第49回（2020年度）三菱財団人文科学研究助成先一覧
【 大型連携研究助成 】＜50周年記念特別助成＞
番号

所在地

名

称

龍谷大学文学部

使

途

地域と連携する宗教文化遺産の探査と
アーカイヴス化による文化遺産と社会
の創成

1 京都府

教授
阿部 泰郎 （あべ やすろう）
独立行政法人国立文化財機構東京文化財
無形文化遺産における木材の伝統的な
研究所無形文化遺産部
2 東京都
利用技術および民俗知に関する調査研
主任研究員
究
今石 みぎわ （いまいし みぎわ）
神戸大学大学院国際協力研究科
南極のあるべき将来像：2025年日本開
3 兵庫県
教授
催会議にむけた総合的提案
柴田 明穂 （しばた あきほ）

金

額

6,000,000円

6,500,000円

7,500,000円

【 一般助成 】
番号

所在地

名

称

使

途

金

額

早稲田大学政治経済学術院
4 東京都

5 埼玉県

6 京都府

7 茨城県

8 岡山県

9 千葉県

10 東京都

11 東京都

12 新潟県

教授
稲継 裕昭 （いなつぐ ひろあき）
尚美学園大学大学院総合政策研究科
教授
奥乃 真弓 （おくの まゆみ）
立命館大学大学院社会学研究科
准教授
加藤 雅俊 （かとう まさとし）
筑波大学芸術系
教授
黒田 乃生 （くろだ のぶ）
ノートルダム清心女子大学文学部
教授
紺谷 亮一（こんたに りょういち）
中央学院大学法学部
専任講師
坂井 亮太 （さかい りょうた）
東京大学医学部附属病院
助教
榊原 英輔（さかきばら えいすけ）
東京大学大学院人文社会系研究科
教授
佐川 英治 （さがわ えいじ）
新潟大学人文社会科学系
教授
佐藤

地方政府における生産性測定に向けた
指標の構築に関する研究

2,100,000円

AI・ロボットへの法人格付与における
法的課題の研究

600,000円

環境紛争およびその処理過程がもたら
した地域分断からの再生に関する研究
－鞆の浦道路計画を事例として－

850,000円

茅葺き民家のグローバリゼーション－
茅輸出国中国の現状－

1,200,000円

中央アナトリアにおける都市形成過程
の考古学的研究：キュルテペ遺跡の発
掘調査

1,800,000円

熟議・審議会・会議に誰を呼ぶべきか
－集合知の数理モデル群に対するシス
テマティック・レビュー手法の構築

1,000,000円

精神科医療における認識的不正義

2,200,000円

中国古代の立碑習慣と社会結合

現代科学技術の歴史的構造の我が国に
おける様相の解明
靖

（さとう やすし）

1

800,000円

1,200,000円

番号

所在地

名

称

使

途

金

額

立教大学社会デザイン研究所
13 東京都

14 東京都

15 東京都

16 東京都

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

研究員
真田 尚剛 （さなだ なおたか）
早稲田大学文学学術院
教授
嶋﨑 尚子 （しまざき なおこ）
東京工業高等専門学校一般教育科
講師
鈴木 慎也 （すずき しんや）
東京大学社会科学研究所

陸上自衛隊にとっての旧軍と大戦－駐
屯地資料館の展示を手がかりに

1,000,000円

樺太引揚者の炭鉱移動と定着－コミュ
ニティ形成にみる経験の連続性

1,500,000円

三次元計測による古代スリランカ貯水
灌漑遺構に関する基礎的研究

1,300,000円

近代日本の赤十字：人道概念の形成過
程と第二次世界大戦時救援活動を中心
に

3,900,000円

特任研究員
鈴木 路子 （すずき みちこ）
総合地球環境学研究所研究基盤国際セン
ター
アフリカ熱帯森林帯における民族間共
京都府
客員准教授
生の変容とレジリエンス
竹内 潔 （たけうち きよし）
早稲田大学先端社会科学研究所
中国建国初期の中小学校教育における
東京都
准教授
ソ連宣伝の形成とその受容
鄭 成 （てい せい）
立命館大学産業社会学部
政治に対する冷笑と無関心の戦後史－
京都府
若者文化におけるメディア・コミュニ
准教授
ケーションの視点から
富永 京子 （とみなが きょうこ）
東京大学社会科学研究所
民主主義の費用：政治献金の歴史制度
東京都
教授
分析
中林 真幸 （なかばやし まさき）
東京大学大学院総合文化研究科
冷戦期の中国・香港・台湾におけるナ
東京都
ショナリズムとリベラリズム：1970～
准教授
1980年代を中心に
中村 元哉 （なかむら もとや）
愛知県立大学外国語学部
台湾における外国人単純労働者受け入
愛知県
れに関する実証研究－日本の外国人労
准教授
働者政策構築に向けて－
西野 真由 （にしの まゆ）
関西大学商学部
日本企業の特許管理形成に関する基礎
大阪府
教授
的研究
西村 成弘 （にしむら しげひろ）
上智大学外国語学部
アメリカ合衆国における連邦移民政策
東京都
准教授
の形成過程と契約労働者
廣田 秀孝 （ひろた ひでたか）
早稲田大学教育・総合科学学術院
15・16世紀フランスの木造町家建築に
東京都
関する建築史的調査・研究とその保
教授
存・活用をめぐる政策の分析
堀越 宏一 （ほりこし こういち）
早稲田大学文学学術院
ロシア精神の源流としての北ロシア文
東京都
化の領域横断的研究－文献学、歴史
教授
学、宗教学、民俗学の統合の試み
三浦 清美 （みうら きよはる）

2

1,150,000円

1,000,000円

1,100,000円

3,200,000円

1,050,000円

1,200,000円

2,400,000円

3,000,000円

1,000,000円

2,200,000円

番号

所在地

名

称

使

富山大学学術研究部
27 富山県

28 京都府

29 東京都

30 宮城県

31 京都府

32 東京都

33 沖縄県

34 東京都

35 東京都

36 東京都

教授
三船 温尚 （みふね はるひさ）
龍谷大学世界仏教文化研究センター
研究フェロー
宮治 昭 （みやじ あきら）
早稲田大学商学学術院
教授
宮島 英昭 （みやじま ひであき）
東北大学大学院文学研究科
准教授
茂木 謙之介（もてぎ けんのすけ）
京都府立大学文学部
教授
母利 司朗 （もり しろう）
一橋大学大学院経済学研究科
准教授
森 宜人 （もり たかひと）
琉球大学大学院法務研究科
教授
矢野 恵美 （やの えみ）
早稲田大学文学学術院
教授
山本 聡美 （やまもと さとみ）
公益財団法人東洋文庫研究部
研究員
吉水 清孝 （よしみず きよたか）
東京大学先端科学技術研究センター
日本学術振興会特別研究員PD
渡部 沙織 （わたなべ さおり）
合

途

金

額

江戸大仏の銘文と3Dスキャン調査によ
る近世大型鋳銅仏の生産体制と技法の
研究

3,500,000円

ガンダーラ美術の図像データベースの
構築と大乗仏教美術の生成に関する研
究

1,950,000円

多様化するアクティビズムをいかに理
解するか：株主提案・エンゲージメン
ト・退出の実証分析

3,500,000円

戦後社会を中心とした皇室・皇族イ
メージの研究

1,600,000円

江戸時代の古典籍に描かれた和食文化
の研究

2,400,000円

余暇をめぐる都市ガバナンスの比較史
－歓喜力行団と厚生運動を中心に－

900,000円

ジェンダーの視点から見た「犯罪者を
親にもつ子ども」への支援と法

4,000,000円

中世日本の環境と美術

2,200,000円

インド古代～中世初期におけるバラモ
ンと王との関係の研究：灌頂を受ける
資格としての王の出自について

1,000,000円

難病の公費医療制度と難病病床の研究

2,200,000円

計

36

3

件

80,000,000円

