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2021年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

基盤研究（A） 20H00651 ⽣物の系統･全ゲノム情報を利⽤した貿易を通じた種多様性･固有性評価に関する研究 ⾦本 圭⼀朗

基盤研究（A）  21H04784 多元素同位体地図および個体履歴保存部位分析を⽤いた、移動履歴⽣態学の構築 陀安 ⼀郎

基盤研究（B） 18H00672 ムンダ諸語における危機⾔語のドキュメンテーション― ⻑⽥ 俊樹

基盤研究（B） 19H01515 インド洋交易圏の統計的研究―近代世界における地域交易像の再構築― 杉原 薫

基盤研究（B）  21H00605 南東アラビア⼭麓峡⾕における千年持続可能な社会基盤の歴史⽣態学的探究 近藤 康久

基盤研究（B）  21H03703 「インド太平洋」概念の批判的考察：アンダマン・マラッカ海域における海洋秩序の分析 河野 元⼦

基盤研究（B） 21H00644 現代世界の危機に対処する集合的創造性に関する⽇常⼈類学的研究 松⽥ 基⼆

基盤研究（B）（特設） 18KT0004 地球規模の空間情報を利⽤したサプライチェーンに伴う環境負荷の推計 ⾦本 圭⼀朗

基盤研究（C） 17K02061 南中国と周辺地域における地域伝統知を中⼼とした持続可能開発モデルの共創 蒋 宏偉

基盤研究（C） 17K04176 ⺠族社会における⾃助／共助の研究―在⽇ミャンマー少数⺠族（カチン／モン）の⽐較 宗⽥ 勝也

基盤研究（C） 18K11630 環境標準試料を⽤いた多元素安定同位体⽤セカンダリ標準物質への挑戦 申 基澈

基盤研究（C） 19K01215 ⽇本各地の⼭間域における、伝統的ニホンミツバチ養蜂の総合的研究と映像化 真⾙ 理⾹

基盤研究（C） 19K01237 写真着彩技術と対話を活⽤した持続可能な被ばくコミュニティ形成の応⽤⼈類学的研究 中原 聖乃

基盤研究（C） 19K06196 有機態リン再⽣過程とリン酸-酸素安定同位体解析に基づくリン循環の解明 池⾕ 透

基盤研究（C） 19K12493 アフリカ熱帯における狩猟採集⺠のサニテーションに関する⼈類学的研究 林 耕次

基盤研究（C） 16K01212 福島県沿岸域から阿武隈⼭地における地下⽔の⽔質形成と地下⽔流動の解明 藪崎 志穂

基盤研究（C） 20K12378 アフリカ難⺠の⽣計活動と社会福祉に関する研究 村尾 るみこ

基盤研究（C） 21K06354 ⼤規模な植物形質データベースと機械学習の活⽤による形質間関係の網羅的・定量的評価 饗庭 正寛

基盤研究（C） 21K12473 ⼟地利⽤から考える観光発展の影響評価：エコツーリズムと⽣態系サービスの関連性研究 ⻩ エンケイ

挑戦的研究（萌芽） 18K19367 ⽣物−地質カップリングを基にした、⽣態系ストイキオメトリー概念の構築 陀安 ⼀郎

挑戦的研究（萌芽） 21K19301 アミノ酸多分⼦同位体分析による、陸域・⽔域における微⽣物由来植物網検出⼿法の開発 陀安 ⼀郎

挑戦的研究（萌芽） 21K18354 超⾼齢化する集落における⽂化芸術の創出と表現の⾼度化 三村 豊

若⼿研究 18K18269 インドネシアにおける歴史地震・⽕⼭噴⽕の被害記録の復元と災害対応の変遷 梶⽥ 諒介

若⼿研究 18K18274 台湾の農村地域における観光資源の利⽤実態の解明に向けたビッグデータによる空間分析 ⻩ エンケイ

若⼿研究 19K13477 葬儀の変化メカニズムに関する⼈類学的研究：現代韓国の葬儀⾰新・保存運動を中⼼に ⾦ セッピョル

若⼿研究 19K15931 The role of informal food practices in convivial post-growth rural lifestyles Steven McGreevy

若⼿研究 19K20559 家畜飼養と⾷⾁習慣の変容から⾒るブータンにおける「⾷の主権」の構築 ⼩林 舞

若⼿研究 20K13293 東部スマトラにおける⺠族の分枝・存続に関する⽐較研究：資源利⽤と⽣業選択を通して ⼤澤 隆将

若⼿研究 20K20030 Developing a policy analysis tool for low-carbon residential heating and cooling technology deployment in Japan Farabi Hadi

若⼿研究 21K13320 新型コロナウイルス感染症に関する政策データベース構築と異質性を考慮した政策評価 ⽚淵 結⽮

研究活動スタート⽀援 19K24390 ⽇本の動植物における⽣物季節の変化と温暖化影響評価 ⼤⻄ 有⼦

研究活動スタート⽀援 20K22142 新型コロナウイルス感染症が地価に与える影響に関する実証分析 ⽚淵 結⽮

特別研究員奨励費 20J01674 博物館所蔵考古資料と調査記録の集成・観察・検討を通じた墓地遺跡の空間分析 ⿊沼 太⼀

特別研究員奨励費 20J01847 ⽣態系による減災効果の分析と気候変動の複合的影響評価法の開発 原⼝ 正彦

国際共同研究（B） 19KK0026 トイレを必要とする条件とは：狩猟採集⺠、農耕⺠、都市⽣活者の排泄と衛⽣条件の⽐較 ⼭内 太郎

国際共同研究（B） 20KK0020 オマーン南部海港都市の脆弱な社会環境下にあるリビングヘリテージの復興と継承 近藤 康久

国際共同研究（B） 20KK0165 国際ネットワークによる多元素同位体地図解析⼿法の開発 陀安 ⼀郎



2020年度 科研費_研究代表者

研究題⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

基盤研究（A） 20H00651 ⽣物の系統･全ゲノム情報を利⽤した貿易を通じた種多様性･固有性評価に関する研究 ⾦本 圭⼀朗

基盤研究（B） 18H00672 ムンダ諸語における危機⾔語のドキュメンテーション― ⻑⽥ 俊樹

基盤研究（B） 19H01515 インド洋交易圏の統計的研究―近代世界における地域交易像の再構築― 杉原 薫

基盤研究（B）（特設） 18KT0004 地球規模の空間情報を利⽤したサプライチェーンに伴う環境負荷の推計 ⾦本 圭⼀朗

基盤研究（C） 17K02061 南中国と周辺地域における地域伝統知を中⼼とした持続可能開発モデルの共創 蒋 宏偉

基盤研究（C） 17K04176 多⺠族社会における⾃助／共助の研究―在⽇ミャンマー少数⺠族（カチン／モン）の⽐較 宗⽥ 勝也

基盤研究（C） 18K11630 環境標準試料を⽤いた多元素安定同位体⽤セカンダリ標準物質への挑戦 申 基澈

基盤研究（C） 19K01215 ⽇本各地の⼭間域における、伝統的ニホンミツバチ養蜂の総合的研究と映像化 真⾙ 理⾹

基盤研究（C） 19K01237 写真着彩技術と対話を活⽤した持続可能な被ばくコミュニティ形成の応⽤⼈類学的研究 中原 聖乃

基盤研究（C） 19K06196 有機態リン再⽣過程とリン酸-酸素安定同位体解析に基づくリン循環の解明 池⾕ 透

基盤研究（C） 19K12493 アフリカ熱帯における狩猟採集⺠のサニテーションに関する⼈類学的研究 林 耕次

基盤研究（C） 16K01212 福島県沿岸域から阿武隈⼭地における地下⽔の⽔質形成と地下⽔流動の解明 藪崎 志穂

基盤研究（C） 16K01982 熱帯泥炭湿地林の⼈為的攪乱による森林機能・⽣態系サービスの変化と地域社会への影響 塩寺 さとみ

基盤研究（C） 20K12378 アフリカ難⺠の⽣計活動と社会福祉に関する研究 村尾 るみこ

挑戦的研究（萌芽） 18K19367 ⽣物−地質カップリングを基にした、⽣態系ストイキオメトリー概念の構築 陀安 ⼀郎

挑戦的研究（萌芽） 20K20875 ⾮接触バイタル計測を⽤いた野⽣チンパンジー社会のストレッサーの解明 松本 卓也

若⼿研究（B） 17K13572 遺跡⽴地と墓制にみるモンスーンアラビア先史オアシス社会の形成と変容 近藤 康久

若⼿研究（B） 17K17729 東部スマトラのオラン・アスリ社会における選挙と⺠主主義の社会⼈類学的研究 ⼤澤 隆将

若⼿研究 18K12532 独⽴直前の⻄アフリカにおけるリテラシーの社会的位置づけ：ハンパテ・バの活動から 中尾 世治

若⼿研究 18K18269 インドネシアにおける歴史地震・⽕⼭噴⽕の被害記録の復元と災害対応の変遷 梶⽥ 諒介

若⼿研究 18K18274 台湾の農村地域における観光資源の利⽤実態の解明に向けたビッグデータによる空間分析 ⻩ エンケイ

若⼿研究 19K13477 葬儀の変化メカニズムに関する⼈類学的研究：現代韓国の葬儀⾰新・保存運動を中⼼に ⾦ セッピョル

若⼿研究 19K15931 The role of informal food practices in convivial post-growth rural lifestyles Steven McGreevy

若⼿研究 19K20513 持続可能な地域づくりに資する”思考の補助線”としての⾵⼟概念の有効性の検討 太⽥ 和彦

若⼿研究 19K20559 家畜飼養と⾷⾁習慣の変容から⾒るブータンにおける「⾷の主権」の構築 ⼩林 舞

若⼿研究 20K13293 東部スマトラにおける⺠族の分枝・存続に関する⽐較研究：資源利⽤と⽣業選択を通して ⼤澤 隆将

若⼿研究 20K15552 Exploring the potential of edible landscapes for socio-ecological restoration of vacant land in shrinking Japanese cities Rupprecht Christoph

若⼿研究 20K20030 Developing a policy analysis tool for low-carbon residential heating and cooling technology deployment in Japan Farabi Hadi

研究活動スタート⽀援 19K23411 ビッグデータ解析に応⽤可能な⾼連結度グラフの構成に関する微分幾何学的研究 ⼭⽥ ⼤貴

研究活動スタート⽀援 19K24390 ⽇本の動植物における⽣物季節の変化と温暖化影響評価 ⼤⻄ 有⼦

研究活動スタート⽀援 20K22142 新型コロナウイルス感染症が地価に与える影響に関する実証分析 ⽚淵 結⽮

特別研究員奨励費 16J03218 同位体分析および⾏動観察による野⽣チンパンジーの離乳時期の解明 松本 卓也

特別研究員奨励費 20J01674 博物館所蔵考古資料と調査記録の集成・観察・検討を通じた墓地遺跡の空間分析 ⿊沼 太⼀

特別研究員奨励費 20J01847 ⽣態系による減災効果の分析と気候変動の複合的影響評価法の開発 原⼝ 正彦

国際共同研究（B） 19KK0026 トイレを必要とする条件とは：狩猟採集⺠、農耕⺠、都市⽣活者の排泄と衛⽣条件の⽐較 ⼭内 太郎

国際共同研究（B） 20KK0020 オマーン南部海港都市の脆弱な社会環境下にあるリビングヘリテージの復興と継承 近藤 康久

国際共同研究（B） 20KK0165 国際ネットワークによる多元素同位体地図解析⼿法の開発 陀安 ⼀郎



20219年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

基盤研究（A） 16H02524 多元素同位体・分⼦レベル同位体⼿法による⽣態系トレーサビリティー技術の確⽴ 陀安 ⼀郎

研究基盤（B） 17H03835 気候変化による⼭地林の分布移動速度とその要因 中静 透

研究基盤（B） 18H00672 ムンダ諸語における危機⾔語のドキュメンテーション ⻑⽥ 俊樹

研究基盤（B） 19H01515 インド洋交易圏の統計的研究―近代世界における地域交易像の再構築― 杉原 薫

研究基盤（B）（国際） 16H05774 湖沼の炭素・窒素循環を駆動するメタン栄養⾷物網のグローバルパターン解明 奥⽥ 昇

基盤研究（B）（特設） 18KT0004 地球規模の空間情報を利⽤したサプライチェーンに伴う環境負荷の推計 ⾦本 圭⼀朗

基盤研究（C） 17K00705 気候保護政策に取り組む⾃治体ネットワークの⽇欧⽐較 増原 直樹

基盤研究（C） 17K02061 南中国と周辺地域における地域伝統知を中⼼とした持続可能開発モデルの共創 蒋 宏偉

基盤研究（C） 16K03031 中世の⾦融構造-東寺寺内組織の資⾦繰りを中⼼に- 伊藤 啓介

基盤研究（C） 16K01212 福島県沿岸域から阿武隈⼭地における地下⽔の⽔質形成と地下⽔流動の解明 藪崎 志穂

基盤研究（C） 18K11630 環境標準試料を⽤いた多元素安定同位体⽤セカンダリ標準物質への挑戦 申 基チョル

基盤研究（C） 16K01982 熱帯泥炭湿地林の⼈為的攪乱による森林機能・⽣態系サービスの変化と地域社会への影響 塩寺 さとみ

基盤研究（C） 19K01215 ⽇本各地の⼭間域における、伝統的ニホンミツバチ養蜂の総合的研究と映像化 真⾙ 理⾹

基盤研究（C） 19K01237 写真着彩技術と対話を活⽤した持続可能な被ばくコミュニティ形成の応⽤⼈類学的研究 中原 聖乃

基盤研究（C） 19K06196 有機態リン再⽣過程とリン酸-酸素安定同位体解析に基づくリン循環の解明 池⾕ 透

基盤研究（C） 19K12493 アフリカ熱帯における狩猟採集⺠のサニテーションに関する⼈類学的研究 林 耕次

基盤研究（C） 17K04176 多⺠族社会における⾃助／共助の研究―在⽇ミャンマー少数⺠族（カチン／モン）の⽐較 宗⽥ 勝也

挑戦的研究（萌芽） 18K19367 ⽣物−地質カップリングを基にした、⽣態系ストイキオメトリー概念の構築 陀安 ⼀郎

挑戦的研究（萌芽） 19K22462 産卵回遊の分⼦⽣態メカニズム：嗅覚記憶仮説の検証 奥⽥ 昇

若⼿研究（B） 17K13572 遺跡⽴地と墓制にみるモンスーンアラビア先史オアシス社会の形成と変容 近藤 康久

若⼿研究（B） 17K15407 Understanding threats to young childrens green space access in unlicensed daycare centers Rupprecht Christoph

若⼿研究（B） 17K17729 東部スマトラのオラン・アスリ社会における選挙と⺠主主義の社会⼈類学的研究 ⼤澤 隆将

若⼿研究 18K12532 独⽴直前の⻄アフリカにおけるリテラシーの社会的位置づけ：ハンパテ・バの活動から 中尾 世治

若⼿研究 18K18269 インドネシアにおける歴史地震・⽕⼭噴⽕の被害記録の復元と災害対応の変遷 梶⽥ 諒介

若⼿研究 18K18274 台湾の農村地域における観光資源の利⽤実態の解明に向けたビッグデータによる空間分析 ⻩ エンケイ

若⼿研究 19K13477 葬儀の変化メカニズムに関する⼈類学的研究：現代韓国の葬儀⾰新・保存運動を中⼼に ⾦ セッピョル

若⼿研究 19K15723 ⽣物利⽤可能リンはどのように形成されるか？―リン酸酸素同位体⽐を⽤いた培養実験― ⽯⽥ 卓也

若⼿研究 19K15931 The role of  informal food practices in convivial post-growth rural lifestyles Steven McGreevy

若⼿研究 19K16238 シカ管理施策の影響評価：⻭のコラーゲン・炭酸塩同位体分析による⽣態変化の検証 原⼝ 岳

若⼿研究 19K20513 持続可能な地域づくりに資する”思考の補助線”としての⾵⼟概念の有効性の検討 太⽥ 和彦

若⼿研究 19K20559 家畜飼養と⾷⾁習慣の変容から⾒るブータンにおける「⾷の主権」の構築 ⼩林 舞

研究活動スタート⽀援 19K21558  High resolution species distribution model for conservation planning of critically endangered mammal NguyenTien Hoang

研究活動スタート⽀援 19K23411 ビッグデータ解析に応⽤可能な⾼連結度グラフの構成に関する微分幾何学的研究 ⼭⽥ ⼤貴

研究活動スタート⽀援 19K24390 ⽇本の動植物における⽣物季節の変化と温暖化影響評価 ⼤⻄ 有⼦

特別研究員奨励費 18J00774 農作物加害獣の糞を⽤いた個体トラッキング・⾏動推定⼿法の開発 原⼝ 岳

特別研究員奨励費 19J40026 造巣性トビケラにおける巣材選択多型の維持メカニズムの解明 岡野 淳⼀

特別研究員奨励費 16J03218 同位体分析および⾏動観察による野⽣チンパンジーの離乳時期の解明 松本 卓也

特別研究員奨励費 19J40031 同位体分析および⾏動観察による野⽣チンパンジーの⾷性の解明 松本 卓也

特別研究員奨励費（外国） 17F17755 陸域⽣態系と⽔域⽣態系をつなぐ新たな⽅法論：⽣物地球化学多元素同位体アプローチ 陀安 ⼀郎

国際共同研究（B） 19KK0026 トイレを必要とする条件とは：狩猟採集⺠、農耕⺠、都市⽣活者の排泄と衛⽣条件の⽐較 ⼭内 太郎



2018年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究担当者

新学術領域研究 25101005 新興国における経済発展経路の国際⽐較 杉原 薫

基盤研究（S） 17H06118 年輪酸素同位体⽐を⽤いた⽇本列島における先史暦年代体系の再構築と気候変動影響評価 中塚 武

基盤研究（A） 15H01723 セマンティック・クロノロジー：時間軸に沿った知識の可視化と利⽤に向けた基盤構築 関野 樹

基盤研究（A） 16H02524 多元素同位体・分⼦レベル同位体⼿法による⽣態系トレーサビリティー技術の確⽴ 陀安 ⼀郎

基盤研究（B） 17H03835 気候変化による⼭地林の分布移動速度とその要因 中静 透

基盤研究（B） 18H00672 ムンダ諸語における危機⾔語のドキュメンテーション ⻑⽥ 俊樹

基盤研究（B）（海外） 16H05774 湖沼の炭素・窒素循環を駆動するメタン栄養⾷物網のグローバルパターン解明 奥⽥ 昇

基盤研究（B）（特設） 18KT0004 地球規模の空間情報を利⽤したサプライチェーンに伴う環境負荷の推計 ⾦本 圭⼀朗

基盤研究（C） 17K00705 気候保護政策に取り組む⾃治体ネットワークの⽇欧⽐較 増原 直樹

基盤研究（C） 17K02061 南中国と周辺地域における地域伝統知を中⼼とした持続可能開発モデルの共創 蒋 宏偉

基盤研究（C） 15K00674 オントロジーを⽤いた環境共⽣への地域ストーリーの共同構築⼿法の開発 熊澤 輝⼀

基盤研究（C） 16K03031 中世の⾦融構造-東寺寺内組織の資⾦繰りを中⼼に- 伊藤 啓介

基盤研究（C） 16K01212 福島県沿岸域から阿武隈⼭地における地下⽔の⽔質形成と地下⽔流動の解明 藪崎 志穂

基盤研究（C） 18K03765 堆積物を運んだ⽔の起源情報としての鉄マンガン酸化物のポテンシャル評価 齋藤 有

基盤研究（C） 18K11630 環境標準試料を⽤いた多元素安定同位体⽤セカンダリ標準物質への挑戦 申 基チョル

基盤研究（C） 16K03241 核実験被害賠償交渉における相互理解の動態に関する実証的研究 中原 聖乃

基盤研究（C） 16K01982 熱帯泥炭湿地林の⼈為的攪乱による森林機能・⽣態系サービスの変化と地域社会への影響 塩寺 さとみ

挑戦的研究（萌芽） 18K19367 ⽣物−地質カップリングを基にした、⽣態系ストイキオメトリー概念の構築 陀安 ⼀郎

若⼿研究（A） 15H05341 将来の貿易構造変更を考慮したエネルギー・資源ネットワーク変化に関する研究 ⾦本 圭⼀朗

若⼿研究（B） 17K13572 遺跡⽴地と墓制にみるモンスーンアラビア先史オアシス社会の形成と変容 近藤 康久

若⼿研究（B） 17K15407 Understanding threats to young childrens green space access in unlicensed daycare centers Rupprecht Christoph

若⼿研究（B） 17K17729 東部スマトラのオラン・アスリ社会における選挙と⺠主主義の社会⼈類学的研究 ⼤澤 隆将

若⼿研究（B） 16K16184 アイスコアの新たな⽔安定同位体⽐の動態解明と環境変動評価の不確実性の低減化 對⾺ あかね

若⼿研究 18K12532 独⽴直前の⻄アフリカにおけるリテラシーの社会的位置づけ：ハンパテ・バの活動から 中尾 世治

若⼿研究 18K18269 インドネシアにおける歴史地震・⽕⼭噴⽕の被害記録の復元と災害対応の変遷 梶⽥ 諒介

若⼿研究 18K18274 台湾の農村地域における観光資源の利⽤実態の解明に向けたビッグデータによる空間分析 ⻩ エンケイ

研究活動スタート⽀援 18H06499 北⻄太平洋の海霧頻発地域における海霧⽔成分の起源の解明 鎌内 宏光

特別研究員奨励費 18J00774 農作物加害獣の糞を⽤いた個体トラッキング・⾏動推定⼿法の開発 原⼝ 岳

特別研究員奨励費 16J03218 同位体分析および⾏動観察による野⽣チンパンジーの離乳時期の解明 松本 卓也

特別研究員奨励費（外国） 17F17755 陸域⽣態系と⽔域⽣態系をつなぐ新たな⽅法論：⽣物地球化学多元素同位体アプローチ 陀安 ⼀郎

特別研究員奨励費（外国） 17F17767 地球システムのティッピングポイントにおける⼟地利⽤と⽔との⼤気テレコネクション ⾕⼝ 真⼈

研究公開促進費（学術図書） 18HP5131 現代⽇本における⾃然葬の⺠族誌 ⾦ セッピョル



2017年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

新学術領域研究 25101005 新興国における経済発展経路の国際⽐較 杉原 薫

基盤研究（S） 17H06118 年輪酸素同位体⽐を⽤いた⽇本列島における先史暦年代体系の再構築と気候変動影響評価 中塚 武

基盤研究（A） 15H01723 セマンティック・クロノロジー：時間軸に沿った知識の可視化と利⽤に向けた基盤構築 関野 樹

基盤研究（A） 16H02524 多元素同位体・分⼦レベル同位体⼿法による⽣態系トレーサビリティー技術の確⽴ 陀安 ⼀郎

基盤研究（A）（海外） 24251005 アフロ・ユーラシア貧困地域での⽣業多様化と安定化に向けた⽔平技術移転の実践的展開 ⽥中 樹

基盤研究（B） 17H03835 気候変化による⼭地林の分布移動速度とその要因 中静 透

基盤研究（B） 15H03425 包括的地域再⽣に向けた順応的ガバナンスの社会評価モデルの開発 菊地 直樹

基盤研究（B） 15H03369 植⺠地期インドにおける外国貿易・国内交易・物価の⻑期趨勢と変動 ―統計的研究― 杉原 薫

基盤研究（B）（海外） 16H05774 湖沼の炭素・窒素循環を駆動するメタン栄養⾷物網のグローバルパターン解明 奥⽥ 昇

基盤研究（C） 17K00705 気候保護政策に取り組む⾃治体ネットワークの⽇欧⽐較 増原 直樹

基盤研究（C） 17K02061 南中国と周辺地域における地域伝統知を中⼼とした持続可能開発モデルの共創 蒋 宏偉

基盤研究（C） 15K00673 地域づくりと⾃然環境保全に資する「モザイク保護区」の研究 北村 健⼆

基盤研究（C） 15K00674 オントロジーを⽤いた環境共⽣への地域ストーリーの共同構築⼿法の開発 熊澤 輝⼀

基盤研究（C） 15K07538 危機的状況にあるリュウキュウアユの存続に向けたメタ個体群構造の解明 武島 弘彦

基盤研究（C） 16K03031 中世の⾦融構造-東寺寺内組織の資⾦繰りを中⼼に- 伊藤 啓介

基盤研究（C） 16K01212 福島県沿岸域から阿武隈⼭地における地下⽔の⽔質形成と地下⽔流動の解明 藪崎 志穂

挑戦的萌芽研究 26550091 代謝プロセスに着⽬した⽣態系における⼀般炭素・窒素安定同位体動態機構モデルの構築 ⽯井 励⼀郎

挑戦的萌芽研究 26660184 沿岸域総合的管理の構築に向けた⽔産政策研究：海域における⾏政界設定の可能性 遠藤 愛⼦

若⼿研究（B） 17K12827 コケ植物を介した⼤気-森林間の物質動態に関する研究 太⽥ ⺠久

若⼿研究（B） 17K13572 遺跡⽴地と墓制にみるモンスーンアラビア先史オアシス社会の形成と変容 近藤 康久

若⼿研究（B） 17K15407 Understanding threats to young childrens green space access in unlicensed daycare centers Rupprecht Christoph

若⼿研究（B） 17K17729 東部スマトラのオラン・アスリ社会における選挙と⺠主主義の社会⼈類学的研究 ⼤澤 隆将

若⼿研究（B） 26870418 半遠洋性堆積物のSr-Nd-Pb同位体⽐分布解明：プレート運動のトレーサーとして 齋藤 有

若⼿研究（B） 15K16590 ボルネオの⾃然資源管理と地域住⺠ーFSC認証制度とREDD+の⽐較から 内藤 ⼤輔

若⼿研究（B） 16K16184 アイスコアの新たな⽔安定同位体⽐の動態解明と環境変動評価の不確実性の低減化 對⾺ あかね

研究活動スタート⽀援 17H07341 糞の窒素および酸素同位体の分析による農作物加害獣の採餌圏マップ作成⼿法の開発 原⼝ 岳

特別研究員奨励費 16J03218 同位体分析および⾏動観察による野⽣チンパンジーの離乳時期の解明 松本 卓也

特別研究員奨励費 17J07854 森林植⽣が環境中の⾦属イオン動態に与える影響の検出 太⽥ ⺠久

特別研究員奨励費（外国） 17F17755 陸域⽣態系と⽔域⽣態系をつなぐ新たな⽅法論：⽣物地球化学多元素同位体アプローチ 陀安 ⼀郎

特別研究員奨励費（外国） 17F17767 地球システムのティッピングポイントにおける⼟地利⽤と⽔との⼤気テレコネクション ⾕⼝ 真⼈

奨励研究 17H00067 学際研究を推進するための効果的な研究評価システムの構築に関する実践的研究 押海 圭⼀



2016年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

基盤研究（A） 26244049 酸素同位体⽐を⽤いた新しい⽊材年輪年代法の⾼度化に関する研究 中塚 武

基盤研究（A） 15H01723 セマンティック・クロノロジー：時間軸に沿った知識の可視化と利⽤に向けた基盤構築 関野 樹

基盤研究（A）  16H02524 多元素同位体・分⼦レベル同位体⼿法による⽣態系トレーサビリティー技術の確⽴ 陀安 ⼀郎

基盤研究（A）（海外） 24251005 アフロ・ユーラシア貧困地域での⽣業多様化と安定化に向けた⽔平技術移転の実践的展開 ⽥中 樹

基盤研究（B） 15H03425 包括的地域再⽣に向けた順応的ガバナンスの社会的評価モデルの開発 菊池 直樹

基盤研究（B） 26284063 南アジア諸⾔語の⽂法記述研究−⾔語類型論的視点から ⻑⽥ 俊樹

基盤研究（B）  15H03369 植⺠地期インドにおける外国貿易・国内交易・物価の⻑期趨勢と変動 ―統計的研究― 杉原 薫

基盤研究（B）（海外） 25304003 モンゴル⾼分解能⽣態系変動予測モデルの構築と気候/⼈間活動変動への応答予測研究 ⽯井 励⼀郎

基盤研究（B）（海外） 26300015 アフリカ・アジア熱帯乾燥地における極端気候下の⽣業戦略と現代的特徴の地域間⽐較 ⽯⼭ 俊

基盤研究（B）（海外） 16H05774 湖沼の炭素・窒素循環を駆動するメタン栄養⾷物網のグローバルパターン解明 奥⽥ 昇

基盤研究（C） 15K00673 地域づくりと⾃然環境保全に資する「モザイク保護区」の研究 北村 健⼆

基盤研究（C） 15K00674 オントロジーを⽤いた環境共⽣への地域ストーリーの共同構築⼿法の開発 熊澤 輝⼀

基盤研究（C） 15K07538 危機的状況にあるリュウキュウアユの存続に向けたメタ個体群構造の解明 武島 弘彦

基盤研究（C） 16K01212 福島県沿岸域から阿武隈⼭地における地下⽔の⽔質形成と地下⽔流動の解明 藪崎 志穂

基盤研究（C） 16K00696 外来⽣物法の違法⾏為に対する監視と罰則の抑⽌効果 ⻄村 武司

基盤研究（C） 16K03031 中世の⾦融構造-東寺寺内組織の資⾦繰りを中⼼に- 伊藤 啓介

基盤研究（C） 16K07978 衛星と⼩型無⼈機を併⽤した泥炭地⽕災モニタリング技術の構築 渡辺 ⼀⽣

挑戦的萌芽研究 26550091 代謝プロセスに着⽬した⽣態系における⼀般炭素・窒素安定同位体動態機構モデルの構築 ⽯井 励⼀郎

挑戦的萌芽研究 26570016 社会的弱者層が駆動する新たな在地コミュニティビジネスの実証的展開と成⽴要件の解明 ⽥中 樹

挑戦的萌芽研究 26630282 ジャカルタ都市圏の都市開発史に関する時系列可視化の⼿法および体系化 三村 豊

挑戦的萌芽研究 26660184 沿岸域総合的管理の構築に向けた⽔産政策研究：海域における⾏政界設定の可能性 遠藤 愛⼦

挑戦的萌芽研究 15K12793 現代社会における篤農家の研究―特質と社会的役割の地域間⽐較 ⽯⼭ 俊

挑戦的萌芽研究 15K14602 地質由来重元素安定同位体⽐を⽤いた、⽣物の移動履歴情報に関する精密解析⼿法の開発 陀安 ⼀郎

若⼿研究（B） 25740062 特定外来⽣物の逃亡防⽌および防除に必要な費⽤負担に関する研究 ⻄村 武司

若⼿研究（B） 25750118 乾燥地域における放牧システムのレジリアンスに関する研究：樹⽊の役割に着⽬して ⼿代⽊ 功基

若⼿研究（B） 25770247 ⽇本近世近代移⾏期における内⽔⾯漁業の研究-琵琶湖を対象に- 鎌⾕ かおる

若⼿研究（B） 26740008 ヤクスギ年輪の酸素同位体⽐による過去2000年間の夏季モンスーン変動の⾼精度復元 佐野 雅規

若⼿研究（B） 26740060 国際環境認証制度（⽔産物）による資源管理ガバナンスの変容に関する研究 ⼤元 鈴⼦

若⼿研究（B） 26870418 半遠洋性堆積物のSr-Nd-Pb同位体⽐分布解明：プレート運動のトレーサーとして 齋藤 有

若⼿研究（B） 15K16590 ボルネオの⾃然資源管理と地域住⺠ーFSC認証制度とREDD+の⽐較から 内藤 ⼤輔

若⼿研究（B） 16K16184 アイスコアの新たな⽔安定同位体⽐の動態解明と環境変動評価の不確実性の低減化 對⾺ あかね

若⼿研究（B） 16K18627 絶滅種エゾオオカミの⽣態学的役割の解明に向けた、⾻の同位体分析による⾷性復元研究 松林 順

特別研究員奨励費 16J03218 同位体分析および⾏動観察による野⽣チンパンジーの離乳時期の解明 松本 卓也



2015年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

新学術領域研究 15H00974 初期の３次元的詳細気象データに基づく放射性核種沈着プロセス推定 ⾕⽥⾙ 亜紀代

基盤研究（A） 26244049 酸素同位体⽐を⽤いた新しい⽊材年輪年代法の⾼度化に関する研究 中塚 武

基盤研究（A） 15H01723 セマンティック・クロノロジー：時間軸に沿った知識の可視化と利⽤に向けた基盤構築 関野 樹

基盤研究（A）（海外） 24251005 アフロ・ユーラシア貧困地域での⽣業多様化と安定化に向けた⽔平技術移転の実践的展開 ⽥中 樹

基盤研究（B） 25284173 商品としての⼯芸の経済的転位と付加価値の研究 松井 健

基盤研究（B） 25291101 分⼦レベル同位体⽐精密分析による⽣態系解析⼿法の開発 陀安 ⼀郎

基盤研究（B） 26284063 南アジア諸⾔語の⽂法記述研究−⾔語類型論的視点から ⻑⽥ 俊樹

基盤研究（B） 15H03425 包括的地域再⽣に向けた順応的ガバナンスの社会的評価モデルの開発 菊池 直樹

基盤研究（B）（海外） 24405007 亜熱帯湖沼のメタン栄養⾷物網と炭素リサイクル機能の評価 奥⽥ 昇

基盤研究（B）（海外） 25304003 モンゴル⾼分解能⽣態系変動予測モデルの構築と気候/⼈間活動変動への応答予測研究 ⽯井 励⼀郎

基盤研究（B）（海外） 26300015 アフリカ・アジア熱帯乾燥地における極端気候下の⽣業戦略と現代的特徴の地域間⽐較 ⽯⼭ 俊

基盤研究（C） 26450365 東南アジア地域における衛星リモセンによる農作物洪⽔被害の判別と適応策の再評価 ⼩寺 昭彦

基盤研究（C） 15K00672 簡易測定⼿法を⽤いた「地域当事者による⽔質診断」指標のデザイニング 加藤 久明

基盤研究（C） 15K00673 地域づくりと⾃然環境保全に資する「モザイク保護区」の研究 北村 健⼆

基盤研究（C） 15K00674 オントロジーを⽤いた環境共⽣への地域ストーリーの共同構築⼿法の開発 熊澤 輝⼀

基盤研究（C） 15K05291 ⽇平均および気候平均気温グリッドデータに対する⾼地観測データ⼊⼒の重要性の評価 安富 奈津⼦

基盤研究（C） 15K05299 太陽フレア活動に伴う超⾼層⼤気・中性⾵循環場の応答 ⾕⽥⾙ 亜紀代

基盤研究（C） 15K07538 危機的状況にあるリュウキュウアユの存続に向けたメタ個体群構造の解明 武島 弘彦

挑戦的萌芽研究 24653115 資源統治に対する「周縁」の抵抗における「⽇本的なるもの」の発⾒ 王 智弘

挑戦的萌芽研究 25570014 南アジア半乾燥熱帯地域における社会的弱者層の⽣業動態の解明と⽣存戦略の探求 宮嵜 英寿

挑戦的萌芽研究 26550091 代謝プロセスに着⽬した⽣態系における⼀般炭素・窒素安定同位体動態機構モデルの構築 ⽯井 励⼀郎

挑戦的萌芽研究 26570016 社会的弱者層が駆動する新たな在地コミュニティビジネスの実証的展開と成⽴要件の解明 ⽥中 樹

挑戦的萌芽研究 26630282 ジャカルタ都市圏の都市開発史に関する時系列可視化の⼿法および体系化 三村 豊

挑戦的萌芽研究 26660184 沿岸域総合的管理の構築に向けた⽔産政策研究：海域における⾏政界設定の可能性 遠藤 愛⼦

挑戦的萌芽研究 15K12284 地球環境問題解決に向けた「善意のシステム化」の考究 半藤 逸樹

挑戦的萌芽研究 15K12793 現代社会における篤農家の研究―特質と社会的役割の地域間⽐較 ⽯⼭ 俊

挑戦的萌芽研究 15K14602 地質由来重元素安定同位体⽐を⽤いた、⽣物の移動履歴情報に関する精密解析⼿法の開発 陀安 ⼀郎

若⼿研究（B） 25740062 特定外来⽣物の逃亡防⽌および防除に必要な費⽤負担に関する研究 ⻄村 武司

若⼿研究（B） 25750118 乾燥地域における放牧システムのレジリアンスに関する研究：樹⽊の役割に着⽬して ⼿代⽊ 功基

若⼿研究（B） 25770247 ⽇本近世近代移⾏期における内⽔⾯漁業の研究-琵琶湖を対象に- 鎌⾕ かおる

若⼿研究（B） 25770311 インド洋⻄海域世界の⽐較研究：資源利⽤と管理にみる多⺠族共存と環境・⽣活影響評価 中村 亮

若⼿研究（B） 25770312 ⻄アフリカのクルアーン学校とタリベの動態と⽣活戦略に関する⽂化⼈類学的研究 清⽔ 貴夫

若⼿研究（B） 25871064 砂漠化前線地域における⼩規模農⺠および牧⺠の⾷料確保とレジリアンスに関する研究 ⽯本 雄⼤

若⼿研究（B） 26740008 ヤクスギ年輪の酸素同位体⽐による過去2000年間の夏季モンスーン変動の⾼精度復元 佐野 雅規

若⼿研究（B） 26740060 国際環境認証制度（⽔産物）による資源管理ガバナンスの変容に関する研究 ⼤元 鈴⼦

若⼿研究（B） 26760014 インド北⻄部における伝統農業の記録保存及び活⽤ 遠藤 仁

若⼿研究（B） 26840131 更新世の氷期-間氷期サイクルが南シナ海沿岸⿂類の多様性形成過程に与えた影響の解明 武藤 望⽣

若⼿研究（B） 26870297 カメルーン東南部狩猟採集社会における遅延報酬の許容と萌芽的な社会階層化 ⼤⽯ ⾼典

若⼿研究（B） 26870418 半遠洋性堆積物のSr-Nd-Pb同位体⽐分布解明：プレート運動のトレーサーとして 齋藤 有

若⼿研究（B） 15K16188 エチオピアとギニア農村における⾷事としての地酒 砂野 唯

若⼿研究（B） 15K16276 同位体⼿法を⽤いた古⼈⾻の⾷性と帰属年代の解明 ⽇下 総⼀郎

若⼿研究（B） 15K16590 ボルネオの⾃然資源管理と地域住⺠ーFSC認証制度とREDD+の⽐較から 内藤 ⼤輔

研究活動スタート⽀援 26883011 開発途上国におけるツーリズム振興の担い⼿となる住⺠組織の研究 關野 伸之

研究活動スタート⽀援 26884078 中世の流通経済と渡来銭受容の影響 伊藤 啓介



2014年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

基盤研究（A） 26244049 酸素同位体⽐を⽤いた新しい⽊材年輪年代法の⾼度化に関する研究 中塚 武

基盤研究（A）（海外） 24251005 アフロ・ユーラシア貧困地域での⽣業多様化と安定化に向けた⽔平技術移転の実践的転回 ⽥中 樹

基盤研究（B） 24370010 流域動脈説に基づく河川⽣態系の⽣物多様性とリン代謝機能の関係解明 奥⽥ 昇

基盤研究（B） 25291101 分⼦レベル同位体⽐精密分析による⽣態系解析⼿法の開発 陀安 ⼀郎

基盤研究（B） 26284063 南アジア諸⾔語の⽂法記述研究−⾔語類型論的視点から ⻑⽥ 俊樹

基盤研究（B）（海外） 24405007 亜熱帯湖沼のメタン栄養⾷物網と炭素リサイクル機能の評価 奥⽥ 昇

基盤研究（B）（海外） 25304003 モンゴル⾼分解能⽣態系変動予測モデルの構築と気候/⼈間活動変動への応答予測研究 ⽯井 励⼀郎

基盤研究（B）（海外） 26300015 アフリカ・アジア熱帯乾燥地における極端気候下の⽣業戦略と現代的特徴の地域間⽐較 ⽯⼭ 俊

基盤研究（C） 24520488 バイツィ語-南ブーゲンヴィルの危機に瀕する⾔語の記述研究 ⼤⻄ 正幸

基盤研究（C） 24510357 カンボジアの区画漁業権停⽌が資源管理と⼩規模漁業に与える影響調査 ⽯川 智⼠

基盤研究（C） 26350371 戦後東アジア農村医療の⽐較史研究 福⼠ 由紀

基盤研究（C） 26450365 東南アジア地域における衛星リモセンによる農作物洪⽔被害の判別と適応策の再評価 ⼩寺 昭彦

挑戦的萌芽研究 24650607 桜の開花に及ぼす地下温暖化の影響評価 ⾕⼝ 真⼈

挑戦的萌芽研究 24651031 津波塩⽔化プロセスの解明を起点とした⽔質診断ネットワークの創出 中野 孝教

挑戦的萌芽研究 24653115 資源統治に対する「周縁」の抵抗における「⽇本的なるもの」の発⾒ 王 智弘

挑戦的萌芽研究 25570014 南アジア半乾燥熱帯地域における社会的弱者層の⽣業動態の解明と⽣存戦略の探求 宮嵜 英寿

挑戦的萌芽研究 25570015 ⼈間野外排便⾏動調査法の確⽴：住⾎吸⾍症流⾏地域における調査研究 蒋 宏偉

挑戦的萌芽研究 25650146 代謝マップ同位体⽐からみた⽣態系解析研究 陀安 ⼀郎

挑戦的萌芽研究 23651253 社会的弱者層が駆動する新たな在地コミュニティビジネスの実証的展開と成⽴要件の解明 ⽥中 樹

挑戦的萌芽研究 26630282 ジャカルタ都市圏の都市開発史に関する時系列可視化の⼿法および体系化 三村 豊

挑戦的萌芽研究 26630287 インドネシアの⾸都ジャカルタにおける初期住宅地開発：空間構成と洪⽔対策の研究 松⽥ 浩⼦

挑戦的萌芽研究 26550091 代謝プロセスに着⽬した⽣態系における⼀般炭素・窒素安定同位体動態機構モデルの構築 ⽯井 励⼀郎

挑戦的萌芽研究 26660184 沿岸域総合的管理の構築に向けた⽔産政策研究：海域における⾏政界設定の可能性 遠藤 愛⼦

若⼿研究（B） 24710037 “地球の限界（化学汚染）”定量化に向けた統合的環境リスク評価⼿法のデザイン 半藤 逸樹

若⼿研究（B） 24710054 オントロジーを⽤いた地域づくりにおける知識継承・移転⽀援システムの構築 熊澤 輝⼀

若⼿研究（B） 24710299 熱帯アジアにおける市場誘導型⾃然資源管理に関する⽐較研究 内藤 ⼤輔

若⼿研究（B） 25750118 乾燥地域における放牧システムのレジリアンスに関する研究：樹⽊の役割に着⽬して ⼿代⽊ 功基

若⼿研究（B） 25770247 ⽇本近世近代移⾏期における内⽔⾯漁業の研究-琵琶湖を対象に- 鎌⾕ かおる

若⼿研究（B） 25770311 インド洋⻄海域世界の⽐較研究：資源利⽤と管理にみる多⺠族共存と環境・⽣活影響評価 中村 亮

若⼿研究（B） 25770312 ⻄アフリカのクルアーン学校とタリベの動態と⽣活戦略に関する⽂化⼈類学的研究 清⽔ 貴夫

若⼿研究（B） 25871064 砂漠化前線地域における⼩規模農⺠および牧⺠の⾷料確保とレジリアンスに関する研究 ⽯本 雄⼤

若⼿研究（B） 26740008 ヤクスギ年輪の酸素同位体⽐による過去2000年間の夏季モンスーン変動の⾼精度復元 佐野 雅規

若⼿研究（B） 26740060 国際環境認証制度（⽔産物）による資源管理ガバナンスの変容に関する研究 ⼤元 鈴⼦

若⼿研究（B） 26760014 インド北⻄部における伝統農業の記録保存及び活⽤ 遠藤 仁

若⼿研究（B） 26840131 更新世の氷期-間氷期サイクルが南シナ海沿岸⿂類の多様性形成過程に与えた影響の解明 武藤 望⽣

若⼿研究（B） 26870297 カメルーン東南部狩猟採集社会における遅延報酬の許容と萌芽的な社会階層化 ⼤⽯ ⾼典

研究活動スタート⽀援 26883011 開発途上国におけるツーリズム振興の担い⼿となる住⺠組織の研究 關野 伸之

研究活動スタート⽀援 26884078 中世の流通経済と渡来銭受容の影響 伊藤 啓介



2013年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題 研究者名

基盤研究（A） 22241012 「関係価値」概念の導⼊による⽣態系サービスの再編 秋道 智彌

基盤研究（A） 23242047 酸素同位体を⽤いた新しい年輪年代法の開発とその考古学的応⽤ 中塚 武

基盤研究（A） 24241083 ラオス全⼟⽔質マップ作成による地域ジオ／エコヘルス研究の推進 ⾨司 和彦

基盤研究（A）（海外） 24251005 アフロ・ユーラシア貧困地域での⽣業多様化と安定化に向けた⽔平技術移転の実践的展開 ⽥中 樹

基盤研究（A）（海外） 25257006 ⻄アジア・アフリカ乾燥地における外来移⼊植物種メスキートの統合的管理法の研究 縄⽥ 浩志

基盤研究（A）（海外） 25257507 ⻄ニューギニア地域における神経変性疾患の実態に関する縦断的研究 奥宮 清⼈

基盤研究（B） 23300097 時間基盤情報の蓄積と提供の試み−新たな時空間解析環境の構築 関野 樹

基盤研究（C） 22510280  アフリカ半乾燥地域社会の複合的「なりわい」とその現代的特質に関する研究 ⽯⼭ 俊

基盤研究（C） 23510050 ⾃然再⽣の順応的ガバナンスに向けた社会的評価システムの構築 菊池 直樹

基盤研究（C） 24510357 カンボジアの区画漁業権停⽌が資源管理と⼩規模漁業に与える影響調査 ⽯川 智⼠

基盤研究（C） 24520488 バイツィ語-南ブーゲンヴィルの危機に瀕する⾔語の記述研究 ⼤⻄ 正幸

基盤研究（C） 25360034 近代化とラオス農村社会の再⽣産戦略：1975-2012 ⻄本 太

挑戦的萌芽研究 23651253  在地⽣業創成による社会的弱者層⽀援と資源・⽣態系保全の両⽴に向けた実践的地域⽀援 ⽥中 樹

挑戦的萌芽研究 24650607 桜の開花に及ぼす地下温暖化の影響評価 ⾕⼝ 真⼈

挑戦的萌芽研究 24651031 津波塩⽔化プロセスの解明を起点とした⽔質診断ネットワークの創出 中野 孝教

挑戦的萌芽研究 24653115 資源統治に対する「周縁」の抵抗における「⽇本的なるもの」の発⾒ 王 智弘

挑戦的萌芽研究 25570014  南アジア半乾燥熱帯地域における社会的弱者層の⽣業動態の解明と⽣存戦略の探求 宮嵜 英寿

挑戦的萌芽研究 25570015  ⼈間野外排便⾏動調査法の確⽴：住⾎吸⾍症流⾏地域における調査研究 蒋 宏偉

若⼿研究（B） 23701011 現代中国における農村医療・衛⽣事業に関する歴史研究 福⼠ 由紀

若⼿研究（B） 24710037  "地球の限界（化学汚染）"定量化に向けた統合的環境リスク評価⼿法のデザイン 半藤 逸樹

若⼿研究（B） 24710054  オントロジーを⽤いた地域づくりにおける知識継承・移転⽀援システムの構築 熊澤 輝⼀

若⼿研究（B） 24710299 熱帯アジアにおける市場誘導型⾃然資源管理に関する⽐較研究 内藤 ⼤輔

若⼿研究（B） 25750118  乾燥地域における放牧システムのレジリアンスに関する研究：樹⽊の役割に着⽬して ⼿代⽊ 功基

若⼿研究（B） 25770311  インド洋⻄海域世界の⽐較研究：資源利⽤と管理にみる多⺠族共存と環境・⽣活影響評価 中村 亮

若⼿研究（B） 25770312  ⻄アフリカのクルアーン学校とタリベの動態と⽣活戦略に関する⽂化⼈類学的研究 清⽔ 貴夫

若⼿研究（B） 25871062 冷・温⽔期におけるジュゴンの摂餌場利⽤特性の⽐較 市川 光太郎

若⼿研究（B） 25871064  砂漠化前線地域における⼩規模農⺠および牧⺠の⾷料確保とレジリアンスに関する研究 ⽯本 雄⼤

研究活動スタート⽀援 24810032 サヘル地域の村落における情報伝達構造と技術普及⼿法に関する研究 佐々⽊ ⼣⼦

特別研究員奨励費 11J10262 樹⽊年輪セルロースの酸素同位体⽐によるモンスーンアジアの古気候復元 佐野 雅規

特別研究員奨励費 12J02772 安定同位体分析を⽤いた縄⽂時代⼈の⾷性と社会組織の解明 ⽇下 総⼀郎



2012年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

基盤研究（A） 22241012 「関係価値」概念の導⼊による⽣態系サービスの再編 秋道 智彌

基盤研究（A） 24241083 ラオス全⼟⽔質マップ作成による地域ジオ／エコヘルス研究の推進 ⾨司 和彦

基盤研究（A） 24248041 灌漑管理統合評価指標の開発〜改めて「良い灌漑とは？」 渡邉 紹裕

基盤研究（A）（海外） 21256005 ⻄ニューギニア地域における神経変性疾患の実態に関する縦断的研究 奥宮 清⼈

基盤研究（A）（海外） 24251005 アフロ・ユーラシア貧困地域での⽣業多様化と安定化に向けた⽔平技術移転の実践的展開 ⽥中 樹

基盤研究（B） 21320085 南アジア諸⾔語の類型論的研究−南アジア⾔語領域論の再検討 ⻑⽥ 俊樹

基盤研究（B） 22300311 新疆ウィグル⾃治区⼩河墓遺跡の学際的調査による砂漠化過程の解明 佐藤 洋⼀郎

基盤研究（B） 23300097 時間基盤研究情報の蓄積と提供の試み−新たな時空間解析環境の構築 関野 樹

基盤研究（B） 23310027 環境変動に対する農村地域の対処戦略とレジリアンスに関する研究 梅津 千恵⼦

基盤研究（B）（海外） 20405009 ボルネオ低地フタバガキ林における植物−送粉者ネットワーク構造とその⽣成要因 酒井 章⼦

基盤研究（B）（海外） 22405043 アフロユーラシアにおける初期農耕・牧畜⽂化の⽐較研究 佐藤 洋⼀郎

基盤研究（C） 21570028 オオバギ（トウダイグサ科）と花序で繁殖するヒメハナカメムシの送粉共⽣の起源 酒井 章⼦

基盤研究（C） 22510280 アフリカ半乾燥地域社会の複合的「なりわい」とその現代的特質に関する研究 ⽯⼭ 俊

基盤研究（C） 24520488 バイツィ語-南ブーゲンヴィルの危機に瀕する⾔語の記述研究 ⼤⻄ 正幸

基盤研究（C） 22510048 コロンビア川流域における環境アイコンを活⽤した地域環境の保全と活⽤プロセスの研究 佐藤 哲

基盤研究（C） 24510357 カンボジアの区画漁業権停⽌が資源管理と⼩規模漁業に与える影響調査 ⽯川 智⼠

基盤研究（C） 23510050 ⾃然再⽣の順応的ガバナンスに向けた社会的評価システムの構築 菊池 直樹

挑戦的萌芽研究 23651253 在地⽣業創成による社会的弱者層⽀援と資源・⽣態系保全の両⽴に向けた実践的地域⽀援 ⽥中 樹

挑戦的萌芽研究 24650607 桜の開花に及ぼす地下温暖化の影響評価 ⾕⼝ 真⼈

挑戦的萌芽研究 24651031 津波塩⽔化プロセスの解明を起点とした⽔質診断ネットワークの創出 中野 孝教

若⼿研究（B） 22720336 資源利⽤と管理に着⽬したスワヒリ海村の環境・⽣活影響評価と多⺠族共存の⽐較研究 中村 亮

若⼿研究（B） 23701011 現代中国における農村医療・衛⽣事業に関する歴史研究 福⼠ 由紀

若⼿研究（B） 23710287 照葉樹林帯における外来植物の分布拡⼤と地域に適した植物資源保全に関する研究 ⼩坂 康之

若⼿研究（B） 23710311 開発と⼈⼝変動―ラオス中南部農村地域５０年の⽐較 ⻄本 太

若⼿研究（B） 23710312 外部主導による開発への地域住⺠の「適応」：南中国及び周辺地域における調査研究 蒋 宏偉

若⼿研究（B） 24710037 "地球の限界（化学汚染）"定量化に向けた統合的環境リスク評価⼿法のデザイン 半藤 逸樹

若⼿研究（B） 24710054 オントロジーを⽤いた地域づくりにおける知識継承・移転⽀援システムの構築 熊澤 輝⼀

若⼿研究（B） 24710299 熱帯アジアにおける市場誘導型⾃然資源管理に関する⽐較研究 内藤 ⼤輔

若⼿研究（B） 20710013 ⽔域⽣態系において懸濁物質がウィルス感染に与える影響 本庄 三恵

研究活動スタート⽀援 23810020 ボルネオにおける森林認証制度の実施と地域住⺠への影響に関する地域間⽐較 内藤 ⼤輔

研究活動スタート⽀援 24810032 サヘル地域の村落における情報伝達構造と技術普及⼿法に関する研究 佐々⽊ ⼣⼦

特別研究員奨励費 12J02772 安定同位体分析を⽤いた縄⽂時代⼈の⾷性と社会組織の解明 ⽇下 総⼀郎

特別研究員奨励費※転出 10J00758 汽⽔湖漁業にみるコモンズの⽣成と流域環境ガバナンスへの射程 岩崎 慎平

特別研究員奨励費※転出 10J01236 在来⽣業を考慮した開発プロジェクトの実現可能性−マレーシア先住⺠社会の事例研究 加藤 裕美



2011年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

基盤研究（A） 22241012 「関係価値」概念の導⼊による⽣態系サービスの再編 秋道 智彌

基盤研究（A）（海外） 21256005 ⻄ニューギニア地域における神経変性疾患の実態に関する縦断的研究 奥宮 清⼈

基盤研究（B） 20320065 パプア諸語の⽐較⾔語学的研究─南ブーゲンヴィル諸語と東シンブー諸語を対象として ⼤⻄ 正幸

基盤研究（B） 20405005 ⻄アフリカ内陸半乾燥地での砂漠化対処における⽔平技術移転アプローチに関する研究 ⽥中 樹

基盤研究（B） 21320085 南アジア諸⾔語の類型論的研究─南アジア⾔語領域論の再検討 ⻑⽥ 俊樹

基盤研究（B） 22300311 新疆ウィグル⾃治区⼩河墓遺跡の学際的調査による砂漠化過程の解明 佐藤 洋⼀郎

基盤研究（B） 23300097 時間基盤情報の蓄積と提供の試み−新たな時空間解析環境の構築 関野 樹

基盤研究（B） 23310027 環境変動に対する農村地域の対処戦略とレジリアンスに関する研究 梅津 千恵⼦

基盤研究（B）（海外） 20405009 ボルネオ低地フタバガキ林における植物−送粉者ネットワーク構造とその⽣成要因 酒井 章⼦

基盤研究（B）（海外） 22401002 ⽔辺エコトーンにおける⿂と⼈：稲作起源論への新しい⽅法 中島 経夫

基盤研究（B）（海外） 22405043 アフロユーラシアにおける初期農耕・牧畜⽂化の⽐較研究 佐藤 洋⼀郎

基盤研究（C） 21510278 アラビア語を⽤いた地域住⺠との研究資源共有化による社会的意思決定サポート法の構築 縄⽥ 浩志

基盤研究（C） 21520780 中国におけるイネの栽培化と農耕社会の形成過程─考古学と遺伝学の学際的研究 細⾕ 葵

基盤研究（C） 21570028 オオバギ（トウダイグサ科）と花序で繁殖するヒメハナカメムシの送粉共⽣の起源 酒井 章⼦

基盤研究（C） 22510280 アフリカ半乾燥地域社会の複合的「なりわい」とその現代的特質に関する研究 ⽯⼭ 俊

基盤研究（C） 22520780 南アジア史における⼯芸品⽣産・流通システムの研究 上杉 彰紀

挑戦的萌芽研究 22651010 中国における「節⽔」政策影響評価のための実態解明と問題点の抽出 窪⽥ 順平

挑戦的萌芽研究 23651253 地⽣業創成による社会的弱者層⽀援と資源・⽣態系保全の両⽴に向けた実践的地域⽀援 ⽥中 樹

挑戦的萌芽研究 23652176 同位体分析による⽇本列島 ⾙の道の解明 ⽯丸 恵理⼦

若⼿研究（A） 23681051 避難場所から開発の最前線へー東南アジア⼤陸⼭地部にみる地域社会の再編過程 富⽥ 晋介

若⼿研究（B） 20710013 ⽔域⽣態系において懸濁物質がウィルス感染に与える影響 本庄 三恵

若⼿研究（B） 21720155 シュメール語動詞接頭辞の形態論的研究─前三千年紀後半〜⼆千年紀前半の資料分析 森 若菜

若⼿研究（B） 22710044 国際条約と気候変動に伴う農薬貿易の変遷と農薬起源POPｓ排出量の分野横断的研究 半藤 逸樹

若⼿研究（B） 22720336 資源利⽤と管理に着⽬したスワヒリ海村の環境・⽣活影響評価と多⺠族共存の⽐較研究 中村 亮

若⼿研究（B） 22780225 ストロンチウム安定同位体と元素分析による灌漑農地の塩分起源の同定 久⽶ 崇

若⼿研究（B） 23701011 現代中国における農村医療・衛⽣事業に関する歴史研究 福⼠ 由紀

若⼿研究（B） 23701033 天⼭⼭脈における氷河湖⽬録作成と氷河湖決壊の危険度評価 奈良間 千之

若⼿研究（B） 23710287 照葉樹林帯における外来植物の分布拡⼤と地域に適した植物資源保全に関する研究 ⼩坂 康之

若⼿研究（B） 23710311 開発と⼈⼝変動―ラオス中南部農村地域５０年の⽐較 ⻄本 太

若⼿研究（B） 23710312 外部主導による開発への地域住⺠の「適応」：南中国及び周辺地域における調査研究  蒋 宏偉

研究活動スタート⽀援 23810020 ボルネオにおける森林認証制度の実施と地域住⺠への影響に関する地域間⽐較 内藤 ⼤輔

特別研究員奨励費 10J00758 汽⽔湖漁業にみるコモンズの⽣成と流域環境ガバナンスへの射程 岩崎 慎平

特別研究員奨励費 10J01236 在来⽣業を考慮した開発プロジェクトの実現可能性──マレーシア先住⺠社会の事例研究 加藤 裕美



2010年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

基盤研究（A） 22241012 「関係価値」概念の導⼊による⽣態系サービスの再編 秋道 智彌

基盤研究（A） 20245005 表⾯光化学反応動⼒学 川崎 昌博

基盤研究（A）（海外） 21256005 ⻄ニューギニア地域における神経変性疾患の実態に関する縦断的研究 奥宮 清⼈

基盤研究（B） 20320065 パプア諸語の⽐較⾔語学的研究──南ブーゲンヴィル諸語と東シンブー諸語を対象として ⼤⻄ 正幸

基盤研究（B） 21320085 南アジア諸⾔語の類型論的研究──南アジア⾔語領域論の再検討 ⻑⽥ 俊樹

基盤研究（B） 22300311 新疆ウィグル⾃治区⼩河墓遺跡の学際的調査による砂漠化過程の解明 佐藤 洋⼀郎

基盤研究（B）（海外） 20405009 ボルネオ低地フタバガキ林における植物−送粉者ネットワーク構造とその⽣成要因 酒井 章⼦

基盤研究（B）（海外） 22405043 アフロユーラシアにおける初期農耕・牧畜⽂化の⽐較研究 佐藤 洋⼀郎

基盤研究（B）（海外） 21404012 タイ北部における有毒藍藻の実態調査 板⼭ 朋聡

基盤研究（C） 20509010 縄⽂時代における⽣業・交易圏の復元研究──動物遺存体の産地同定を中⼼として ⽯丸 恵利⼦

基盤研究（C） 20519003 ボルネオ島中央部における⽣態資源に関する⺠俗知識のネットワーク ⼩泉 都

基盤研究（C） 21510278 アラビア語を⽤いた地域住⺠との研究資源共有化による社会的意思決定サポート法の構築 縄⽥ 浩志

基盤研究（C） 21570028 オオバギ（トウダイグサ科）と花序で繁殖するヒメハナカメムシの送粉共⽣の起源 酒井 章⼦

基盤研究（C） 21520780 中国におけるイネの栽培化と農耕社会の形成過程──考古学と遺伝学の学際的研究 細⾕ 葵

基盤研究（C） 22510280 アフリカ半乾燥地域社会の複合的「なりわい」とその現代的特質に関する研究 ⽯⼭ 俊

基盤研究（C） 22520780 南アジア史における⼯芸品⽣産・流通システムの研究 上杉 彰紀

基盤研究（C） 22560652 近世建築に使われた⽊曽ヒノキの流通に関する年輪年代学的研究 光⾕ 拓実

挑戦的萌芽研究 21651012 地質の安定同位体を利⽤した環境実感指標の開発──愛媛県⻄条市を事例に 中野 孝教

挑戦的萌芽研究 22651010 中国における「節⽔」政策影響評価のための実態解明と問題点の抽出 窪⽥ 順平

若⼿研究（B） 19710199 ラオスの⽔⽥景観における植物多様性保全に関する研究 ⼩坂 康之

若⼿研究（B） 20710013 ⽔域⽣態系において懸濁物質がウィルス感染に与える影響 本庄 三恵

若⼿研究（B） 20730010 中華⺠国時期の上海・天津における不動産慣⾏-南北両租界と周辺域の物権と司法- 加藤 雄三

若⼿研究（B） 21710018 衛星重⼒データによる⽔滞留時間の算出とグローバルな⽔再配分過程の解明 ⼭本 圭⾹

若⼿研究（B） 21710260 ベトナム・ハノイの時空間的都市変容と持続的都市形成に関する研究 ⽶澤 剛

若⼿研究（B） 21720155 シュメール語動詞接頭辞の形態論的研究──前三千年紀後半〜⼆千年紀前半の資料分析 森 若菜

若⼿研究（B） 21770092 繁殖様式の違いが遺伝構造に与える影響を分⼦植物地理学的に解明する 瀬尾 明弘

若⼿研究（B） 21790592 東南アジアにおける国境流動⼈⼝の感染症伝播疫学研究──セックスワーカーとエイズ 蔡 国喜

若⼿研究（B） 22720299 古墳のデジタル測量と空間データ処理に関する研究 寺村 裕史

若⼿研究（B） 22720336 資源利⽤と管理に着⽬したスワヒリ海村の環境・⽣活影響評価と多⺠族共存の⽐較研究 中村 亮

若⼿研究（B） 22730108 北東アジア巨⼤⽣態系の陸海統合管理とラムサール条約の適⽤可能性 花松 泰倫

若⼿研究（B） 22780225 ストロンチウム安定同位体と元素分析による灌漑農地の塩分起源の同定 久⽶ 崇

若⼿研究（B） 21710252 国家の開発政策・環境保護政策への地域住⺠の対応──中国海南島における調査研究 蒋 宏偉

若⼿研究（B） 22770026 DNAバーコードによる東南アジア⾮季節性熱帯林の植物−植⾷者群集の構造特性の解明 岸本 圭⼦

若⼿研究（B） 22710044 国際条約と気候変動に伴う農薬貿易の変遷と農薬起源POPｓ排出量の分野横断的研究 半藤 逸樹

研究活動スタート⽀援 21810037 ポスト「退耕還林」における⽔⼟流失危険度の総合的評価 松永 光平

特別研究員奨励費 10J00758 汽⽔湖漁業にみるコモンズの⽣成と流域環境ガバナンスへの射程 岩崎 慎平

特別研究員奨励費 10J01236 在来⽣業を考慮した開発プロジェクトの実現可能性──マレーシア先住⺠社会の事例研究 加藤 裕美

特別研究員奨励費 08J05260 環境・⾏動情報に基づくジュゴンの経時的コアエリアマップの作成及び混獲回避策の提⾔ 市川 光太郎

研究成果公開促進費（学術図書） 刊⾏物の名称 『近代上海と公衆衛⽣』 福⼠ 由紀



2009年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

基盤研究（A） 18201004 環境同位体トレーサビリティー法を⽤いた陸域−淡⽔域⽣態系変化の原因解明 中野 孝教

基盤研究（A） 19208022 環境トレーサビリティ⼿法による農業地域⽔環境形成メカニズムの分析 渡邉 紹裕

基盤研究（A）（海外） 21256005 ⻄ニューギニア地域における神経変性疾患の実態に関する縦断的研究 奥宮 清⼈

基盤研究（B） 19340137 氷コア解析に基づく北部北太平洋への陸起源物質降下量復元 ⽩岩 孝⾏

基盤研究（B） 20320065 パプア諸語の⽐較⾔語学的研究−南ブーゲンヴィル諸語と東シンブー諸語を対象として ⼤⻄ 正幸

基盤研究（B） 21320085 南アジア諸⾔語の類型論的研究──南アジア⾔語領域論の再検討 ⻑⽥ 俊樹

基盤研究（B）（海外） 20405009 ボルネオ低地フタバガキ林における植物──送粉者ネットワーク構造とその⽣成要因 酒井 章⼦

基盤研究（C） 19540467 ⻑期再解析データによる⼈間活動を含めた陸域⼤気⽔循環の変動の評価 ⾕⽥⾙ 亜紀代

基盤研究（C） 20509010 縄⽂時代における⽣業・交易圏の復元研究──動物遺存体の産地同定を中⼼として ⽯丸 恵理⼦

基盤研究（C） 20519003 ボルネオ島中央部における⽣態資源に関する⺠俗知識のネットワーク ⼩泉 都

基盤研究（C） 21510278 アラビア語を⽤いた地域住⺠との研究資源共有化による社会的意思決定サポート法の構築 縄⽥ 浩志

基盤研究（C） 21520780 中国におけるイネの栽培化と農耕社会の形成過程──考古学と遺伝学の学際的研究 細⾕ 葵

基盤研究（C） 21570028 オオバギ（トウダイグサ科）と花序で繁殖するヒメハナカメムシの送粉共⽣の起源 酒井 章⼦

挑戦的萌芽研究 21651012 地質の安定同位体を利⽤した環境実感指標の開発：愛媛県⻄条市を事例に 中野 孝教

若⼿研究（B） 19710199 ラオスの⽔⽥景観における植物多様性保全に関する研究 ⼩坂 康之

若⼿研究（B） 20700674 中央アジア⼭岳地域における最近の氷河変動と氷河湖決壊に関する現状評価 奈良間 千之

若⼿研究（B） 20710013 ⽔域⽣態系において懸濁物質がウィルス感染に与える影響 本庄 三恵

若⼿研究（B） 20730010 中華⺠国時期の上海・天津における不動産慣⾏-南北両租界と周辺域の物権と司法- 加藤 雄三

若⼿研究（B） 21700844 近代⽇本の開港場における感染症と国際社会 市川 智⽣

若⼿研究（B）  21710018 衛星重⼒データによる⽔滞留時間の算出とグローバルな⽔再配分過程の解明 ⼭本 圭⾹

若⼿研究（B） 21720155 シュメール語動詞接頭辞の形態論的研究──前三千年紀後半〜⼆千年紀前半の資料分析 森 若葉

若⼿研究（B） 21770092 繁殖様式の違いが遺伝構造に与える影響を分⼦植物地理学的に解明する 瀬尾 明弘

若⼿研究（B） 21790592 東南アジアにおける国境流動⼈⼝の感染症伝播疫学研究──セックスワーカーとエイズ 蔡 国喜

若⼿研究（B） 21710260 ベトナム・ハノイの時空間的都市変容と持続的都市形成に関する研究 ⽶澤 剛

若⼿研究（スタートアップ） 20810043 ラオスにおける森林破壊の規模と要因 東城 ⽂柄

若⼿研究（スタートアップ） 20820067 資源利⽤と⺠族共存に関する歴史・⾃然環境分析を⽤いたスワヒリ海村社会の⽐較研究 中村 亮

若⼿研究（スタートアップ） 21810037 ポスト「退耕還林」における⽔⼟流失危険度の総合的評価 松永 光平

特別研究員奨励費（外国） 07F07442 砂漠化最前線における植⽣のロジスティック成⻑モデルの構築と⽣態環境修復効果の予測 HAO, A.



2008年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

基盤研究（A） 18201004 環境同位体トレーサビリティー法を⽤いた陸域−淡⽔域⽣態系変化の原因解明 中野 孝教

基盤研究（A） 19208022 環境トレーサビリティ⼿法による農業地域⽔環境形成メカニズムの分析 渡邉 紹裕

基盤研究（B） 19340137 氷コア解析に基づく北部北太平洋への陸起源物質降下量復元 ⽩岩 孝⾏

基盤研究（B） 20320065 パプア諸語の⽐較⾔語学的研究−南ブーゲンヴィル諸語と東シンブー諸語を対象として ⼤⻄ 正幸

基盤研究（B） 18405002 中央ユーラシア乾燥域における近年の⽔⽂環境の変容と⼈間活動影響評価 窪⽥ 順平

基盤研究（B） 20401012 熱帯⾥⼭ガバナンスをめぐるステークホルダー間にみる利害関係とその背景 市川 昌弘

基盤研究（B） 20405009 ボルネオ低地フタバガキ林における植物−送粉者ネットワーク構造とその⽣成要因 酒井 章⼦

基盤研究（C） 18520345 ムンダ語における感情語の研究とそのデータベースの構築 ⻑⽥ 俊樹

基盤研究（C） 19510053 知識マネジメント技術を活⽤した湖沼流域管理のための情報抽出 関野 樹

基盤研究（C） 19540467 ⻑期再解析データによる⼈間活動を含めた陸域⼤気⽔循環の変動の評価 ⾕⽥⾙ 亜紀代

基盤研究（C） 18570018 植物の防御戦略と動植相互作⽤動態：数理モデルによる統合理論の構築 ⼭村 則男

基盤研究（C） 20509010 縄⽂時代における⽣業・交易圏の復元研究−動物遺存体の産地同定を中⼼として− ⽯丸 恵理⼦

基盤研究（C） 20519003 ボルネオ島中央部における⽣態資源に関する⺠族知識のネットワーク ⼩泉 都

萌芽研究 20650041 エリア・サンプリングにおける誤差と標本抽出過程の関係解明 鄭 躍軍

若⼿研究（B） 18700683 乾燥・半乾燥地域における歴史地震の⼈間活動への影響評価に関わる基礎的研究 渡邊 三津⼦

若⼿研究（B） 18780122 花崗岩および堆積岩⼭地の降⾬流出過程の⽐較に基づく森林の⽔環境保全機能の評価 勝⼭ 正則

若⼿研究（B） 19710199 ラオスの⽔⽥景観における植物多様性保全に関する研究 ⼩坂 康之

若⼿研究（B） 19770069 多様な葉の形態の進化・維持メカニズム 野村 尚史

若⼿研究（B） 19780184 過疎地からの集落移転に関する基礎的研究 林 直樹

若⼿研究（B）※転出 20700664 ⻄アジアにおけるムギの栽培化−栽培型・野⽣型の同定基準の作成ー 丹野 研⼀

若⼿研究（B） 20700674 中央アジア⼭岳地域における最近の氷河変動と氷河湖決壊に関する現状評価 奈良間 千之

若⼿研究（B） 20710013 ⽔域⽣態系において懸濁物質がウィルス感染に与える影響 本庄 三恵

若⼿研究（B） 20730010 中華⺠国時期の上海・天津における不動産慣⾏-南北両租界と周辺域の物権と司法- 加藤 雄三

若⼿研究（スタートアップ） 19820059 ⽇本列島先史社会の⽣業形態再考−⺠族誌調査による植物考古学研究の基盤形成に向けて 細⾕ 葵

若⼿研究（スタートアップ） 20810043 ラオスにおける森林破壊の規模と要因 東城 ⽂柄

若⼿研究（スタートアップ） 20820066 「砂漠化」における中国モンゴル牧畜⺠の資源利⽤と環境政策  児⽟ ⾹菜⼦

若⼿研究（スタートアップ） 20820067 資源利⽤と⺠族共存に関する歴史・⾃然環境分析を⽤いたスワヒリ海村社会の⽐較研究 中村 亮

特別研究員奨励費（外国） 07F07442 砂漠化最前線における植⽣のロジスティック成⻑モデルの構築と⽣態環境修復効果の予測 HAO Aimin

特別研究員奨励費 08J02709 マレーシアにおける森林保護制度をめぐる地域住⺠と⾏政の協働に関する研究 内藤 ⼤輔

研究成果公開促進費（学術図書） Good Earths: Regional and Historical Insights into China's Environment 阿部 健⼀

研究成果公開促進費（学術図書） ダイチン・グルンとその時代 承 志



2007年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

基盤研究（A） 18201004 環境同位体トレーサビリティー法を⽤いた陸域−淡⽔域⽣態系変化の原因解明 中野 孝教

基盤研究（A） 19201005 清代档案館資料によるユーラシア乾燥域の降⽔変動の復元研究 中尾 正義

基盤研究（A） 19208022 環境トレーサビリティ⼿法による農業地域⽔環境形成メカニズムの分析 渡邉 紹裕

基盤研究（B） 16402002 地球環境問題への国際協調可能性の総合研究−環境意識研究⽅法論の構築− 鄭 躍軍

基盤研究（B） 17403002 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 ⾕⼝ 真⼈

基盤研究（B） 17406024 ⻄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 奥宮 清⼈

基盤研究（B） 18405002 中央ユーラシア乾燥域における近年の⽔⽂環境の変容と⼈間活動影響評価 窪⽥ 順平

基盤研究（B） 19340137 氷コア解析に基づく北部北太平洋への陸起源物質降下量復元 ⽩岩 孝⾏

基盤研空（C） 18520345 ムンダ語における感情語の研究とそのデータベースの構築 ⻑⽥ 俊樹

基盤研空（C） 19510053 知識マネジメント技術を活⽤した湖沼流域管理のための情報抽出 関野 樹

基盤研空（C） 19540467 ⻑期再解析データによる⼈間活動を含めた陸域⼤気⽔循環の変動の評価 ⾕⽥⾙ 亜紀代

基盤研空（C） 18570018 植物の防御戦略と動植相互作⽤動態：数理モデルによる統合理論の構築 ⼭村 則男

萌芽研究 17651023 岩⽯に由来する安定同位体を⽤いた⾷品の産地判別法の開発 中野 孝教

若⼿研究（A） 18681009 ⿃類の化学物質毒性試験法に関する基礎研究 井関 直政

若⼿研究（B） 17710039 ⽇本LTERネットワーク⽣態観測データ共有化のためのデータベース整理法の開発 ⼩川 安紀⼦

若⼿研究（B） 18700683 乾燥・半乾燥地域における歴史地震の⼈間活動への影響評価に関わる基礎的研究 渡邊 三津⼦

若⼿研究（B） 18780122 花崗岩および堆積岩⼭地の降⾬流出過程の⽐較に基づく森林の⽔環境保全機能の評価 勝⼭ 正則

若⼿研究（B） 19720227 近世以降の⽇本列島周辺の海域と内⽔⾯における漁撈活動からみた環境利⽤史 橋村 修

若⼿研究（B） 19720237 殖⺠都市「旭川」の形成と上川アイヌの社会変容 ⼤⻄ 秀之

若⼿研究（B） 19770069 多様な葉の形態の進化・維持メカニズム 野村 尚史

若⼿研究（B） 19780123 東南アジアにおける森林環境の⼈為改変が菌⾷性昆⾍の群集構造に及ぼす影響 ⼭下 聡

若⼿研究（B）  19780184 過疎地からの集落移転に関する基礎的研究 林 直樹

若⼿研究（B）※転出 19780241 東アジアのアワ在来品種の遺伝的多様性と歴史的変遷に関する学際的研究 福永 健⼆

若⼿研究（B） 17710030 伝統的な牧畜システムの発展的応⽤による砂漠化対処のための基礎的研究 縄⽥ 浩志

若⼿研究（スタートアップ） 18820056 考古植物学的⼿法による中東レヴァント地域周辺における農耕起源の解明 丹野 研⼀

若⼿研究（スタートアップ） 19820059 ⽇本列島先史社会の⽣業形態再考−⺠族誌調査による植物考古学研究の基盤形成に向けて 細⾕ 葵

特別研究員奨励費 05J10090 ⼈間活動に伴う⼤気汚染と⾃然の相互作⽤が⼤気環境に与えるインパクトの数値的研究 佐⽵ 晋輔

特別研究員奨励費 06J11748 流域⽔循環モデルによる⽔資源リスク評価と流域管理に関する研究 藤原 洋⼀

特別研究員奨励費（外国） 07F07442 砂漠化最前線における植⽣のロジスティック成⻑モデルの構築と⽣態環境修復効果の予測 HAO, A.

特別研究員奨励費 06J11756 中国市場経済化と⼟地私有化にともなうモンゴル牧畜⺠の定着化と農牧複合の形成 児⽟ ⾹菜⼦



2006年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

特定領域研究 14083208 資源と⽣態史−空間領域の占有と共有 秋道 智彌

基盤研究（A） 16207001 アクアトロンを⽤いた⽔域⽣態系における異なる遺伝⼦伝播経路の解析 川端 善⼀郎

基盤研究（A） 18201004 環境同位体トレーサビリティー法を⽤いた陸域−淡⽔域⽣態系変化の原因解明 中野 孝教

基盤研究（B） 16310017 熱帯林におけるモデルコラム観測に基づく時空間炭素収⽀モデルの開発 吉村 充則

基盤研究（B） 16340143 低層雲微物理特性の⽇変化に関する研究 早坂 忠裕

基盤研究（B） 16380164 流域⽔循環における灌漑排⽔パフォーマンスの定量評価 渡邉 紹裕

基盤研究（B） 17360239 超⾼解像度”温暖化”実験とマルチスケール⽔⽂モデルによる世界の洪⽔渇⽔変動の評価 ⿍ 信次郎

基盤研究（B） 18320138 沿岸河⼝域における持続的な⽔産資源利⽤モデルの構築とアジアへの適⽤に関する研究 野中 健⼀

基盤研究（B） 16402002 地球環境問題への国際協調可能性の総合研究−環境意識研究⽅法論の構築− 鄭 躍軍

基盤研究（B） 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 ⾕⼝ 真⼈

基盤研究（B） 17406024 ⻄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 奥宮 清⼈

基盤研究（B） 18405002 中央ユーラシア乾燥域における近年の⽔⽂環境の変容と⼈間活動影響評価 窪⽥ 順平

基盤研究（C） 16580193 効率的かつ公正な⽔資源配分における農⺠管理組合の役割−南インドの事例 梅津 千惠⼦

基盤研究（C） 18520345 ムンダ語における感情語の研究とそのデータベースの構築 ⻑⽥ 俊樹

萌芽研究 16650061 抽出名簿がない場合の個⼈標本抽出法の開発 鄭 躍軍

萌芽研究 17651023 岩⽯に由来する安定同位体を⽤いた⾷品の産地判別法の開発 中野 孝教

萌芽研究 17651135 カリブ海諸国および東南アジア島嶼部の森林減少問題に関する地域間⽐較 市川 昌広

萌芽研究 17657010 オオサンショウウオを使った陸⽔における環境変遷の復元 神松 幸弘

若⼿研究（A） 18681009 ⿃類の化学物質毒性試験法に関する基礎研究 井関 直政

若⼿研究（B） 16730007 中華⺠国時代不動産慣⾏の研究−中華⺠国時代法制史研究確⽴の為に− 加藤 雄三

若⼿研究（B） 17710039 ⽇本LTERネットワーク⽣態観測データ共有化のためのデータベース整理法の開発 ⼩川 安紀⼦

若⼿研究（B） 17740316 ⻑期衛星データによる東アジアの暖かい⾬・冷たい⾬判別とエアロゾル間接効果との関係 河本 和明

若⼿研究（B）※転出 18740298 モンスーン低気圧に伴う⼤気鉛直構造変化の⾼分解能観測 村⽥ ⽂絵

若⼿研究（B） 18780122 花崗岩および堆積岩⼭地の降⾬流出過程の⽐較に基づく森林の⽔環境保全機能の評価 勝⼭ 正則

若⼿研究（B） 18700683 乾燥・半乾燥地域における歴史地震の⼈間活動への影響評価に関わる基礎的研究 渡邊 三津⼦

若⼿研究（スタートアップ） 18810040 淡⽔域におけるコイヘルペスウィルスの⽣残に関わる環境因⼦の解析 松井 ⼀彰

若⼿研究（スタートアップ） 18820056 考古植物学的⼿法による中東レヴァント地域周辺における農耕起源の解明 丹野 研⼀

特別研究員奨励費 04J06155 気候変動、社会変化に対する⼤規模灌漑農地の受容度の動的分析 ⻑野 宇規

特別研究員奨励費 04J06159 ⼈為的撹乱による景観変化が熱帯樹⽊ー種⼦⾷者相互作⽤に与える影響 中川 弥智⼦

特別研究員奨励費 05J10090 ⼈間活動に伴う⼤気汚染と⾃然の相互作⽤が⼤気環境に与えるインパクトの数値的研究 佐⽵ 晋輔

特別研究員奨励費（外国） 05F05015 清朝档案資料を⽤いた⾃然環境と⼈間活動の相互作⽤に関する研究 承 志

特別研究員奨励費 06J11748 流域⽔循環モデルによる⽔資源リスク評価と流域管理に関する研究 藤原 洋⼀

特別研究員奨励費 06J11749 ⼤都市の地下環境の変質過程の解明 細野 ⾼啓

特別研究員奨励費 06J11752 個体群動態の進化⽣物学：藻類−動物プランクトン系における実験的研究 吉⽥ 丈⼈

特別研究員奨励費 05J02031 ブナ科樹⽊の地形特異的な空間分布に果たす更新初期段階での外⽣菌根菌の役割 辻野 亮

研究成果公開促進費（データベ 188096 世界有⽤植物の基礎データである「堀⽥ファイル」データベース 佐藤 洋⼀郎

研究成果公開促進費（学術図書） 【刊⾏物の名称】縄⽂の動物考古学 内⼭ 純蔵



2005年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

特定領域研究 14083208 資源と⽣態史−空間領域の占有と共有 秋道 智彌

特定領域研究 16030215 東アジア域の雲・エアロゾル相互作⽤の解明とその放射収⽀への影響に関する研究 早坂 忠裕

基盤研究（A） 14209020 時代⽐較による乾燥地域の⽔資源・⽔利⽤に関する問題点の抽出 中尾 正義

基盤研究（A） 16207001 アクアトロンを⽤いた⽔域⽣態系における異なる遺伝⼦伝播経路の解析 川端 善⼀郎

基盤研究（B） 15310029 渓流⽔質形成メカニズムのモデル化による森林の環境影響評価法の構築 吉岡 崇仁

基盤研究（B） 16310017 熱帯林におけるモデルコラム観測に基づく時空間炭素収⽀モデルの開発 吉村 充則

基盤研究（B） 16340143 低層雲微物理特性の⽇変化に関する研究 早坂 忠裕

基盤研究（B） 16370015 温帯樹⽊群集における新規加⼊制限の定量的評価 中静 透

基盤研究（B） 16380164 流域⽔循環における灌漑排⽔パフォーマンスの定量評価 渡邉 紹裕

基盤研究（B） 16402002 地球環境問題への国際協調可能性の総合研究−環境意識研究⽅法論の構築− 鄭 躍軍

基盤研究（B） 16403005 氷河コア解析による北太平洋の気候・⼤気輸送物質変動の復元 ⽩岩 孝⾏

基盤研究（B） 17360239 超⾼解像度”温暖化”実験とマルチスケール⽔⽂モデルによる世界の洪⽔渇⽔変動の評価 ⿍ 信次郎

基盤研究（B） 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 ⾕⼝ 真⼈

基盤研究（B） 17406024 ⻄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 奥宮 清⼈

基盤研究（C） 16580193 効率的かつ公正な⽔資源配分における農⺠管理組合の役割−南インドの事例 梅津 千惠⼦

萌芽研究 16650061 抽出名簿がない場合の個⼈標本抽出法の開発 鄭 躍軍

萌芽研究 17651023 岩⽯に由来する安定同位体を⽤いた⾷品の産地判別法の開発 中野 孝教

萌芽研究 17651135 カリブ海諸国および東南アジア島嶼部の森林減少問題に関する地域間⽐較 市川 昌広

萌芽研究 17657010 オオサンショウウオを使った陸⽔における環境変遷の復元 神松 幸弘

若⼿研究（B） 15710018 衛星画像を⽤いた雪氷⽣物による氷河表⾯アルベドの低下量の評価 ⽵内 望

若⼿研究（B） 16730007 中華⺠国時代不動産慣⾏の研究−中華⺠国時代法制史研究確⽴の為に− 加藤 雄三

若⼿研究（B） 16740271 乾燥地域の広域⽔循環と温暖化−衛星を利⽤した統計ダウンスケーリング⼿法の開発− ⾕⽥⾙ 亜紀代

若⼿研究（B）※転出 17710019 流域環境の⼈為インパクトにたいする応答予測モデルの構築 舘野 隆之輔

若⼿研究（B） 17710039  ⽇本LTERネットワーク⽣態観測データ共有化のためのデータベース整理法の開発 ⼩川 安紀⼦

若⼿研究（B）※転出 17720222 GPS・GISを利⽤したラオス農村部の複合的⽣業活動に関する時間地理学的研究 ⻄村 雄⼀郎

若⼿研究（B） 17740316 ⻑期衛星データによる東アジアの暖かい⾬・冷たい⾬判別とエアロゾル間接効果との関係 河本 和明

特別研究員奨励費 03J09346 ⽣体構成有機物の年齢からみた陸上⽣態系の⾷物網の構造 兵藤 不⼆夫

特別研究員奨励費 04J06155 気候変動、社会変化に対する⼤規模灌漑農地の受容度の動的分析 ⻑野 宇規

特別研究員奨励費 04J06159 ⼈為的撹乱による景観変化が熱帯樹⽊ー種⼦⾷者相互作⽤に与える影響 中川 弥智⼦

特別研究員奨励費 05J10090 ⼈間活動に伴う⼤気汚染と⾃然の相互作⽤が⼤気環境に与えるインパクトの数値的研究 佐⽵ 晋輔

特別研究員奨励費 05J10093 分解過程を制御する落葉の質の多様性が森林⽣態系栄養塩循環に影響を与える機構の解明 ⿊川 紘⼦

特別研究員奨励費（外国） 05F05015 清朝档案資料を⽤いた⾃然環境と⼈間活動の相互作⽤に関する研究 承 志

研究成果公開促進費（データベ 188096 世界有⽤植物の基礎データである「堀⽥ファイル」データベース 佐藤 洋⼀郎



2004年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

特定領域研究 14083208 資源と⽣態史−空間領域の占有と共有 秋道 智彌

特定領域研究 16030215 東アジア域の雲・エアロゾル相互作⽤の解明とその放射収⽀への影響に関する研究 早坂 忠裕

基盤研究（A） 14209020 時代⽐較による乾燥地域の⽔資源・⽔利⽤に関する問題点の抽出 中尾 正義

基盤研究（B） 16370015 温帯樹⽊群集における新規加⼊制限の定量的評価 中静 透

基盤研究（B） 13575006 東南アジアの熱帯林⽣態系におけるトップダウン効果の検証 湯本 貴和

基盤研究（B） 15310029 渓流⽔質形成メカニズムのモデル化による森林の環境影響評価法の構築 吉岡 崇仁

基盤研究（B） 16310017 熱帯林におけるモデルコラム観測に基づく時空間炭素収⽀モデルの開発 吉村 充則

基盤研究（B） 16340143 低層雲微物理特性の⽇変化に関する研究 早坂 忠裕

基盤研究（B） 16380164 流域⽔循環における灌漑排⽔パフォーマンスの定量評価 渡邉 紹裕

基盤研究（B） 16402002 地球環境問題への国際協調可能性の総合研究−環境意識研究⽅法論の構築− 鄭 躍軍

基盤研究（C） 16580193 効率的かつ公正な⽔資源配分における農⺠管理組合の役割−南インドの事例 梅津 千惠⼦

萌芽研究 14654081 気候変動復元のための地表⾯温度形成過程の解明と地球深部温度データの活⽤ ⾕⼝ 真⼈

萌芽研究 14658154 ⼟壌呼吸量測定法の確⽴による純⼀次⽣産量データから⽣態系純⽣産量データへの変換 福嶌 義宏

萌芽研究 16650061 抽出名簿がない場合の個⼈標本抽出法の開発 鄭 躍軍

若⼿研究（B） 15710018 衛星画像を⽤いた雪氷⽣物による氷河表⾯アルベドの低下量の評価 ⽵内 望

若⼿研究（B） 15760375 地球温暖化による世界の⼤洪⽔の変化 ⿍ 信次郎

若⼿研究（B） 16730007 中華⺠国時代不動産慣⾏の研究−中華⺠国時代法制史研究確⽴の為に− 加藤 雄三

若⼿研究（B） 16740271 乾燥地域の広域⽔循環と温暖化−衛星を利⽤した統計ダウンスケーリング⼿法の開発− ⾕⽥⾙ 亜紀代

特別研究員奨励費 02J02753 社会的実践としての⺠俗技術の変容に関する⼈類学的・⺠族誌的研究 ⼤⻄ 秀之

特別研究員奨励費 03J09346 ⽣体構成有機物の年齢からみた陸上⽣態系の⾷物網の構造 兵藤 不⼆夫

特別研究員奨励費 04J06155 気候変動、社会変化に対する⼤規模灌漑農地の受容度の動的分析 ⻑野 宇規

特別研究員奨励費 04J06159 ⼈為的撹乱による景観変化が熱帯樹⽊ー種⼦⾷者相互作⽤に与える影響 中川 弥智⼦

特別研究員奨励費（外国） 02F02721 地球温暖化時における降⽔量ならびに洪⽔・渇⽔指標の確率統計的構造の変化 Harrold, T.I.



2003年度 科研費_研究代表者

研究種⽬ 研究課題番号 研究課題名 研究者名

特定領域研究 14048229 東アジア域の雲・エアロゾル相互作⽤の解明とその放射収⽀への影響に関する研究 早坂 忠裕

特定領域研究 14083208 資源と⽣態史−空間領域の占有と共有 秋道 智彌

基盤研究（A） 13304036 海底湧出地下⽔の起源と物質負荷量の解明 ⾕⼝ 真⼈

基盤研究（A） 14209020 時代⽐較による乾燥地域の⽔資源・⽔利⽤に関する問題点の抽出 中尾 正義

基盤研究（B） 13575006 東南アジアの熱帯林⽣態系におけるトップダウン効果の検証 湯本 貴和

基盤研究（B） 15310029 渓流⽔質形成メカニズムのモデル化による森林の環境影響評価法の構築 吉岡 崇仁

基盤研究（C） 14540587 マクロな時間・空間スケールにおける⽣物多様性と⽣態系機能の関係の理論的研究 ⾕内 茂雄

基盤研究（C） 13610677 ムンダ語語源辞書編纂にむけてのデータベースの構築 ⻑⽥ 俊樹

基盤研究（C） 14540616 ソテツの精⼦の放出機構の解明と造卵器から分泌される精⼦誘引物質の同定 ⾼相 徳志郎

萌芽研究 14658154 ⼟壌呼吸量測定法の確⽴による純⼀次⽣産量データから⽣態系純⽣産量データへの変換 福嶌 義宏

萌芽研究 14654081 気候変動復元のための地表⾯温度形成過程の解明と地球深部温度データの活⽤ ⾕⼝ 真⼈

若⼿研究（B） 15710018 衛星画像を⽤いた雪氷⽣物による氷河表⾯アルベドの低下量の評価 ⽵内 望

特別研究員奨励費 02J10082 氷河流動を考慮した雪氷コア年代決定法の開発 松岡 健⼀

特別研究員奨励費 02J02753 社会的実践としての⺠俗技術の変容に関する⼈類学的・⺠族誌的研究 ⼤⻄ 秀之

特別研究員奨励費 03J09346 ⽣体構成有機物の年齢からみた陸上⽣態系の⾷物網の構造 兵藤 不⼆夫

特別研究員奨励費（外国） 02F00008 ⿊河流域における環境保全と地域の持続的な発展に関する研究 Mailisha

特別研究員奨励費（外国） 02F02721 地球温暖化時における降⽔量ならびに洪⽔・渇⽔指標の確率統計的構造の変化 Harrold, T.I.


