
Ｈ１8年度　科研費
種目 氏名 課題名 期間

基盤研究（Ａ） 田中　耕司 インドネシア地方分権下の自然資源管理と社会経済変容：スラウェシ地域研究に向けて Ｈ１６～Ｈ１８
基盤研究（Ａ） 押川　文子 ポスト･グローバル化時代の現代世界：社会の脆弱化と共存空間の再編 Ｈ１８～Ｈ２０
基盤研究（Ａ） 村上　勇介 グローバル化と開発途上国のガバナンス構築－アンデス諸国の比較研究－ Ｈ１８～Ｈ２０
基盤研究（Ａ）海外 田中　耕司 アフロ・アジアの多元的情報資源の共有化を通じた地域研究の新たな展開 Ｈ１８～Ｈ２０
基盤研究（Ｂ） 阿部　健一 地域研究におけるメディエーションの実証的研究 Ｈ１７～Ｈ１９
基盤研究（Ｃ） Ｄｅ Ｊｏｎｇ Ｗｉｌ ベトナムにおける国有林再生事業と地域住民の貧困認識に関する研究 Ｈ１７～Ｈ１９
基盤研究（Ｃ） 帯谷　知可 地域研究資料としての『トルキスタン集成』に関する総合的書誌研究 Ｈ１７～Ｈ１９
若手研究（Ｂ）　　　　　　　　 石井　正子 フィリピン南部の武力紛争と復興・開発過程－地域研究から考える Ｈ１７～Ｈ１８
若手研究（Ｂ）　　　 小森　宏美 多民族共生の実相と理論：エストニアの民族間関係に関する実証的研究 Ｈ１８～Ｈ２０
基盤研究（Ｂ） 山本　博之 イスラム教圏東南アジアにおける学知の制度化と実践に関する総合的研究 Ｈ１８～Ｈ２０

Ｈ１8年度 科学研究費補助金以外
氏名 課題名 期間

地球環境研究総合研究費・地球
環境問題対応型研究（環境省）

阿部　健一
E-4熱帯地域におけるエコシステムマネージメントに関する研究（３）地域社会
における生態系管理へのインセンティブ導入のための基礎的研究

Ｈ１４～Ｈ１８

森林総合研究所委託研究 田中　耕司 温暖化抑制のための地域社会のエンパワーメント Ｈ１５～Ｈ１９
森林総合研究所委託研究 阿部　健一 陸域生態系の活用･保全による温室効果ガスシンク･ソース制御技術の開発

－大気中温室効果ガス濃度の安定化に向けた中長期的方策－２熱帯低湿地
生態系を対象とした温室効果ガス吸収排出制御技術の開発と評価（2b）東南
アジアて湿地における温暖化抑制のための土地資源管理オプションと地域社
会　エンパワーメントに関する研究（３）温暖化抑制（地球環境保全）を促す土
地利用（湿地林の再生）のための地域社会エンパワーメント①土地利用別生
産環境の評価

Ｈ１５～Ｈ１９

森林総合研究所委託研究 田中　耕司 同上②温暖化抑制のための地域社会のエンパワーメント Ｈ１５～Ｈ１９

トヨタ財団「アジア隣人ネットワー
ク」プログラム助成

帯谷　知可
中央アジア地域研究のための希少史資料保存･出版･活用ネットワーク『デジ
タル・トルキスタニカ』の立ち上げ

Ｈ１７～Ｈ２１

トヨタ財団研究助成 山本　博之
インドネシア･アチェ州の災害対応過程における情報の整理と発信に関する調
査研究

Ｈ１７～Ｈ１９



Ｈ１9年度　科研費
種目 氏名 課題名 期間

基盤研究（Ａ） 押川　文子 ポスト･グローバル化時代の現代世界：社会の脆弱化と共存空間の再編 Ｈ１８～Ｈ２０
基盤研究（Ａ） 村上　勇介 グローバル化と開発途上国のガバナンス構築－アンデス諸国の比較研究－ Ｈ１８～Ｈ２０
基盤研究（Ａ）海外 田中　耕司 アフロ・アジアの多元的情報資源の共有化を通じた地域研究の新たな展開 Ｈ１８～Ｈ２０
基盤研究（Ａ） 原　正一郎 医療地域情報学の確立：疾病構造に着目した計量的地域間比較研究 Ｈ１９～Ｈ２２
基盤研究（Ｂ） 阿部　健一 地域研究におけるメディエーションの実証的研究 Ｈ１７～Ｈ１９
基盤研究（Ｂ） 山本　博之 イスラム教圏東南アジアにおける学知の制度化と実践に関する総合的研究 Ｈ１８～Ｈ２０
基盤研究（Ｂ）海外 増原　善之 ラオス地方文書とオーラル・ヒストリーの組織的収集・保存体制の構築 Ｈ１９～Ｈ２２
基盤研究（Ｃ） Ｄｅ Ｊｏｎｇ Ｗｉｌ ベトナムにおける国有林再生事業と地域住民の貧困認識に関する研究 Ｈ１７～Ｈ１９
基盤研究（Ｃ） 帯谷　知可 地域研究資料としての『トルキスタン集成』に関する総合的書誌研究 Ｈ１７～Ｈ１９
基盤研究（Ｃ） 梅川　通久 地理情報データに関する空間・時間変化量の解析 Ｈ１９～Ｈ２０
挑戦的萌芽研究 柳澤　雅之 ベトナム紅河デルタにおける可変的社会制度の村落間比較研究 Ｈ１９～Ｈ２１
若手研究（Ｂ）　　　 小森　宏美 多民族共生の実相と理論：エストニアの民族間関係に関する実証的研究 Ｈ１８～Ｈ２０

特別研究促進費 風戸　真理
ポスト社会主義ユーラシア牧畜諸地域の動態にみる多様性と普遍性－人とモ
ノの関係より

Ｈ１９

学術振興会特別研究員 山口　哲由
中国の牧畜地域における住民の自然知識の多様化を考慮した放牧地共同管
理制度の構築

Ｈ１９～Ｈ２１

Ｈ19年度 科学研究費補助金以外
氏名 課題名 期間

森林総合研究所委託研究 田中　耕司 温暖化抑制のための地域社会のエンパワーメント Ｈ１５～Ｈ１９

森林総合研究所委託研究 阿部　健一

陸域生態系の活用･保全による温室効果ガスシンク･ソース制御技術の開発
－大気中温室効果ガス濃度の安定化に向けた中長期的方策－２熱帯低湿地
生態系を対象とした温室効果ガス吸収排出制御技術の開発と評価（2b）東南
アジアて湿地における温暖化抑制のための土地資源管理オプションと地域社
会　エンパワーメントに関する研究（３）温暖化抑制（地球環境保全）を促す土
地利用（湿地林の再生）のための地域社会エンパワーメント①土地利用別生
産環境の評価

Ｈ１５～Ｈ１９

森林総合研究所委託研究 田中　耕司 同上②温暖化抑制のための地域社会のエンパワーメント Ｈ１５～Ｈ１９

トヨタ財団研究助成 山本　博之
インドネシア･アチェ州の災害対応過程における情報の整理と発信に関する調
査研究

Ｈ１７～Ｈ１９

トヨタ財団「アジア隣人ネットワー
ク」プログラム助成

帯谷　知可
中央アジア地域研究のための希少史資料保存･出版･活用ネットワーク『デジ
タル・トルキスタニカ』の立ち上げ

Ｈ１７～Ｈ２１



Ｈ20年度　科研費
種目 氏名 課題名 期間

基盤研究（Ａ） 押川　文子 ポスト･グローバル化時代の現代世界：社会の脆弱化と共存空間の再編 Ｈ１８～Ｈ２０
基盤研究（Ａ） 村上　勇介 グローバル化と開発途上国のガバナンス構築－アンデス諸国の比較研究－ Ｈ１８～Ｈ２０
基盤研究（Ａ）海外 田中　耕司 アフロ・アジアの多元的情報資源の共有化を通じた地域研究の新たな展開 Ｈ１８～Ｈ２０
基盤研究（Ａ） 原　正一郎 医療地域情報学の確立：疾病構造に着目した計量的地域間比較研究 Ｈ１９～Ｈ２２

基盤研究（Ａ）海外 林　　行夫
大陸部東南アジア仏教徒社会の時空間マッピング：寺院類型・社会移動・ネッ
トワーク

Ｈ２０～Ｈ２２

基盤研究（Ｂ） 山本　博之 イスラム教圏東南アジアにおける学知の制度化と実践に関する総合的研究 Ｈ１８～Ｈ２０
基盤研究（Ｂ）海外 増原　善之 ラオス地方文書とオーラル・ヒストリーの組織的収集・保存体制の構築 Ｈ１９～Ｈ２２
基盤研究（Ｃ） 梅川　通久 地理情報データに関する空間・時間変化量の解析 Ｈ１９～Ｈ２０

基盤研究（Ｃ） 風戸　真理
ポスト社会主義ユーラシア牧畜諸地域の動態にみる多様性と普遍性－人とモ
ノの関係より

Ｈ２０～Ｈ２２

基盤研究（Ｃ） 星川　圭介
灌漑から天水へ：20世紀東北タイにおけるコメ生産システム変容実態の面的
把握

Ｈ２０～Ｈ２２

挑戦的萌芽研究 柳澤　雅之 ベトナム紅河デルタにおける可変的社会制度の村落間比較研究 Ｈ１９～Ｈ２１
若手研究（Ｂ）　　　 小森　宏美 多民族共生の実相と理論：エストニアの民族間関係に関する実証的研究 Ｈ１８～Ｈ２０

Ｈ20年度 科学研究費補助金以外
氏名 課題名 期間

トヨタ財団「アジア隣人ネットワー
ク」プログラム助成

帯谷　知可
中央アジア地域研究のための希少史資料保存･出版･活用ネットワーク『デジ
タル・トルキスタニカ』の立ち上げ

Ｈ１７～Ｈ２１

学術振興野村基金 村上　勇介
発展途上地域における貧困層の政治参加―中央アンデス諸国のエスニック・
ポリティックスの比較研究―

Ｈ２０～Ｈ２１

京都大学教育研究振興財団助成
金

村上　勇介 Ｈ２０～Ｈ２１



Ｈ２１年度　科研費
種目 氏名 課題名 期間

基盤研究（Ａ） 原　正一郎 医療地域情報学の確立：疾病構造に着目した計量的地域間比較研究 Ｈ１９～Ｈ２２

基盤研究（Ａ）海外 林　　行夫
大陸部東南アジア仏教徒社会の時空間マッピング：寺院類型・社会移動・ネッ
トワーク

Ｈ２０～Ｈ２２

基盤研究（Ａ） 村上　勇介
国家社会システムの転換と政党の変容・再生―ポスト新自由主義期中南米の
比較研究

Ｈ２１～Ｈ２３

基盤研究（Ｂ）海外 増原　善之 ラオス地方文書とオーラル・ヒストリーの組織的収集・保存体制の構築 Ｈ１９～Ｈ２２
基盤研究（Ｂ） Ｄｅ・Ｊｏｎｇ　Ｗｉｌ 国境地域における自然資源管理のクロスナショナル・ガバナンス Ｈ２１～Ｈ２３

基盤研究（Ｃ） 星川　圭介
灌漑から天水へ：20世紀東北タイにおけるコメ生産システム変容実態の面的
把握

Ｈ２０～Ｈ２２

基盤研究（Ｃ） 風戸　真理
ポスト社会主義ユーラシア牧畜諸地域の動態にみる多様性と普遍性－人とモ
ノの関係より

Ｈ２０～Ｈ２２

基盤研究（Ｃ） 小森　宏美 ポスト社会主義諸国の歴史と記憶に関する実証的研究－バルト諸国の事例 Ｈ２１～Ｈ２４
挑戦的萌芽研究 柳澤　雅之 ベトナム紅河デルタにおける可変的社会制度の村落間比較研究 Ｈ１９～Ｈ２１
挑戦的萌芽研究 山本　博之 災害地域情報プラットフォームの構築 Ｈ２１～Ｈ２２

特別研究員奨励費 王 柳蘭
北タイにおける中国系ムスリム移民の越境と宗教ネットワークに関する人類学
的研究

Ｈ２１～Ｈ２４

Ｈ2１年度 科学研究費補助金以外
氏名 課題名 期間

トヨタ財団「アジア隣人ネットワー
ク」プログラム助成

帯谷　知可
中央アジア地域研究のための希少史資料保存･出版･活用ネットワーク『デジ
タル・トルキスタニカ』の立ち上げ

Ｈ１７～Ｈ２１

学術振興野村基金 村上　勇介
発展途上地域における貧困層の政治参加―中央アンデス諸国のエスニック・
ポリティックスの比較研究―

Ｈ２０～Ｈ２１

京都大学教育研究振興財団助成
金

村上　勇介
ポスト新自由主義時代のアンデス諸国―社会変動の比較研究―

Ｈ２０～Ｈ２１



Ｈ２２年度　科研費
種目 氏名 課題名 期間

基盤研究（Ａ） 原　正一郎 医療地域情報学の確立：疾病構造に着目した計量的地域間比較研究 Ｈ１９～２２

基盤研究（Ａ）海外 林　　行夫
大陸部東南アジア仏教徒社会の時空間マッピング：寺院類型・社会移動・ネッ
トワーク

Ｈ２０～Ｈ２２

基盤研究（Ａ） 村上　勇介
国家社会システムの転換と政党の変容・再生―ポスト新自由主義期中南米の
比較研究

Ｈ２１～２３

基盤研究（Ａ） 柳澤　雅之 森林の包括的利用システムの地域間比較研究 Ｈ２２～Ｈ２６
基盤研究（Ｂ）海外 増原　善之 ラオス地方文書とオーラル・ヒストリーの組織的収集・保存体制の構築 Ｈ１９～Ｈ２２
基盤研究（Ｂ） Ｄｅ・Ｊｏｎｇ　Ｗｉｌ 国境地域における自然資源管理のクロスナショナル・ガバナンス Ｈ２１～Ｈ２３
基盤研究（Ｂ） 押川　文子 南アジアの教育発展と社会変容：「複線型教育システム」の可能性 Ｈ２２～Ｈ２４

基盤研究（Ｂ） 貴志　俊彦
エスニック・メディアにおける太平洋戦争と戦後の記憶と記録－東アジアと東
南アジア

Ｈ２２～Ｈ２４

基盤研究（Ｃ） 風戸　真理
ポスト社会主義ユーラシア牧畜諸地域の動態にみる多様性と普遍性－人とモ
ノの関係より

Ｈ２０～Ｈ２２

基盤研究（Ｃ） 星川　圭介
灌漑から天水へ：20世紀東北タイにおけるコメ生産システム変容実態の面的
把握

Ｈ２０～Ｈ２２

基盤研究（Ｃ） 小森　宏美 ポスト社会主義諸国の歴史と記憶に関する実証的研究－バルト諸国の事例 Ｈ２１～Ｈ２４
挑戦的萌芽研究 山本　博之 災害地域情報プラットフォームの構築 Ｈ２１～Ｈ２２

特別研究員奨励費 王 柳蘭
北タイにおける中国系ムスリム移民の越境と宗教ネットワークに関する人類学
的研究

Ｈ２１～Ｈ２４

研究成果公開促進費 山本博之 Bangsa and Umma Ｈ２２

Ｈ２２年度 科学研究費補助金以外
氏名 課題名 期間

科学技術総合推進費補助金 柳澤　雅之
熱帯多雨林における集約的森林管理と森林資源の高度利用による持続的利
用パラダイムの創出

Ｈ２２～Ｈ２４



Ｈ２３年度　科研費
種目 氏名 課題名 期間

基盤研究（Ａ） 村上　勇介
国家社会システムの転換と政党の変容・再生─ポスト新自由主義期中南米の
比較研究

Ｈ２１～Ｈ２３

基盤研究（Ａ） 柳澤　雅之 森林の包括的利用システムの地域間比較研究 Ｈ２２～Ｈ２６

基盤研究（Ａ） 原　正一郎
地域保健活動を指標とした「地域の知」の計量的分析手法の開発-東北タイを
事例に-

Ｈ２３～Ｈ２５

基盤研究（Ａ） 山本　博之
災害対応の地域研究の創出－「防災スマトラ・モデル」の構築とその実践的活
用

Ｈ２３～Ｈ２６

基盤研究（Ｂ） Ｄｅ・Ｊｏｎｇ　Ｗｉｌ 国境地域における自然資源管理のクロスナショナル・ガバナンス Ｈ２１～Ｈ２３
基盤研究（Ｂ） 押川　文子 南アジアの教育発展と社会変容：「複線型教育システム」の可能性 Ｈ２２～Ｈ２４

基盤研究（Ｂ） 貴志　俊彦
エスニック・メディアにおける太平洋戦争と戦後の記憶と記録－東アジアと東
南アジア

Ｈ２２～Ｈ２４

基盤研究（Ｃ） 小島　敬裕
上座仏教徒社会の国家と地域の実践に関する研究―現代ミャンマーを中心
に

Ｈ２３～Ｈ２５

基盤研究（Ｃ） 西　芳実
移民コミュニティの動態に関する研究：マレーシアのインドネシア人学校の変
遷を中心に

Ｈ２３～Ｈ２５

研究成果（データベース） 原　正一郎 アジア地形図共有化データベース Ｈ２３

特別研究員奨励費 王 柳蘭
北タイにおける中国系ムスリム移民の越境と宗教ネットワークに関する人類学
的研究

Ｈ２１～Ｈ２４

特別研究員奨励費 小西　賢吾 チベットの伝統宗教の越境と存続に関する文化人類学的研究 Ｈ２３～Ｈ２５

Ｈ２３年度 科学研究費補助金以外
氏名 課題名 期間

科学技術総合推進費補助金 柳澤　雅之
熱帯多雨林における集約的森林管理と森林資源の高度利用による持続的利
用パラダイムの創出

Ｈ２２～Ｈ２４



H２４年度　科研費
種目 氏名 課題名 期間
基盤研究(A) 柳澤　雅之 森林の包括的利用システムの地域間比較研究 Ｈ２２～Ｈ２６

基盤研究(A) 原　正一郎
地域保健活動を指標とした「地域の知」の計量的分析手法の開発-東北タイを
事例に-

Ｈ２３～Ｈ２５

基盤研究(A) 山本　博之
災害対応の地域研究の創出－「防災スマトラ・モデル」の構築とその実践的活
用

Ｈ２３～Ｈ２６

基盤研究(A) 村上　勇介
新自由主義改革後の国家社会関係-中南米における社会支出予算決定過程
の比較研究

Ｈ２４～Ｈ２６

基盤研究(B) 押川　文子 南アジアの教育発展と社会変容：「複線型教育システム」の可能性 Ｈ２２～Ｈ２４

基盤研究(B) 貴志　俊彦
エスニック・メディアにおける太平洋戦争と戦後の記憶と記録－東アジアと東
南アジア

Ｈ２２～Ｈ２４

基盤研究(B) 柴山　守 ハノイ都市基盤の形成-歴史的推移と環境多様化のダイナミズム Ｈ２３～Ｈ２５
基盤研究(B) 柴山　守 実データ（史資料）に基づく海域アジア交流ネットワークの時空間分析 Ｈ２３～Ｈ２５
基盤研究(B) Ｄｅ・Ｊｏｎｇ　Ｗｉｌ　 地域社会はいかにして国際的な環境制度の成功に貢献できるのか Ｈ２４～H２６

基盤研究(B) 帯谷　知可
中央アジアのイスラーム・ジェンダー・家族：「近代化」再考のための視座の構
築

Ｈ２４～Ｈ２７

基盤研究(Ｃ) 小島　敬裕
上座仏教徒社会の国家と地域の実践に関する研究―現代ミャンマーを中心
に

Ｈ２３～Ｈ２５

基盤研究(Ｃ) 西　芳実
移民コミュニティの動態に関する研究：マレーシアのインドネシア人学校の変
遷を中心に

Ｈ２３～Ｈ２５

挑戦的萌芽研究 谷川　竜一
博物館建築がポピュラー文化受容に果たす空間的機能の解明とその設計還
元に向けた研究

Ｈ２４～Ｈ２６

研究成果公開促進費 原　正一郎 アジア地形図共有化データベース Ｈ２４

特別研究員奨励費 王　柳蘭
北タイにおける中国系ムスリム移民の越境と宗教ネットワークに関する人類学
的研究

Ｈ２１～Ｈ２４

Ｈ２４年度 科学研究費補助金以外
氏名 課題名 期間

科学技術総合推進費補助金 柳澤　雅之
熱帯多雨林における集約的森林管理と森林資源の高度利用による持続的利
用パラダイムの創出

Ｈ２２～Ｈ２４



H２５年度　科研費
種目 氏名 課題名 期間

基盤研究（Ａ） 柳澤　雅之 森林の包括的利用システムの地域間比較研究 Ｈ２２～Ｈ２６

基盤研究（Ａ） 原　正一郎 地域保健活動を指標とした『地域の知』の計量的分析手 Ｈ２３～Ｈ２５

基盤研究（Ａ） 山本　博之
災害対応の地域研究の創出－「防災スマトラ・モデル」の構築とその実践的活
用

Ｈ２３～Ｈ２６

基盤研究（Ａ） 村上　勇介 新自由主義改革後の国家社会関係―中南米における社会 Ｈ２４～Ｈ２６
基盤研究（Ａ） 貴志　俊彦 東アジア域内１００年間の紛争・協調の軌跡を非文字史 Ｈ２５～Ｈ２８

基盤研究（Ｂ） 柴山　守 実データ（史資料）に基づく海域アジア交流ネットワー Ｈ２３～Ｈ２５
基盤研究（Ｂ） 柴山　守 ハノイ都市基盤の形成-歴史的推移と環境多様化のダイナミズム Ｈ２３～Ｈ２５

基盤研究（Ｂ） Ｄｅ・Ｊｏｎｇ　Ｗｉｌ　 地域社会はいかにして国際的な環境制度の成功に貢献で Ｈ２４～H２６
基盤研究（Ｂ） 帯谷　知可 中央アジアのイスラーム・ジェンダー・家族：「近代化」再考のための視座の構築　 Ｈ２４～Ｈ２７
基盤研究（Ｂ） 押川　文子 生活世界の変容とジェンダー：インド高齢女性のライフ Ｈ２５～Ｈ２７

基盤研究（Ｃ） 西　芳実
移民コミュニティの動態に関する研究：マレーシアのインドネシア人学校の変
遷を中心に

Ｈ２３～Ｈ２５

基盤研究（Ｃ） 小島　敬裕 上座仏教徒社会の国家と地域の実践に関する研究－現代 Ｈ２３～Ｈ２５
挑戦的萌芽 谷川　竜一 博物館建築がポピュラー文化受容に果たす空間的機能の Ｈ２４～Ｈ２６
挑戦的萌芽 山本　博之 学術論文のマッピング・システムを通じた地域情報の統 Ｈ２５～Ｈ２７
若手研究（Ｂ） 山口　哲由 チベット－ヒマラヤ周辺山地におけるグローバル化時代 Ｈ２４～Ｈ２５
若手研究（Ｂ） 星川　圭介 タイ国チャオプラヤデルタ治水対策の検討：農村社会の利害調整経験を踏まえて Ｈ２５～Ｈ２７
研究活動スタート支援 王　柳蘭 アジアにおける中国系ディアスポラの宗教と越境空間の再構築に関する比較研究 Ｈ２５～Ｈ２６
研究成果公開促進費 小島 敬裕 国境と仏教実践 Ｈ２５
特別研究員奨励費 岡田　勇 現代ラテンアメリカ諸国における資源政策の安定性に関 Ｈ２５～Ｈ２７

Ｈ２５年度 科学研究費補助金以外
氏名 課題名 期間



H２６年度　科研費
種目 氏名 課題名 期間

基盤研究(A) 柳澤　雅之 森林の包括的利用システムの地域間比較研究 Ｈ２２～Ｈ２６

基盤研究(A) 山本　博之
災害対応の地域研究の創出－「防災スマトラ・モデル」の構築とその実践的活
用

Ｈ２３～Ｈ２６

基盤研究(A) 村上　勇介
新自由主義改革後の国家社会関係―中南米における社会支出予算決定過
程の比較研究 Ｈ２４～Ｈ２６

基盤研究(A) 貴志　俊彦 東アジア域内１００年間の紛争・協調の軌跡を非文字史料から読み解く Ｈ２５～Ｈ２８

基盤研究(A) 林　行夫
＜宗教＝社会複合マッピング＞からよむ大陸部東南アジア仏教徒社会の動
態と変容

Ｈ２６～Ｈ２９

基盤研究(B) Ｄｅ・Ｊｏｎｇ　Ｗｉｌ　 地域社会はいかにして国際的な環境制度の成功に貢献できるのか Ｈ２４～H２６
基盤研究(B) 帯谷　知可 中央アジアのイスラーム・ジェンダー・家族：「近代化」再考のための視座の構築 Ｈ２４～Ｈ２７
基盤研究(B) 押川　文子 生活世界の変容とジェンダー：インド高齢女性のライフヒストリーを通して Ｈ２５～Ｈ２７
基盤研究(B) 西　芳実 インドネシアの災害後社会における生活再建と女性 Ｈ２６～Ｈ２９
基盤研究(B) 谷川　竜一 20世紀北朝鮮の建築・都市通史の解明 Ｈ２６～Ｈ３０

挑戦的萌芽研究 谷川　竜一
博物館建築がポピュラー文化受容に果たす空間的機能の解明とその設計還
元に向けた研究 Ｈ２４～Ｈ２６

挑戦的萌芽研究 山本　博之 学術論文のマッピング・システムを通じた地域情報の統合と共有化 Ｈ２５～Ｈ２７
挑戦的萌芽研究 村上　勇介 新自由主義改革後の中南米における社会紛争─事例の総合的調査研究 Ｈ２６～Ｈ２７

研究活動スタート支援 王　柳蘭
アジアにおける中国系ディアスポラの宗教と越境空間の再構築に関する比較
研究 Ｈ２５～Ｈ２６

研究成果データベース 原　正一郎 東南アジア地域研究史資料集成データベース Ｈ２６
特別研究員奨励費 岡田　勇 現代ラテンアメリカ諸国における資源政策の安定性に関する比較研究 Ｈ２５～Ｈ２７

Ｈ２６年度 科学研究費補助金以外
氏名 課題名 期間

京都大学教育研究振興財団 帯谷　知可
アジアの視点から中東研究を脱・再構築する：アジア中東学会連盟創立20周
年

ＪＳＴさくらサイエンスプラン 西　芳美 日本・アジア青少年サイエンス交流事業



H２７年度　科研費
種目 氏名 課題名 期間

基盤研究(A) 貴志　俊彦 東アジア域内１００年間の紛争・協調の軌跡を非文字史料から読み解く Ｈ２５～Ｈ２８

基盤研究(A) 林　行夫
＜宗教＝社会複合マッピング＞からよむ大陸部東南アジア仏教徒社会の動
態と変容

Ｈ２６～Ｈ２９

基盤研究（Ｂ）　　　　　　　　 帯谷　知可 中央アジアのイスラーム・ジェンダー・家族：「近代化」再考のための視座の構築 Ｈ２４～Ｈ２７
基盤研究（Ｂ）　　　　　　　　 押川　文子 生活世界の変容とジェンダー：インド高齢女性のライフヒストリーを通して Ｈ２５～Ｈ２７
基盤研究（Ｂ）　　　　　　　　 西　芳実 インドネシアの災害後社会における生活再建と女性 Ｈ２６～Ｈ２９
基盤研究（Ｂ）　　　　　　　　 谷川　竜一 20世紀北朝鮮の建築・都市通史の解明 Ｈ２６～Ｈ３０
基盤研究(C) 山田　協太 近代仏教建築の展開とアジア／亜細亜の形成・離散 Ｈ２５～Ｈ２７
挑戦的萌芽研究 山本　博之 学術論文のマッピング・システムを通じた地域情報の統合と共有化 Ｈ２５～Ｈ２７
挑戦的萌芽研究 村上　勇介 新自由主義改革後の中南米における社会紛争─事例の総合的調査研究 Ｈ２６～Ｈ２７
学術図書 押川　文子 「学校化」に向かう南アジア Ｈ２７

Ｈ２７年度 科学研究費補助金以外
氏名 課題名 期間

研究拠点形成事業 山本　博之
アジアの防災コミュニティ形成のための研究者･実務者･情報の統合型ネット
ワーク拠点

Ｈ２７～Ｈ２９
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