〔 90 〕 〔 47 〕 〔 50,400 〕 〔 1,072 〕 〔 1,400 〕

72 36 39,800 1,106 1,500

　　　　　　うち、研究成果公開発表（C） 〔 20 〕 〔 14 〕 〔 68,900 〕 〔 4,921 〕 〔 9,000 〕

22 12 78,600 6,550 9,000

〔 111 〕 〔 61 〕 〔 426,100 〕 〔 6,985 〕 〔 31,700 〕

96 74 469,000 6,338 33,800

　　　　　　うち、国際情報発信強化（A） 〔 18 〕 〔 11 〕 〔 195,000 〕 〔 17,727 〕 〔 31,400 〕

15 11 187,600 17,055 31,400

　　　　　　うち、国際情報発信強化（B） 〔 86 〕 〔 46 〕 〔 153,100 〕 〔 3,328 〕 〔 5,400 〕

75 59 207,500 3,517 6,400

　　　　　　うち、オープンアクセス刊行支援 〔 7 〕 〔 4 〕 〔 78,000 〕 〔 19,500 〕 〔 31,700 〕

6 4 73,900 18,475 33,800

〔 14 〕 〔 14 〕 〔 36,100 〕 〔 2,579 〕 〔 6,200 〕

6 6 10,000 1,667 4,400

〔 686 〕 〔 293 〕 〔 444,900 〕 〔 1,518 〕 〔 14,000 〕

644 253 413,500 1,634 10,200

〔 163 〕 〔 80 〕 〔 333,600 〕 〔 4,170 〕 〔 10,700 〕

172 85 283,000 3,329 10,400

　　　　　　うち、研究成果データベース 〔 161 〕 〔 79 〕 〔 332,700 〕 〔 4,211 〕 〔 10,700 〕

168 83 281,500 3,392 10,400

　　　　　　うち、学術誌データベース 〔 2 〕 〔 1 〕 〔 900 〕 〔 900 〕 〔 900 〕

4 2 1,500 750 900

(注）上段〔　　〕内は、前年度を示す。

　　　　・国際情報発信強化

　　　　・学術定期刊行物

　　　　・学術図書

　　　　・データベース

平成２７年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の審査結果

研   究   種   目
研　　究　　経　　費 １課題当たりの配分額

　　　　・研究成果公開発表

研　　究　　課　　題　　数



１．研究成果公開発表

（１）研究成果公開発表（Ｂ）

①人文科学系

採択課題番号 主催団体名 主催団体代表者 職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名
交付予定額
（単位：円）

15HP0001 日本医学哲学・倫理学会 学会長  小出  泰士
公開講座「生命の始まりへの介入はどこまで認められるか―卵子提供・代理出産・出生前
診断・着床前診断―」

1,200,000

15HP0002 日本音声学会 会長  佐藤  大和 日本音声学会公開講座「声とことばの不思議」 700,000

15HP0003 日本文化財科学会 会長  長友  恒人 被災文化財を守る  ―陸前高田からの視点―文化遺産の継承と科学Ⅰ 1,400,000

15HP0004 日本西アジア考古学会 会長  西藤  清秀 古代西アジアと人類史における「グローバリゼーション」 1,400,000

15HP0005 日本文化人類学会 会長  関根  康正 人類学的想像力の効用 1,000,000

②社会科学系

採択課題番号 主催団体名 主催団体代表者 職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名
交付予定額
（単位：円）

15HP0006 日本年金学会 代表幹事  山﨑  泰彦 女性と年金：  女性活躍と出産育児配慮の在り方を求めて 1,400,000

15HP0007 日本基礎心理学会 理事長  坂上  貴之 「こころ」ってそうなっているのか！―基礎心理学が拓く「こころ」の不思議 1,300,000

③理工系

採択課題番号 主催団体名 主催団体代表者 職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名
交付予定額
（単位：円）

15HP0008 一般社団法人  日本物理学会 会長  兵頭  俊夫 公開講座「結晶と粒子線回折  ―  ブラッグ反射１００年」 1,200,000

15HP0009 公益社団法人  日本天文学会 会長  櫻井  隆 日本天文学会公開講演会  Ｘ線で見るダイナミックな宇宙（仮） 800,000

15HP0010 一般社団法人  日本地質学会 会長  井龍康文
「市民講演会：信州の自然とともに生きる―地震と火山の防災地学」及び「地質情報展２０
１５ながの」

1,400,000

15HP0011 日本物理教育学会 会長  高橋  憲明 伸びる力と夢を育む青少年の科学実験・こどもの工作教室 1,400,000

15HP0012 公益社団法人  日本雪氷学会 会長  中尾  正義 雪氷楽会ｉｎ松本  ―山の雪からみた地球の今― 900,000

15HP0013 特定非営利活動法人  日本火山学会 会長  井口  正人 御嶽山噴火１周年～イザ！に備えた火山学入門 800,000

計５件

計２件
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採択課題番号 主催団体名 主催団体代表者 職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名
交付予定額
（単位：円）

15HP0014 地球電磁気・地球惑星圏学会 会長  中村  正人 きょう、地球をキミの手に！  宇宙をキミの手で！ 1,100,000

15HP0015 公益社団法人  高分子学会 会長  高原  淳
サイセンタンコウブンシ―ミライノユメヲカナエルザイリョウ！  最先端高分子―未来の夢を
かなえる材料！

1,400,000

15HP0016 一般社団法人  電気学会 会長  生駒  昌夫 はてな？なるほど！電気ゼミナール 800,000

15HP0017 一般社団法人  電気学会 会長  生駒  昌夫 子供電気体験教室「電気を作って・貯めて・作って遊ぼう！」 1,200,000

15HP0018 公益社団法人  化学工学会 代表理事  会長  前  一廣
第２１回高校生のための現代寺子屋講座「いのちの水を支える膜技術―最先端研究から
実用化まで―」

500,000

15HP0019 公益社団法人  応用物理学会 会長  河田  聡 各支部連携による過疎地支援出張リフレッシュ理科教室 1,000,000

15HP0020 公益社団法人　日本磁気学会
代表理事（会長）  二本  正
昭

さわって体験してみよう！磁石のふしぎな世界（第２１回公開講演会） 400,000

15HP0021 一般社団法人  日本機械学会 会長  久保  司郎 第１９回ロボットグランプリ 1,400,000

15HP0022 一般社団法人  日本機械学会 会長  久保  司郎 第２１回流れのふしぎ展 1,300,000

④生物系

採択課題番号 主催団体名 主催団体代表者 職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名
交付予定額
（単位：円）

15HP0023 日本遺伝学会 会長  遠藤  隆 パーソナルゲノム時代の遺伝学と人間社会 1,300,000

15HP0024 日本バイオイメージング学会 会長  川西  徹 ワタクシタチノクラシトバイオイメージング  ミエルカラワカルバイオノセカイ 1,400,000

15HP0025 日本人類学会 会長  松浦  秀治
第６９回日本人類学会公開シンポジウム「歩くことから。健康への取り組みをはじめる、つ
づけるために」

1,300,000

15HP0026 公益社団法人  日本生物工学会 会長  園元  謙二
日本生物工学会  九州支部  ２０１５年度  市民フォーラム  「生き物の力を人の暮らしに活
かす  ～微生物から動植物まで、生物工学の新展開～」

700,000

15HP0027 一般社団法人  日本生態学会 会長  齊藤  隆 日本生態学会第１９回公開講演会「生態学から見た東日本大震災」 1,400,000

15HP0028 日本植物細胞分子生物学会 会長  橋本  隆
日本植物細胞分子生物学会市民公開シンポジウム「新しい植物育種技術について考え
る」

500,000

15HP0029 一般社団法人  日本調理科学会 会長  大越  ひろ 次世代へ継承する日本の食文化―茶と和食の歴史と発展― 800,000

15HP0030 日本繁殖生物学会 理事長  前多  敬一郎 宇宙における動物繁殖の可能性 1,300,000

15HP0031 動物臨床医学会 会長  若尾  義人
第３６回動物臨床医学会年次大会市民公開シンポジウム「動物達と共生することによる効
能・効果を考える」

1,300,000

計１５件
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採択課題番号 主催団体名 主催団体代表者 職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名
交付予定額
（単位：円）

15HP0032 一般社団法人　日本土壌肥料学会 会長  小崎  隆 国際土壌年企画展「元気な暮らしは元気な土から」 1,300,000

15HP0033 日本育種学会 会長  吉村  淳 作物の起源と人が育てた栽培植物―探索と研究の現場からの日本食再考 1,000,000

15HP0034 日本神経科学学会 会長  田中  啓治 第３８回日本神経科学大会市民公開講座  「脳科学へのいざない」 1,500,000

15HP0035 公益社団法人  日本薬理学会 理事長  飯野  正光 第８９回日本薬理学会年会  市民公開講座  「薬の過去・現在・未来～その役割の変遷～」 1,100,000

15HP0036 特定非営利活動法人  日本歯科保存学会 理事長  千田  彰 日本歯科保存学会市民公開シンポジウム「健康に感謝！それはお口から」 900,000

計１４件
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（２）研究成果公開発表（Ｃ）

①人文科学系

採択課題番号 主催団体名 主催団体代表者 職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名
交付予定額
（単位：円）

15HP0301 日本フランス語教育学会 会長  古石  篤子 日本フランス語教育学会国際大会２０１５ 2,700,000

15HP0701 日本音楽学会 会長  渡辺  裕 第２０回国際音楽学会東京大会 2,700,000

②理工系

採択課題番号 主催団体名 主催団体代表者 職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名
交付予定額
（単位：円）

260701 一般社団法人  日本航空宇宙学会 会長  上野　誠也 第３０回宇宙技術および科学の国際シンポジウム 8,400,000

15HP0302 一般社団法人  エレクトロニクス実装学会 会長  須賀  唯知 第９回環境調和型設計とインバ－スマニュファクチャリングに関する国際シンポジウム 7,000,000

15HP0303 公益社団法人  応用物理学会 会長  河田  聡 和文名：２０１５年国際固体素子・材料コンファレンス 8,000,000

15HP0304 一般社団法人  映像情報メディア学会 会長  久保田  啓一 第２２回ディスプレイ国際ワークショップ 9,000,000

15HP0305 公益社団法人  物理探査学会 会長  斎藤  秀樹 第１２回物理探査学会国際シンポジウム 3,900,000

15HP0306 公益社団法人  地盤工学会 会長  東畑  郁生 第１５回国際地盤工学会アジア地域会議 9,000,000

15HP0702 一般社団法人  電気学会 会長  生駒  昌夫 電気工学技術国際会議２０１６ 900,000

③生物系

採択課題番号 主催団体名 主催団体代表者 職名氏名 シンポジウム・学会講演会等名
交付予定額
（単位：円）

15HP0307 日本生理人類学会 会長  勝浦  哲夫 第１２回国際生理人類学会議 9,000,000

15HP0308 公益社団法人  日本獣医師会 会長  藏内  勇夫 豚のウイルス性下痢症に対する効果的ワクチンの開発と応用 9,000,000

15HP0309 日本神経科学学会 会長  田中  啓治 第３８回日本神経科学大会 9,000,000

計３件

計２件

計７件
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２．国際情報発信強化

（１）国際情報発信強化（Ａ）

①理工系

採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
（単位：円）

251001 地球電磁気・地球惑星圏学会 会長  中村　正人 ”Ｅａｒｔｈ，  Ｐｌａｎｅｔｓ  ａｎｄ  Ｓｐａｃｅ”誌の国際情報発信強化 20,100,000

251004 公益社団法人  応用物理学会 会長　河田　聡 ＡＰＥＸ・ＪＪＡＰの国際発信力の強化 23,600,000

251006 公益社団法人  日本化学会 常務理事  川島　信之 日本化学会発行論文誌の国際競争力強化 31,400,000

261013 一般社団法人  日本物理学会 会長  藤井　保彦 英文学術誌の刊行による物理学情報発信強化の取り組み 16,200,000

15HP1003 公益社団法人　日本分析化学会 会長  寺前  紀夫 分析科学技術の国際情報発信強化への取組 14,300,000

②生物系

採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
（単位：円）

251002 一般社団法人  日本核医学会 編集委員会委員長  絹谷  清剛
オープンアクセス化に向けた国際情報発信強化のための出版事業刷新とプロ
モーション促進

20,200,000

251008 一般社団法人  日本人類遺伝学会 編集委員会  委員長  徳永  勝士
日本人類遺伝学会公式論文誌の姉妹誌を創刊し、２誌それぞれの役割に沿っ
て  総合的に学会の学術情報発信力を高めるための取り組み

15,100,000

251011 日本生態学会 会長  齊藤　隆 生態学分野におけるアジア地域からの国際情報発信の強化 17,600,000

15HP1001 公益社団法人  日本薬理学会 理事長  飯野  正光 薬理学における日本からの情報発信強化の取組 8,300,000

15HP1002 公益社団法人  日本植物学会 会長  戸部  博 基礎植物科学研究成果の国際発信力強化 14,000,000

15HP1004 一般社団法人　日本血液学会 理事長  赤司  浩一
血液学分野におけるアジア地域からの我が国リーダーシップによる国際情報発
信の強化

6,800,000

計５件

計６件
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（２）国際情報発信強化（Ｂ）

①人文・社会系

採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
（単位：円）

252014 一般社団法人  日本考古学協会 会長  石田　琳彰 日本考古学の国際情報発信強化 3,100,000

262019 一般社団法人  日本教育学会 会長  藤田  英典 英文誌編集体制強化および電子化の推進 600,000

262024 一般財団法人　日本国際政治学会 理事長  中西　寛 日本国際政治学会による英文機関誌の国際発信の強化 2,900,000

15HP2001 日本フランス語フランス文学会 会長  柏木  隆雄
仏語完全投稿誌創刊およびオープンアクセス推進を中心とする国際情報発信
強化

4,000,000

15HP2002 日本科学史学会 会長  板倉  聖宣 日本の科学史・技術史の成果を英文電子媒体により海外に発信強化する取組 1,200,000

15HP2004 日本独文学会 会長  渡辺  学
国際連携によるドイツ文学・文化，語学，ドイツ語教授法研究の国際情報発信
強化

3,300,000

15HP2015 環太平洋産業連関分析学会 会長  山田  光男 英文機関誌の論文掲載促進を通した国際情報発信強化に関する取組 3,400,000

15HP2016 日本英語学会 会長  大庭  幸男 電子化と国際連携による英語学研究の国際情報発信強化の取組 3,200,000

15HP2025 アジア政治研究連合 理事長  猪口  孝 アジア政治の国際情報発信強化 3,300,000

15HP3001 日本中東学会 会長  栗田  禎子 国際化によるアジアからの中東研究発信強化とオープンアクセス推進の取組 2,300,000

15HP3002 日本印度学仏教学会 理事長  丸井  浩
『印度学仏教学研究』のオープンアクセス等による国際情報発信力強化に向け
た取組

4,500,000

15HP3003 日本文化人類学会 会長  関根  康正
日本発東アジアネットワークの構築を基幹とする文化人類学研究の国際情報発
信強化

3,400,000

15HP3004 経済学史学会 代表幹事  堂目  卓生 英文率向上と国際的認知度向上の取組 3,600,000

15HP3005 日本音声学会 会長  佐藤  大和 学会誌『音声研究』における国際情報発信の推進 1,800,000

②理工系

採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
（単位：円）

252005 社団法人  日本気象学会 理事長  新野  宏
Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｉｃａｌ  Ｓｏｃｉｅｔｙ  ｏｆ  Ｊａｐａｎ  の  日本気象学会
による国際情報発信強化の取組

4,000,000

252016 公益社団法人  日本セラミックス協会 専務理事  山﨑  広樹 Ｒｅｇｉｏｎａｌ  Ｅｄｉｔｏｒｓ制度の導入による海外情報発進力強化の取り組み 3,900,000

計１４件
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採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
（単位：円）

252025 日本地球化学会 会長　川幡　穂高 日本地球化学会発行国際科学誌による国際情報発信強化の取組 3,900,000

252028 粉体工学会 会長  内藤　牧男
オープンアクセス補助、海外編集委員会増設および合同編集会議開催による
情報発信の強化

2,700,000

262007 公益社団法人  地盤工学会 代表理事・会長  東畑　郁生
先進的インフラストラクチャー構築／防災・減災／地盤環境修復保全に関する
地盤技術の国際情報発信と学術支援

3,300,000

15HP2008 公益社団法人  化学工学会 会長  前  一廣 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ  ｏｆ  Ｊａｐａｎの国際情報発信強化 3,800,000

15HP2009 一般社団法人  日本鉄鋼協会 会長  加藤  雅治
鉄鋼・材料系ジャーナルサイトのプラットホーム機能強化による国際情報発信力
向上

6,400,000

15HP2013 日本質量分析学会 会長  荒川  隆一 質量分析学英文誌の国際発信強化戦略 5,300,000

15HP2022 公益社団法人  日本船舶海洋工学会 会長  大和  裕幸 英文論文集の内容及び審査体制改善による国際的評価向上の取組 3,800,000

15HP2027
一般社団法人  日本インターベンショナルラジ
オロジー学会

理事長  荒井  保明
英文オープンアクセスジーナル発刊によるＩＶＲ領域における国際情報発信力強
化の取り組み

4,700,000

15HP2032 公益社団法人  日本食品科学工学会 会長  西成  勝好
オープンアクセス刊行の充実と電子投稿・電子審査等の活用により、国際情報
発信力を強化する取組

3,600,000

③生物系

採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
（単位：円）

252006 日本遺伝学会 会長 遠藤　隆 アジアの遺伝学を主導する学術雑誌を目指した取り組み 4,000,000

252007 東北ジャーナル刊行会 会長  大内  憲明
防災科学を推進する総合医学雑誌としての編集体制の構築と国際競争力の強
化

3,800,000

252009 公益社団法人  日本動物学会 会長  武田　洋幸 ＺＯＯＬＯＧＩＣＡＬ  ＳＣＩＥＮＣＥ論文による多様なＯｐｅｎ  Ａｃｃｅｓｓ発信 4,300,000

252013 一般社団法人  日本生理学会 会長  栗原  敏 生理学分野におけるアジア発国際基幹誌の確立 3,900,000

252015
特定非営利活動法人  バイオ＆ソーシャルサ
イエンス推進国際研究交流会

代表理事  唐子  尭
難治性疾患及び希少疾患研究領域の国際情報発信基盤の構築とその強化に
関する取組

4,100,000

252017 日本微生物生態学会 会長　南澤　究
アジアを拠点に世界に発信する環境微生物学研究のトップジャーナルを目指し
た取組

4,000,000

252023 日本生薬学会 会長　水上　元 天然薬物に関する研究成果発信のグローバル化促進 4,000,000

252024 日本動物行動学会 会長  中嶋　康裕 日本人の動物行動研究を国際情報発信強化する取り組み 3,500,000

252026 一般社団法人　園芸学会 会長  柴田　道夫 園芸科学領域の国際リーディングジャーナルをめざす情報発信力強化 3,800,000

計１１件
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採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
（単位：円）

262002 日本毒性学会 理事長  眞鍋　淳 毒性学の発展に寄与する迅速かつ有用な国際情報発信への取組 3,500,000

262003 公益社団法人  日本水産学会 代表理事  渡部  終五 日本発水産学発信強化 3,500,000

262011 日本放射線影響学会 会長  福本　学 今必要とされる放射線影響研究を日本から世界へ発信するための取組 3,600,000

15HP2003 日本菌学会 会長  奥田  徹
編集体制の改善・Ａｒｔｉｃｌｅ－Ｂａｓｅｄ  Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇへの移行による国際情報発信
の強化

4,100,000

15HP2005 日本生理人類学会 会長  勝浦  哲夫
編集・査読体制の国際化およびジャーナルプロモーション強化を基軸とした国際
情報発信強化

4,600,000

15HP2006 日本神経病理学会 理事長  高橋  均 編集委員の国際的な多様性と引用頻度向上への取組 2,300,000

15HP2007 公益社団法人  日本油化学会 会長  宮澤  三雄
世界トップクラス学術誌入りを目指した、掲載論文の多様化と質的向上の取組
み

2,500,000

15HP2011 日本熱帯農業学会 会長  井上  弘明
アジア・アフリカ地域への『Ｔｒｏｐｉｃａｌ  Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ  ａｎｄ  Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ』の情
報発信力を強化するための取組

4,000,000

15HP2012 公益財団法人  日本メンデル協会 会長  長田  敏行
日本をはじめとするアジア・アフリカ・中南米の染色資源の保護と国際発信力強
化

3,700,000

15HP2014 日本疫学会 理事長  磯  博康
日本疫学会誌  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ  世界トップクラス発信力獲得のた
めの取組

4,600,000

15HP2017 一般社団法人  日本内分泌学会 代表理事  松本  俊夫 Ｅｎｄｏｃｒｉｎｅ  Ｊｏｕｒｎａｌ  を内分泌学の世界的基幹ジャーナルにする取り組み 1,900,000

15HP2018 日本法中毒学会 理事長  山田  英之
日本法中毒学会機関誌「Ｆｏｒｅｎｓｉｃ  Ｔｏｘｉｃｏｌｏｇｙ」の国際的トップジャーナル維
持の取組

3,900,000

15HP2019 日本作物学会 会長  齊藤  邦行
アジア地域における作物研究のトップジャーナルＰｌａｎｔ  Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ  Ｓｃｉｅｎｃｅ
を目指して

3,500,000

15HP2020 日本植物病理学会 会長  土屋  健一 日本植物病理学会英文誌の国際情報発信を推進強化する取組 3,600,000

15HP2021 日本組織細胞化学会 理事長  小路  武彦
オープンアクセスジャーナルＡＨＣの論文審査体制の形態学関連国際誌との共
有化とその国際標準化による国際展開力の強化

3,700,000

15HP2023 日本薬物動態学会 会長  千葉  寛 日本薬物動態学会英文誌ＤＭＰＫの国際情報発信の推進 3,200,000

15HP2024 公益社団法人  日本畜産学会 理事長  内藤  邦彦
Ａｎｉｍａｌ  Ｓｃｉｅｎｃｅ  Ｊｏｕｒｎａｌの認知度および質向上のによる国際発信強化の
取組

4,300,000

15HP2026 日本育種学会 会長  吉村  淳 日本育種学会誌の国際情報発信強化の取り組み 3,900,000

15HP2028 一般社団法人  日本生物物理学会 会長  七田  芳則
アジア・オセアニア地区を代表する欧文誌ＢＩＯＰＨＹＳＩＣＳの国際競争力を高め
る

3,400,000

15HP2029 一般社団法人  日本細胞生物学会 会長  貝淵  弘三 細胞生物学領域におけるリーディングジャーナルを目指して 2,500,000

15HP2030 日本骨代謝学会 理事長  田中  良哉 日本骨代謝学会英文誌ＪＢＭＭの国際情報発信力強化に向けた取り組み 3,600,000
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採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
（単位：円）

15HP2031 日本先天異常学会 理事長  大谷  浩
季刊から隔月刊誌への移行による国際情報発信力強化：特集号、Ｖｉｒｔｕａｌ  Ｉｓｓ
ｕｅ、論文セミナーによる取組

3,600,000

15HP2033 日本発生生物学会 会長  阿形  清和 発生生物学研究におけるアジア・オセアニア地域からの国際情報発信の強化 3,600,000

④広領域

採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
（単位：円）

252010 日本人類学会 会長  松浦  秀治 人類学分野における世界トップ水準の小型学術雑誌の確立 1,300,000

15HP2010 一般社団法人  日本木材学会 会長  杉山  淳司 木材学分野における国際的基幹雑誌をめざす取り組み 3,700,000

計３２件

計２件
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（３）オープンアクセス刊行支援

①理工系

採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
（単位：円）

254001 公益社団法人  日本地球惑星科学連合 会長  津田  敏隆
地球惑星科学に関する学術研究のオープンアクセス電子媒体刊行による国際
情報発信の取組

33,800,000

254002 一般社団法人  日本物理学会 会長  藤井　保彦 オープンアクセスジャーナルによる物理学術情報発信強化の取組 18,300,000

②生物系

採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
（単位：円）

264002 日本癌学会 理事長　宮園　浩平
日本の癌研究についての国際情報発信と情報のオープンアクセス化に向けた
取り組み

13,600,000

③広領域

採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 取組の名称
交付予定額
（単位：円）

15HP4001 一般社団法人  日本再生医療学会 理事長  岡野  光夫
再生医療にかかる基盤研究、臨床研究・治験及び人文社会科学（倫理・法令・
経済）等の情報の国際発信強化

8,200,000

計２件

計１件

計１件
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３．学術定期刊行物

（１）欧文誌

①生物系

採択課題番号 応募団体名称 応募代表者名 刊行物の名称 判型
年間
刊行
回数

1回当たり
発行部数

海外
有償
発送

年間
総ペー

ジ
数

うち欧文
ページ

交付予定額
（単位：円）

243022 日本家禽学会 会長  小野　珠乙 Ｔｈｅ  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｐｏｕｌｔｒｙ  Ｓｃｉｅｎｃｅ レターサイズ 4 165 20 310 310 900,000

243023 日本雑草学会 会長  冨永　達 Ｗｅｅｄ  Ｂｉｏｌｏｇｙ  ａｎｄ  Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
電子版、
Ａ４変型

4 300 6 288 288 800,000

243027 日本草地学会 会長  後藤  正和 Ｇｒａｓｓｌａｎｄ  Ｓｃｉｅｎｃｅ
電子版、
ＳｈｏｒｔＡ４判

4 250 20 256 256 1,200,000

243030 日本繁殖生物学会 理事長・前多　敬一郎
Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ  ａｎｄ  Ｄｅｖｅｌｏｐ
ｍｅｎｔ

電子版、
Ａ４変判

6 167 3 704 704 1,700,000

243047 日本法中毒学会 理事長  山田　英之 Ｆｏｒｅｎｓｉｃ  Ｔｏｘｉｃｏｌｏｇｙ
電子版、
Ａ４変形判

2 467 500 144 144 1,000,000

243048 公益社団法人  日本産業衛生学会 理事長  遠藤　吟史 Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎａｌ  Ｈｅａｌｔｈ
電子版、
Ａ４

6 1400 0 496 496 4,400,000

計６件
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４．学術図書

①人文科学系

採択課題番号 所属機関 部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者
和文・
欧文の
の別

判型
ページ

数
出版社名

交付予定額
（単位：円）

266001 一橋大学 大学院社会学研究科 准教授 井頭  昌彦
Ｔｈｅ  Ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙ  ｏｆ  Ｐｌｕｒａｌｉｓｔｉｃ  Ｎａｔｕｒａｌ
ｉｓｍ

井頭  昌彦 欧
並製・
Ａ５

304 株式会社悠光堂 1,100,000

266002 昭和女子大学 人間文化学部 准教授 早田  啓子
ＩＰＰＥＮ：Ｔｈｅ  Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｂｕｄｄｈｉｓｔ  “Ｓａ
ｇｅ  Ｗｈｏ  Ａｂａｎｄｏｎｅｄ  Ａｌｌ”

早田  啓子 欧 Ａ５ 240
ＢｏｏｋＷａｙ  小野高速印
刷株式会社

1,600,000

266003 国立民族学博物館 民族社会研究部 外来研究員 大場  千景
Ｏｒａｌ  Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅs  ｏｆ  Ｂｏｏｒａｎａ  in  Ｓｏｕｔ
ｈｅｒｎ  Ｅｔｈｉｏｐｉａ

大場  千景 欧
23.5×
16.5cm

688 ＬＩＴ  ＶＥＲＬＡＧ 1,900,000

15HP5001 日本女子大学 文学部 教授 谷中  信一 『老子』経典化過程の研究 谷中  信一 和 Ａ５ 336 ㈱汲古書院 1,300,000

15HP5002 東京大学 大学院総合文化研究科 名誉教授 大貫  隆
ハンス・ヨナス『グノーシスと古代末期の精
神Ⅰ・Ⅱ』

大貫  隆 和 Ａ５判 1,115 ぷねうま舎 1,200,000

15HP5003 東京大学 総合文化研究科
特別研究員
（ＰＤ）

景山  洋平 出来事と自己変容 景山  洋平 和 Ａ５ 440 株式会社  創文社 1,600,000

15HP5004 東京大学 人文社会系研究科 教務補佐員 桑原  俊介 シュライアマハーの解釈学 桑原  俊介 和 菊 564 ㈱御茶の水書房 2,300,000

15HP5005
独立行政法人国立文化
財機構東京国立博物館

学芸研究部調査研究課
東洋室

研究員 塚本  麿充 北宋絵画史の成立 塚本  麿充 和 Ｂ５ 688 ㈱中央公論美術出版 2,000,000

15HP5006
独立行政法人国立文化
財機構東京文化財研究
所

企画情報部 室長 津田  徹英 平安密教彫刻論 津田  徹英 和 Ａ５ 704 ㈱中央公論美術出版社 2,200,000

15HP5007 下村  奈穂子 備前焼茶道具の研究 下村  奈穂子 和 Ａ５ 320 ㈱法蔵館 1,800,000

15HP5008 東京芸術大学 名誉教授 水野  敬三郎
日本彫刻史基礎資料集成  鎌倉時代  造像
銘記篇  第１２巻

水野敬三郎 和 Ａ４ 508 中央公論美術出版 2,000,000

15HP5009 名古屋大学 名誉教授 山田  弘明 デカルトと西洋近世の哲学者たち 山田  弘明 和 Ａ５ 330 株式会社  知泉書館 1,400,000

15HP5010 広島大学 文学研究科 准教授 末永  高康 性善説の誕生 末永  高康 和 Ａ５ 370 ㈱創文社 1,500,000

15HP5011 富山県立大学 工学部 教授 原口  志津子 富山・本法寺蔵「法華経曼茶羅」の研究 原口  志津子 和 Ａ６ 608 ㈱法蔵館 2,300,000

15HP5012 南山大学 南山宗教文化研究所 研究員 永岡  崇 新宗教と総力戦 永岡  崇 和 Ａ５ 368
（一財）名古屋大学出版
会

1,400,000

15HP5013 崇城大学 芸術学部 准教授 永田  郁 古代インド美術と民間信仰 永田  郁 和 Ａ５ 464 ㈱中央公論美術出版 1,600,000

15HP5014 沼津工業高等専門学校 教養科 講師 小柳  敦史 トレルチにおける歴史と共同体 小柳  敦史 和 菊判 230 ㈱知泉書館 1,100,000
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15HP5015 駒澤大学 仏教学部 講師 藤井  淳 最澄・空海将来『三教不斉論』の研究 藤井  淳 和 Ａ５ 352 ㈱国書刊行会 1,000,000

15HP5016 東京学芸大学 教育学部 教授 鈴木  廣之 朝鮮王朝実録抄―中世美術史料― 赤澤  英二 和 Ａ５ 264 ㈱中央公論美術出版 1,200,000

15HP5017 東北大学 大学院文学研究科 教授 三浦  秀一 科挙と性理学 三浦  秀一 和 Ａ５判 352 研文出版 1,200,000

15HP5018
国際日本文化研究セン
ター

研究部 教授 稲賀  繁美 接触造形論 稲賀  繁美 和 Ａ５ 416
（一財）名古屋大学出版
会

1,600,000

15HP5019 専修大学 経済学部 教授 土屋  昌明 道教の聖地と地方神 土屋  昌明 その他 Ａ５ 276 株式会社  東方書店 1,100,000

15HP5020 茨城大学 教育学部 教授 甲斐  教行
ジョルジョ・ヴァザーリ  『美術家列伝』  第四
巻

甲斐  教行 和 Ａ４ 444 ㈱中央公論美術出版 1,100,000

15HP5021 神戸大学 大学院人文学研究科 准教授 増記  隆介 院政期仏画と唐宋絵画 増記  隆介 和 Ａ５ 560
株式会社中央公論美術
出版

1,900,000

15HP5022 関西大学 文学部 教授 蜷川  順子 油彩への衝動 蜷川  順子 和 Ａ５ 368 ㈱中央公論美術出版 1,300,000

15HP5023 熊本大学 文学部 准教授 大西  克智
デカルト全書簡集  第四巻（１６４０～１６４
１）

大西  克智 和 菊判 400 ㈱知泉書館 1,900,000

15HP5024 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 教授 安藤  正人 デカルト全書簡集  第八巻 安藤  正人 和 菊 350 株式会社  知泉書館 1,700,000

15HP5025 島根大学 法文学部 教授 倉田  隆 デカルト全書簡集  第六巻 倉田  隆 和 菊判 344 ㈱知泉書館 1,700,000

15HP5026 筑波大学 芸術系 教授 長田  年弘
Ｔｈｅ  Ｐａｒｔｈｅｎｏｎ  Ｆｒｉｅｚｅ．  Ｔｈｅ  Ｒｉｔｕａｌ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ  ｂｅｔｗｅｅｎ  ｔｈｅ  Ｇｏｄｄｅ
ｓ  ａｎｄ  ｔｈｅ  Ｐｏｌｉｓ．  Ｐａｒｔｈｅｎｏｎ  Ｐｒｏｊｅｃ

長田  年弘 欧 Ｂ５ 208 Ｐｈｏｉｂｏｓ  Ｖｅｒｌａｇ 400,000

15HP5027 佛教大学 仏教学部 非常勤講師 馬場  久幸 日韓交流と高麗版大蔵経 馬場  久幸 和 Ａ５ 384 ㈱法蔵館 1,500,000

15HP5028 日本女子大学 文学部 学術研究員 宮本  祐規子 時代物浮世草子論 宮本  祐規子 和 Ａ５ 248 （有）笠間書院 600,000

15HP5029 東洋大学 文学部 講師 山中  悠希 堺本枕草子の研究 山中  悠希 和 Ａ５ 480 （名）武蔵野書院 1,100,000

15HP5030 国文学研究資料館 研究部 准教授 相田  満 時空間とオントロジで見る和漢古典学 相田  満 和 Ａ５ 256 勉誠出版㈱ 1,000,000

15HP5031 国文学研究資料館 研究部 機関研究員 大野  順子 新古今前夜の和歌表現研究 大野  順子 和 Ａ５ 480 ㈱青簡舎 2,000,000

15HP5032 聖徳大学短期大学部 総合文化学科 准教授 正道寺  康子 日本琴學史
正道寺  康子  上
原  作和

和 Ａ５ 560 勉誠出版㈱ 1,500,000
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15HP5033 藪本  勝治 義経記  権威と逸脱の力学 藪本  勝治 和 Ａ５ 320 （有）和泉書院 900,000

15HP5034 白百合女子大学 文学部 講師 日置  貴之 変貌する時代のなかの歌舞伎 日置  貴之 和 Ａ５ 336 （有）笠間書院 1,300,000

15HP5035 静岡大学 教育学部 講師
静岡大学  講師
高野  奈未

賀茂真淵の研究 高野  奈未 和 Ａ５ 352 ㈱青簡舎 1,500,000

15HP5036 甲南大学 文学部 教授 廣川  晶輝 山上憶良と大伴旅人の表現方法 廣川  晶輝 和 Ａ５ 384 （有）和泉書院 1,100,000

15HP5037 松田  宣史 天台宗恵檀両流の僧と唱導 松田  宣史 和 Ａ５ 400 ㈱三弥井書店 1,700,000

15HP5038 九州女子大学 共通教育機構 教授 奥田  俊博 古代日本における文字表現の展開 奥田  俊博 和 Ａ５ 530 ㈱塙書房 2,200,000

15HP5039 岩手医科大学 教養教育センター 教授 平林  香織 誘惑する西鶴 平林  香織 和 Ａ５ 416 有限会社  笠間書院 1,400,000

15HP5040 熊本県立大学 文学部 准教授 木村  洋 文学熱の時代 木村  洋 和 Ａ５ 320
（一財）名古屋大学出版
会

1,100,000

15HP5041 大阪教育大学 教育学部 教授 小野  恭靖 歌謡文学の心と言の葉 小野  恭靖 和 Ａ５ 320 （有）和泉書院 900,000

15HP5042 大阪大学 文学研究科 教授 加藤  洋介 伊勢物語校異集成 加藤  洋介 和 Ａ５ 560 （有）和泉書院 1,600,000

15HP5043 鹿児島国際大学 国際文化学部 教授 野中  哲照 保元物語の成立 野中  哲照 和 Ａ５ 304 ㈱汲古書院 1,200,000

15HP5044 大正大学 文学部 准教授 山本  章博 中世釈教歌の研究 山本  章博 和 Ａ５ 280 （有）笠間書院 1,100,000

15HP5045 岡山大学 教育学研究科 准教授 蔦尾  和宏 院政期説話文学研究 蔦尾  和宏 和 Ａ５ 400 ㈱若草書房 1,600,000

15HP5046 （公財）東洋文庫 図書部 図書部長 田仲  一成 中国鎮魂演劇研究 田仲  一成 和 Ａ５ 886
一般財団法人  東京大
学出版会

3,500,000

15HP5047 慶應義塾大学 商学部 教授 英  知明 シェイクスピア時代の演劇世界 英  知明 和 Ａ５ 306
（一財）  九州大学出版
会

1,500,000

15HP5048 中京大学 国際教養学部 教授 栂  正行
土着と近代  グローカルの大洋を行く英語圏
文学

栂  正行 和 Ａ５ 336 ㈱音羽書房鶴見書店 1,100,000

15HP5049 広島大学 大学院教育学研究科 准教授 佐藤  大志 『隋書』音楽志訳注 佐藤  大志 和 Ａ５ 544 （有）和泉書院 1,700,000

15HP5050 静岡大学 人文社会科学部 准教授 山内  功一郎 マイケル・パーマー 山内  功一郎 和 四六版 290 ㈱思潮社 1,000,000
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15HP5051 摂南大学 外国語学部 教授 瀬戸宏 中国のシェイクスピア 瀬戸宏 和 Ａ５ 322 松本工房 900,000

15HP5052 田中  千惠子 『フランケンシュタイン』とヘルメス思想 田中  千惠子 和 Ａ５ 288 ㈱水声社 1,200,000

15HP5053 名古屋大学 国際言語文化研究科 教授 松岡  光治
Ｅｖｉｌ  ａｎｄ  Ｉｔｓ  Ｖａｒｉａｔｉｏｎｓ  ｉｎ  ｔｈｅ  Ｗｏｒｋ
ｓ  ｏｆＥｌｉｚａｂｅｔｈ  Ｇａｓｋｅｌｌ

松岡  光治 欧 Ａ５ 530 ㈱大阪教育図書 2,000,000

15HP5054 山口大学 人文学部 教授 阿部  泰記 宣講による民衆教化に関する研究 阿部  泰記 和 Ａ５ 800 ㈱汲古書院 3,200,000

15HP5055 関東学院大学 法学部 教授 大鐘  敦子
Ｒｅｖｅ  ｄ’Ｏｒｉｅｎｔ  Ｐｌａｎｓ  ｅｔ  ｓｃｅｎａｒｉｏｓ
ｄｅ  Ｓａｌａｍｍｂｏ

大鐘  敦子 欧 Ｂ４ 304 Ｌｉｂｒａｉｒｉｅ  Ｄｒｏｚ  Ｓ．Ａ． 2,200,000

15HP5056 大阪大学 大学院言語文化研究科 准教授 小口  一郎
ロマン主義エコロジーの詩学―環境感受性
の芽生えと展開

小口  一郎 和 Ａ５ 304
株式会社音羽書房鶴見
書店

1,000,000

15HP5057 京都府立大学 文学部 教授 金澤  哲 フォークナーと老い 金澤  哲 和 ４６版 266 ㈱松籟社 900,000

15HP5058 東京大学 東洋文化研究所
日本学術振興
会特別研究員
（ＰＤ）

山下  里香 在日パキスタン人児童の多言語使用 山下  里香 和 Ａ５ 368 株式会社  ひつじ書房 1,100,000

15HP5059 東京大学
大学院人文社会系研究
科

研究員 藤本  灯 『色葉字類抄』の研究 藤本  灯 和 Ａ５ 864 勉誠出版㈱ 3,400,000

15HP5060 関西学院大学
言語コミュニケーション文
化研究科

研究科研究員 花井  理香 国際結婚家庭の言語選択要因 花井  理香 和 Ａ５ 200 ㈱ナカニシヤ出版 900,000

15HP5061 フェリス女学院大学 文学部 准教授 田中  里奈 言語教育における言語・国籍・血統 田中  里奈 和 Ａ５ 272 ㈱明石書店 1,100,000

15HP5062 山梨県立大学 国際政策学部 教授 二戸  麻砂彦 節用文字の音注研究 二戸  麻砂彦 和 Ａ５ 448 ㈱汲古書院 1,700,000

15HP5063 梅光学院大学 国際言語文化学部 教授 松尾  文子 英語談話標識用法辞典 松尾  文子 その他 Ａ５ 516 ㈱研究社 500,000

15HP5064 摂南大学 外国語学部 准教授 田中  秀毅
英語と日本語における数量表現と関係節の
解釈に関する記述的・理論的研究

田中  秀毅 和 Ａ５ 272 ㈱開拓社 1,000,000

15HP5065 田園調布学園大学 人間福祉学部 准教授 藤森  智子 日本統治下台湾の「国語」普及運動 藤森  智子 和 Ａ５ 448 ㈱慶應義塾大学出版会 2,100,000

15HP5066 岐阜大学 地域科学部 准教授 牧  秀樹 Ｅｓｓａｙｓ  ｏｎ  Ｍｏｎｇｏｌｉａｎ  Ｓｙｎｔａｘ 牧  秀樹 欧 菊 208 ㈱開拓社 600,000

15HP5067 九州大学 大学院人文科学研究院 准教授 青木  博史 日英語の文法化と構文化 青木  博史 和 Ａ５ 320 ㈱ひつじ書房 900,000

15HP5068 立命館大学 文学部 非常勤講師 野々口  ちとせ 人の主体性を支える日本語教育 野々口  ちとせ 和 Ａ５ 208 ㈱ココ出版 700,000
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15HP5069 関西大学 文学部 准教授 森  勇太
発話行為から見た日本語教受表現の歴史
的研究

森  勇太 和 Ａ５ 288 ㈱ひつじ書房 700,000

15HP5070
海上保安大学校（国際海
洋政策研究センター）

教授 二五  義博
８つの知能を生かした教科横断的な英語指
導法

二五  義博 和 Ａ５ 216 ㈱溪水社 1,000,000

15HP5071 神戸女子大学 文学部 教授 三保  忠夫 鷹書の研究 三保  忠夫 和 Ａ５ 2,000 （有）和泉書院 5,800,000

15HP5072 金沢大学 国際機構 准教授 松田  真希子 ベトナム語母語話者のための日本語教育 松田  真希子 和 Ａ５ 330 （有）春風社 1,500,000

15HP5073 大阪大学 大学院言語文化研究科 准教授 中嶋  善輝 簡明ウズベク語文法 中嶋  善輝 和 Ａ５判 208 大阪大学出版会 1,000,000

15HP5074 愛知県立大学 外国語学部 教授 堀田  英夫 法生活空間におけるスペイン語の用法研究 堀田  英夫 和 Ａ５ 320 ㈱ひつじ書房 1,200,000

15HP5075 同志社大学 文学部 教授 藤井  俊博 院政鎌倉期説話の文章文体研究 藤井  俊博 和 Ａ５ 336 （有）和泉書院 900,000

15HP5076 皇學館大学 研究開発推進センター 准教授
上代文献を読む
会  編修代表  遠
藤  慶太

上代写経識語注釈 遠藤  慶太 和 Ａ５ 688 勉誠出版㈱ 2,200,000

15HP5077 奈良大学 文学部 准教授
今村家文書研究
会  編集代表  木
下  光生

今村家文書史料集  上下巻 木下  光生 和 Ｂ５ 792 ㈱思文閣出版 3,400,000

15HP5078 奈良大学 大学院文学研究科
特別研究員
（ＰＤ）

竹内  亮 日本古代の寺院と社会 竹内  亮 和 Ａ５ 380 ㈱塙書房 1,500,000

15HP5079 遠藤  芳信 近代日本の戦争計画の成立 遠藤  芳信 和 Ａ５ 1,170 ㈱桜井書店 2,900,000

15HP5080 琉球大学 法文学部 准教授 塩出  浩之 越境者の政治史 塩出  浩之 和 Ａ５ 544
（一財）名古屋大学出版
会

2,400,000

15HP5081 九州大学 大学院人文科学研究院
日本学術振興
会特別研究員
（ＰＤ）

内山  一幸 明治期の旧藩主家と社会 内山  一幸 和 Ａ５判 320 株式会社吉川弘文館 1,200,000

15HP5082 九州大学
大学院比較社会文化研
究院

特別研究者 横山  尊
日本が優生社会になるまで―科学啓蒙・メ
ディア・生殖の政治

横山  尊 和 Ａ５判 288 勁草書房 900,000

15HP5083 名古屋大学 国際言語文化研究科 教授 胡  潔
律令制度と日本古代の婚姻・家族に関する
研究

胡  潔 和 Ａ５ 336 ㈱風間書房 1,400,000

15HP5084 宮城学院女子大学 付置研究所 研究員
遠藤（手嶋）  み
どり

日本古代の女帝と譲位 遠藤  みどり 和 Ａ５ 320 ㈱塙書房 1,400,000

15HP5085 東京女学館大学 国際教養学部 教授 藤谷  浩悦 戊戌政変の衝撃と日本 藤谷  浩悦 和 Ａ５ 752 研文出版 2,600,000

15HP5086 東京大学 人文社会系研究科 准教授 佐川  英治 中国古代都城の設計と思想 佐川  英治 和 Ｂ５ 352 勉誠出版㈱ 1,400,000
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15HP5087 東京大学
大学院人文社会系研究
科

准教授 勝田  俊輔 アイルランド大飢饉の歴史的研究 勝田  俊輔 和 Ａ５ 354 ㈱刀水書房 1,200,000

15HP5088 早稲田大学 イスラーム地域研究機構 研究助手 秋山  徹 遊牧英雄とロシア帝国 秋山  徹 和 Ａ５ 288
一般財団法人  東京大
学出版会

1,400,000

15HP5089 広島大学 大学院文学研究科 准教授 太田  出 中国近世の罪と罰 太田  出 和 Ａ５ 608
（一財）名古屋大学出版
会

2,800,000

15HP5090 広島大学 大学院総合科学研究科 教授 市川  浩
科学の参謀本部―ロシア／ソ連邦科学アカ
デミーに関する国際共同研究―

市川  浩 和 Ａ５ 496
一般社団法人北海道大
学出版会

2,100,000

15HP5091 新潟大学 人文社会・教育科学系 准教授 小林  繁子
近世ドイツの魔女裁判―民衆世界と支配権
力

小林  繁子 和 Ａ５ 330 ㈱ミネルヴァ書房 1,200,000

15HP5092 名古屋大学 大学院文学研究科 教授 和田  光弘 記録と記憶のアメリカ―モノが語る近世― 和田  光弘 和 Ａ５ 592
（一財）名古屋大学出版
会

2,500,000

15HP5093 京都大学 人文科学研究所 教授 冨谷  至 漢唐法制史研究 冨谷  至 和 Ａ５ 470 ㈱創文社 1,800,000

15HP5094 京都大学 文学研究科 准教授 小野澤  透 幻の同盟―冷戦初期アメリカの中東政策― 小野澤  透 和 菊 1,120
（一財）名古屋大学出版
会

4,800,000

15HP5095 立命館大学 経営学部 教授 石川  亮太 近代アジア市場と朝鮮 石川  亮太 和 Ａ５ 496
（一財）名古屋大学出版
会

2,000,000

15HP5096 信州大学 学術研究院人文科学系 准教授 黒田  祐我 レコンキスタの実像 黒田  祐我 和 Ａ５ 456 ㈱刀水書房 1,400,000

15HP5097 三重大学 人文学部 特任教授 小川  眞里子
病原菌と国家―ヴィクトリア時代の衛生・科
学・政治―

小川  眞里子 和 Ａ５ 512
（一財）名古屋大学出版
会

2,200,000

15HP5098 国際教養大学 国際教養学部 助教 ガンバ ガナ 日本の対内モンゴル政策の研究 ガンバ ガナ 和 Ａ５ 330 ㈱青山社 1,200,000

15HP5099 兵庫県立大学 経済学部 教授 陳  來幸
近代中国の総商会制度―繋がる華人の世
界

陳  來幸 和 Ａ５ 352 京都大学学術出版会 1,500,000

15HP5100 東海大学 文学部 教授 三佐川  亮宏 ドイツ―その起源と前史 三佐川  亮宏 和 Ａ５ 320 ㈱創文社 1,300,000

15HP5101 金沢大学 法学系 准教授 古泉  達矢 アヘンと香港  １８４５－１９４３ 古泉  達矢 和 Ａ５ 320
一般財団法人  東京大
学出版会

1,500,000

15HP5102 日本大学 文理学部 教授 加藤  直人 清代文書資料の研究 加藤  直人 和 Ａ５ 464 汲古書院 1,800,000

15HP5103 新井  鎮久 近世．関東畑作農村の商品生産と舟運 新井  鎮久 和 Ａ５判 518 ㈱成文堂 2,000,000

15HP5104 東洋大学 社会学部 助教 鈴木  佑記 現代の〈漂海民〉 鈴木  佑記 和 Ａ５ 360 ㈱めこん 1,600,000
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15HP5105
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構本部

大学共同利用機関等の
部局等

特任研究員 木村  自 雲南ムスリム・ディアスポラの民族誌 木村  自 和 Ａ５ 256 株式会社  風響社 1,100,000

15HP5106 日本福祉大学 経済学部 准教授 加茂  浩靖 人材・介護サービスと地域労働市場 加茂  浩靖 和 Ａ５ 232 ㈱古今書院 1,200,000

15HP5107 秋田大学 国際資源学部 教授 縄田  浩志
Ｈｕｍａｎ  Ｒｅｓｏｕｒｃｅ  ａｎｄ  Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
ｉｎ  ｔｈｅ  Ｐｏｓｔ－Ｏｉｌ  Ｅｒａ

縄田  浩志 その他 Ａ４ 240 株式会社  松香堂書店 1,600,000

15HP5108 琉球大学 教育学部 講師 岡田  恵美 インド鍵盤楽器考 岡田  恵美 和 Ａ５ 266 ㈱渓水社 1,100,000

15HP5109 神奈川大学 経済学部 教授 安室  知 自然観の民俗学 安室  知 和 Ａ５ 464 （有）慶友社 1,600,000

15HP5110 京都大学
アジア・アフリカ地域研究
研究科

日本学術振興
会特別研究員
ＰＤ

中川  加奈子 ネパールでカーストを生きぬく 中川  加奈子 和 Ａ５判 344 ㈱世界思想社教学社 1,200,000

15HP5111 国立民族学博物館 先端人類科学研究部 機関研究員 吉田  ゆか子 バリ島仮面舞踊劇の人類学 吉田  ゆか子 和 Ａ５ 400 ㈱風響社 1,600,000

15HP5112 国立民族学博物館 民族社会研究部 外来研究員 窪田  暁 「野球移民」を生みだす人びと 窪田  暁 和 Ａ５ 272 ㈱清水弘文堂書房 1,000,000

15HP5113 国立民族博物館 民族社会研究部
外来研究員
（特別研究員
ＰＤ）

奈良  雅史 現代中国の（イスラーム運動） 奈良  雅史 和 Ａ５ 352 ㈱風響社 1,500,000

15HP5114 立命館大学
立命館グローバル・イノ
ベーション研

専門研究員 佐藤  量 戦後日中関係と同窓会 佐藤  量 和 Ａ５判 304 株式会社彩流社 1,200,000

15HP5115 三重大学 生物資源学部 教授 春山  成子
Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ  ｃｈａｎｇｅ  ａｎｄ  ｌａｎｄｆｏｒ
ｍ  ｐｒｏｃｅｓｓ  ｏｆ  ｔｈｅ  ｌｏｗｅｒ  ｐｌａｉｎ  ｏｆ  ｔｈ
ｅ  Ａｙｅｙａｒｗａｄｙ  Ｒｉｖｅｒ，Ｍｙａｎｍａｒ

春山  成子 欧 菊版 224 （有）テラパブ 1,400,000

15HP5116 大阪大学 文学研究科 名誉教授 小林  茂
近代日本の海外地理情報収集と初期外邦
図

小林  茂 和 Ｂ５ 220 大阪大学出版会 1,400,000

15HP6001 滋賀県立大学 人間文化学部 准教授
ボルジギン  ブレ
ンサイン

Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｍｏｎｇｏｌｉａｎ  Ａｇｒｉｃｕｌ
ｔｕｒａｌＶｉｌｌａｇｅ  Ｓｏｃｉｅｔｙ  ｉｎ  Ｍｏｄｅｒｎ  Ｃｈｉｎ
ａ

ボルジギン  ブレ
ンサイン

欧 Ａ５ 380 有限会社  春風社 2,600,000

計１２０件
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266004 東北大学 大学院文学研究科 教授 長谷川  公一
Ｂｅｙｏｎｄ  Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ：Ｔｏｗａｒｄｓ  ａ  Ｎｕｃｌ
ｅａｒ  ＦｒｅｅＳｏｃｉｅｔｙ

長谷川  公一 欧
217ｘ
135

300
Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ  Ｐｒｅｓｓ
Ｐｔｙ  Ｌｔｄ

900,000

15HP5117 早稲田大学 社会科学総合学術院 助手 杉山  有沙 障害差別禁止法理とは何か 杉山  有沙 和 Ａ５ 310 ㈱成文堂 1,100,000

15HP5118 姫路獨協大学 法学部 准教授 大木  正俊
イタリアにおける均等待遇原則の生成と展
開―均等待遇原則と私的自治の相克をめ
ぐって

大木  正俊 和 Ａ４ 320 ㈱日本評論社 1,000,000

15HP5119 静岡大学 人文社会科学部 准教授 本庄  淳志
労働市場における労働者派遣法の現代的
役割

本庄  淳志 和 Ａ５ 376 ㈱弘文堂 1,400,000

15HP5120 九州大学 大学院法学研究院 准教授 上田  竹志 日中民事訴訟法比較研究 上田  竹志 和 Ａ５ 794 （一財）九州大学出版会 3,300,000

15HP5121 東北大学 大学院法学研究科 名誉教授
藩法史料叢書刊
行会  代表  吉田
正志

藩法史料叢書  ６  二本松藩 吉田  正志 和 Ａ５ 540 ㈱創文社 2,000,000

15HP5122 名古屋大学 大学院法学研究科 教授 本  秀紀
グローバル化時代における民主主義の変
容と憲法学

本  秀紀 和 Ａ５ 480 ㈱日本評論社 1,500,000

15HP5123 京都大学 法学研究科 教授 曽我部  真裕
憲法裁判所の比較研究―フランス・イタリ
ア・スペイン・ベルギーの憲法裁判

曽我部  真裕 和
Ａ５
変型

260 信山社出版㈱ 600,000

15HP5124 神戸大学 大学院法学研究科 教授 角松  生史
現代国家と市民社会の構造転換と法―学
際的アプロ－チ―

角松  生史 和 Ａ５ 304 株式会社日本評論社 1,200,000

15HP5125 信州大学 学術研究院社会科学系 准教授 島村  暁代 高齢期の所得保障 島村  暁代 和 Ａ５ 368 （一財）東京大学出版会 1,500,000

15HP5126 明治大学 国際日本学部 専任講師 金  ゼンマ 日本の通商政策転換の政治経済学 金  ゼンマ 和 Ａ５ 256 有信堂高文社 1,000,000

15HP5127 東京大学 大学院総合文化研究科
特別研究員Ｐ
Ｄ

富樫  耕介
チェチェン  平和定着の挫折と粉争再発の
複合的メカニズム

富樫  耕介 和 Ａ５ 400 ㈱明石書店 1,900,000

15HP5128 東京大学 大学院総合文化研究科 教授 遠藤  貢 崩壊国家と国際安全保障 遠藤  貢 和 Ａ５ 270 ㈱有斐閣 1,000,000

15HP5129 東京大学
大学院総合文化研究科
国際社会科学専攻

助教 溝口  修平 ロシア連邦憲法体制の成立 溝口  修平 和 Ａ５ 256
（一社）北海道大学出版
会

1,000,000

15HP5130
日本貿易振興機構アジ
ア経済研究所

地域研究センター
東南アジアⅠ
研究グループ
長代理

中村  正志 パワーシェアリング 中村  正志 和 Ａ５ 296
一般財団法人東京大学
出版会

1,500,000

15HP5131 北海道大学
大学院公共政策学連携
研究部

研究員 瀬川  高央 米ソ核軍縮交渉と日本外交 瀬川  高央 和 Ａ５ 496
一般社団法人  北海道
大学出版会

1,700,000

15HP5132 名古屋大学 大学院法学研究科 准教授 荒見  玲子 介護認定のガバナンス 荒見  玲子 和 Ａ５ 528
（一財）名古屋大学出版
会

2,400,000

15HP5133 東北学院大学 経済学部 准教授 斉藤（松本）  尚 社会的合意と時間 斉藤  尚 和 Ａ５ 320 （有）木鐸社 1,000,000
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15HP5134 中央大学 経済学部 助教 杜崎  群傑
中国共産党による「人民代表会議」制度の
創成と政治過程

杜崎  群傑 和 Ａ５ 338 ㈱御茶の水書房 1,400,000

15HP5135 上智大学 外国語学部 准教授 安達  祐子 現代ロシア経済 安達  祐子 和 Ａ５ 416
（一財）名古屋大学出版
会

1,800,000

15HP5136 慶應義塾大学 経済学部 教授 中西  聡 近代日本の地方事業家 中西  聡 和 Ａ５ 440 ㈱日本経済評論社 2,200,000

15HP5137 関西学院大学 経済学部 教授 上村  敏之 税と社会保障負担の経済分析 上村  敏之 和 Ａ５ 256 ㈱日本経済評論社 1,400,000

15HP5138 名古屋大学 大学院経済学研究科 講師 角谷  快彦 介護市場の経済学 角谷  快彦 和 Ａ５ 352
（一財）名古屋大学出版
会

1,200,000

15HP5139 名古屋大学 大学院国際開発研究科 教授 藤川  清史
中国経済の産業連関分析と応用一般均衡
分析

藤川  清史 和 Ａ５ 214 株式会社  法律文化社 1,000,000

15HP5140 東海大学 政治経済学部 教授 本間  聡 環境効率の実証分析 本間  聡 和 Ａ５ 160 東海大学出版部 500,000

15HP5141 中央大学 経済学部 助教 荒井  智行 スコットランド経済学の再生 荒井  智行 和 Ａ５ 320 ㈱昭和堂 1,100,000

15HP5142 下関市立大学 経済学部 教授 米田  昇平 経済学の起源―フランス  欲望の経済思想 米田  昇平 和 Ａ５ 320
一般社団法人  京都大
学学術出版会

1,400,000

15HP5143
一般財団法人  統計研究
会

調査研究部 研究フェロー 川﨑  芳一 コンテナ港湾の運営と競争 川﨑芳一 和 Ａ５ 264 株式会社成山堂書店 1,200,000

15HP5144 摂南大学 経営学部 教授 岩田  浩 経営倫理とプラグマティズム 岩田  浩 和 Ａ５ 320 ㈱文眞堂 1,100,000

15HP5145 立命館大学 経営学部 准教授 堀井  悟志 戦略経営における予算管理 堀井  悟志 和 Ａ５ 208 株式会社中央経済社 900,000

15HP5146 明海大学 不動産学部 准教授 山本  卓 投資不動産会計と公正価値評価 山本  卓 和 Ａ５ 224 株式会社創成社 900,000

15HP5147 広島国際大学 医療経営学部 講師 早川佐知子
アメリカの看護師と派遣労動―その歴史と
特殊性

早川佐知子 和 Ａ５ 426 株式会社渓水社 1,400,000

15HP5148 東洋英和女学院大学 国際社会学部 准教授
石井  （上枝）  香
世子

Ｍａｒｒｉａｇｅ  Ｍｉｇｒａｔｉｏｎ  ｉｎ  Ａｓｉａ 石井  香世子 欧
Ｂ５
変型

240
一般社団法人  京都大
学学術出版会

2,700,000

15HP5149 東京大学 人文社会系研究科 助教 小山  裕
市民的自由主義の復権―シュミットから
ルーマンへ

小山  裕 和 Ａ５ 240 ㈱勁草書房 1,100,000

15HP5150 立教大学 コミュニティ福祉学部 教授 鈴木  弥生
バングラデシュ農村にみる外国援助と社会
開発

鈴木  弥生 和 Ａ５ 264 ㈱日本評論社 1,300,000

15HP5151 皇學館大学
現代日本社会学部現代
日本社会学科

教授 鵜沼  憲晴 社会福祉事業の生成・変容・展望 鵜沼  憲晴 和 Ａ５ 332 ㈱法律文化社 1,400,000
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15HP5152 奈良大学 社会学部 准教授 廣井  いずみ 非行少年の立ち直り支援 廣井  いずみ 和 Ａ５ 216 ㈱金剛出版 800,000

15HP5153 北九州市立大学 基盤教育センター 准教授 深谷  裕
触法精神障害者をめぐる実証的考察―責
任主体としての家族

深谷  裕 和 Ａ５ 256 ㈱日本評論社 1,100,000

15HP5154
神奈川県立保健福祉大
学

保健福祉学部 教授 髙橋  恭子
戦前病院社会事業史―日本における医療
ソーシャルワークの生成過程

髙橋  恭子 和 Ａ５ 384 ㈱ドメス出版 1,700,000

15HP5155 東北大学 大学院情報科学研究科 准教授 徳川  直人 色覚差別と語りづらさの社会学 徳川  直人 和 Ａ５ 300 ㈱生活書院 1,200,000

15HP5156 名古屋大学 地球水循環研究センター
寄附研究部門
助教

本巣  芽美 風力発電の社会的受容 本巣  芽美 和 Ａ５ 268
株式会社ナカニシヤ出
版

1,300,000

15HP5157 東北学院大学 教養学部  地域構想学科 准教授 植田  今日子 存続の岐路に立つむら 植田  今日子 和 Ａ５ 336 ㈱昭和堂 1,200,000

15HP5158 横浜国立大学
大学院都市イノベーショ
ン研究院

准教授 小ヶ谷  千穂 移動を生きる 小ヶ谷  千穂 和 Ａ５ 272 有信堂高文社 1,100,000

15HP5159 島根大学 法文学部 講師 浜田  幸絵 日本におけるメディア・オリンピックの誕生 浜田  幸絵 和 Ａ５ 344 ㈱ミネルヴァ書房 1,300,000

15HP5160 長崎大学 多文化社会学部 助教 南  誠
中国帰国者をめぐる包摂と排除の歴史社会
学

南  誠 和 Ａ５ 272 株式会社  明石書店 1,200,000

15HP5161 鹿児島国際大学 福祉社会学部 助教 栄留  里美 社会的養護児童のアドボカシー 栄留  里美 和 Ａ５ 240 ㈱明石書店 1,100,000

15HP5162 滋賀県立大学 人間文化学部 准教授 丸山  真央 「平成の大合併」の政治社会学 丸山  真央 和 Ａ５ 386 ㈱御茶の水書房 1,800,000

15HP5163 西田  ひろ子
中国、ベトナム進出日系企業における異文
化間コミュニケーション考察

西田  ひろ子  著
作権者は西田ひ
ろ子１人

和 Ａ５ 656 ㈱風間書房 2,900,000

15HP5164 東京大学 大学院教育学研究科 特任助教 平野  真理 レジリエンスは身につけられるか 平野  真理 和 Ａ５ 192
一般財団法人  東京大
学出版会

1,100,000

15HP5165 湘北短期大学 保育学科 准教授 岡本  依子
妊娠期から乳幼児期における親への移行：
親子のやりとりを通して発達する親

岡本  依子 和 Ａ５ 256 株式会社  新曜社 1,300,000

15HP5166 健康科学大学
健康科学部  福祉心理学
科

助教 新井  雅
心理専門職によるアセスメントを基盤とした
教師との協働的援助

新井  雅 和 Ａ５ 384 ㈱  風間書房 1,600,000

15HP5167 兵庫教育大学 大学院学校教育研究科 准教授 石倉  健二
障害児・者の原初的自己の発達と統合に向
けた心理的援助

石倉  健二 和 Ａ５ 184 ㈱風間書房 900,000

15HP5168
今尾（平岡）  真
弓

慢性疾患患者のモーニング・ワークのプロ
セス

今尾  真弓 和 Ａ５ 160 ㈱ナカニシヤ出版 800,000

15HP5169 福山大学 人間文化学部心理学科 講師 川人  潤子
自己複雑性を高める介入プログラムの抑う
つ低減効果

川人  潤子 和 Ａ５ 128 株式会社  風間書房 700,000

21 / 37 



採択課題番号 所属機関 部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者
和文・
欧文の
の別

判型
ページ

数
出版社名

交付予定額
（単位：円）

15HP5170 立命館大学 文学部 助教 若林  宏輔 法心理学への応用社会心理学アプローチ 若林  宏輔 和 Ａ５ 240
株式会社ナカニシヤ出
版

1,100,000

15HP5171 新潟県立教育センター 教育支援課 指導主事 吉原  寛
高校生の主観的学校ストレッサーに関する
研究

吉原  寛 和 Ａ５ 192 ㈱風間書房 800,000

15HP5172 和歌山大学 教育学部 准教授 則定  百合子
青年期における心理的居場所感の構造と
機能に関する研究

則定  百合子 和 Ａ５ 168 株式会社  風間書房 900,000

15HP5173 ルーテル学院大学 総合人間学部 助教 齋藤  有
幼児期の絵本の読み聞かせ場面における
大人の関わりに関する研究

齋藤  有 和 Ａ５ 120 ㈱風間書房 700,000

15HP5174 昭和女子大学 生活機構研究科 教授 山﨑  洋史
青年期食行動異常と認知行動的セルフモニ
タリング

山﨑  洋史 和 Ａ５ 108 ㈱学文社 700,000

15HP5175 帝塚山大学 現代生活学部 教授 小椋  たみ子
日本語マッカーサー乳幼児言語発達質問紙
の開発と研究

小椋  たみ子 和 Ａ５ 312 ㈱ナカニシヤ出版 1,600,000

15HP5176 上智大学 総合人間科学部
日本学術振興
会特別研究員
（ＰＤ）

嶋内  佐絵
東アジアにおける留学生移動のパラダイム
転換―大学国際化と「英語プログラム」の日
韓比較―

嶋内  佐絵 和 Ａ５ 320 ㈱東信堂 1,200,000

15HP5177 首都大学東京 国際センター 留学生相談員 鈴木  京子 教員の異文化体験 鈴木  京子 和 Ａ５ 400 ㈱風間書房 1,500,000

15HP5178 獨協大学 国際教養学部 教授 川村  肇 就学告諭と近代教育の形成 川村  肇 和 Ａ５ 528
一般財団法人  東京大
学出版会

2,200,000

15HP5179 東京大学大学院 教育学研究科 教育学研究員 王  帥 中国における大学奨学金制度と評価 王  帥 和 Ａ５ 352 ㈱東信堂 1,400,000

15HP5180 学習院大学 文学部
特別研究員Ｐ
Ｄ

松本  幸代
吃音の生起に関わる心理言語学的要因に
関する研究

松本  幸代 和 Ａ５ 120 ㈱風間書房 700,000

15HP5181 上越教育大学 大学院学校教育研究科 准教授 村中  智彦
知的障害児の指導における課題遂行の促
進

村中  智彦 和 Ａ５ 180 ㈱溪水社 900,000

15HP5182 一橋大学
大学教育研究開発セン
ター

講師 朴澤  泰男 高等教育機会の地域格差 朴澤  泰男 和 Ａ５ 416 株式会社  東信堂 1,900,000

15HP5183 北海学園大学 経済学部
日本学術振興
会特別研究員
（ＰＤ）

大畠  菜穂子 戦後日本の教育委員会 大畠  菜穂子 和 Ａ５ 272 ㈱勁草書房 800,000

15HP5184 筑波技術大学
障害者高等教育研究支
援センター

日本学術振興
会特別研究員
ＰＤ

大鹿  綾
発達障害のある聴覚障害児の実態と教育
的対応に関する研究

大鹿  綾 和 Ａ５ 224 ㈱風間書房 1,100,000

15HP5185 東京家政大学 人文学部 准教授 平川  俊功 養護教諭の資質能力の向上 平川  俊功 和 Ａ５ 224 学事出版株式会社 1,000,000

15HP5186 東北大学 大学院教育学研究科
日本学術振興
会特別研究員
（ＲＰＤ）

白幡  真紀
イギリスにおける学習と訓練の公共管理シ
ステム

白幡  真紀 和 Ａ５ 320 ㈱大学教育出版 1,200,000

15HP5187 京都大学
地域研究統合情報セン
ター

教授 押川  文子 「学校化」に向かう南アジア 押川  文子 和 Ａ５ 416 ㈱昭和堂 1,800,000

22 / 37 



採択課題番号 所属機関 部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者
和文・
欧文の
の別

判型
ページ

数
出版社名

交付予定額
（単位：円）

15HP5188 愛知教育大学 教育学部 教授 中野  真志
デューイ実験学校における統合的カリキュラ
ム開発の研究

中野  真志 和 Ａ５ 376 ㈱風間書房 1,600,000

15HP5189 神戸大学
大学院人間発達環境学
研究科

教授 渡邊  隆信 ドイツ自由学校共同体の研究 渡邊  隆信 和 Ａ５ 352 株式会社風間書房 1,600,000

15HP5190 創価大学 国際教養学部 教授
マクドナルド  ラ
リー

グローバリゼーションとカリキュラム改革：海
外の研究者が見た総合的な学習の時間

マクドナルド  ラ
リー

和 Ａ５ 216 株式会社東信堂 1,000,000

15HP5191 宮城教育大学 教育学部 准教授 香曽我部  琢
現代社会における保育者の自己形成と実
践コミュニティ

香曽我部  琢 和 Ａ５ 192 ㈱ナカニシヤ出版 1,000,000

15HP5192 就実大学 教育学部 講師 高木  亮 教師のメンタルヘルスとキャリア 高木  亮 和 Ａ５ 260 ナカニシヤ出版 1,100,000

15HP5193 玉川大学 教育学部 准教授 太田  拓紀 近代日本の私学と教員養成 太田  拓紀 和 Ａ５ 224 学事出版株式会社 1,000,000

15HP5194 筑波大学 人間系 特任助教 星野  真澄 アメリカの学級規模縮小政策 星野  真澄 和 Ａ５ 272 多賀出版株式会社 1,200,000

15HP5195 京都教育大学
大学院連合教職実践研
究科

教授 竺沙  知章 アメリカ学校財政制度の公正化 竺沙  知章 和 Ａ５ 312 ㈱東信堂 1,100,000

15HP5196 鳥取大学 地域学部 准教授 河合  務 フランスの出産奨励運動と教育 河合  務 和 Ａ５ 232 ㈱日本評論社 900,000

15HP5197 東京大学 大学院教育学研究科 講師 新藤  浩伸 成人教育と文化の発展 新藤  浩伸 和 Ａ５ 208 ㈱東洋館出版社 1,000,000

15HP5198 関西学院大学 教育学部 准教授 金田  茂裕 数の物語表現と知識 金田  茂裕 和 Ａ５ 152 ㈱ナカニシヤ出版 900,000

15HP5199 お茶の水女子大学
大学院人間文化創成科
学研究科

教授 猪崎  弥生 ダンスとジェンダー 猪崎  弥生 和 Ａ５ 340 ㈱一二三書房 1,500,000

15HP5200 城西国際大学 福祉総合学部 准教授 牧野  由理 明治期の幼稚園における図画教育史研究 牧野  由理 和 Ａ５ 352 ㈱風間書房 1,600,000

15HP5201 兵庫教育大学 学校教育研究科 准教授 山本  智一
小学校理科教育におけるアーギュメント構
成能力の育成

山本  智一 和 Ａ５ 144 株式会社風間書房 800,000

15HP5202 国際基督教大学 教養学部 准教授 清水  安夫
青年期の運動行動を規定する要因とメンタ
ルヘルスとの関係

清水  安夫 和 Ａ５ 168 株式会社風間書房 800,000

15HP5203 東京学芸大学 教育学部 准教授 渡部竜也
世界初  市民性教育の国家規模カリキュラ
ム

渡部竜也 和 Ａ５ 224 春風社 800,000

15HP5204 島根大学 教育学部 教授 藤井  浩基 日韓音楽教育関係史研究 藤井  浩基 和 Ａ５ 320 勉誠出版㈱ 1,200,000

15HP5205 首都大学東京 人文科学研究科 助教 哈斬  格日楽
中国内モンゴル自治区におけるモンゴル民
族教育の現状と課題

哈斬  格日楽 和 Ａ５ 220 ㈱現代図書 1,000,000
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15HP5206 岩手大学 教育学部 准教授 宮川  洋一
学習者の思考力を高めるプログラミング教
育の学習支援

宮川  洋一 和 Ａ５ 160 ㈱風間書房 1,000,000

15HP5207 筑波大学 人文社会系 講師 長田  友紀 国語教育における話し合い指導の研究 長田  友紀 和 Ａ５ 376 ㈱風間書房 1,600,000

15HP5208 筑波大学 人間系 教授 片平  克弘
粒子理論の教授学習過程の構成と展開に
関する研究

片平  克弘 和 Ａ５ 296 ㈱風間書房 1,400,000

15HP5209 京都教育大学 教育学部 教授 芝原  寛泰
マイクロスケール実験―環境にやさしい理
科実験―

芝原  寛泰 欧 100 株式会社  オーム社 1,300,000

15HP6002 徳島大学
大学院ソシオ・アーツ・サ
イエンス研究部

准教授 樋口  直人 Ｊａｐａｎ’ｓ  Ｕｌｔｒａｒｉｇｈｔ 樋口  直人 欧
215×
317mm

350 Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ  Ｐｒｅｓｓ 4,100,000

15HP6003 明治学院大学 国際学部 教授 合場  敬子
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄ  Ｂｏｄｉｅｓ  ａｎｄ  Ｇｅｎｄｅｒ：Ｅｘ
ｐｅｒｉｅｎｃｅｓ  ｏｆ  Ｗｏｍｅｎ  Ｐｒｏ－Ｗｒｅｓｔｌｅｒｓ
ｉｎ  Ｊａｐａｎ

合場  敬子 欧
Ｂ５
変形判

272 ㈱ユニオンサービス 1,900,000

計９６件
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266005 熊本大学 大学院自然科学研究科 教授 伊藤  重剛
Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒａｌ  Ｓｔｕｄｙ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｍｅｓｓｅｎｅ
Ｔｅｍｐｌｅ  ａｔ  Ａｎｃｉｅｎｔ  Ｍｅｓｓｅｎｅ

伊藤  重剛 欧 Ａ４ 272
一般財団法人九州大学
出版会

2,900,000

15HP5210 東京工業大学 名誉教授 斎藤  正徳
Ｔｈｅ  Ｔｈｅｏｒｙ  ｏｆ  Ｓｅｉｓｍｉｃ  Ｗａｖｅ  Ｐｒｏｐ
ａｇａｔｉｏｎ

斎藤  正徳 欧 菊 600 （有）テラパブ 6,500,000

15HP5211 東京大学 大学院工学系研究科 准教授 城所  哲夫
アジア・アフリカの都市コミュニティ～「手づく
りのまち」の形成論理とエンパワメントの実
践～

城所  哲夫 和 Ａ５ 208 株式会社  学芸出版社 1,200,000

15HP5212 広島大学 大学院工学研究院 准教授 千代  章一郎
ル・コルビュジエズメンセンシュウ  ：  ビジュ
ツカンヘン

千代  章一郎 和 Ａ４ 272 ㈱中央公論美術出版 2,600,000

15HP5213 愛知工業大学 工学部 教授 杉野  丞 近世禅宗寺院の空間構成・意匠の研究 杉野  丞 和 Ａ５ 368 ㈱中央公論美術出版 1,300,000

15HP5214 長岡造形大学 造形学部 教授 平山  育男 都市への給水―Ｗ．Ｋ．バルトンの研究 平山  育男 和 Ａ５ 672 中央公論美術出版 2,100,000

15HP5215 大阪市立大学 都市研究プラザ
都市研究プラ
ザ特別研究員

大上  直樹 日本建築規矩術史 大上  直樹 和 Ｂ５ 448 ㈱中央公論美術出版 1,200,000

15HP5216
独立行政法人国立文化
財機構奈良文化財研究
所

文化遺産部 研究員 海野  聡 奈良時代建築の造営体制と維持管理 海野  聡 和 Ａ５ 352 ㈱吉川弘文館 1,400,000

15HP5217 京都大学 人間・環境学研究科 教授 西垣  安比古 建築制作論の研究 西垣  安比古 和 Ｂ５ 624 ㈱中央公論美術出版 1,700,000

15HP5218 神戸芸術工科大学 デザイン学部 助手 不破  正仁 関東地方の屋敷林  原型とその変容過程 不破  正仁 和 Ａ５ 308 ㈱中央公論美術出版 1,100,000

15HP6004 大阪大学 工学研究科 准教授 甲谷  寿史
Ｎａｔｕｒａｌ  Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ  Ｄｅｓｉｇｎ  Ｈａｎｄｂｏｏ
ｋ  ｆｏｒＡｒｃｈｉｔｅｃｔｓ  ａｎｄ  Ｂｕｉｌｄｉｎｇ  Ｅｎｇｉｎｅ
ｅｒｓ

甲谷  寿史 欧 192 技報堂出版㈱ 1,300,000

計１１件
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④生物系

採択課題番号 所属機関 部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者
和文・
欧文の
の別

判型
ページ

数
出版社名

交付予定額
（単位：円）

266006 愛知学院大学 心身科学部 講師 早川  統子
Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｒａｉｎｉ
ｎｇ Ｓｐｅｅｃｈ Ｌａｎｇｕａｇｅ Ｈｅａｒｉｎｇ Ｔｈｅｒａｐｉ
ｓｔ ｉｎ Ｊａｐａｎ

早川  統子 欧 Ａ４ 270 ㈱ネオ・メディク 3,800,000

15HP5219 大阪産業大学 人間環境学部 教授 前迫  ゆり
シカの脅威と森の未来―シカ柵による植生
保全の効果と限界

前迫  ゆり 和 Ａ５ 266 株式会社文一総合出版 900,000

15HP5220 北海道大学 大学院水産科学研究院 教授 今井一郎 有害有毒プランクトンの科学 今井  一郎 和 Ｂ５ 328 株式会社恒星社厚生閣 1,200,000

15HP5221 北海道大学 大学院農学研究院 准教授 朴  紅
中国国有農場の変貌―巨大シャ゛ポニカ米
産地の形成―

朴  紅 和 Ａ５ 352 ㈱筑波書房 1,600,000

15HP5222 琉球大学 熱帯生物圏研究センター 教授 寺嶋  芳江
南西日本菌類誌  軟質高等菌類  Ｔｈｅ  ｆｕｎ
ｇａｌ  ｆｌｏｒａ  ｉｎ  ｓｏｕｔｈｗｅｓｔｅｒｎ  Ｊａｐａｎ  Ａｇ
ａｒｉｃｓ  ａｎｄ  ｂｏｌｅｔｅｓ

寺嶋  芳江 その他 Ｂ５ 368 東海大学出版部 4,400,000

15HP5223 愛知学院大学 歯学部 教授 夏目  長門 Ａｔｌａｓ  ｏｆ  Ｏｒａｌ  Ｄｉｓｅａｓｅ 夏目  長門 欧 Ａ４ 450 ㈱ネオ・メディク 5,500,000

15HP6005 岡山大学 大学院  保健学研究科 准教授 近藤  真紀子
Ｇｒｉｅｖｉｎｇ  ｐｒｏｃｅｓｓ  ｏｆ  ｎｕｒｓｅｓ  ｃｏｎｔｉｎｕｉ
ｎｇ  ｔｏ  ｃａｒｅ  ｆｏｒ  ｄｙｉｎｇ  ｐａｔｉｅｎｔｓ

近藤  真紀子 欧 Ａ５ 260
Ｈｏｒｉｚｏｎ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ  Ｐ
ｕｂｌｉｓｈｉｎｇ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎ

3,200,000

計７件
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⑤広領域

採択課題番号 所属機関 部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者
和文・
欧文の
の別

判型
ページ

数
出版社名

交付予定額
（単位：円）

266007 京都大学 理学研究科 名誉教授 廣田  襄
Ａ  Ｈｉｓｔｏｒｙ  ｏｆ  Ｍｏｄｅｒｎ  Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ：  Ｄ
ｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｓｃｉｅｎｃｅｓ  ｏｆ  Ａｔ
ｏｍｓ  ａｎｄ  Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ

廣田  襄 欧
Ｂ５
変型

720
（一社）京都大学学術出
版会

3,900,000

266008 京都大学 東南アジア研究所 教授 水野  広祐
Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ  ｏｆ  Ｔｒｏｐｉｃａｌ  Ｂｉｏｍａｓｓ
Ｓｏｃｉｅｔｙ：Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ  ｆｒｏｍ  Ｐｅａｔｌａｎｄ
Ｆｉｅｌｄ  Ｓｔｕｄｉｅｓ  ｉｎ  Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ

水野  広祐 欧
Ｂ５
変型

440
（一社）京都大学学術出
版会

2,400,000

15HP5224 東洋大学 文学部 教授 大豆生田  稔
防長米改良と米穀検査―穀物市場の形成
と産地（１８９０年代～１９１０年代）

大豆生田  稔 和 Ａ５ 416 ㈱日本経済評論社 2,000,000

15HP5225 東京大学 経済学研究科
特別研究員
（ＤＣ１）

李  海訓 中国東北における稲作農業の展開過程 李  海訓 和 Ａ５ 394
株式会社  御茶の水書
房

1,900,000

15HP5226 早稲田大学 社会科学総合学術院 助教 白  春岩
李鴻章の対日観―「日清修好条規」を中心
に

白  春岩 和 Ａ５ 304 ㈱成文堂 1,000,000

15HP5227 樋上  惠美子 「大大阪」の乳児死亡と社会事業 樋上  惠美子 和 Ａ５ 400 大阪大学出版会 1,700,000

15HP5228 静岡県立大学 国際関係学部 准教授 水野かほる 裁判員裁判時代の法廷通訳翻訳 水野かほる 和 Ａ５ 320 大阪大学出版会 1,100,000

15HP5229 東京家政大学
ヒュマンライフ支援セン
ター

講師 三神  彩子
食生活からはじめる省エネ＆エコライフ  ―
エコロジークッキングの多面的分析―

三神  彩子 和 Ｂ５判 162 株式会社建帛社 1,300,000

15HP5230 大阪経済法科大学 公私立大学の部局等 研究員 洪 ユンシン 沖縄戦場の記憶と「慰安所」 洪 ユンシン 和 Ａ５ 360 ㈱インパクト出版会 1,100,000

15HP5231 京都大学
アジア・アフリカ地域研究
研究科

准教授 高田  明 子育ての会話分析 高田  明 和 Ａ５ 256 ㈱昭和堂 1,200,000

15HP5232 京都大学 工学研究科 助教 前田  昌弘 津波被災と再定住 前田  昌弘 和 Ａ５ 400
（一社）京都大学学術出
版会

1,900,000

15HP5233 大阪府立大学 看護学部 准教授 大川  聡子
１０代の母というライフスタイル―出産を選
択した社会的経験に着目して

大川  聡子 和 Ａ５ 200 ㈱晃洋書房 900,000

15HP5234 山口大学 農学部 教授 山本  晴彦
風水害と観光客の増大による世界遺産の劣
化と保全

山本  晴彦 和 Ａ５ 260 農林統計出版㈱ 1,700,000

15HP5235 首都大学東京 システムデザイン研究科 助教 西崎  実穂 描画と痕跡 西崎  実穂 和 Ａ５ 144 多賀出版㈱ 700,000

15HP5236 関東学院大学 法学部 教授 藤田  潤一郎 存在と秩序 藤田  潤一郎 和 Ａ５ 320 ㈱創文社 1,300,000

15HP6006 慶應義塾大学 総合政策学部 教授 小熊  英二
Ｔｈｅ  Ｂｏｕｎｄａｒｉｅｓ  ｏｆ  ‘ｔｈｅ  Ｊａｐａｎｅｓｅ’
ｖｏｌｕｍｅ２

小熊  英二 欧
215×
137判

480
Ｔｒａｎｓ  Ｐａｃｉｆｉｃ  Ｐｒｅｓｓ
Ｐｔｙ  Ｌｔｄ

6,000,000

15HP6007 東京外国語大学
アジア・アフリカ言語文化
研究所

教授 河合  香吏
Ｐｒａｃｔｉｃｅｓ，  Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎｓ  ａｎｄ  Ｉｎｓｔｉｔｕｔ
ｉｏｎｓ：  Ｔｈｅ  Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ  ｏｆ  Ｈｕｍａｎ  Ｓｏｃ
ｉａｌｉｔｙ

河合  香吏 欧
Ｂ５
変型

512
一般社団法人  京都大
学学術出版会

10,200,000

15HP6008 名古屋大学 大学院国際開発研究科 准教授 日下  渉
Ａｎｔｉ－Ｃｉｖｉｃ  Ｐｏｌｉｔｉｃｓ：Ｍｏｒａｌｉｔｙ  ａｎｄ  Ｉｎｅ
ｑｕａｌｉｔｙ  ｉｎ  ｔｈｅ  Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ  Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ

日下  渉 欧
Ｂ５
変型

432
一般社団法人  京都大
学学術出版会

7,200,000
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採択課題番号 所属機関 部局 職名 氏名 刊行物の名称 著者
和文・
欧文の
の別

判型
ページ

数
出版社名

交付予定額
（単位：円）

15HP6009 福岡女子大学 国際文理学部 准教授 徐  阿貴 Ｃｒｅａｔｉｎｇ  ａ  Ｓｕｂａｌｔｅｒｎ  Ｃｏｕｎｔｅｒｐｕｂｌｉｃ 徐  阿貴 欧
Ｂ５
変判

336
一般社団法人  京都大
学学術出版会

6,000,000

計１９件
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５．データベース

（１）重点データベース

①人文科学系

採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

237001 麗澤大学朝鮮古書データベース作成チーム 客員教授  藤本  幸夫 日本現存朝鮮古書データベース ＤＯＫＢ
朝鮮・中国の思想・歴史・語学・文学・医学・
薬学・地理学・兵学・音楽・農学・数学・芸術・
風水等々

2,700,000

257002 日本語フレームネット研究会 代表者  小原  京子 日本語フレームネットデータベース ＪＦＮ
認知言語学及びコーパス言語学、認知言語
学のうちフレーム意味論、辞書編纂学

1,700,000

257003 梅棹デジタルアーカイブズプロジェクト 代表者  久保  正敏 梅棹忠夫資料のデジタルアーカイブズ ＤＡＵＤ 日本の民族学研究史 5,100,000

267001 日本印度学仏教学会 理事長  斉藤  明 インド学仏教学論文データベース ＩＮＢＵＤＳ
インド学と仏教学、及び関連する諸分野（哲
学・宗教学・国文学・日本史・東洋史など）

3,700,000

267002 日本古典籍総合目録作成グループ 代表者  大髙  洋司 日本古典籍総合目録 ＵＣＥＪＢ
文学・歴史を中心とし、人文・社会・自然科学
の全分野

2,000,000

267003 東洋文庫電算化委員会 委員長  斯波  義信 東洋学電子図書館情報システム ＩＳＤＬＡＳ 東洋学全般 9,000,000

267004 身装文化デジタルアーカイブプロジェクト 代表者  高橋  晴子 服装・身装文化デジタルアーカイブ ＣＣＤＡ
人文・社会科学のうち衣文化に関係の深い
もの

5,500,000

15HP7001 東京国立博物館所蔵写真資料委員会 委員長  富田  淳
東京国立博物館所蔵写真資料データベー
ス

ＰＣＤＢ
写真史、写真技術史、美術史、建築史、地
理学、民俗学、考古学

1,900,000

15HP7002
日本文学研究論文の総合目録データベース
（大正・昭和・平成）作成グループ

グループ代表者  伊藤
鉄也

日本文学研究論文の総合目録データベー
ス（大正・昭和・平成）

ＤＣＪＬＳ
国文学・国語学・国語教育学・図書館情報
学・芸術学・歴史学・宗教学・民俗学

3,100,000

計９件
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②社会科学系

採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

247002 非営利法人財務データベース作成委員会 委員長  山内  直人 非営利法人財務データベース ＮＰＣ－ＣＦＤＢ
経済学、経営学、会計学、社会学などＮＰＯ
法人・公益法人の分析に関わる分野

5,200,000

257004
神戸大学経済経営研究所  附属企業資料
総合センター

センター長  伊藤　宗
彦

鐘紡資料 Ｋａｎｅｂｏ  ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 経営学 2,100,000

15HP7003 データアーカイブ部会 教授  佐藤  香 ＳＳＪデータアーカイブ ＳＳＪＤＡ 日本の社会・労働調査 2,400,000

③理工系

採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

247003 量子化学データベース研究会 会長  細矢  治夫 量子化学文献データベースⅡ ＱＣＬＤＢⅡ
化学全搬、物資科学、生命科学、宇宙科
学、複雑系科学など

4,500,000

257005 原子核反応データベース  研究開発センター
センター長　合川  正
幸

荷電粒子核反応データファイル ＮＲＤＦ 原子核物理学及びその応用分野 800,000

257006 ＳＴＰデータベース作成委員会 委員長  家森  俊彦 太陽地球系物理学データベース ＳＴＰ  ＤＡＴＡＢＡＳＥ
太陽地球系物理学、超高層物理学、地球電
磁気学

2,100,000

267005
天文情報センター  写真乾板ワーキンググ
ループ

教授  渡部  潤一 歴史的天体写真乾板データアーカイブ ＡＡＰＰ 天文学 1,000,000

267006
高分子系材料・機器の耐放射線性データ
ベース作成委員会

研究副主幹・杉本  雅
樹

高分子系材料・機器の耐放射線性データ
ベース

ＤＲＲＰＭＥ 材料の耐放射線性評価分野 1,100,000

257007
独立行政法人産業技術総合研究所  安全
科学研究部門

代表者  和田  有司 リレーショナル化学災害データベース ＲＩＳＣＡＤ
安全工学およびエネルギー物質安全化学分
野

1,400,000

15HP7004 特任助教  須田  拓馬
銀河考古学のための金属欠乏星データ
ベース

ＳＡＧＡ  Ｄａｔａｂａｓｅ 天文学・宇宙物理学・原子核物理学 1,900,000

15HP7005
東京大学所蔵古生物標本データベース作成
委員会

委員長  佐々木  猛智 東京大学所蔵古生物標本データベース ＤＰＵＴ 古生物学、層序学 500,000

計８件

計３件
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④生物系

採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

247004 転写開始点データベース作成委員会 委員長  中井  謙太 転写開始点データベース ＤＢＴＳＳ
分子生物学、ゲノム生物学、ゲノム情報科
学・基礎医学

7,600,000

15HP7006 ｔＲＮＡ遺伝子データベース作成グループ
データベース長  阿部
貴志

エキスパートがキュレートしたｔＲＮＡ遺伝子
データベース

ｔＲＮＡＤＢ－ＣＥ
「生物学」のうちのゲノム科学、分子遺伝学、
分子生物学、バイオテクノロジー、インフォマ
ティクス分野

1,300,000

⑤広領域

採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

257008
独立行政法人農業生
物資源研究所　前田
美紀

生体内低分子化合物の三次元構造データ
ベース

３ＤＭＥＴ
生化学  ドラックデサイン  バイオインフォマ
ティクス  ケモインフォマティクス  構造ゲノム
科学  天然物化学

5,800,000

15HP7007 近現代ハンセン病資料アーカイブス 委員長  森  修一 近現代ハンセン病資料アーカイブス ＡＲＣＨＨＤＪＰ 社会医学及び社会学 1,700,000

15HP7008
女性デジタルア－カイブシステム作成委員
会

委員長  青木  玲子 女性デジタルア－カイブシステム ＷＤＡＳ
女性史、女性学／ジェンダー学、アーカイブ
ズ学

2,000,000

計２件

計３件
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（２）一般データベース

①人文科学系

採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

15HP8001 津田  徹英 ＳＡＴ大藏經テキストデータベース圖像編 ＳＡＴ  ＤＢ
仏教美術史および隣接諸領域（仏教史、文
化史、国文学、日本史など）

4,500,000

15HP8002
国立西洋美術館所蔵作品データベース作成
委員会

代表者  川口  雅子 国立西洋美術館所蔵作品データベース ＮＭＷＡＤＢ 西洋美術史、博物館学、文化財保存学 2,700,000

15HP8003 日本儒林叢書全文デ－タベ－ス制作委員会 委員長  桐原  健真 日本儒林叢書全文データベース Ｊｕｒｉｎ  ＤＢ 思想史のうち日本思想史の分野 700,000

15HP8004 日本思想史文献デ－タベ－ス制作委員会 委員長  桐原  健真 日本思想史文献デ－タベ－ス ＤｏＪＩＨ 日本思想史の分野 700,000

15HP8005
日本古典籍デジタル画像データベース作成
グループ

グループ代表者  山本
和明

所蔵機関との連携による日本古典籍デー
タベース

ＤＩＤＪＲＢ
国文学・書誌学・歴史学・宗教学・美術史学・
書学

5,200,000

15HP8006 演劇情報総合データベース作成委員会 委員長  岡室  美奈子 演劇情報総合データベース ＤＴＲ 演劇学 9,300,000

15HP8007 漢字字体規範史データベース編纂委員会 委員長  豊島  正之 漢字字体規範史データベース ＨＮＧ 言語学，日本語学，国語学，文字学 5,500,000

15HP8008 アイヌ語音声データベース作成チーム 代表者  奥田  統己 アイヌ語音声データベース ＡＬＣＬＡＤ 言語学、音声学、アイヌ語 1,600,000

15HP8009 日本古代学研究所
サブリーダー  加藤
友康

墨書土器データベース ＤＢＥＣ 日本古代史 1,700,000

15HP8010 日本古文書ユニオンカタログ作成グル－プ 代表  近藤  成一 日本古文書ユニオンカタログ ＵＣＪＨＤ 日本史 7,000,000

15HP8011
古記録フルテキストデータベース作成グルー
プ

代表者  尾上  陽介 古記録フルテキストデータベース ＦＤＯＪＤ
前近代日本の歴史・文学・言語・宗教・思想・
文化等の研究

1,500,000

15HP8012
台湾総督府文書目録データベース作成グ
ループ

グループ長  檜山  幸
夫

台湾総督府文書目録データベース ＡＧＴＤＢ
歴史学・都市工学・医療衛生学・社会政策
学・社会福祉学・教育学・日本語学・宗教学・
史料学・文書学・アーカイブズ学の分野

3,900,000

15HP8013
イラク古代文化研究所  データベース作成委
員会

委員長  岡田  保良 国士舘イラク発堀調査写真データベース ＫＡＭＩ－ＰＲＯＤＢ
西アジア考古学および歴史学、地域学、建
築史学

800,000

15HP8014 貴重書デジタルアーカイブ作成委員会 代表者  北本  朝展
国立情報学研究所『東洋文庫所蔵』貴重
書デジタルアーカイブ

ＮＩＩ－Ｔｏｙｏｂｕｎｋｏ－Ｄ
Ｂ

中国学、東洋学、歴史学、考古学、情報学、
シルクロード

3,400,000

15HP8015 横浜市立大学学術情報センター 准教授  松本  郁代
横浜市立大学所蔵の古地図・地誌・仏教
天文学データベース

ＹＣＵＤＢ 人文地理学 900,000
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採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

15HP8016
テレビＣＭデータベース：ＪＡＣコレクション作
成委員会

委員長  津堅  信之
テレビＣＭデータベース：ＪＡＣコレクション
（２）

ＤＴＶＣＪＡＣＣ（２）
社会学、歴史学、文化史、経済史、産業史、
民俗学、社会言語学、比較文化論、メディア
論、コンテンツ産業論、映像研究ほか

7,000,000

②社会科学系

採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

15HP8017 条例Ｗｅｂ作成プロジェクト 原田  隆史 条例Ｗｅｂアーカイブデータベース ＪｏｒｅｉＷｅｂ
法学（なかでも行政法），自治体学，および
図書館情報学

5,900,000

15HP8018 ミクロ統計データ活用研究会 幹事  伊藤  彰彦 ミクロ統計データベース Ｍｉｃｒｏ  ＤＢ
社会経済分野のアジア諸国の政府統計のミ
クロ統計データ

2,600,000

15HP8019 高槻  泰郎 近世経済データベース Ｅａｒｌｙ  ｍｏｄｅｒｎ  ＤＢ 経済学及び史学 6,700,000

15HP8020
神戸大学戦前期新聞経済記事文庫データ
ベース作成委員会

委員長  富田  昌宏 戦前期新聞経済記事文庫データベース ＰＤＮＥＡＤ 経済学の分野 10,400,000

15HP8021
地域企業・産業資料デジタルアーカイブプロ
ジェクト

プロジェクトリーダー
藤本  隆宏

地域企業・産業資料データベース ＤＲＲＣＩ
経営学、経営史、経済史、日本近代史、日
本現代史、日本近世史

3,600,000

15HP8022 水俣学研究文献データベース作成委員会 委員長  花田  昌宣 水俣学研究文献データベース ＭＳＤ－ＤＢ 社会学、法学、経済学、医学 3,700,000

15HP8023 大学史デジタルアーカイブ作成委員会 委員長  吉見  俊哉
文部省往復を基幹とした近代日本大学史
データベース

ＤＭＯ 大学史・学術政策史 6,000,000

15HP8024 デジコンＤＢ作成委員会 委員長  榎本  聡 デジタルコンテンツデータベース ＤｉｇｉＣｏｎＤＢ
初等中等教育の学校現場で活用できるデジ
タルコンテンツ

3,000,000

15HP8025
教育研究所・教育センター刊行論文データ
ベース作成委員会

委員長  吉岡  亮衛
教育研究所・教育センター刊行論文データ
ベース

ＣＥＮＴＥＲ
全国の都道府県立・区市町村立の公立教育
研究所・教育センター並びに私立の教育研
究所が刊行する紀要等

2,200,000

③理工系

採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

15HP8026 暗黒星雲データベース作成委員会 委員長  土橋  一仁
２  Ｍｉｃｒｏｎ  Ａｌｌ  Ｓｋｙ  Ｓｕｒｖｅｙ  に基づく分
子雲コアのデータベース

ＤｅｎｓｅＣｏｒｅ
天文学のうち星間物質、暗黒星雲、分子雲
コア、星形成に関係が深いもの

2,600,000

計９件

計１６件
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採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

15HP8027 ＮＩＴＲＡＭ作成グループ 代表者  冨川  喜弘
国立極地研究所粒跡線モデル＆気象デー
タ表示システム

ＮＩＴＲＡＭ
気象学、環境学、超高層物理学、海洋学、
雪氷学、およびアウトリーチ

2,100,000

15HP8028
１９２０年代高時間分解能地磁気データベー
ス作成委員会

委員長  能勢  正仁
１９２０年代にまで遡る高時間分解能地磁
気デジタルデータベース

１９２０ＧＥＯＭＡＧＤＢ 地球電磁気学、宇宙空間物理学 1,600,000

15HP8029 環境情報科学研究分野 代表者  工藤  純一 越境大気汚染衛星画像データベース ＴＡＰＳＩＤＢ
環境科学分野、化学工学のうち重化学工業
から排出される大気汚染に関係が深いもの

3,800,000

15HP8030 一般社団法人  日本建築学会 会長  吉野  博
日本建築学会図書館目録・書誌・画像
データベース

ＡＩＪ－ＢＩＲＤ 建築学の分野 1,100,000

15HP8031 土木図書館委員会 委員長  小野田  滋
土木学会東日本大震災アーカイブ  震災Ｇ
ＩＳデータベース

ＪＳＣＥ２０１１ＥｑＧＩＳ
土木工学，国土防災工学，都市建設工学の
分野

6,000,000

15HP8032 土木図書館委員会 委員長  小野田  滋
土木学会土木図書館  土木図面データ
ベース

ＪＳＣＥ  ＡＤＤ
土木工学，国土防災工学，都市建設工学の
分野

4,000,000

15HP8033 津波ディジタルライブラリィ作成委員会 委員長  今井  さやか 津波ディジタルライブラリィ ＴＤＬ 自然災害科学のうちの津波工学 2,800,000

④生物系

採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

15HP8034 トマト・オミックス・データベース作成委員会 委員長  矢野  健太郎 トマト・オミックス・データベース ＴＯＭＡＴＯＭＩＣＳ
ゲノム生物学、分子生物学、分子遺伝学、
植物生理学、育種学及びバイオインフォマ
ティクスの分野

4,900,000

15HP8035 無脊椎動物脳プラットフォーム委員会 委員長  神崎  亮平 無脊椎動物脳プラットフォーム ＩＶＢ－ＰＦ
神経科学  神経行動学  動物学  昆虫科学
生物学  生物模倣

2,200,000

15HP8036 齋藤  俊行 蛋白質多型データベース ｄｂＰｒｏＰ
人間の遺伝子情報を扱う医学・生物学分野
で、蛋白質の構造変化や遺伝子多型に着目
する研究分野全般を対象とする

1,400,000

15HP8037 ＤＮＡバーコードデータベース作成委員会 委員長  神保  宇嗣 ＤＮＡバーコードデータベース ＪＢＯＬ－ＤＢ 多様性生物学、生物分類学、分子生物学 2,200,000

15HP8038 ＶｉＢｒｉｓｍ  ＤＢプラットフォ－ム委員会 委員長  於保  祐子 ３Ｄ－ＩＳＭデジタル脳デ－タベ－ス ＶｉＢｒｉｓｍ  ＤＢ
脳科学  トランスクリプト－ム  分子神経学
バイオインフォマティクス

2,300,000

15HP8039
国立遺伝学研究所個体遺伝研究系初期発
生研究部門

代表  川上  浩一
ゼブラフィッシュジーントラップエンハン
サートラップデータベース

ｚＴｒａｐ ゲノム科学  発生生物学  神経科学 1,700,000

15HP8040 昆虫学データベース作成グループ 代表  多田内  修 昆虫学データベース ＫＯＮＣＨＵ
昆虫学，植物保護、分類学、生態学、自然
保護、寄生虫学

7,200,000

計８件
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採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

15HP8041 ＣＯＸＰＲＥＳｄｂ作成委員会 代表者  木下  賢吾 遺伝子共発現データベースＣＯＸＰＲＥＳｄｂ ＣＯＸＰＲＥＳｄｂ
基礎医学、生理学、分子生物学、ヒト・マウ
ス・ラットの遺伝子機能推定に関連深い

4,200,000

15HP8042
核小体低分子ＲＮＡデータベース作成グ
ループ

代表  剣持  直哉 核小体低分子ＲＮＡデータベース ｓｎＯＰＹ 分子生物学、生化学、遺伝学、ゲノム科学 2,300,000

15HP8043
カイコ完全長ｃＤＮＡデ－タベ－ス作成委員
会

委員長  嶋田  透 カイコ完全長ｃＤＮＡデ－タベ－ス ＳｉｌｋＢａｓｅ ゲノム長報科学及び昆虫ゲノム科学 2,000,000

15HP8044 ＡＴＴＥＤ－ＩＩ作成委員会 代表者  大林  武
植物の遺伝子共発現デ－タベ－スＡＴＴＥ
Ｄ－ＩＩ

ＡＴＴＥＤ－ＩＩ
農学、植物分子生物学、植物ゲノム生物
学、進化学

3,400,000

15HP8045 生存圏データベース作成委員会 副委員長  杉山  淳司 木材多様性生存圏データベース ＤＢＨＳＷＤ 文理融合・学際的生存圏科学分野 5,800,000

15HP8046 一般社団法人  日本病理学会 理事長  深山  正久 日本病理剖検輯報デ－タベ－ス ＪＡＡＤ 病理学・疫学・医学全搬 3,600,000

15HP8047
ヒト遺伝子疾患変異研究会  データベース作
成委員会

委員長  清水  信義
ヒト疾患および体質個人差に関するゲノム
多様性情報の統合データベース

ＨＧＶ－ＤＢ
遺伝子医学、ゲノム医科学、臨床遺伝学、
遺伝子診断、遺伝子治療、バイオインフォマ
ティクス、ライフサイエンス、生命倫理

4,400,000

15HP8048 糖質化学データベースワーキンググループ 研究員  山田  一作 グライコナビデータベース ＧｌｙｃｏＮＡＶＩ  ＤＢ
糖質科学、糖鎖工学、有機化学、糖鎖生物
学、分子生物学、インフォマティクス、創薬科
学

5,700,000

15HP8049
医学研・脳神経病理データベース運営委員
会

委員長  新井  信隆 医学研・脳神経病理データベース ＮＤ－ＴＭＩＭＳ
病理学および神経病理学  脳神経科学  医
学教育学

1,300,000

15HP8050 ＳＥＶＥＮＳデ－タベ－ス作成委員会 委員長  諏訪  牧子
ＳＥＶＥＮＳ：Ｇタンパク質共役型受容体の
機能解析統合環境

ＳＥＶＥＮＳ 分子生物学および、医学、薬学の分野 2,300,000

15HP8051 ＣＤＴ－ＤＢプラットフォーム作成委員会 委員長  古市  貞一
脳トランスクリプトーム  ―  マウスデータ
ベース

Ｂｒａｉｎ－Ｔｘ 分子神経科学  ニューロインフォマティクス 2,900,000

15HP8052
日本脂質生化学会脂質データベース構築委
員会

委員長  和泉  孝志 生理活性脂質データベースＬｉｐｉｄＢａｎｋ ＬｉｐｉｄＢａｎｋ 医学、薬学、農学、生理学などの生命科学 2,300,000

⑤広領域

採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

15HP8053
公益財団法人東洋文庫研究部イスラーム地
域研究資料室

室長  三浦  徹
日本における中東・イスラーム研究文献目
録データベース１８６８－２０１５

ＢＤＩＭＥＪ
イスラーム地域に関する人文・社会・自然科
学分野

2,800,000

15HP8054
「社会運動情報資源データベース」作成委員
会

委員長  大日方  純夫 社会運動情報資源データベース ＤＩＲＳＭ
日本史（近現代史・史料研究）、政治学（政
治史・国際関係論）、人文社会情報学（歴史
情報）

5,200,000

計１９件
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採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
対象分野

交付予定額
（単位：円）

15HP8055
近代医学の黎明デジタルアーカイブ作成委
員会

委員長  濵嶋  信之 近代医学の黎明デジタルアーカイブ ＤＤＭ 医学史及び医療史 2,200,000

15HP8056
バイオ合成パスウェイデ－タベ－ス作成委
員会

委員長  荒木  通啓 バイオ合成パスウェイデ－タベ－ス Ｍ－ｐａｔｈ  ＤＢ
合成生物学、代謝工学、バイオ生産工学、
酵素化学、薬学の分野

2,300,000

15HP8057 英語語源情報研究会 会長　浅井信吉 ハイパー英単語語源辞書 Ｈｙｐｅｒ－Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ
ネットワークメディアを用いた英単語の通時
的および共時的学習および科学的英語彙の
理解を深めるＤＢ

1,800,000

15HP8058 北東アジア気象データベース 委員長  山本  晴彦 北東アジア気象データベース ＮＥＡＭＤＢ 気象学の分野 4,500,000

計６件
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（３）学術誌データベース

①生物系

採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
交付予定額
（単位：円）

15HP9501 日本疫学会 理事長  磯  博康 日本疫学会誌ジャーナルオブエピデミオロジー ＪＥ 600,000

②広領域

採択課題番号 作成組織名 応募者名 データベース名称
データベース名称

（略称）
交付予定額
（単位：円）

15HP9502 日本農業経済学会 会長  生源寺  眞一 農業経済研究およびＴｈｅ  Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｊｏｕｒｎａｌ  ｏｆ  Ｒｕｒａｌ  Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ ＪＲＥ  ＪＪＲＥ 900,000

計１件

計１件
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