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課題番号 研究種目 研究課題名（和文） 研究代表者
研究期間
（年度）

15H01959 基盤研究(A) ロシアの長期経済発展の実証的分析：1860-2010年 中村靖 2015 - 2018

15H03164 基盤研究(B)
幸福、存続、ウェル‐ビーイングの思想基盤：功利主義の射程と得
失をめぐる国際的研究

深貝保則 2014 - 2019

15KT0002 基盤研究(B)
高齢者法の確立に向けて－学際的研究による高齢者特有の法的
課題の究明

関ふ佐子 2015 - 2018

15KT0043 基盤研究(B)
現代社会における紛争概念の変化と司法の新しい役割－－－諫
早湾開門紛争を例として

西川佳代 2015 - 2018

16H03326 基盤研究(B)
ダブルケア責任の世代間ジェンダー比較分析：自治型・包摂型の
地域ケアシステム構想

相馬直子 2016 - 2018

16H03609 基盤研究(B)
結婚・出産・育児と就業に対する主観的期待確率の測定とそれに
基づく育児支援策の評価

奥村綱雄 2016 - 2019

16H03638 基盤研究(B)
国際価値連鎖に基づく最適為替レートの研究：経済ショックと為替
変動へのレジリエンス

佐藤清隆 2016 - 2018

17KT0032 基盤研究(B)
アジア統合下の競争、成長、環境の経済分析：グローバル産業連
関表の応用と拡張

佐藤清隆 2017 - 2020

25380029 基盤研究(C) 司法権・憲法訴訟論の総合構築 君塚正臣 2013 - 2017

26380422 基盤研究(C)
金融エリートと日本の銀行業の近代化―大蔵省・日本銀行・財閥
系銀行―

邉英治 2014 - 2017

15K00655 基盤研究(C)
SEEA-CFと環境会計・評価による日中間の拡張I-O・マクロ会計・
費用便益分析

氏川恵次 2015 - 2018

15K03196 基盤研究(C)
変動する物的担保法制の現状分析と将来的展望：日仏間の比較
法的検証を通じて

今村与一 2015 - 2017

15K03197 基盤研究(C) 夫婦財産関係法の再構築 常岡史子 2015 - 2017

15K03314 基盤研究(C)
境界の交錯性に関する多面的解明－開発の視点を含んだ横断的
アプローチ

椛島洋美 2015 - 2017

15K03393 基盤研究(C)
インドの小地域住民全数データを参照基準とした途上国自治体統
計制度改革の研究

岡部純一 2015 - 2017

15K03394 基盤研究(C) 粒子フィルターを用いた非線形状態空間模型の次元の検定 小林正人 2015 - 2017
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15K03395 基盤研究(C) 確率解析の手法を用いた統計的逐次解析の理論とその応用 永井圭二 2015 - 2017

15K03570 基盤研究(C)
中国近代企業の発展への社会主義経済制度の影響に関する事例
比較研究

加島潤 2015 - 2018

15K03599 基盤研究(C)
ワン・ショット意思決定理論に基づく革新的製品のサプライチェーン
モデルとその実証

郭昌俊 2015 - 2017

15K03744 基盤研究(C)
チェーン小売業に対する消費者間の情報共有行動の促進に関す
る研究

寺本高 2015 - 2017

15K03765 基盤研究(C)
海外地域統括会社に関するグローバルな事業評価システムの実
証研究

溝口周二 2015 - 2018

15K03839 基盤研究(C) 「労働市場の社会学」からの民間職業紹介ビジネスの研究 小川慎一 2015 - 2019

15K03910 基盤研究(C)
社会保障政策に対する通商政策の規定的影響に関する国際比較
研究

松永友有 2015 - 2018

16K02956 基盤研究(C) カルタアプリ利用による小学校英語から中学英語への橋渡し 中村良夫 2016 - 2018

16K03318 基盤研究(C)
グローバル化社会における国際行政法と国家－国際法学、行政
法学、抵触法学の協働

柳赫秀 2016 - 2018

16K03362 基盤研究(C)
加害者の多数化と客観的帰責原理――組織体における過失競合
事例を中心に――

内海朋子 2016 - 2018

16K03433 基盤研究(C)
著作物等の大規模電子化プロジェクトにおける拡大集中許諾制度
の可能性

田渕エルガ 2016 - 2018

16K03770 基盤研究(C) 戦後日本の地域における「生存」の仕組みの基礎的実証的研究 大門正克 2016 - 2019

16K03805 基盤研究(C) ものづくり経営における販売現場の役割に関する実証研究 ＨｅｌｌｅｒＤａｎｉｅｌ 2016 - 2020

16K03856 基盤研究(C)
戦略的人材開発の日欧比較研究:産学官連携によるグローバル人
材開発

二神枝保 2016 - 2018

16K03895 基盤研究(C) 企業の淘汰のメカニズムと要因に関する実証的研究 高井文子 2016 - 2018

16K03980 基盤研究(C) 産業クラスターに対するメゾ管理会計システムの構築 高橋賢 2016 - 2018
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16K03981 基盤研究(C) グローバル事業の戦略的投資意思決定会計システムの研究 中村博之 2016 - 2018

16K03982 基盤研究(C)
株式価値評価に対する会計基準のレリバンスとエンティティーの観
点

大雄智 2016 - 2018

17K03351 基盤研究(C)
地域間租税関係と税源配賦の正当化プロセスに関する法政策学
的研究

川端康之 2017 - 2019

17K03405 基盤研究(C) 公務員の所得（年金・雇用）と医療保障 関ふ佐子 2017 - 2019

17K03452 基盤研究(C) 不正な証券取引に対する緊急差止命令 芳賀良 2017 - 2019

17K03453 基盤研究(C)
平穏生活権の法的構成―人格権的側面と所有権的側面からの体
系的研究

宮澤俊昭 2017 - 2020

17K03924 基盤研究(C)
医療の「民主化」に向けた組織・集団間関係の再構築：管理医療
機器のケース

河野英子 2017 - 2019

17K04045 基盤研究(C)
水循環のマネジメントとアカウンタビリティ履行に資する水会計モデ
ルの研究

大森明 2017 - 2019

17K07963 基盤研究(C)
農協における剰余概念と剰余金処分の理論的・実証的研究ー農
協改革との関連でー

田代洋一 2017 - 2019

26380602 基盤研究(C)
広域環境行政における自然資源マネジメントに資する会計モデル
の研究

大森明 2014 - 2017

26780031 若手研究(B) 病気休職過程における法規範と自主規範の関係 石崎由希子 2014 - 2017

26780064 若手研究(B) 運送契約法の現代化に向けた理論的課題の検討 笹岡愛美 2014 - 2017

26780209 若手研究(B)
インド企業への日本的生産システムの移転:企業間協働改善コミュ
ニティの形成プロセス

横澤公道 2014 - 2017

26780248 若手研究(B)
わが国損益計算書における損益項目の表示区分操作に関する研
究

木村晃久 2014 - 2017

15K16913 若手研究(B) 功績概念の再検討を通じた応報刑論の擁護とその含意の解明 米村幸太郎 2015 - 2017

15K16936 若手研究(B)
国家と市場の役割の変容と市民社会：国家補助規制の意義とその
正当化原理

青柳由香 2015 - 2018
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15K17112 若手研究(B)
イノベーション活動への「専門家」の動員と組織的課題：医療機器
開発チームのケース

大沼雅也 2015 - 2017

16K16984 若手研究(B) 住宅市場における行政法規制 板垣勝彦 2016 - 2018

16K17082 若手研究(B) 戦略的アプローチによ る交渉問題の分析 無藤望 2016 - 2018

16K17154 若手研究(B) ブレトンウッズ体制の崩壊とIMF 西川輝 2016 - 2018

16K17205 若手研究(B)
産業財市場における戦略的マーケティングに対する経営資源配分
の管理会計学的研究

君島美葵子 2016 - 2018

16K18766 若手研究(B)
農業・食料資源を活用した地域経済循環に関する分析手法の開発
とその実証的研究

池島祥文 2016 - 2019

17K13605 若手研究(B) 司法権と保全・執行手続―権力分立論の観点から 御幸聖樹 2017 - 2019

17K13697 若手研究(B) 学校選択問題における統一的戦略行動の分析：理論と実験 熊野太郎 2017 - 2019

17K13698 若手研究(B) 動学的な資源配分のメカニズムデザイン 佐野隆司 2017 - 2020

17K13723 若手研究(B) 繰り返し入札の市場の実証分析 鶴岡昌徳 2017 - 2019

17K13761 若手研究(B)
株式バブルは予防可能か？新指標を用いたバブル生成過程の解
明

鈴木雅貴 2017 - 2019

17K13769 若手研究(B) 日本の飲料・食品産業に関する国際関係経営史研究 竹内竜介 2017 - 2020

17K13820 若手研究(B)
期待株式リターンに関する総合的研究：会計情報ベースの尺度を
中心として

高須悠介 2017 - 2019

17K17731 若手研究(B) インターネット広告配信における顧客行動予測モデルの構築 本橋永至 2017 - 2019

15K13009 挑戦的萌芽研究
忘れられた思想家J.M. ロバートソン：ヴィクトリア時代の合理主義
的宗教批判

有江大介 2015 - 2017

15K13031 挑戦的萌芽研究 日本企業の採用行動とその成果に関する経営学的研究 服部泰宏 2015 - 2017
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16K13316 挑戦的萌芽研究
コーポレートガバナンスの充実によるタックスコンプライアンス向上
のための理論研究

岩崎政明 2016 - 2018

16K13358 挑戦的萌芽研究
中国における所得の分極化とその経済成長・社会安定性との関連
の解明に向けて

秋山太郎 2016 - 2017

16K13374 挑戦的萌芽研究 為替レートのパススルーの産業連関分析 佐藤清隆 2016 - 2017

https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?kw=16K13316
https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?kw=16K13358
https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?kw=16K13374
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