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平成１６年度 科学研究費補助金の交付状況 

 

［文部科学省取扱い分］ 

ａ）科学研究費 

特別推進研究 

  アジア書字コーパスに基づく文字情報学の創成 東京外国語大学ＡＡ研教授

/Bhaskararao Peri 10000万 

特定領域研究 ＩＴの進化の基盤を拓く情報学研究 

  人間による音声情報処理過程の分析とそれを応用した音声対話インターフェイスの構

築 東京大学情報理工学（系）研究科助教授/峯松 信明 560万 

  協調的音声対話の相槌・話者交換タイミング分析とそれに基づく応答生成法の研究 

豊橋技術科学大学工学部講師/北岡 教英 360万 

  実世界の関連性を投影した語彙空間の構築 京都大学情報学研究科助教授/佐藤 理史 

430万 

  複数話者の音声コミュニケーションの意図・状況理解 京都大学教授/河原 達也 460

万 

  実時間視聴覚情報統合による複数の人とのマルチモーダル・インタラクションの研究 

京都大学情報学研究科教授/奥乃 博 700万 

  人間行動とその対象物体との機能に着目した協調的認識機構と認識結果の自然言語表

現 関西学院大学理工学部教授/北橋 忠宏 270万 

  視覚情報とテキスト情報とを統合した映像検索のための映像シソーラスの構築 国立

情報学研究所助教授/佐藤 真一 620万 

特定領域研究 新世紀型理数系教育の展開研究 

  発話・身振り・呼吸の個人内・個人間での協調を生態学的に制約する情報に関する研

究 国立情報学研究所助教授/古山 宣洋 180万 

特定領域研究 東アジア出版文化の研究 

  盲学校の生徒がプログラムできる音声電圧・電流計の開発 愛知教育大学教育学部助

教授/児玉 康一 20万 

  東アジアの印刷史から見た日本印刷文化の起源 北海道大学文学研究科教授/石塚 晴

通 170万 

  和漢の辞書・類書の書誌的研究 慶應義塾大学文学部教授/関場 武 280万 

  漢字の古写本にみる書式の定形化と初期の印刷物の図様および版式に関する調査研究 

京都国立博物館研究員/赤尾 栄慶 160万 

  キリシタン版の書誌的研究 大阪外国語大学講師/岸本 恵実 130万 

  『玉篇』写本・版本の漢字字体規範に関する研究 北海道大学文学研究科助教授/池田 

証壽 150万 

  漢訳版経附載音釈に関する基礎的研究 信州大学人文学部助教授/山田 健三 140万 

  朝鮮本に関する書誌学的データベースの構築 九州大学教授/松原 孝俊 120万 

  近世琉球における漢籍の収集・流通・出版についての総合的研究 鹿児島大学法文学
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部教授/高津 孝 100万 

特定領域研究 わが国の科学技術黎明期資料の体系化に関する調査・研究 

  東アジアにおける漢文受容と角筆使用の関係について 松山東雲女子大学人文学部助 

教授/西村 浩子 140万 

  蝋管等の古記録媒体の音声表現に関する非接触的手法の開発と活用に関する研究 日

本女子大学文学部教授/清水 康行 750万 

  日本近代の造形分野における「もの」と「わざ」の分類の変遷に関する調査研究 東

京文化財研究所研究員/山梨 絵美子 1130万 

特定領域研究 障害者・高齢者のコミュニケーション機能に関する基礎的研究 

  江戸時代古文書・古記録（文字情報）の発生・伝達・管理に関する基礎的研究 法政

大学文学部教授/澤登 寛聡 190万 

  障害者・高齢者のコミュニケーション機能に関する基礎的研究 千葉大学自然科学研

究科教授/市川 熹 540万 

  聴覚障害者のための手話の認知科学的なコミュニケーション支援に関する研究 工学

院大学工学部教授/長嶋 祐二 70万 

  コミュニケーション支援のための肢体不自由者の身体特性に関する研究 立命館大学

理工学部教授/樋口 宣男 1580万 

  視覚障害者の視覚・聴覚・触覚認知特性の解明に関する研究 独立行政法人国立特殊

教育総合研究所研究員/渡辺 哲也 40万 

  盲ろう者の触覚による情報獲得・発信のための知覚特性解明と情報支援手法の検討 

千葉大学自然科学研究科助教授/堀内 靖雄 830万 

  手話の認知・認識特性に基づく手話画像表示条件の最適化 京都工芸繊維大学教授/

黒川 隆夫 600万 

  手指ならびに非手指情報の画像計測と統合に基づく実用的手話翻訳の研究 大阪大学

工学（系）研究科（研究院）教授/白井 良明 840万 

  認知特性を考慮した手話の効率的な動画像通信方式に関する研究 工学院大学工学部

教授/長嶋 祐二 650万 

  視覚障害者の聴覚認知の解明と音声対話への利用 東京女子大学現代文化学部助教授

/渡辺 隆行 780万 

  肢体不自由者のコミュニケーション支援に関する研究 立命館大学理工学部教授/樋

口 宣男 80万 

特定領域研究 成果取りまとめ 

  点字触読時の触圧と運指に注目した効率的な点字触読指導法の考案 独立行政法人国

立特殊教育総合研究所研究員/渡辺 哲也 350万 

萌芽研究（新規） 総合・新領域系 総合領域 情報学 

  韻律に着目した音声言語情報処理の高度化 東京大学新領域創成科学研究科教授/広

瀬 啓吉 150万 

  自然言語インターフェースのための文字遷移情報量に対する新しい視点と応用 東京

農工大学工学部教授/中川 正樹 120万 

  動的言語モデルを利用した分散型機械翻訳システムの構築に向けた研究 国文学研究
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資料館助教授/野本 忠司 70万 

  文節境界を考慮した統計的言語モデルの高度化と音声認識への利用 東京大学新領域 

創成科学研究科教授/広瀬 啓吉 160万 

  日英語の分析を利用した科学教育の可能性を探る認知科学的研究 慶應義塾大学教授

/大津 由紀雄 190万 

萌芽研究（新規） 総合・新領域系 総合領域 神経科学 

  談話分析を用いた新しい痴呆検査法及び痴呆予防・言語リハビリ訓練法開発に関する

研究 徳山工業高等専門学校助教授/国重 徹 70万 

萌芽研究（新規） 総合・新領域系 総合領域 科学教育・教育工学 

  ‘言語の遺伝子‘FOXP2 の脳形成における役割についての研究 株式会社三菱化学生

命科学研究所研究員/高橋 浩士 170万 

萌芽研究（新規） 人文社会系 人文学 文学 

  児童・生徒の自然科学的能力を構成する国語能力の分析に関する基礎的・実証的研究 

長崎大学教育学部助教授/鈴木 慶子 130万 

萌芽研究（新規） 人文社会系 人文学 言語学 

  芭蕉作品における言語使用の特色に関する研究 日本文理大学工学部助教授/太田 清

子 80万 

  口語音声資料を用いた北京語の語彙的軽声の発生メカニズムの解明に関する基礎研究 

京都産業大学外国語学部教授/中川 千枝子 60万 

  コーパスに基づく話し言葉文体論の構築 独立行政法人国立国語研究所/前川 喜久雄 

170万 

  ブラジル沖縄系移民社会における言語接触 大阪大学文学部研究科教授/工藤 真由美 

190万 

  言語接触によって誕生した新生言語体系の形成過程を解明する調査研究 東京都立大

学人文学部助教授/Daniel Long 160万 

  意味役割理論と動詞句の統語構造に関する研究 筑波大学助教授/加賀 信広 80万 

  インタネットを利用した所有名詞表現の分布と情報構造に関する理論的・実証的研究 

大阪大学文学研究科教授/大庭 幸男 230万 

  非漢字圏学習者の漢字の認識力・推測力を高めるための教材の開発 東京大学講師/

前原 かおる 50万 

  文部（科学）省国費学部留学生の日本留学体験―大規模追跡調査のための基礎研究― 

東京外国語大学助教授/宮城 徹 110万 

  オンラインによる日本語教師教育者研修に関する総合的研究 広島大学教育学研究科

助教授/横溝 紳一郎 130万 

  スタディー・スキルの養成を目指した日本語教育プログラム開発のための基礎研究 

九州大学助教授/小山 悟 80万 

  電話による日本語リスニング・スピーキング自動試験の運用性・信頼性・妥当性の検

証 早稲田大学法学部教授/原田 康也 170万 

  高校生の口語能力に関する基礎的研究―高校生の口頭能力試験開発に向けて― 山陽

学園大学コミュニケーション学部講師/山根 智恵 120万 
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  日本語学習者のためのディクテーション・ディクトグロス用コンピュータ教材の開発 

長崎総合科学大学工学部講師/桑戸 孝子（清水 孝子） 60万 

  日本社会における他言語習得の実態に関する研究 宮崎大学教育文化学部教授/長友 

和彦 190万 

  聴覚フィードバックの手法を用いた外国語算出の実証的研究 成城大学文芸学部助教

授/窪田 三喜夫 240万 

萌芽研究（新規） 人文社会系 社会科学 法学 

  スピーキング授業における学習ストラテジー指導モデルの構築 大谷女子大学文学部

教授/高村 博正 240万 

萌芽研究（新規） 人文社会系 社会科学 教育学 

  古典資料と法資料に関する比較文献学的研究―写本と初期印刷本― 新潟大学法学部

教授/葛西 康徳 180万 

  第一期国定国語教科書の編集方針の決定過程についての調査研究 筑波大学助教授/

甲斐 雄一郎 600万 

  国語科書写の再構築に関する基礎的研究 広島大学教育学研究科助教授/松本 仁志 

500万 

  重度聴覚障害児の発話と歌唱に関する研究 筑波大学助教授/加藤 靖佳 160万 

  重複障害のある生徒・成人における携帯メールを用いたコミュニケーション支援 立

命館大学文学部教授/望月 昭 160万 

萌芽研究（継続） 総合・新領域系 総合領域 情報学 

  聴覚障害児の造形教育における音声情報の作用の解明 筑波技術短期大学助教授/児

玉 信正 130万 

  日本手話発話中の話者の顔表情に表れる言語情報の画像認識とその手話認識への応用 

独立行政法人産業技術総合研究所研究員/安本 勝哉 90万 

  語感の認知モデルとコミュニケーションに与える影響に関する研究 東京外国語大学

外国語学部講師/望月 源 100万 

  痛みの認知・表現・推測に関する認知科学的アプローチ 京都大学教育学研究科教授/

子安 増生 80万 

  初期物体概念獲得過程における言語構造の役割に関する文化間比較研究 京都大学情

報学研究科助教授/斎木 潤 150万 

  対人的コミュニケーションの成立基盤と可塑性に関する認知心理学的研究 九州大学

人・環研助教授/神尾 陽子 100万 

萌芽研究（継続） 総合・新領域系 総合領域 人間医工学 

  文体変化に基づく精神的疾患・痴呆症の予知に関する基礎研究 統計数理研究所教授/

村上 征勝 110万 

萌芽研究（継続） 人文社会系 人文学 文学 

  言語遺伝子の同定および変異解析と臨床病型に関する研究 川崎医療福祉大学医療技

術学部教授/熊倉 勇美 110万 

 

  和漢古典籍における「標題文芸」の基礎的研究 国文学研究室助手/相田 満 60万 
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  日独両言語間における通訳行為の理論化と，通訳評価基準の作成 筑波大学助教授/

相沢 啓一 80万 

萌芽研究（継続） 人文社会系 人文学 言語学 

  古典教育と古典教科書に関する国際比較研究―我国における古典教科書の作成にむけ 

て 東京大学人文社会系研究科教授/月村 辰雄 130万 

  音声情報処理技術を応用した弁別素性の音響及び聴覚的側面に関する基礎的研究 京

都大学教授/壇辻 正剛 130万 

  談話における名詞句の定・不定と単複及び数量詞による限定と浮遊に関する意味論的

研究 神戸大学助教授/山森 良枝（松井 良枝） 60万 

  都市内部の言語変種勢力と話者勢力の分布に基づく都市方言研究法の開発 鹿児島大

学法文学部教授/太田 一郎 70万 

  手話の言語技能としての評価法の研究 中京大学教授/神田 和幸 120万 

  手話諸言語辞書の能記の統一的表記によるデジタルアーカイブ化と語彙の比較・対照

研究 東京外国語大学外国語学部講師/中川 裕 120万 

  国際結婚家庭における母語の使用と子への継承：日本語―非英語家庭の言語使用状況

調査 関西学院大学教授/山本 雅代 120万 

  平安時代語における名詞句の基礎的研究 福井大学教育地域科学部助教授/高山 善行 

90万 

  方言アクセント体系の崩壊メカニズムに関する実証的・理論的研究 神戸大学文学部

教授/窪薗 晴夫 100万 

  地理情報システム言語地図の開発 独立行政法人国立国語研究所/大西 拓一郎 120

万 

  言語計算システムの最適性条件と認知システムと脳科学 東北大学文学研究科教授/

中村 捷 80万 

  第二言語獲得におけるメタ言語能力と，科学形成能力の発達に関する実証的研究 宮

城学院女子大学学芸学部教授/遊佐 典昭 100万 

  日本語語彙のネットワークを利用した新たな日本語教育指導法の開発に関する研究 

神戸大学教授/中西 泰洋 90万 

  日本語母語話者教師と非母語話者教師の日本語教育における連携に関する調査及び研

究 九州大学助教授/岡崎 智己 110万 

  年少者のための日本語教育に関する基礎的調査研究 早稲田大学教授/細川 英雄 90

万 

  日本留学試験における記述問題の実施方法と分析観点に関する実証的研究 名古屋大

学教授/村上 京子 60万 

  発音の明瞭性に着眼した発音構造の包括的記述とその語学学習への応用に関する研究 

東京大学情報理工学（系）研究科助教授/峯松 信明 130万 

萌芽研究（継続） 人文社会系 社会科学 社会学 

  セルフ・アクセスおよびポートフォリオを用いた自律学習支援とその効果 山陽学園

大学コミュニケーション学部助教授/清水 律子 800万 

萌芽研究（継続） 人文社会系 社会科学 心理学 
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  聴覚障害者のための要約筆記通訳における要約技術に関わる要因についての研究 広

島県立保健福祉大学保健福祉学部助手/長谷川 純 50万 

  日本的対人コミュニケーション方略の実証的研究 名古屋大学教育学研究科助教授/ 

高井 次郎 90万 

  言語指標を用いた社会的推論過程の解明―帰納・演繹過程の国際比較研究 神戸大学

文学部助教授/松見 法男 50万 

萌芽研究（継続） 人文社会系 社会科学 教育学 

  多層的な感情について語ることの発達：幼児期3年間の縦断的研究 東洋大学社会学

部教授/久保 ゆかり 90万 

萌芽研究（継続） 理工系 工学 土木工学 

  通級指導教室における言語障害児への生活充実指向型教育支援プログラムの構築 独

立行政法人国立特殊教育総合研究所/牧野 泰美 80万 

萌芽研究（継続） 生物系 医歯薬学 看護学 

  歩行者の経路誘導のための都市交通空間の言語表現に関する研究 神戸大学自然科学

研究科教授/朝倉 康夫 150万 

若手研究（A）新規 人文社会系 人文学 史学 

  言語発達とコミュニケーション―「香り」が及ぼす脳への影響を活用した言語訓練― 

聖隷クリストファー大学看護学部教授/竹田 千佐子 30万 

若手研究（A）継続 総合・新領域系 総合領域 情報学 

  漆工房と漆紙文書・木簡の研究 名古屋大学文学研究科助教授/古尾谷 知浩 440万 

  単語と文書の意味クラスをベースとするスクリプトの自動学習に関する研究 北陸先

端科学技術大学院大学情報科研助教授/鳥沢 健太郎 570万 

若手研究（B）新規 総合・新領域系 総合領域 情報学 

  文書集合からの事態関係知識の自動獲得と深い言語理解への応用 奈良最先端科学技

術大学院大学情報科研助教授/乾 健太郎 410万 

  構文情報に基づくプログラム要素のトレーサビリティに関する研究 和歌山大学シス

テム工学部助手/福安 直樹 80万 

  マークアップ言語を基点としたデータ交換指向システム開発手法に関する研究 和歌

山大学システム工学部助教授/満田 成紀 160万 

  古文書の文字認識に向けて―くずし字画像からの筆順推定と認識辞書の作成― 大阪

市立大学人文社会系研究科講師/安倍 広多 110万 

  自動車の運転を例とした自然言語の提供方法と理解の効率および作業への影響の関係 

科学警察研究所研究員/木平 真 180万 

  語の共起依存特性に基づく語彙連鎖を用いた連想的情報断片探索手法と応用に関する

研究 北海道大学工学（系）研究科（研究院）助手/赤石 美奈 230万 

  高密度表現を利用したまとめ型要約に必要な言語変換技術 長岡技術科学大学工学部

講師/山本 和英 190万 

  自己記述的なインターフェースを備えた音声対話システムの研究 京都大学情報学研

究科助手/駒谷 和範 150万 

  実世界の大規模言語資源からの翻訳知識獲得に基づく機械翻訳モデルの研究 京都大
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学情報学研究科講師/宇津呂 武仁 190万 

  ささやき声の音響的特長と音声分析用データベースシステムの構築に関する研究 北

海道教育大学教育学部講師/今野 英明 110万 

  討論音声を対象とした音響情報による話者の発話状態の推定に関する研究 千葉大学

自然科学研究科助手/西田 昌史 130万 

  話し言葉音声認識のための発話速度変動に頑健な音響モデルの開発 信州大学工学部

助手/菅沼 直樹 210万 

  音声対話における誤り訂正発話の検出と頑健な対話システムの研究 豊橋技術科学大

学工学部講師/北岡 教英 110万 

  音声・音楽識別技術に関する基礎的研究 千葉工業大学情報科学部助教授/大川 茂樹 

120万 

  対話中の顔表情認識とその音声対話システムへの応用 早稲田大学理工学部助手/藤

江 真也 140万 

  音声対話システムにおける非言語音声情報の検出と音声認識の高精度化 福岡大学工

学部助手/高橋 伸弥 110万 

  日本語の特性を利用した書誌データ、ウェブページ等のテキスト自動分類法の基礎的

研究 駿河台大学文化情報学部講師/石田 栄美 180万 

  ルールベース異形認識に基づく専門用語語彙の体系的収集手法の構築 独立行政法人

大学評価・学位授与機構助手/芳鐘 冬樹 80万 

  日常言語と詩的言語における共感覚メタファーの比較による表現効果喚起プロセスの

解明 電気通信大学電気通信学部講師/坂本 真樹 50万 

若手研究（B）新規 総合・新領域系 総合領域 人間医工学 

  XML によるモデル記述型統計解析言語の設計と開発 青山学院大学経済学部助手/藤

原 丈史 120万 

  聴覚障害者講義での質問者の手話の自動撮影による学生間の意思疎通支援に関する研

究 名古屋大学情報科学研究科助手/竹内 義則 130万 

  自己最適化知識ベースを備えた日本語点字翻訳サーバの開発 鹿児島大学工学部助手

/小野 智司 170万 

若手研究（B）新規 総合・新領域系 総合領域 教育科学・教育工学 

  発話障害者支援装置を目的とした発話タイミングとイントネーションに関する研究 

日本文理大学工学部助教授/上見 憲弘 180万 

  WWW 文書のコラージュ的編集から学術的な論作文へと高める文章技術指導法の確立 

茨城大学人文学部講師/舟生 日出男 240万 

  Web ページによる学校・保護者・児童生徒間のコミュニケーションに関する研究 愛

知教育大学教育学部助手/梅田 恭子 170万 

  教育的に望ましくない手書き文字を指摘できる教育用手書き日本語入力ツールの実現 

福岡工業大学工学部講師/坂東 宏和 160万 

  ネットワークを介した遠隔地手話コミュニケーションの基礎的検討 筑波技術短期大

学助教授/皆川 洋喜 230万 

若手研究（B）新規 人文社会系 人文学 文学 
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  携帯電話・PDA と音声認識技術を利用した聴覚障害者のための対面対話支援方法の研

究 筑波技術短期大学助手/三好 茂樹 150万 

若手研究（B）新規 人文社会系 人文学 言語学 

  日清・日露戦争期における〈文〉というジャンルと作文教育 鳥取大学教育地域科学

部講師/北川 扶生子 220万 

  江戸時代初期草双紙における芸能関係表現についての基礎的研究 立命館大学文学部

講師/斉藤 千恵 130万 

  現代中国語の空間表現についての研究：日本語・英語との対照を視野に入れて 名古

屋大学助教授/丸尾 誠 50万 

  オノマトペの韻律計算機構の獲得と変異に関する研究 大阪外国語大学外国語学部助

教授/那須 昭夫 90万 

  日本語母国語話者の日英語の音声語彙認識における心内辞書の語彙間の隣接効果につ

いて 大東文化大学外国語学部講師/米山 聖子 180万 

  音韻理論，及び音韻習得理論の心的実在性からの検証 法政大学文学部講師/川崎 貴

子 180万 

  話しことばのリズムから見た音声知覚と産出との関係について 法政大学文学部講師

/田嶋 圭一 210万 

  西洋基督教宣教師による初期漢訳聖書（その語彙と文体）の系譜に関する基礎的研究 

愛知大学国際コミュニケーション学部講師/塩山 正純 220万 

  唐話の総合的研究 関西大学文学部講師/奥村 佳代子 110万 

  節を補部とする名詞の統語的・意味的記述の試み 長崎純心大学人文学部講師/金城 

由美子 140万 

  分節音のもつ共鳴性と音節構造に関する対照言語学的考察 秋田工業高等専門学校講

師/桑本 裕二 50万 

  中古語における叙法体系の研究 東北大学文学部研究科助教授/大木 一夫 60万 

  副詞の用法を予測する連用修飾の関係構成の体系化と日本語教育文法への応用 福島

大学経済学部助教授/井本 亮 70万 

  漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究 群馬大学教育学部助教授/小林 英樹 50万 

  日本語における「とりたて」の体系化に関する記述的研究 千葉大学教育学部講師/

安部 朋世 40万 

  幕末・明治初期における日英対訳会話書の諸本の書誌と受容実態の研究 東京大学人

文社会系研究科助手/常盤 智子 120万 

  比較・程度・限定を表す日本語助詞の其他否定用法獲得に関する研究 名古屋工業大

学講師/宮地 朝子 160万 

  宣命体資料の収集及びデータベース化についての研究 長崎大学環境科学部助教授/

池田 幸恵 120万 

  山梨県奈良田方言の音韻・文法とその変化に関する研究：方言接触の観点から 東京

都立大学人文学部助手/小西 いずみ 100万 

  統語規則と運用ルールの変遷－日本語の敬語と恩恵の授受の表現－ 愛知県立大学外

国語学部助教授/東 弘子 80万 
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  近世前期刊行の字書諸本に関する基礎的研究 熊本県立大学文学部講師/米谷 隆史 

50万 

  日本語のテンス・アスペクト体系の変遷に関する研究 実践女子大学文学部助手/福嶋 

健伸 50万 

  日本における文学研究史・文字意識史の基礎的研究 白百合女子大学文学部助教授/

矢田 勉 100万 

  鎌倉時代複合動詞語彙のデータベース作成および基礎的研究 比治山大学現代文化学

部助教授/土居 裕美子 70万 

  「行為－結果」言語化のメカニズム 事象構造，語彙概念構造の未来 信州大学経済

学部講師/兼元 美友 120万 

  主語の格と一致に関する共時的・通時的研究 名古屋大学文学研究科助教授/田中 智

之 170万 

  統語理論を応用・発展させ，様々な言語の不定詞句及び受動構文の構造を解明するこ

と。 高知大学教育学部助教授/松原 史典 60万 

  極小論に基づく新たな音韻表示を構築する研究 東北学院大学文学部助教授/那須川 

訓也 120万 

  複合名詞句形成のメカニズムとその応用 長岡技術科学大学講師/松田 真希子 180

万 

  広告資料による映像コーパスの作成と広告を利用した日本語教授法の開発に関する研

究 名古屋大学助教授/杉村 泰 170万 

  存在・所有を表す漢語合成語に関する実証的・理論的研究とその日本語教育への応用 

大阪外国語大学講師/山川 太 40万 

  日本語韻律指導方法の確立に関する研究 広島大学教育学研究科講師/松崎 寛 60

万 

  植民地台湾における社会教育・初等教育の国語教科書研究 田園調布学園大学人間福

祉学部講師/藤森 智子 150万 

  外国人交換留学高校生の日本語習得と異文化適応 長崎外国語短期大学講師/岡部 悦

子 130万 

  日本語学習者と日本語母語話者の提案の言語行動に関する実証的研究 独立行政法人

国立国語研究所研究員/椙本 総子 180万 

  コンピューター利用の対話形式の談話構造の特徴と第二言語習得への応用利点の検証 

立命館大学文学部講師/北出 慶子 70万 

  意味構造と統語構造のリンキングの獲得における形態素の役割について 久留米大学

講師/庄村 陽子 90万 

若手研究（B）新規 人文社会系 人文学 文化人類学 

  Web を利用した語彙サイズ測定テストの開発 茨城工業高等専門学校講師/奥山 慶洋 

50万 

若手研究（B）新規 人文社会系 社会科学 心理学 

  統治下沖縄の言語教育における英語・国語・オキナークチの歴史的位相の再検討 佐

世保工業高等専門学校講師/下司 睦子 100万 
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  現代台湾における植民地統治遺産「日本語」の影響に関する緊急調査研究 県立広島

女子大学国際文化学部助手/上水流 久彦 80万 

  外来語の影響を考慮した中間言語心的辞書モデルの構築 株式会社国際電気通信基礎

技術研究所/駒木 亮 100万 

  教員志望学生のコミュニケーション能力に関する研究―傾聴的態度の表出と伝達― 

弘前大学教育学部助教授/花屋 道子 90万 

  リテラシー育成指向の読書指導研究のための国際標準に基づく読書力診断テストの開

発 山形大学教育学部講師/足立 幸子 140万 

  グループ活動を基盤とした文章表現学習の教材開発に関する基礎的研究 岐阜大学教

育学部助教授/小林 一貴 80万 

  戦前期中等学校「国語科」教員検定試験制度に関する歴史的研究 鳥取大学教育地域

科学部講師/小笠原 拓 180万 

  論理的文章の推論読みの学力形成と教師の学力観との関わりに関する実証的研究 島

根大学教育学部助教授/間瀬 茂夫 90万 

若手研究（B）継続 総合・新領域系 総合領域 情報学 

  聴覚障害幼児・児童に対する日本手話指導教材の開発とその実践的応用 金沢大学教

育学部助教授/武居 渡 180万 

  聴覚障害学生を対象とした情報通信端末を用いたコミュニケーション支援システムの

開発 筑波技術短期大学助手/大塚 和彦 130万 

  Java による次世代 Prolog 言語処理系及びそのアプリケーションの開発 神戸大学講

師/番原 睦則 100万 

  音声・言語現象の個人性モデルに基づく対話音声理解システムの開発 静岡大学工学

部助教授/甲斐 充彦 80万 

  手書き文字の固有変形の抽出とその文字認識における利用に関する研究 九州大学シ

ステム助教授/内田 誠一 50万 

  語彙化文法理論に基づく言語学的に妥当な文法の自動獲得 東京大学助手/宮尾 祐介 

120万 

  大規模音声言語対訳コーパスを用いた同時的な対話翻訳手法の開発とその評価 名古

屋大学助教授/松原 茂樹 130万 

  手話における非手指動作の機能の分析とその手話画像への導入効果 筑波技術短期大

学助手/河野 純大 50万 

  低認識精度発声に対する音声認識に関する研究 徳島大学工学部助手/柘殖 覚 90

万 

  言語の起源と進化を解明するための構成論的システムの開発に関する研究 北陸先端

科学技術大学院大学助教授/橋本 敬 160万 

  音声コミュニケーション内の応答における韻律情報 公立はこだて未来大学助手/長

崎 康子 70万 

  ノンバーバル情報を用いた「礼儀正しい」インタフェースの研究 大阪電気通信大学

総合情報学部講師/小森 政嗣 50万 

  N グラムモデルを用いたクラスタ分析による大規模漢字文献分析の基礎的研究 花園          
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大学文学部講師/師 茂樹 80万 

若手研究（B）継続 総合・新領域系 総合領域 科学教育・教育工学 

  専門用語における新語の寿命を予測するモデルの構築 国立情報学研究所助手/辻 慶

太 50万 

  配列の対を生成する統計的言語モデルの開発と配列解析への適用 京都大学科学研究

所助手/上田 展久 70万 

  メタ認知開発に焦点を当てたコミュニケーション活動の改善に関する実証的研究 千

葉大学教育学部助教授/山下 修一 110万 

  失語症患者のための言語学習教材の調査と CG アニメーションを用いた学習ツール開

発 名古屋市立大学助手/成田 美保 130万 

若手研究（B）継続 人文社会系 人文学 文学 

  日本語におけるカタカナ語の使用実態調査と材彙習得支援環境の構築 愛知教育大学

教育学部助教授/野崎 浩成 90万 

  文字メディアの教育的活用を通じた読解リテラシー形成に関する研究 大阪府立大学

総合科学部助手/西森 章子 100万 

  馬瀬狂言資料の研究 昭和女子大学人間文化学部講師/山本 晶子 60万 

  『曾我物語』諸テキストのデータ化に基づく本文研究 昭和学院短期大学助教授/小井

土 守敏 40万 

  抵抗する翻訳―太平洋戦争期における英文学作品の翻訳について 帯広畜産大学畜産

学部講師/斎藤 一 50万 

  「満洲国」の中国語文学作品に見る日本人・日本語像と複数言語状況 千葉大学助教

授/橋本 雄一 70万 

  ドイツ語における事態分析についての研究：日英語との比較対照を含めて 島根大学

法文学部助教授/大薗 正彦 30万 

  日本語関係節構造における発話解釈コストに関する語用論的研究 富山大学人文学部

助教授/加藤 重広 80万 

  自然言語における態交替現象に関する語彙意味論的研究 愛媛大学法文学部講師/今

泉 志奈子 90万 

  中国人日本語学習者の発話にみられる「不明瞭さ」の音声学的研究 広島大学助教授/

石原 淳也 40万 

  沖縄県における人称表現の実態調査 琉球大学教育学部講師/高橋 美奈子 100万 

  裁判における言語の諸相 立命館大学法学部助教授/堀田 秀吾 60万 

  通時的変化を反映した共時的音韻現象に関する日露対照言語学的研究 富山大学人文

学部講師/安藤 智子 120万 

  アイルランド語と日本語の移動現象に関する比較研究 岐阜大学地域科学部助教授/

牧 秀樹 70万 

  自然言語のダイナミック・セマンティクス，タイプ理論の研究とその情報学への応用 

大阪大学助教授/緒方 典裕 70万 

  複数の外国語発話におけるポーズの生成機構と評価に関する研究 北海道医療大学講

師/林 良子 120万 
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  変異理論を用いた方言接触と言語消滅の研究－旧南群島パラオ島の日本語 武蔵野大

学現代社会学部講師/松本 和子 90万 

  自発音声コーパスを用いた音声転訛現象の言語内的。外的要因の分析 独立行政法人

国立国語研究所研究員/小磯 花絵 100万 

  現代東北方言の文法的諸特徴の記述およびその変容に関する調査研究 福島大学教育

学部助教授/半沢 康 50万 

  中世悉曇学の基礎的研究 東京大学人文社会系研究科助教授/肥爪 周二 80万 

  「語」と「句」の構造についての歴史的研究 京都府立大学文学部助教授/青木 博史 

90万 

  倭玉篇の諸本収集及び分類とその諸本間に於ける内容の歴史的変遷に就いての研究 

日本大学文理学部助手/鈴木 功眞 30万 

  東日本方言アクセントの変化過程の実験音韻論的研究 松蔭女子大学講師/吉田 健二 

30万 

  西教寺並びに法勝寺関係聖教における訓点資料の基礎的研究 大谷女子大学文学部助

教授/宇都宮 啓吾 80万 

  近世初期古辞書の漢字字体に関する研究 北海道大学文学研究科助手/白井 純 50

万 

  『全国方言文法辞典』のための諸方言の文法に関する記述的研究 秋田大学教育文化

学部助教授/日高 水穂 70万 

  近代翻訳語成立史の基礎的研究 茨城大学人文学部講師/桜井 豪人 90万 

  声明資料を利用した日本材の音節構造に関する歴史的研究 京都大学人間・環境学研

究科（研究院）助手/浅田 健太朗 90万 

  古代辞書の研究―『図書寮本類聚名義抄』片仮名和訓を中心に― 京都大学文学研究

科助教授/大槻 信 140万 

  官制国語審議会の日本語史的研究 大阪女子大学人文社会学部講師/山東 功 70万 

  日本語動詞句の統語構造と意味解釈についての研究 聖徳大学人文学部講師/北原 博

雄 40万 

  「版本狂言記」を主軸に据えた狂言詞章の分析と近世期国語の再構築 純心女子短期

大学講師/荻野 千砂子 50万 

  漢語研究資料としての明治前期語い集型往来の資料的性格の分析と語い索引の作成 

独立行政法人国立国語研究所研究員/小椋 秀樹 50万 

  言語習得・言語障害のデータに基づいた有標・無標の研究 東京農工大学工学部助教

授/都田 青子 110万 

  日英語の名詞化補文の普遍性と個別性に関する記述的・理論的研究 信州大学教育学

部助教授/大竹 芳夫 80万 

  日英語の数量詞と関係節の相関に基づく両者の統語的・意味的機能の研究 広島女学

院大学文学部講師/田中 秀樹 100万 

  関連性理論に基づいた日・英語の反復と省略表現に関する認知的対照研究 群馬大学

社会情報学部講師/井門 亮 50万 

  コーパスに基づく語彙研究―新語彙の定着過程と既存の語彙体系に与える影響の解明   
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― 文化女子大学室蘭短期大学部講師/加野 まきみ（木村 まきみ） 70万 

  WWW を利用した漢字教育のための統合型学習環境の研究 佐賀大学理工学部助教授/

林 敏浩 60万 

  日本語学習者の読解プロセスを測定するシステムの開発研究 宮城教育大学教育学部

講師/高橋亜紀子 110万 

  日本の話し言葉における文末表現の使用実態 東京学芸大学講師/許 夏玲 20万 

  日本語表現教育におけるビジュアル化の研究 福井大学助教授/脇田 里子 80万 

  日本語分析技術の総合的向上と自己修正型教師の養成を目的とした訓練方法に関する

研究 信州大学人文学部講師/坂口 和寛 70万 

  日本語学習者における「自然な文連鎖」の認識と文章理解，文章作成能力との相関関

係 滋賀大学教育学部助教授/甲田 直美 50万 

  日本植民地におけるラジオ萌芽期の語学講座「国語講座」に関する基礎的研究 徳島

大学助教授/上田 崇仁 110万 

  韓国系日本語学習者における尊敬語と謙譲語の知識と運用の関係 広島経済大学経済

学部講師/宮岡 弥生 70万 

若手研究（B）継続 人文社会系 人文学 史学 

  日本語―カンボジア語辞書検索のための補正システム構築 東京外国語大学外国語学

部助教授/上田 広美 120万 

  日本手話使用者の言語的直感に即した日本手話造語システムに関する基礎研究 愛知

医科大学看護学部講師/原 大介 120万 

若手研究（B）継続 人文社会系 社会科学 政治学 

  日本古代における漢字文化習得過程の研究 山形大学人文学部助教授/三上 喜孝 50

万 

若手研究（B）継続 人文社会系 社会科学 社会学 

  古代城柵官衙遺跡出土木簡の研究―律令制浸透過程解明の基礎作業として― 東北芸

術工科大学芸術学部講師/村木 志伸 100万 

  助辞と徂徠学とを中心とする江戸時代の言語論と政治思想の研究 東京都立大学法学

部助手/相原 耕作 130万 

  吃音者によるセルフヘルプ・グループにおける参加者の自己変容 富山大学人文学部

助教授/伊藤 智樹 50万 

  加齢にともなうコミュニケーション障害についての相互行為論的研究 東海大学講師

/前田 泰樹 60万 

若手研究（B）継続 人文社会系 社会科学 心理学 

  身体の名づけに見る人種・民族イメージの変遷―文化・歴史学的研究 広島国際大学

人間環境学部講師/西村 大志 60万 

  会話分析の発想と技法に関する系統論的基礎研究 北星学園大学社会福祉学部助教授

/水川 喜文 70万 

  乳幼児期の母子のコミュニケーション成立に関わる母親のことばかけの縦断的発達 

湘北短期大学講師/岡本 依子 130万 

  乳幼児が動きや属性を表す語を学習するメカニズムについての研究 東京大学教育学   
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研究科助教授/針生 悦子 60万 

  音声コミュニケーション時の対話の逐次進行に対する理解応答能力測定のための基礎

研究 独立行政法人大学入試センター助教授/内田 照久 110万 

 

［日本学術振興会取扱い分］ 

ａ）科学研究費 

基盤研究（S）継続 人文社会系 人文学 文学 

  国際コラボレーションによる日本文学研究資料情報の組織化と発信 国文学研究資料

館教授/安永 尚志 2150万 

基盤研究（S）継続 人文社会系 人文学 言語学 

  寺院経藏の構成と伝承に関する実証的研究―高山寺の場合を例として― 北海道大学

文学研究科教授/石塚 晴通 1430万 

基盤研究（S）継続 人文社会系 社会科学 心理学 

  聴覚の文法：言語と非言語とを包括する体制化の研究 九州大学芸術工学研究院教授/

中島 祥好 1030万 

基盤研究（A）一般（新規） 総合・新領域系 総合領域 情報学 

  円滑な情報伝達を支援する言語規格と言語変換技術 京都大学情報学研究科助教授/

佐藤 理史 790万 

  講演・講義・討論のディジタルアーカイブ化のための音声・映像の認識と理解 京都

大学教授/河原 達也 1440万 

  読書の熟達化プロセスの解明とその教育への応用 東京大学助教授/植田 一博 2930

万 

基盤研究（A）一般（新規） 人文社会系 人文学 文学 

  日本古典籍分類概念表の確立と古典籍総合目録データベースにおける分類化促進 国

文学研究資料館教授/鈴木 淳 530万 

基盤研究（A）一般（新規） 人文社会系 人文学 言語学 

  日本語・英語・中国語の対照に基づく，日本語の音声言語の教育に役立つ基礎資料の

作成 神戸大学国際文化学部助教授/定延 利之 820万 

  留学生の日本語能力測定のためのテスト項目プールの構築 東京外国語大学教授/伊

東 祐郎 1120万 

基盤研究（A）一般（新規） 人文社会系 人文学 心理学 

  胎児期からの母子コミュニケーションの発達と支援にかんする縦断研究 滋賀県立大

学人間文化学部助教授/竹下 秀子 1990万 

基盤研究（A）一般（継続） 総合・新領域系 総合領域 情報学 

  人間の動作解析に基づく感情と意図の理解およびそのコミュニケーションへの応用 

神戸大学教授/有木 康雄 490万 

  対話言語としての手話の記述法のための認知機構解析に関する基礎研究 工学院大学

工学部教授/長嶋 祐二 600万 

  分散して蓄積された音声データを用いて多様な音響モデルを作成する方法の研究 名

古屋大学情報科学研究科教授/武田 一哉 1150万 
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  モノとヒトの間に介在する感性情報の伝達図式の解明 広島国際大学人間環境学部教

授/吉田 倫幸 1120万 

基盤研究（A）一般（継続） 総合・新領域系 総合領域 科学教育・教育工学 

  コーパスと統計的手法を用いた手話解析とその手話教育への応用の研究 中京大学教

授/神田 和幸 690万 

基盤研究（A）一般（継続） 総合・新領域系 総合領域 文化財科学 

  紙素材文化（文書・典籍・聖教・絵図）の年代推定に関する基礎的研究 富山大学人

文学部教授/富田 正弘 470万 

基盤研究（A）一般（継続） 人文社会系 人文学 文学 

  能テキストの細羅的調査・系統分類と『謡曲大成』の作成 早稲田大学文学部教授/

竹本 幹夫 510万 

  旧植民地所在日本書籍の重点資料の本文研究と総合解題目録作成についての研究 国

文学研究資料館教授/松野 陽一 1010万 

  幕末期より明治初期にかけての肥前・肥後における歌学・漢学及び文事に関する研究 

九州大学人文科学研究科（研究院）教授/上野 洋三 490万 

  蔵書形成を視点とした戦国毛利氏の文芸についての基礎的研究と旧蔵書目録の作成 

県立広島女子大学国際文化学部教授/樹下 文隆 490万 

  日本・中国・ヨーロッパ文学における絵入本の基礎的研究及び画像データ・ベースの

構築 実践女子大学文学部教授/渡辺 守邦 770万 

  江戸時代初期出版年表の作成 国文学研究資料館教授/岡 雅彦 970万 

  20世紀台湾の言語・文学・演劇映画に関する総合的研究 東京大学人文社会系研究科

教授/戸倉 英美 890万 

基盤研究（A）一般（継続） 人文社会系 人文学 言語学 

  日常的推論の論理と言語形式：量化表現，条件文，モーダル表現を中心として 神戸

松蔭女子学院大学文学部教授/郡司 隆男 870万 

  語彙論の基盤となる語素コード・単語コードの研究及びその電子辞書開発 名古屋大

学文学研究科教授/田島 毓堂 640万 

  人間言語の本質的特性に関する理論言語学・機能言語学・言語脳科学による統合的研

究 東京都立大学人文学部教授/中島 平三 850万 

  日本留学試験が日本語教育に及ぼす影響に関する調査・研究 横浜国立大学教授/門倉 

正美 670万 

  インターネット上でアクセス可能な日本語能力試験の開発に関する基礎的研究 東京

女子大学現代文化学部教授/西原 鈴子 1420万 

基盤研究（A）一般（継続） 人文社会系 人文学 史学 

  東大寺所蔵聖教文書の調査研究 独立行政法人文化財研究所奈良文化財研究所/綾村 

宏 500万 

  禅宗寺院文書の古文書学的研究―宗教史と史料論のはざま― 東京大学史料編さん所

教授/保立 道久 670万 

  禁裏・宮家・公家文庫収蔵古典籍のデジタル化による目録学的研究 東京大学史料編

さん所助教授/田島 公 750万 
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  大規模武家文書群による中・近世史料学の統合的研究―萩藩家老益田家文書を素材に

― 東京大学史料編さん所教授/久留島 典子 760万 

基盤研究（A）一般（継続） 人文社会系 社会科学 経営学 

  インターネットにおけるコミュニケーションとコミュニティの戦略的構築に関する研

究 神戸大学経営学研究科教授/石井 淳蔵 420万 

基盤研究（A）一般（継続） 人文社会系 社会科学 心理学 

  教師の「ディスカッション」技能の開発と教育支援システム作り 九州大学人間・環

境学研究科（研究院）教授/丸野 俊一 970万 

基盤研究（A）一般（継続） 人文社会系 社会科学 教育学 

  児童・生徒の言語能力と言語生活 独立行政法人国立国語研究所/島村 直己 750万 

基盤研究（A）展開研究（継続） 人文社会系 人文学 文学 

  古典籍・古文書解読のための自習システムの開発 国文学研究資料館教授/山崎 誠 

890万 

基盤研究（A）海外学術調査（継続） 人文社会系 人文学 文学 

  在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査 国文学研究資料館教授/松野 陽一 

650万 

基盤研究（B）一般（新規） 総合・新領域系 総合領域 情報学 

  音声コミュニケーションにおける知覚と生成の相互作用に関する研究 北陸先端科学

技術大学院大学情報科研教授/赤木 正人 830万 

  音声モンタージュシステムの開発研究 科学警察研究所研究員/木戸 博 530万 

基盤研究（B）一般（新規） 総合・新領域系 総合領域 人間医工学 

  喉頭摘出患者の音声リハビリテーションに関する研究 日本大学医学部講師/牧山 清 

1220万 

基盤研究（B）一般（新規） 総合・新領域系 総合領域 科学教育・教育工学 

  障害児者用日本語版高度シンボルコミュニケーション・デバイスと学校カリキュラム

開発 独立行政法人国立特殊教育総合研究所/大杉 成喜 700万 

基盤研究（B）一般（新規） 人文社会系 人文学 哲学 

  新しい公共的対話モデルの有効性の検討 大阪大学文学研究科教授/中岡 成文 340

万 

基盤研究（B）一般（新規） 人文社会系 人文学 文学 

  萬葉集の新総合校本による古写本古次点本を中心とする本文訓点研究 東京学芸大学

名誉教授/林 勉 220万 

  沖縄県宮古諸島における儀礼歌謡の収集・研究とデータベース化 琉球大学法文学部

教授/玉城 政美 680万 

  昭和戦前新聞文芸記事に関する総合的調査及び研究 湘南短期大学教授/奥出 健 

800万 

  原典資料の調査を基礎とした仮名垣魯文の著述活動に関する総合的研究 国文学研究

資料館教授/谷川 恵一 570万 

  鎌倉期文献の継受と展開に関する総合的研究 国文学研究資料館教授/田渕 句美子 

270万 
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  翻訳の言語態―言語論的視点と文化論的視点から 東京大学総合文化研究科教授/湯

浅 博雄 570万 

基盤研究（B）一般（新規） 人文社会系 人文学 言語学 

  言語記述と言語教育の相互活性化のための日本語・中国語・韓国語対照研究 筑波大         

学助教授/沼田 善子 160万 

  フィールドワークに適した遠隔操作音声収録・分析装置の開発研究 京都大学教授/

壇辻 正剛 380万 

  言語使用と文法規則との相互作用に関する理論的・実証的研究 京都大学文学研究科

教授/田窪 行則 300万 

  琉球語諸方言の動詞，形容詞の形態論に関する調査・研究 沖縄大学人文学部助教授/

高江洲 頼子 130万 

  国際的視点から見た日本語・朝鮮語における漢分訓読に関する実証的研究 富山大学

人文学部教授/小助川 貞次 630万 

  日本語史の理論的・実証的基盤の再構築 大阪大学文学研究科教授/金水 敏 180万 

  話し言葉コーパスに基づく言語変異現象の定量的分析 独立行政法人国立国語研究所

/前川 喜久雄 640万 

  助動詞の体系が言語に及ぼす影響に関する理論的・実証的総合研究 筑波大学教授/

鷲尾 龍一 330万 

  焦点表現の獲得と統語・意味のインターフェイス 慶應義塾大学経済学部助教授/松岡 

和美 270万 

  インターネット・文学音声言語統合型日本語教育システムの地球規模の運用実験と評

価 岩手大学工学部助教授/三輪 譲二 530万 

  言語テストSPOT-WEB版の開発と解答行動の研究 筑波大学助教授/小林 典子 340万 

  教室参加者の共同構築的情報インデックスを付した日本語授業コーパスのための調査

研究 千葉大学文学部助教授/村岡 英裕 350万 

  多言語併用環境における日本語の習得，教育，及び支援に関する研究 宮崎大学教育

文化学部教授/長友 和彦 370万 

  年少者日本語教育における日本語教材，教授法および教育行政システム構築に関する

研究 早稲田大学教授/川上 郁雄 350万 

  日本語教員養成における実践能力の育成と教育実習の理念に関する調査研究 京都外

国語大学外国語学部教授/中川 良雄 310万 

基盤研究（B）一般（新規） 人文社会系 人文学 史学 

  13，14世記東アジア諸言語史料の総合的研究 元朝史料学の構築のために 奈良大学

文学部教授/森田 憲司 770万 

基盤研究（B）一般（新規） 人文社会系 社会科学 心理学 

  顔の持つコミュニケーション性についての文化的，社会心理学的研究 大阪大学人間

科学部教授/大坊 郁夫 1000万 

  発達障害児に対する会話発達アセスメント方法と支援プログラムの開発に関する研究 

筑波大学助教授/長崎 勤 410万 

  「顔が変わる」ことを体験した外科矯正患者の非言語的コミュニケーションの臨床的
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検討 鹿児島大学医歯（薬）学総合研究科講師/梶原 和美 870万 

基盤研究（B）一般（新規） 人文社会系 社会科学 教育学 

  生涯にわたる読書能力の形成に関する総合的研究 国立教育政策研究所研究員/立田

慶裕（山本慶裕） 520万 

  国語科教育改善のための言語コミュニケーション能力の発達に関する実験的・実践的

研究 京都教育大学教育学部教授/位藤 紀美子 780万 

  日本の伝統的なリズムの学習に関する基礎的研究―語られる言葉から歌われる言葉へ

― 岡山大学教育学部教授/奥 忍 240万 

基盤研究（B）海外学術調査（新規） 人文社会系 人文学 文学 

  大英図書館所蔵朝鮮本及び日本古書の文献学的・語学的研究 富山大学人文学部教授/

藤本 幸夫 410万 

基盤研究（B）一般（継続） 総合・新領域系 総合領域 情報学 

  多言語同時処理によるアジア系言語の自然言語翻訳に関する基礎研究 大阪外国語大

学外国語学部教授/高階 美行 260万 

  全電子化検定済み教科書データの解析と大規模日本語コーパスの構築 東京外国語大

学外国語学部助教授/佐野 洋 460万 

  汎用音声符号系を用いた音声の統一的符号化と音声処理応用システムの研究 筑波大

学教授/田中 和世 520万 

  大規模音声データベースの内容要約と音声対話による内容検索システムの研究 豊橋

技術科学大学工学部教授/中川 聖一 400万 

  大規模対話コーパスを用いたロバストな音声対話処理技術の開発 名古屋大学助教授

/河口 信夫 490万 

  言語研究のためのコーパスの作成と利用に関する研究 奈良先端科学技術大学院大学

情報科研教授/松本 裕治 460万 

  古文書文字認識システムの高精度化に関する研究 京都大学教授/柴山 守 470万 

  画像情報に基づく複雑背景下での手話認識に関する研究 大阪大学工学（系）研究科

（研究院）教授/白井 良明 460万 

  言語・パラ言語の生成・理解能力を有する会話システムに関する研究 早稲田大学理

工学部教授/小林 哲則 380万 

  擬音語を利用した音の感性的評価に関する研究 九州大学芸術工学研究院教授/岩宮 

眞一郎 190万 

  和漢古典学のオントロジモデルの構築 国文学研究資料館助手/相田 満 540万 

  アーカイブズ情報の集約と公開に関する研究 国文学研究資料館教授/大友 一雄 

580万 

  多様な情報源からの書誌情報の統合法に関する研究 国立情報学研究所教授/高須 淳

宏 530万 

  外国人の日本語・日本文化理解促進のためのTV放送画面への文字情報追加可能性の研

究 電気通信大学教授/外山 昇 200万 

  談話の解釈のモデル化と解釈可能性に基づく日本語文法の構築 中京大学情報科学部

助教授/白井 英俊 280万 
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基盤研究（B）一般（継続） 総合・新領域系 総合領域 人間医工学 

  脳内活動源解析ツールの開発と階層的言語情報処理機構の探索 北海道大学電子科学

研究所教授/栗城 眞也 410万 

基盤研究（B）一般（継続） 人文社会系 人文学 文学 

  未翻刻浄瑠璃正本の網羅的調査・翻刻による浄瑠璃の基礎研究 早稲田大学名誉教授/

鳥越 文蔵 170万 

  中世談義所寺院の知的交流と言説形成 東北大学助手/曽根原 理 110万 

  岩瀬文庫所蔵古典籍の完全調査と書誌データベースの完成 名古屋大学文学研究科助

教授/塩村 耕 180万 

  西鶴作品の全語彙のデータベース化に関する基礎的研究 二松学舎大学文学研究科教

授/竹野 静雄 150万 

  中世後期南都蒐蔵古典籍の復元的研究 埼玉大学教養学部教授/武井 和人 240万 

  日本国外に現存する日本漢籍に関する研究 慶應義塾大学文学部教授/佐藤 道生 

310万 

  萬葉学の中世―古典学の再構築に向けて― 中央大学文学部教授/岩下 武彦 320万 

  古代幼学書の基礎的研究 佛教大学文学部教授/黒田 彰 470万 

  古典文章表記構造の統合処理と検索エンジンの研究 国文学研究資料館助教授/堀川 

貴司 470万 

  幕末明治期における漢詩文系作文書の総合的研究 東京大学総合文化研究科助教授/

斎藤 希史 270万 

基盤研究（B）一般（継続） 人文社会系 人文学 言語学 

  意味論を中心に据えたインターフェイスの再構成と日独語の対照可能性 筑波大学助

教授/森 芳樹 430万 

  東アジア諸語のカテゴリー化と文法化に関する対照研究―多様性から普遍性へ― 東

京大学総合文化研究科教授/生越 直樹 320万 

  プロソディーの多様性と普遍性に関する総合的研究 神戸大学文学部教授/窪薗 晴夫 

240万 

  満洲語記述文法の作成 九州大学人文科学研究科（研究院）助教授/久保 智之 310

万 

  形態・意味・統語を包括する統合的語彙理論の構築 関西学院大学文学部教授/影山 太

郎 320万 

  北方諸言語の類型的比較研究 北海道大学文学研究科教授/津曲 敏郎 560万 

  諸外国語と日本語の対照的記述に関する方法論的研究 筑波大学助教授/青木 三郎 

150万 

  徳之島方言辞典作成のための研究 信州大学人文学部教授/沢木 幹栄 270万 

  指示と照応に関する理論的・実証的研究―経験科学としての生成文法を目指して 九

州大学人文科学研究科（研究院）助教授/上山 あゆみ 240万 

  生成文法に基づいた言語の脳科学―失語症，ERP，MEGによる統合的研究― 東京都立

大学人文学部助教授/萩原 裕子 480万 

  アジアの文化・インターアクション・言語の相互関係に関する実証的・理論的研究 日
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本女子大学文学部教授/井出 祥子 340万 

  日本漢字音データベース（大字音表）作成のための基礎的研究 筑波大学教授/湯沢 質

幸 200万 

  論理的な日本語表現を支える複合辞形式に関する総合研究 滋賀大学教育学部教授/

藤田 保幸 240万 

  バイリンガルとしてみた庵美諸島方言の位相論的研究 広島大学教育学研究科教授/

町 博光 80万 

  方言における文法形式の成立と変化の過程に関する研究 独立行政法人国立国語研究

所/大西 拓一郎 380万 

  「20世紀初期総合雑誌コーパス」の構築による確立期現代語の高精度な記述 独立行

政法人国立国語研究所/田中 牧郎 140万 

  日本語方言形成モデルの構築に関する研究 東北大学文学研究科助教授/小林 隆 

470万 

  方言における述語構造の類型論的研究 大阪大学文学研究科教授/工藤 眞由美 540

万 

  和歌山県所在真言宗寺院所蔵文献の国語史的研究 高知大学人文学部教授/山本 秀人 

330万 

  「声の言語地図」のネットワーク化と「映像の言語地図」開発に関する研究 鹿児島

大学法文学部教授/木部 暢子 620万 

  言語獲得理論にもとづく普遍文法研究―言語獲得と日英語の比較統語論 慶應義塾大

学教授/大津 由紀雄 370万 

  日韓新時代における若者の国際コミュニケーションのあり方と意識に関する研究 独

立行政法人国立国語研究所/尾崎 喜光 80万 

  日本語オンライン学習辞典の開発研究 筑波大学教授/Kaiser Stefan 270万 

  多言語多文化社会を切り開く日本語教育と教員養成に関する研究 お茶の水女子大学

文教育学部教授/岡崎 眸 90万 

  「環境工学系専門日本語」教育システム構築に関する研究 北九州市立大学助教授/

水本 光美 230万 

  テクスト理解と学習―テクストの言語の特徴が理解と記憶に与える効果について― 

神田外語大学教授/堀場 裕紀江 280万 

  第 2次大戦期 興亜院の日本語教育に関する調査研究 慶應義塾大学教授/長谷川 恒

雄 340万 

  日本語学習者による日本語発話と，母語発話との対照データベース 独立行政法人国

立国語研究所研究員/宇佐美 洋 370万 

  外国人被災者のための「やさしい日本語」を用いた災害時の情報伝達についての研究 

弘前大学人文学部教授/佐藤 和之 330万 

  地域における定住外国人の主体的な日本語習得に関する縦断的調査・研究 宮城教育

大学教育学部助教授/市瀬 智紀 200万 

  e-Learning による専門教育及び多文化理解をめざした日本語学習環境の開発 東京

外国語大学助教授/藤村 知子 390万 

 20



調査・目録作成：国立国語研究所 情報資料部門                 平成 18年 11月 30日更新 

  談話研究と日本語教育の有機的統合のための基礎的研究とマルチメディア教材の試作 

東京外国語大学外国語学部教授/宇佐美 まゆみ 340万 

  大学での学習を支える日本語表現能力育成カリキュラムの開発：統合・協働的アプロ

ーチ 東京海洋大学海洋科学部講師/大島 弥生 100万 

  日本語教育と文化リテラシーに関する理論的研究，および，実践モデルの開発 桜美

林大学教授/佐々木 倫子 420万 

  今後の日本語教師教育のための指導者の役割とリーダーシップに関する研究 独立行

政法人国立国語研究所/柳沢 好昭 500万 

基盤研究（B）一般（継続） 人文社会系 人文学 史学 

  仁和寺所蔵典籍の研究 （財）古代學協会教授/角田 文衛 120万 

  中世寺院における内部集団史料の調査・研究 京都大学文学研究科教授/勝山 淸次 

480万 

  大平正芳関係文書の整理・公開・保存および研究基盤の創出に関する調査研究 広島

大学総合科学部助教授/小池 聖一 350万 

  近世国学の展開と荷田春満の史料的研究 国学院大学文学部教授/根岸 茂夫 320万 

  中世顕密聖教の史料学的研究 日本女子大学文学部教授/永村 真 260万 

  Web を利用した歴史史料英日全文連携検索システムの設計と開発に関する研究 大阪

国際大学人間科学部教授/桶谷 猪久夫 210万 

  平田国学の再検討―篤胤・銕胤・延胤・盛胤文書の史料学的研究― 国立歴史民俗博

物館/宮地 正人 280万 

  日本近世・近代の地主・名望家文書を中核とした地域史料の総合的研究 国文学研究

資料館教授/丑木 幸男 270万 

基盤研究（B）一般（継続） 人文社会系 社会科学 心理学 

  「パーソナルコンピュータを用いた適応型言語能力診断検査」の作成 大阪教育大学

教育学部助教授/高橋 登 280万 

  書字言語の遅れた子のための神経心理学的言語発達診断法および言語教育法の関発の

試み 岩手大学教育学部助教授/神 常雄 50万 

  ヒトを含む霊長類における音声情報の認知発達：言語と音楽を用いた比較認知研究 

京都大学霊長類研究所助教授/正高 信男 260万 

基盤研究（B）一般（継続） 人文社会系 社会科学 教育学 

  前近代日本における識字状況に関する基礎的研究 筑波大学教授/大戸 安弘 200万 

  幼児・児童の国際的な『百のことば』とニューメディアを活用した多面的表現活動の

研究 大阪教育大学教育学部教授/玉置 哲淳 150万 

  コミュニケーション機能・意識に着目した方言・地域語教育の再構築に関する総合的

研究 弘前大学教育学部助教授/児玉 忠 340万 

  書字行為と言語能力の発達との関係に関する経年的研究 長崎大学教育学部助教授/

鈴木 慶子 150万 

  児童生徒の学習漢字と語彙の習得に関する基礎的調査研究 国立教育政策研究所研究

員/有元 秀文 170万 

  聴覚障害児の読み書き能力の能力の評価と育成に関する研究 筑波大学教授/四日市 
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章 70万 

  言語障害に伴う学習の問題を早期予防するコンピュター指導法の効果についての研究 

国際医療福祉大学保健学部助教授/田中 裕美子 230万 

  文字言語習得につまずく子どもの鑑別診断と指導プログラム開発の基礎的・臨床的研

究 上智大学外国語学部教授/飯高 京子 140万 

  聴覚言語障害児のリテラシーを高めるコミュニカティブアプローチの研究と教材開発 

独立行政法人国立特殊教育総合研究所/宍戸 和成 150万 

基盤研究（B）海外学術調査（継続） 人文社会系 人文学 言語学 

  アイヌを中心とする日本北方諸民族の民具類を通じた言語接触の研究 千葉大学文学

部教授/中川 裕 340万 

  アジアにおける手話言語とろう社会に関する社会言語学的研究 豊橋技術科学大学助

教授/加藤 三保子 140万 

  外国・在外教育施設における日本語教育の現状と需要調査研究 東京外国語大学助教

授/藤森 弘子 200万 

  太平洋の教育機関を対象とした日本語コンテンツの実態調査と流通システムの共同開

発 国立教育政策研究所研究員/坂谷内 勝 520万 

基盤研究（B）海外学術調査（継続） 人文社会系 社会科学 教育学 

  プランゲ文庫における戦後初期国語副読本の実態および特色に関する調査研究 広島

大学教育学研究科教授/吉田 裕久 80万 

  アジア圏学生のための科学技術日本語総合技能学習支援システム開発調査と評価研究 

東京工業大学教授/仁科 喜久子 370万 

基盤研究（C）一般（新規） 総合・新領域系 総合領域 情報学 

  国際対応日本現存朝鮮古書データベースにおける旧字体漢字入出力に関する研究 富

山大学教授/高井 正三 90万 

  大規模日本語・英語文書データに対する概念検索と検索結果の可視化手法の研究 豊

橋技術科学大学工学部教授/青野 雅樹 140万 

  自然言語における隠喩構造の認知的・身体的基盤に関する研究 東京農工大学工学部

助教授/篠原 和子 210万 

  脳磁場（MEG）を指標とした言語音に対する聴覚野の活動の検討 生理学研究所助手/

小山 幸子 240万 

基盤研究（C）一般（新規） 総合・新領域系 総合領域 人間医工学 

  聴覚文字提示入力方式によるコミュニケーション支援システムの開発 信州大学医学

部助教授/千島 亮 290万 

基盤研究（C）一般（新規） 総合・新領域系 総合領域 科学教育・教育工学 

  日本文化と日本語教育のためのコラボレーションシステムの研究開発 獨協大学経済

学部教授/立田 ルミ 200万 

  手話ビデオ学習の知的支援システム 近畿大学工学部講師/田中 一基 150万 

  脳波パターン解析に基づいたマルチメディア教材の学習効果の比較：語彙習得に関し

て 九州共立大学工学部助教授/中野 秀子 230万 

  日本語小論文の自動評価採点，および作文支援システムの開発 独立行政法人大学入
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試センター助教授/石岡 恒憲 90万 

基盤研究（C）一般（新規） 人文社会系 人文学 哲学 

  志向性と言語と社会の関係についての分析哲学的研究 大阪大学人間科学部教授/中

山 康雄 50万 

基盤研究（C）一般（新規） 人文社会系 人文学 文学 

  上田秋成の文業の書誌学的・文献学的研究 東京大学人文社会系研究科教授/長島 弘

明 140万 

  異文化の視点にたつ『句題和歌』研究―注釈の完成と中国語への翻訳― お茶の水女

子大学教授/平野 由紀子 180万 

  江戸時代の三都（江戸・京都・大阪）出版法制の比較研究 岡山大学文学部助教授/

山本 秀樹 140万 

  『狭衣物語』を中心とした平安後期言語文化圏の研究 横浜市立大学国際文化学部教

授/三谷 邦明 140万 

  近代日本文学（大正期）データベースの構築と多目的利用の研究 日本大学文理学部

教授/紅野 謙介 170万 

  金星堂を中心とする大正・昭和期の出版書肆と文学に関する総合的研究 早稲田大学

政治経済学部教授/宗像 和重 180万 

  朝鮮総督府における「国語」政策の基礎的研究―朝鮮総督府編纂発行教科書とその背

景― 佐賀女子短期大学助教授/長澤 雅春 90万 

基盤研究（C）一般（新規） 人文社会系 人文学 言語学 

  アジア言語における地域性と普遍的認知意味構造 東北大学国際文化研究科教授/佐

藤 滋 130万 

  動詞の項構造，統語構造と基本語順の関する認知脳科学的研究 東北大学文学研究科

助教授/小泉 政利 100万 

  動詞の予測に影響する項構造の出現頻度 筑波大学講師/MIYAMOTO EDSON･T 170万 

  モーラおよび音節に基づくアクセント型の理論的研究 千葉大学教授/田端 敏幸 

110万 

  文法・語彙構造の歴史変化の方向性に関する認知・機能言語学的研究：日韓語を中心

に 金沢大学教育学部助教授/守屋 哲治 110万 

  日英語の名づけのメカニズム：可能な語に関する制約の普遍性と言語間，範疇間の差

異 大阪大学助教授/由本 陽子 80万 

  電子資料に基づく日本語研究の新領域の開拓および関連の諸問題の考察 大阪外国語

大学外国語学部助教授/田野村 忠温 130万 

  言語音韻体系の獲得と喪失のメカニズム 大阪外国語大学外国語学部助教授/上田 功 

110万 

  日本呉音の母胎方言に関する－探索－呉語との比較 愛媛大学法文学部助教授/秋谷 

裕幸 100万 

  東北地方におけるマタギ語彙の研究とマタギ語辞典の編纂 九州大学助教授/板橋 義

三 70万 

  コミュニケーション場面における非言語・パラ言語・コードスイッチングの機能分析 
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東京都立大学人文学部助教授/篠崎 晃一 200万 

  ポーズ挿入に伴う喉頭の調節に関する研究 富山県立大学工学部教授/垣田 邦子 

150万 

  動詞の相の統語的表示：英語・東京方言・北部九州方言の進行相と完了相を軸とした

研究 北九州市立大学文学部助教授/漆原 朗子 110万 

  日本在住英語母語話者の社会言語学的研究―言語接触と方言接触による言語変化と変

異 北九州市立大学外国語学部助教授/平野 圭子 110万 

  調音データベースを用いた運動性構音障害の調音運動研究 北海道医療大学助教授/

吐師 道子 100万 

  生成文法の極小理論に基づいた形式部門の統合的研究 東北学院大学文学部助教授/

阿部 潤 150万 

  敬語の語用論研究―理論的枠組の構築と用例調査による検証― 麗澤大学外国語学部

助教授/滝浦 真人 100万 

  東アジアの漢語方言と諸言語の世代差に反映した音韻変化の方向性 青山学院大学経

済学部教授/遠藤 光暁 120万 

  存在文に関する意味論的・語用論的研究 慶應義塾大学教授/西山 佑司 130万 

  統語システムから解釈システムへの出入力機構の解明 慶應義塾大学助教授/北原 久

嗣 100万 

  首都圏方言の母音の無声化とアクセントとの音声実態に関する基礎的研究 国学院大

学文学部教授/久野 マリ子 170万 

  発話リズムの制御と知覚における韻律単位の機能と役割の検証 早稲田大学法学部助

教授/近藤 眞理子 60万 

  日本語における韻律の獲得 新潟医療福祉大学医療技術学部助教授/市島 民子 70

万 

  17世紀イエズス会士書写コンカニ語・ポルトガル語辞書写本の翻刻と研究 南山大学

人文学部教授/丸山 徹 130万 

  日本人は原語にない促音をなぜ知覚するか：音響音声学と聴覚音声学による新しい試

み 京都産業大学外国語学部教授/川越 いつえ 180万 

  普遍文法における量化詞解釈の言語心理学的研究―生成文法理論と言語習得 福岡大

学人文学部助教授/伊藤 益代 70万 

  非項空所関係節および関数的名詞の統語論的・意味論的研究 福岡大学人文学部助教

授/江口 正 80万 

  異なる言語地理学調査データを用いた地図化に関する研究 県立新潟女子短期大学教

授/福嶋 秩子 100万 

  八丈方言の電子化資料の作成と文法書の編纂 千葉大学教授/金田 章宏 130万 

  「訓点資料総目録平安時代編」作成のための基礎的研究 東京大学人文社会系研究科

助教授/月本 雅幸 160万 

  古代日本語における述語形容詞化用法としての名詞修飾機能に関する統語構造論的研

究 名古屋大学文学研究科教授/釘貫 亨 140万 

  中国語口語との関わりを中心とした中世の仮名法語と禅宗抄物の文体史的研究 京都
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大学人間･環境学研究科（研究院）助手/李 長波 120万 

  鎌倉時代における日本漢字音の位相的研究 広島大学教育学研究科助教授/佐々木 勇 

230万 

  平安鎌倉時代における儀軌・次第訓点資料の漢文訓読語史的研究 広島大学文学研究

科教授/松本 光隆 190万 

  九州方言における音便現象とテ形現象の“棲み分け”に関する研究 山口大学教育学

部助教授/有元 光彦 80万 

  音訳漢字資料による日本語音声・音韻史の研究 九州大学人文科学研究科（研究院）

助教授/高山 倫明 80万 

  鎌倉時代の古記録に於ける記録語・記録語法の研究 熊本大学教育学部教授/堀畑 正

臣 100万 

  日本語音声のピッチ平坦化現象に関する社会言語学的研究 北星学園大学文学部助教

授/高野 照司 200万 

  日本語諸方言の条件表現に関する対照研究 学習院大学文学部助教授/前田 直子 

140万 

  鎌倉時代語コーパスの作成を目的とした聞書，注釈類の発掘とデータベースの構築 

実践女子大学文学部助教授/土井 光祐 120万 

  節用集饅頭屋本の総合的研究 清泉女子大学文学部教授/今野 真二 130万 

  日本古典籍画像データとテキストデータの連携及びそれを利用した文献学的研究 中

央大学文学部教授/山口 明穂 230万 

  日本語の文字の平面配置に関する基礎的研究 東京女子大学現代文化学部教授/屋名

池 誠 60万 

  電子政府6万字種データベースに準拠した海外日本語研究者向けWeb漢字辞書の作成 

独立行政法人国立国語研究所/横山 詔一 180万 

  認知類型論による日英語の事象構造の研究 東北大学国際文化研究科教授/小野 尚之 

90万 

  タイプシフト的観点からの日英語の構文分析 山形大学人文学部助教授/富澤 直人 

100万 

  電子コーパスを利用した談話標識の文法化・語用論化研究 鳥取大学教育地域科学部

助教授/福元 広二 120万 

  言語多様性と言語獲得モデルの研究 九州大学人文科学研究科（研究院）教授/稲田 俊

明 140万 

  否定文の統語構造分析に基づく文法理論研究 九州大学人文科学研究科（研究院）助

教授/西岡 宣明 60万 

  「語」とその形態的緊密性についての研究 津田塾大学学芸学部教授/島村 礼子 80

万 

  英語における日本語語彙の初出年調査と本来語化の過程解明 愛知大学経済学部教授

/早川 勇 70万 

  生成文法理論によける空範疇の再評価 甲南大学文学部教授/有村 兼彬 110万 

  日本語の学習・使用場面における相互行為の分析 北海道大学助教授/柳町 智治 60
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万 

  多元メディアによる遠隔日本語学習支援システムの研究 東北大学文学研究科教授/

才田 いずみ 210万 

  日本語母語話者と非母語話者の語りの談話における「話段」についての研究 山形大

学人文学部助教授/渡辺 文生 120万 

  外国人年少者の心理・社会的要因が日本語学習言語の習得に及ぼす影響の研究 筑波

大学教授/岡崎 敏雄 110万 

  留学生の作文に対する主観的評価と相関関係を持つ分析的・客観的な量的指標の抽出 

筑波大学講師/衣川 隆生 130万 

  脳磁図，fMRI，近赤外分光法を用いた留学生の日本語習得過程の経年的研究 東京医

科歯科大学助教授/大北 葉子 130万 

  二言語話者による日本語習得の実態に関する研究 東京外国語大学助教授/土屋 順一 

90万 

  日本語学習での文章読解時の意味処理過程の分析及び処理の自動化を促進する教材の

開発 東京外国語大学助教授/鈴木 美加 210万 

  学際的アプローチによる大学生の講義理解能力育成のためのカリキュラム開発 東京

工業大学助教授/西條 美紀 210万 

  日本語複合動詞の研究：認知意味論を基盤とする日本語学習者習得支援への提案 お

茶の水女子大学助手/松田 文子 110万 

  第二言語によるライティングについての基礎研究：Good writingとは何か 電気通信

大学助教授/田中 真理 130万 

  外国語不安を軽減し，口頭表現能力を高める日本語学習環境のモデルの構築 一橋大

学助教授/西谷 まり 100万 

  非母語話者日本語教育研究者の養成に関する基礎的研究―中国出身現職教師を中心に

― 大阪大学助教授/濱田 麻里 130万 

  中国語，韓国語およびトルコ語を母語とする日本語学習者の日本語語順の習得 広島

大学教授/玉岡 賀津雄 200万 

  新しい日本文化論と日本語教育のためのWEBコンテンツの開発研究 東京都立大学人

文学部助教授/西郡 仁朗 160万 

  日本語教育の授業場面における協同学習 東海大学教授/舘岡 洋子 160万 

  第二言語としての漢字認知過程の研究 中部大学人文学部助教授/小森 早江子 150

万 

  日本語教育における協働志向の実践研究に関する調査研究 独立行政法人国立国語研

究所/金田 智子 170万 

  日本語と韓国語の連語構造の対照分析に基づいた韓国語教材の開発に関する研究 東

京外国語大学助教授/南 潤珍 80万 

  談話構成における話者の「視点」 東海大学講師/金 慶珠 150万 

  ドイツ語・日本語母語者の談話分析と異文化コミュニケーション 立教大学コミュニ

ティ福祉学部教授/宮内 敬太郎 170万 

基盤研究（C）一般（新規） 人文社会系 社会科学 心理学 
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  表記活動・配記知識の初期発達とその規定要因の分析 金沢大学法学部教授/山形 恭

子 50万 

  擬人化が幼児の共感的認知に及ぼす影響と母親の入力言語における擬人化 島根大学

法文学部教授/村瀬 俊樹 20万 

  日英語の心的音節構造分析と英語の読語過程の総合的研究 広島大学総合科学部教授

/山田 純 280万 

  オノマトペにおける言語・認知発達と教育および療育効果の実証的研究 椙山女学園

大学人間関係学部助教授/横尾 尚子（石橋 尚子） 160万 

  現在および過去の対人的経験の認知と語り方に関する縦断的研究 順天堂医療短期大

学教授/山岸 明子 70万 

  失語症会話パートナーのためのコミュニケーション評価法の開発 広島県立保健福祉

大学保健福祉学部講師/吉畑 博代 130万 

  自閉症圏障害幼児のコミュニケーション能力発達の前方視的検討 沖縄国際大学教授

/財部 盛久 160万 

  言語産出と作動記憶を支えるタイミング制御機構の解明 京都大学教育学研究科助教

授/齊藤 智 150万 

基盤研究（C）一般（新規） 人文社会系 社会科学 教育学 

  教室内コミュニケーションの比較研究―「自己表現できる日本人」を育てるために 島

根県立大学総合政策学部講師/川中 淳子 90万 

  コミュニケーションの2つのスタイル 国際日本文化研究センター助教授/渡辺 雅子 

140万 

  国語科メディア・リテラシー教育における教材ソフト及び指導書の実証的開発研究 

大阪教育大学教育学部教授/松山 雅子 260万 

  教師の国語科実践的知識の力量形成の研究―ライフヒストリーアプローチを活かして

― 鳥取大学教育地域科学部助教授/松崎 正治 140万 

  高等学校における戦後古典教育実践の調査研究 鳴門教育大学学校教育学部教授/世

羅 博昭 200万 

  中学校における国語科教育と英語科教育の一般教育文法シラバスの研究 武庫川女子

大学文学部教授/市川 真文 80万 

  国語科における機能的アプローチによる文法教育の再構築に関する実証的開発研究 

札幌国際大学短期大学部助教授/山室 和也 180万 

  コミュニケーション能力を重視した国語科教育とPBLとの関係 沖縄工業高等専門学

校教授/望月 謙二 170万 

  ロービジョン児の読書行動の獲得過程ならびに発達過程に関する研究 筑波大学講師

/柿澤 敏文 170万 

  音声認識技術を用いた聴覚障害学生支援に関する実践的研究 東京大学先端科学技術

研究センター/中野 聡子 270万 

  聴覚障害児のための簡易版手話発達評価尺度の制作と評価 兵庫教育大学学校教育学

部教授/鳥越 隆士 180万 

  点字使用者のための漢字学習プログラム及び教材の開発 独立行政法人国立特殊教育

 27



調査・目録作成：国立国語研究所 情報資料部門                 平成 18年 11月 30日更新 

総合研究所/澤田 真弓 180万 

基盤研究（C）企画調査（新規） 総合・新領域系 総合領域 情報学 

  東アジア言語の音声コーパスおよび音声入出力評価手法の国際的協調に関する研究 

筑波大学教授/板橋 秀一 280万 

基盤研究（C）企画調査（新規） 人文社会系 人文学 言語学 

  日本語口頭能力試験評価者認定基準策定に向けた予備調査 お茶の水女子大学教授/

庄司 惠雄 340万 

基盤研究（C）一般（継続） 総合・新領域系 総合領域 情報学 

  柔軟な検索機能を有する文字列検索アルゴリズムの開発と検索システムへの応用 信

州大学工学部教授/山本 博章 70万 

  関数型言語の解析・検証・効率的実行のための書換え系理論の研究 名古屋大学情報

科学研究科教授/酒井 正彦 80万 

  プラスティック・セル・アーキテクチャの言語処理系に関する研究 九州大学システ

ム教授/長谷川 隆三 80万 

  Web 応用システムのための静的意味検査システムの研究 東京工業大学情報理工学

（系）研究科教授/徳田 雄洋 120万 

  データベース技術に基づいた思考イメージの言語表現システムの開発に関する研究 

山口大学教育学部教授/吉村 誠 120万 

  統計的言語モデルにおけるモデル化単位の最適化に関する研究 筑波大学助教授/山

本 幹雄 110万 

  日本語音声発話における動的口形素の作成に関する研究 金沢工業大学工学部助教授

/平山 亮 60万 

  手書き文字認識を援用する古文書読解支援システムの構築 大阪電気通信大学総合情

報学部教授/梅田 三千雄 70万 

  介護補助を目的とする人間動作の言語的理解に関する研究 福岡工業大学情報工学部

教授/横田 将生 80万 

  語義判別問題に対する教師なし学習に関する研究 茨城大学工学部助教授/新納 浩幸 

150万 

  新聞記事を対象とした話題推移の自動認識と文書要約への適用 山梨大学医学工学総

合研究部助教授/鈴木 良弥 170万 

  複数の単語に関する語義の同時解消と情報検索における検索質問拡張への適用 山梨

大学医学工学総合研究部助教授/福本 文代 100万 

  大規模かつ未知語を含むコーパスを対象にした固有名詞関係抽出に関する研究 豊橋

技術科学大学工学部助教授/梅村 恭司 170万 

  脳に範をとる記号処理システム―文法の処理と獲得の統一モデル― 慶應義塾大学理

工学部教授/櫻井 彰人 120万 

  話し言葉音声認識の高性能化 山形大学工学部教授/好田 正紀 100万 

  聴覚特性に基づくハンズフリー音声認識手法の開発 信州大学工学部教授/松本 弘 

140万 

  大規模ジェスチャー認識のための基本動作モデル生成の研究 名古屋工業大学工学系
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研教授/北村 正 100万 

  ヴァーチャル・リアリティ上における視覚言語を応用したデザイン支援システムの開

発 和歌山大学システム工学部助教授/原田 利宣 70万 

  超高騒音下における音声コミュニケーションの実現 山口大学理学部教授/内野 英治 

80万 

  日本古典籍資料の組織化のための書誌記述規則の考察と実証システムの構築 天理大

学人間学部講師/山中 秀夫 60万 

  幼児の音声獲得に関わる神経機構と学習原理の計算論的研究 東北大学工学（系）研

究科（研究院）助教授/二見 亮弘 60万 

  言語表現を対して見る空間認知～行為の空間的位置づけをめぐって～ 筑波大学助教

授/山田 博志 80万 

  テクスト理解過程にみる概念化の認知語用論的研究とその現象学的考察 愛知県立大

学外国語学部教授/廣瀬 恵子 80万 

  機能語の習得にみる「心の理論」の発達―新しい認知モデルの実証 国際基督教大学

教養学部助教授/松井 智子 110万 

  動詞活用メカニズムの認知心理学的，神経心理学的，計算科学的検討 東京都高齢者

研究財団研究員/伏見 貴夫 70万 

  基盤研究（Ｃ）一般・継続 総合・新領域系 総合領域 人間医工学 / 万 

  脳同期発振現象の解析に基づく認知・言語機能の統合とその失調評価・診断法の開発 

東京大学医学（系）研究科（研究院）助手/伊藤 憲治 130万 

  日本語発話における鼻音性異常度判定法の開発―メゾナータを用いて― 広島県立保

健福祉大学保健福祉学部助教授/武内 和弘 80万 

  痴呆患者のコミュニケーション評価法の検討 広島県立保健福祉大学保健福祉学部助

手/本多 留美 90万 

  脳外傷のコミュニケーション障害の病態と談話機能検査開発に関する研究 国際医療

福祉大学保健学部教授/藤田 郁代 120万 

  書字作業における巧緻運動の特性とその指標に関する研究 杏林大学医学部教授/岡

島 康友 60万 

  言語発達の臨床的指標に関する検討―ネットワーク上での診断の実用化に向けて 大

阪医科大学医学部助教授/東川 雅彦 80万 

基盤研究（C）一般（継続） 総合・新領域系 総合領域 科学教育・教育工学 

  自然言語処理技術を用いた理工系日本語作文支援に関する基礎的研究 東京工業大学

教授/仁科 喜久子 70万 

  言語学習における自律学習を目指す教授ツールとしてのポートフォリオ利用に関する

研究 上越教育大学学校教育学部助教授/北條 礼子 100万 

  工学系留学生のための教科書読解支援 View システムの開発研究 長岡技術科学大学

助教授/加納 満 80万 

  コミュニカティブ・アプローチに基づく日本語自由対話訓練システムの構築 静岡大

学情報学部助教授/小西 達裕 100万 

  漢字圏日本語学習者の語彙習得を促進する聴解学習の研究 九州大学教授/清水 百合 
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130万 

基盤研究（C）一般（継続） 総合・新領域系 総合領域 科学社会学・科学技術史 

  近世から近代に至る日本の化学用語の起源と定着過程の総合的研究 東洋大学工学部

教授/菅原 国香 130万 

基盤研究（C）一般（継続） 人文社会系 人文学 哲学 

  言語カテゴリーの生成に関する現象学的，認知言語学的研究 愛知県立大学外国語学

部教授/宮原 勇 50万 

基盤研究（C）一般（継続） 人文社会系 人文学 文学 

  旧日本植民地下「朝鮮」に関する日本近代文学と「日本語文学」の比較研究 佐賀大

学文化教育学部教授/浦田 義和 70万 

  水戸藩編『大日本史編纂記録（往復書案）』に見る知識人の交流と出版文化の研究 日

本大学生物資源科学部助教授/倉員 正江（長谷川 正江） 30万 

  江戸時代中期におけるメディア共同体の形成と出版文化ネットワークの研究 武庫川

女子大学文学部教授/西島 孜哉 70万 

  平曲伝承資料の基礎的研究 新潟大学人文学部教授/鈴木 孝庸 50万 

  仏教修法と文学的表現に関する文献学的考察―夢記・伝承・文学の発生― 大阪大学

文学研究科助教授/荒木 浩 90万 

  近世前期の出版規制に対応する文芸の様相についての研究 早稲田大学文学部教授/

谷脇 理史 80万 

  近代における「貧困」「悲惨」および「怪物」表現のメディア論的研究 早稲田大学文

学部教授/高橋 敏夫 80万 

  菅原道真の漢詩の注釈および書誌学的研究 金沢学院大学文学部教授/柳澤 良一 80

万 

  武家文化圏で制作された古往来についての研究 島根県立島根女子短期大学教授/三

保 サト子 50万 

  『更級日記』の英訳と英語による注釈・解説の作成 弘前大学人文学部教授/伊藤 守

幸 100万 

  近世後期より明治期に至るまでの読本の出板流通に関する書誌学的研究 千葉大学文

学部教授/高木 元 70万 

  『源氏物語』古注釈資料のデータベース化に関する研究 広島大学文学研究科助教授/

妹尾 好信 80万 

  藤原為家歌合歌論の総合的研究 香川大学教育学部教授/佐藤 恒雄 50万 

  漢籍の読書抄記―近世中期上方人文社会に即して― 東京都立大学人文学部教授/稲

田 篤信 80万 

  河内本源氏物語の本文成立史に関する基礎的研究 愛知県立大学文学部教授/加藤 洋

介 90万 

  往来物出版を基軸とした我が国近世江戸期出版状況に関する基盤的研究 京都府立大

学文学部教授/母利 司朗 70万 

  『太平記』諸本の総合的研究，ならびに本文データベース化のための研究 法政大学

文学部助教授/小秋元 段 70万 
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  東海地域能楽資料の収集と整理 椙山女学園大学文化情報学部助教授/飯塚 恵理人 

50万 

  能・狂言面のデータベース化のための基礎的研究 神戸女子大学文学部助教授/大谷 

節子 130万 

  日本漢詩集『東瀛詩選』についての総合的研究 石川工業高等専門学校教授/高島 要 

50万 

  文学周辺領域を含めた琉球・沖縄文学関連書目の所在調査と研究及び解題目録の作成 

国文学研究資料館助手/中野 真麻理 100万 

  中国に入った日本文学の翻訳のあり方―夏目漱石から村上春樹まで― 中央大学商学

部教授/渡辺 新一 70万 

  日本現存朝鮮古刊本の調査とその語學的・書誌學的研究 富山大学人文学部教授/藤本 

幸夫 90万 

  『説文解字繋傳』データベースの構築 大阪大学助教授/坂内 千里 90万 

基盤研究（C）一般（継続） 人文社会系 人文学 言語学 

  意味構造を用いたテニス・アスペクトの包括的扱いについて 滋賀大学教育学部助教

授/板東 美智子 70万 

  擬似漢字の字形集合に関する情報理論的研究 九州大学教授/鹿島 英一 80万 

  日中・琉中対音資料による中国語音韻史の総合的研究 熊本学園大学外国語学部教授/

丁 鋒 50万 

  指示と照応に関する語用論的研究 京都大学人間・環境学研究科（研究院）教授/東郷 

雄二 60万 

  言語行動と伝達能力に関する日独対照社会言語学的考察 大阪大学助教授/山下 仁 

110万 

  統語処理と音韻処理を統合する発話生成文法の研究 東北大学教授/吉本 啓 100万 

  発話の非流暢性への言語学的・音声学的アプローチ 豊橋技術科学大学教授/氏平 明 

80万 

  認知言語学的観点を取り入れた格助詞の意味のネットワーク構造解明とその習得過程 

お茶の水女子大学助教授/森山 新 80万 

  統語構造を決定する語彙情報の普遍性に関する研究 神戸大学文学部助教授/岸本 秀

樹 110万 

  日本・朝鮮資料の言語史的研究 岡山大学文学部教授/辻 星児 50万 

  動詞形態の認知処理過程を手がかりとした言語機構の構造の解明 広島大学教育学研

究科助教授/酒井 弘 70万 

  札幌と東京の敬語行動の変化の実証的研究 東京都立大学人文学部教授/荻野 綱男 

100万 

  文理解過程の実証的考察を通した統語理論の検証と対言語処理作業記憶機能のモデル

化 目白大学人文学部助教授/時本 真吾 50万 

  英日語の談話標識の歴史的発達：意味・機能の語用論化・主観化 青山学院大学文学

部助教授/小野寺 典子 50万 

  生成文法理論に基づく第一言語獲得：実証的研究 金城学院大学文学部教授/原田 か
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づ子 90万 

  音声における感情―日本語と英語の対照研究 岐阜市立女子短期大学教授/Erickson 

Donna 120万 

  英語話者と日本語話者による母音間子音群の音節区分 京都女子大学短期大学部助教

授/石川 圭一 60万 

  日本語周辺方言における中舌母音の歴史的性格に関する研究 岩手大学教育学部教授

/大野 眞男 80万 

  構文と事象構造の相関性に関するアジア諸言語を主とした対照言語学的研究 東北大

学助教授/上原 聡 110万 

  言語接触が語彙・文法構造に与える影響に関する言語類型論的研究：日・韓・越語の

対照 東北大学教授/堀江 薫 120万 

  対格の実現に関わる認知スキーマの日独対照研究 千葉大学助教授/清野 智昭 80

万 

  日本語諸方言要地アクセントの緊急調査研究 東京大学人文社会系研究科教授/上野 

善道 110万 

  方言文末辞音調の対照分析を主目的とした比較音声コーパスの作成とその研究 奈良

教育大学教育学部助教授/前田 広幸 50万 

  概念構造における空範疇に関する研究 広島大学総合科学部教授/井上 和子 60万 

  名詞表現の統語論的・意味論的・語用論的対照研究 広島大学総合科学部教授/吉田 光

演 70万 

  中舌母音方言の体系変化に関する研究 高知大学教育学部教授/久野 眞 70万 

  日・英・仏・西語の対照研究―時制・アスペクトを中心にして 九州大学言語文化研

究科（研究院）助教授/山村 ひろみ 80万 

  同時通訳データに基づく言語理解過程のミクロ分析 神戸市外国語大学外国語学部教

授/船山 仲也 130万 

  アイヌ語諸方言の調査・資料の保存・整理・公開版作成と資料アーカイブの構築準備 

札幌学院大学人文学部助教授/奥田 統己 100万 

  特異的言語障害の言語学的考察による文法障害の脳内メカニズムの解明 北海道医療

大学助教授/福田 真二 60万 

  語彙認識のメカニズムと音韻情報に関する総合的研究 獨協大学外国語学部教授/大

竹 孝司 130万 

  最新極小主義理論研究―進化と複雑系の視点から 津田塾大学学芸学部教授/池内 正

幸 50万 

  携帯電話利用が若者の言語行動と対人関係におよぼす影饗に関する調査・研究 東洋

大学文学部助教授/三宅 和子 50万 

  日独若者語対照研究―メディアとのリンケージと語彙集編纂に向けて― 立教大学文

学部教授/渡辺 学 130万 

  （非）因果的関係を表す言語表現の対照意味論的研究 大阪樟蔭女子大学学芸学部助

教授/中田 節子（有田 節子） 50万 

  漢字文化圏における角筆文献の発掘調査並びに比較研究 松山東雲女子大学人文学部
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助教授/西村 浩子 110万 

  音声の遺伝―音響学的測定と知覚的分析による個人音声のプロファイル化 九州保健

福祉大学保健科学部助教授/苅安 誠 110万 

  若者の携帯電話によるメイル＝コミュニケーションの調査研究 専修大学文学部教授

/加藤 安彦 130万 

  図書寮本類聚名義抄の翻字本文及び注解の作成に関する基礎的研究 北海道大学文学

研究科助教授/池田 証壽 60万 

  語法及び用語の比較による版本狂言記四種の分類と日本語史上の位置づけ 筑波大学

助教授/大倉 浩 40万 

  日本語教科教育文法の改善に関する基礎研究 筑波大学助教授/矢澤 真人 70万 

  『今昔物語集』および中世前期諸作品の語彙の計量的研究 東京大学人文社会系研究

科教授/鈴木 泰 80万 

  抄物目録の完成 奈良大学文学部教授/柳田 征司 100万 

  「しまなみ」架橋による地域方言の変化 広島大学教育学研究科教授/高橋 顕志 90

万 

  日本梵字音史構築のための基礎的研究 広島大学教育学研究科教授/沼本 克明 60

万 

  文献方言史研究資料の発掘と調査研究 九州大学人文科学研究科（研究院）教授/迫野 

虔徳 80万 

  『倭姫命世記』の本文・付訓に関する国語学的基礎研究 国学院大学文学部教授/中村 

幸弘 60万 

  『雅俗幼学新書』のデータベース化及び唐話辞書・対訳辞書等との比較研究 東洋大

学文学部教授/坂詰 力治 50万 

  平曲古譜本による日本語音韻・アクセント史の研究 早稲田大学文学部教授/上野 和

昭 60万 

  方言文法事象の伝播類型についての地理学的・文献学的研究 立命館大学文学部教授/

彦坂 佳宣 60万 

  「談話資料」による方言コードの変容に関する研究 独立行政法人国立国語研究所/

井上 文子 100万 

  石川啄木「ローマ字日記」のローマ字表記法に関する調査研究 岩手大学教育学部助

教授/菊地 悟 50万 

  日本海新方言の地理的社会的動態の研究 東京外国語大学外国語学部教授/井上 史雄 

140万 

  キリシタン文献国字本総合データベースに基づく近世初期日本語用字規範の計量的研

究 東京外国語大学AA研助教授/豊島 正之 130万 

  漢語の変容と音韻変化との関連性についての基礎研究 金沢大学文学部助教授/高山 

知明 50万 

  成立期翻訳ミステリー小説に見る新文体創造の軌跡 名古屋工業大学助教授/山本 い

ずみ 40万 

  近世後期から近代前期にかけての五十音図研究についての研究 大阪大学文学研究科
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助教授/岡島 昭浩 50万 

  薩南諸島におけるネオ方言（中間方言）の実態調査 大阪大学文学研究科教授/真田 信

治 100万 

  探索的データ解析による日本語研究法の開発 大阪大学文学研究科助教授/石井 正彦 

120万 

  文献に現れた述語形式と国語史の不整合性について 大阪大学文学研究科教授/蜂矢 

真郷 90万 

  『あいさつ表現儀礼全国地図』の解釈研究及び国際交流 広島大学教育学研究科教授/

江端 義夫 80万 

  徳島県から北海道への移住者に関する研究―言語変容を中心に― 鳴門教育大学学校

教育学部教授/小野 米一 110万 

  静岡県下「言語の島」における言語変容に関する基礎的研究 神田外語大学教授/木川 

行央 100万 

  浄土真宗三代の真蹟遺文についての伝承と創造の記述的研究 東京女子大学文理学部

教授/金子 彰 50万 

  「気づき」のレベルと言語変化―首都圏方言における調査を中心に― 日本大学文理

学部助教授/田中 ゆかり 50万 

  日本語の談話における結束性の研究―『文藝春秋』巻頭随筆を対象として― 明治大

学商学部教授/高崎 みどり 50万 

  19・20 世紀東京弁録音資料のアーカイブ化とその総合的研究 早稲田大学名誉教授/

秋永 一枝 90万 

  言語成層論モデルによる日本語とモンスーン・アジア地域の言語史に関する基礎的研

究 学習院大学文学部教授/安部 清哉 100万 

  植民地および内地編纂国語読本の国語学的研究 中京大学教授/酒井 恵美子 50万 

  古代日本の墨書資料における字体・書体の研究 九州女子大学文学部助教授/奥田 俊

博 90万 

  社会動向を反映した日本語研究のための課題設定に関する基礎的研究 独立行政法人

国立国語研究所/相澤 正夫 80万 

  意味解釈規則の適用におけるサイクルの概念について 東北大学文学研究科教授/金

子 義明 50万 

  語形成に関わる心的・脳内メカニズムについての理論的・実証的研究 東京大学総合

文化研究科教授/伊藤 たかね 100万 

  メタ言語否定の認知語用論的研究 奈良女子大学文学部助教授/吉村 あき子 70万 

  コミュニケーションにおける関連性理論の妥当性についての実証的研究 九州大学言

語文化研究科（研究院）助教授/大津 隆広 70万 

  意味的類型論から見た日英語の比較：コーパスを用いた事象構造化パタンの研究 明

治学院大学文学部教授/松本 曜 50万 

  数量表現の構造的依存関係に関する理論的・実証的研究 弘前大学人文学部教授/木村 

宣美 80万 

  様相論理をもちいた行為タイプ抽出のための基礎研究 埼玉大学教養学部教授/仁科 
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弘之 80万 

  最適性理論に基づく日英語アクセント体系の共時変異と通時変化に関する統合モデル

研究 東京大学総合文化研究科助教授/田中 伸一 70万 

  新彙・構文論的アプローチによる所格交替現象の日英対照研究 大阪市立大学文学研

究科助教授/岩田 彩志 70万 

  音韻論と意味論における文法的操作の統合についての研究 盛岡大学文学部教授/高

橋 幸雄 30万 

  教科学習につながる外国人児童用日本語指導教材および教授法の開発 東京外国語大

学教授/横田 淳子 60万 

  第二言語としての日本語習得研究のレビュー論文集編纂と刊行・オンライン配信 お

茶の水女子大学助教授/佐々貴 義式（佐々木 嘉則） 80万 

  大学院レベルでの留学生指導の実態調査 富山大学人文学部講師/山崎 けい子 60

万 

  日本語リズムの聴覚的単位の分析と生成上の生理的要因に関する基礎研究 名古屋大

学教授/鹿島 央 40万 

  大学コミュニティにおける留学生のコミュニケーションに関する研究 大阪大学教授

/三牧 陽子 70万 

  種々の理系専門分野における日本語論文作成方法の指導に関する基礎的研究 大阪大

学教授/村岡 貴子 70万 

  日本語文型データベース作成のための基礎的研究 岡山大学文学部助教授/宮崎 和人 

120万 

  日本語教育の必要な外国人生徒の高校一般入試問題における設問の理解について 岡

山大学教育学部助教授/光元 聰江 110万 

  VOD 教材利用のネットワーキングによる「日本語教育学」学習支援システムの開発研

究 広島大学教育学研究科教授/縫部 義憲 80万 

  時間長，基本周波数，振幅が長母音の拍数知覚に果たす機能の解明 熊本県立大学文

学部教授/馬場 良二 900万 

  理工系留学生のための「専門連語」集の作成 早稲田大学教授/小宮 千鶴子 70万 

  文章の論理構造を支える機能語句の研究とその日本語教育への応用 慶應義塾大学教

授/村田 年 700万 

  第二言語学習の個別性要因に関する基礎的研究―社会文化的要因を中心として 津田

塾大学学芸学部助教授/林 さと子 600万 

  インターネットによる遠隔日本語予備教育システムの開発と効果の検証 立命館アジ

ア太平洋大学教授/宇根谷 孝子 100万 

  日本語コミュニケーション能力の養成に関する教師の実践的知識の研究 独立行政法

人国立国語研究所研究員/福永 由佳 90万 

  外国籍地域住民・日本人住民相互学習のための日本語学習用ビデオ教材の開発 お茶

の水女子大学教授/庄司 惠雄 110万 

  中国語母語話者に対する社会科学系専門日本語教育のための教材開発 一橋大学教授

/五味 政信 50万 

 35



調査・目録作成：国立国語研究所 情報資料部門                 平成 18年 11月 30日更新 

  対照研究の成果を生かした中国語母語話者向け日本語文法教材の開発 一橋大学助教

授/庵 功雄 50万 

  日本語習得における学習者の母語が及ぼす影響：機能言語学的観点からの研究調査 

名古屋大学助教授/中浜 優子 50万 

  中間言語発達における形式と機能のマッピングに関する研究 愛知教育大学教育学部

助教授/稲葉 みどり 90万 

  WWW 情報を利用する日本語学習者のための日本語学習支援システムに関する研究 豊

橋技術科学大学助教授/吉村 弓子 120万 

  東アジア日本語学習者の発話・知覚における破裂音の習得メカニズムとその中間言語

研究 三重大学助教授/福岡 昌子 60万 

  文法・語彙シラバスに基づいた総合中級日本語教材の作成 神戸大学助教授/高梨 信

乃 50万 

  日本語学習者の習得過程に基づく評価と指導の研究 広島大学教育学研究科教授/迫

田 久美子 70万 

  外国人学習支援者のカルチャー．ステレオタイプと異文化間トレランスに関する研究 

広島大学教育学研究科教授/倉地 暁美 40万 

  終助詞の音調の分析と日本語教育への応用 香川大学教育学部助教授/轟木 靖子 50

万 

  日本語教育における「危ない日本語」の対照言語学的コーパスの構築に関する基礎研

究 琉球大学教授/金城 尚美 130万 

  主題・とりたてに関する非母語話者と母語話者の運用能力の対照研究 京都外国語大

学外国語学部講師/中西 久実子 50万 

  ことばの意味の文化的背景を記述するための語連想研究 聖心女子大学文学部助教授

/小川 早百合 120万 

  Web を利用した上級日本語学習者支援学材の開発―講義の理解とノート・テーキング

― 明治大学経済学部教授/戸村 佳代 90万 

  日本語教育プログラム評価モデル構築のための「満足度」評価手法に関する研究 金

沢工業大学工学部助教授/札野 寛子 50万 

  植民地下朝鮮に於ける徴兵制実施計画に伴う「国語常用・国語全解」運動の展開様相 

関西大学教授/熊谷 明泰 50万 

  多文化・多様化状況における日本語教育理念及び方法論の探究―南方占領地の事例よ

り 福岡工業大学工学部講師/松永 典子 50万 

  子どもの第2言語習得における日英語の文法発達 東京国際大学国際関係学部助教授

/平川 眞規子 70万 

  聴覚音声に関わる語彙認知・発達及び統語獲得を視野に入れた応用的研究 玉川大学

文学部教授/佐藤 久美子 110万 

  日英ニュースディスコースの比較分析―異文化理解の視点より 早稲田大学教育学部

助教授/村田 久美子 60万 

基盤研究（C）一般（継続） 人文社会系 社会科学 心理学 

  母子相互作用と乳児の認知発達（遊び及び言語）に関する研究 北海道教育大学教育
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学部教授/戸田 須恵子 80万 

  高校生・大学生の文字式に関する理解・技能水準の把握と補習教材の開発 東北大学

教育学研究科教授/小野寺 淑行 50万 

  方言―共通語の言語的多様性に関するエスノグラフィーを実践する参加型学習の創造 

筑波大学助教授/茂呂 雄二 140万 

  言語発達障害児におけるサイン言語の獲得しやすさに及ぼす認知的要因に関する研究 

京都教育大学教育学部教授/冷水 來生 50万 

  コミュニケーション発達における発話の帰属と知的所有 国学院大学文学部教授/斉

藤 こずゑ 90万 

  書字練習が漢字の学習に及ぼす効果 中部学院大学人間福祉学部助教授/谷口 篤 90

万 

  類似語数効果と単語の形態情報・音韻情報・意味情報との関連について 大阪樟蔭女

子大学人間科学部講師/川上 正浩 100万 

  普通名詞と固有名詞の語彙検索機能における加齢の影響 （財）東京都高齢者研究・

福祉振興財団助手/佐久間 尚子 90万 

  日本語における読みの障害の発現メカニズム：脳型情報処理モデルによる検討 東京

都高齢者研究財団研究員/伊集院 睦雄 50万 

  チョムスキー理論における完全解釈の原理を逸脱した文の文法性判断 岡山大学経済

学部教授/永田 博 40万 

  声質の弁別に及ぼす韻律情報の影響―日本語と米語の比較― 青山学院大学文学部教

授/重野 純 80万 

基盤研究（C）一般（継続） 人文社会系 社会科学 教育学 

  戦前の児童向け綴方雑誌に関する教育史的研究 文教大学教育学部教授/太郎良 信 

50万 

  近世日本民衆の文字学習に関する総合的な調査研究 奈良教育大学教育学部教授/梅

村 佳代 80万 

  幕末維新期の国学における学校論史の研究 岡山大学教育学部教授/山中 芳和 50

万 

  植民地朝鮮における日本語教育の論理に関する研究 九州産業大学国際文化学部教授

/久保田 優子 50万 

  言語的マイノリティ生徒の母語教育に関する日米比較研究 帝塚山大学人文科学部教

授/太田 晴雄 100万 

  教師の国語科授業力を自主的に伸長させる研修プログラムの開発に関する研究 福岡

教育大学教育学部教授/中谷 雅彦 60万 

  注意欠陥/多動性障害児における読字・書字行動の獲得が自己嫌悪感の変化に及ぼす影

響 福島大学教育学部助教授/鶴巻 正子 50万 

  国語科におけるメディア教育の開発に関わる実証的研究 群馬大学教育学部助教授/

中村 敦雄 90万 

  多文化共生社会における社会系・言語系教育に関する理論的・実践的研究 埼玉大学

教育学部助教授/桐谷 正信 90万 
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  障害児における書字指導プログラムの作成に関する基礎的研究 上越教育大学学校教

育学部教授/大庭 重治 70万 

  植民地・内地編纂国語教科書教材と国民性形成に関する研究 愛知教育大学教育学部

教授/中田 敏夫 60万 

  コミュニケーション方略の使用が言語習得に及ぼす影響に関する実証的研究 岡山大

学教育学部教授/高塚 成信 50万 

  ことばの表出の困難な言語障害児のコミュニケーション指導に関する研究 広島県立

保健福祉大学保健福祉学部助教授/玉井 ふみ 80万 

  小児失語症の言語・認知評価法の開発と言語指導・教育に関する研究 上智大学外国

語学部教授/進藤 美津子 50万 

  遠隔地の聴覚障害児・者に対するインターネットを活用した発話指導に関する研究 

筑波技術短期大学助教授/石原 保志 130万 

  日英比較ジャンル分析：看護学論文に見る日本人のレトリック 群馬県立医療短期大

学助教授/渡辺 容子 100万 

  作文能力の改善のための学習者のジャンル選択にかかわる信念システムの研究 筑波

大学教授/塚田 泰彦 50万 

  国語教員養成における論理的表現力育成のためのカリキュラム開発 宇都宮大学教育

学部教授/香西 秀信 90万 

  受験用古典からの脱却を図る新しい時代における教養教育としての古典教育に関する

研究 千葉大学教育学部教授/寺井 正憲 70万 

  国際化，情報化社会が必要とする新しい読み書き能力の範囲と内容についての研究 

横浜国立大学教育人間科学部教授/府川 源一郎 200万 

  聴覚障害生徒の言語表現および論理的思考能力の育成に関する研究 上越教育大学学

校教育学部教授/黒木 伸明 170万 

  相互評価的視点・発達的見地に立つ教員養成のための文章表現指導に関する実践的研

究 京都教育大学教育学部教授/植山 俊宏 120万 

  漢字習得における漢字ルビの有効性の解明 奈良教育大学教育学部助教授/棚橋 尚子 

90万 

  聴覚障害児の手話と日本語の読み書き能力の獲得との関係に関する追跡的研究 皇學

館大学社会福祉学部教授/松下 淑 50万 

  読字障害・書字障害に対する視覚効率の改善のためのプログラムの開発 信州大学教

育学部助教授/永松 裕希 70万 

  発達性音韻障害児の音韻情報処理能力の解析と言語学習指導のためのプログラムの開

発 上智大学外国語学部講師/平井 沢子 100万 

  知的障害養護学校における補助・代替コミュニケーションの活用が教育に及ぼす効果 

広島国際大学人間環境学部教授/伊藤 英夫 80万 

  高等教育機関に学ぶ聴覚障害学生の言語力伸長を支援する教材開発とその評価 筑波

技術短期大学教授/細谷 美代子 50万 

  言語障害教育における現場指向型教員研修プログラム開発と研修教材データベースの

構築 独立行政法人国立特殊教育総合研究所/松村 勘由 70万 
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奨励研究 人文 国語・国文学 

  メディア・リテラシーを磨く学習材の開発 岐阜大学教育学部附属中学校教員/永田 

千尋 61万 

  小説を絵画化・脚本化することによって学習意欲を高める授業の研究 三重県立名張

高教員/上野 晴久 43万 

  近世唱導文芸と出版メディア―「善光寺本地」から浄瑠璃「善光寺御堂供養」まで― 

株式会社 テレビ信州企業の職員/倉田 治夫 64万 

  パソコンを用た軽障害児（聴覚・軽度発達）の音韻獲得を支援する視覚教材の開発 愛

知県立一宮聾教員/大島 光代 73万 

  中学校・高等学校における古典教材としての『東海道中膝栗毛』の研究 筑波大学附

属桐が丘養護教員/奥村 彰悟 68万 

  国語表現における評価法の確立とプレゼンテーション能力の開発に向けて お茶の水

女子大学附属高教員/荻原 万紀子 74万 

  第二次大戦中における日本語教育のための用語集の研究 国立国語研究所事務補佐員

/小根山 美鈴 65万 

  高等学校国語科における問題解決能力育成のための実銭的研究 広島県立廿日市高教

員/葛原 昌子 39万 

  ＜私＞を感じる子どもを育む国語科教育の在り方に関する実証的研究 新潟市立桜が

丘小教員/田代 孝 72万 

  学習の動機を重視した読書の指導と評価―ブックトークとポスターセッションを通し

て― 香川大学教育学部附属高松中教員/大林 克暢 18万 

  国民学校国民科国語の授業における言語活動主義の実証的研究 吉祥女子高等学校教

員/黒川 孝広 26万 

  認識主体を育てる小論文指導―自ら課題を発見・設定できる学習者育成の方法を求め

て― 広島県広島市立沼田高教員/種谷 克彦 29万 

  マルチプロジェクタの活用によって文章表現力を育成する授業法の研究 広島大学附

属中・高教員/土本 勝彦 65万 

  読む力，書く力を基礎とした，コミュニケーション能力の育成を図る実践的研究 大

阪市立南田辺小教員/山下 敦子 47万 

  わかりやすく伝えるための力を伸ばす指導過程の工夫―音声表現を通して― 千葉大

学教育学部附属中教員/横山 恭子 58万 

奨励研究 人文 教育（教育） 

  中学生のための多読指導プログラムの開発―多読指導のガイドライン― 東かがわ市

立白鳥中学校教員/亀谷 圭 22万 

奨励研究 人文 教育（教育工学） 

  映像情報の批判的・創造的読み解きと発信の力を中学生に育むための学習題材開発 

広島大学附属三原中教員/大和 浩子 58万 

  メディア・リテラシーの自己評価を支援するデジタルポートフォリオの開発 新潟県

新津市立市之瀬小教員/後藤 康志 65万 

  情報教育におけるメディアリテラシー教授法とコンテンツ 早稲田大学高等学院教員
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/橘 孝博 30万 

  知的障害児童・生徒へ視覚シンボルを使った電子メールソフトによる情報教育支援の

研究 京都府立向日が丘養教員/藤澤 和子 75万 

  メディアリテラシーを育成するための授業モデルの開発 新潟県津川町立津川小教員

/丸山 裕輔 75万 

  視覚障害学生のための電子録音図書と点字図書の効率的な作成環境の整備 筑波技術

短期大学技術系職員/森山 友美 30万 

奨励研究 人文 特殊教育 

  聴覚障害児の手話言語能力インタビューテストの開発 広島県立広島ろう学校呉分校

教員/阿部 敬信 50万 

  PCS を使用した発達障害児のコミュニケーション支援と学習支援 鳥取大教育地域科

学部附属養教員/石本 晴繁 53万 

  思春期にある高機能自閉症女児の対人コミュニケーションおよび自己意識の実践的検

討 奈良教育大学教育学部附属中教員/大谷 佳子 61万 

  難聴児における聴覚的言語入力と視覚的言語入力の併用による効果について 福井県

立ろう学校教員/島田 郁子 48万 

  音韻処理能力に問題がある読み障害児に対するトレーニングの効果について 横浜市

東俣野養護教員/樋口 和彦 75万 

  高機能広汎性発達障害児に対するコミュニケーション能力向上のための国語科指導 

酒々井町立酒々井小教員/吉村 忠広 25万 

ｂ）研究成果公開促進費 

学術定期刊行物 一般欧文誌 広領域 

  Acoustical Science and Technology 社団法人日本音響学会 260万 

学術定期刊行物 和文誌 人文科学系 

  コミュニケーション障害学（旧：聴能言語学研究） 日本コミュニケーション障害学

会（旧：日本聴能言語学会） 90万 

  特殊教育学研究（The Japanese Journal of Special Education） 日本特殊教育学会 

110万 

  教育学研究 日本教育学会 120万 

  朝鮮学報 朝鮮学会 100万 

  日本文学 日本文学協会 110万 

  国語学 国語学会 160万 

  言語研究 日本言語学会 250万 

  音声研究 日本音声学会 110万 

  日本語教育 社団法人日本語教育学会 270万 

学術定期刊行物 和文誌 社会科学系 

  社会心理学研究（Japanese Journal of Social Psychology） 日本社会心理学会 80

万 

  心理学評論 心理学評論刊行会 130万 

  心理学研究 社団法人日本心理学会 310万 

 40



調査・目録作成：国立国語研究所 情報資料部門                 平成 18年 11月 30日更新 

  教育心理学研究 日本教育心理学会 240万 

学術定期刊行物 和文誌 広領域 

  人文地理 人文地理学会 190万 

  地理学評論（GEOGRAPHICAL REVIEW OF JAPAN） 日本地理学会 360万 

学術図書 人文科学系 

  漢字（第1巻，第2巻，第3巻） 立命館大学文学部教授/清水 凱夫 240万 

  日本語学習者の文書理解に及ぼす音声化の影響 お茶の水女子大学人間文化研究所研

究員/鶴見 千津子 130万 

  現代日本語の疑問表現 岡山大学文学部助教授/宮崎 和人 120万 

  浜松中納言物語全注釈 相愛大学人文学部教授/中西 健治 290万 

  近松正本考 /山根 為雄 100万 

  上代日本語表現と訓詁 京都大学大学院人間・環境学研究科教授/内田 賢徳 310万 

  日本音声学研究―実験音声学方法論考― 筑波大学文芸・言語学系教授/城生 佰太郎  

220万 

  新撰万葉集注釈 巻上（一） 甲南大学文学部教授・新撰万葉集研究会代表/新間 一

美 100万 

  与論方言辞典 沖縄国際大学総合文化学部教授/高橋 俊三 270万 

  うつほ物語引用漢籍注疏 洞中最秘鈔 聖徳大学短期大学部文学科助教授/正道寺 康

子 160万 

  古代和歌における修辞 筑波大学文芸・言語学系助手/白井 伊津子 220万 

  平安前期歌語の和漢比較文学的研究 法政大学文学部兼任講師/中野 方子 220万 

  万葉集防人歌の国語学的研究 /水島 義治 110万 

  The Syntax of FOCUS and WH-Questions in Japanese: A Cross-Linguistic Perspective 

筑波大学現代語・現代文化学系助教授/柳田 優子 110万 

  説文以前小学書の研究 島根大学教育学部助教授/福田 哲之 250万 

  日本語態度動詞文の情報構造 筑波大学文芸・言語学系講師/小野 正樹 140万 

  日本語述語の統語構造と語形成 東海大学留学生教育センター専任講師/外崎 淑子  

150万 

  事態概念の記号化に関する認知言語学的研究 大阪教育大学教育学部助教授/谷口 一

美 130万 

学術図書 社会科学系 

  画像の記憶における言語的符号化の影響 島根大学法文学部講師/北神 慎司 100万 

  親乳児間における音声相互作用の発達的研究 仙台医療福祉専門学校言語聴覚学科教

員/庭野 加津子 120万 

データベース 重点データベース 

  アイヌ語音声データベース（ALCLAD） アイヌ語音声データベース作成チーム代表/

田村 すゞ子 1130万 

  「言語学大辞典」データベース（LED） 言語学大辞典データベース編纂委員会委員長

/町田 和彦 1290万 

データベース 一般データベース 人文科学系 
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  日本民話データベース（JFDB） 日本民話データベース作成委員会委員長/樋口 淳  

690万 

  ハルマ和解全文画像データベース（HPD） 早稲田大学図書館所蔵資料データベース作

成委員会委員長/深澤 良彰 950万 

  キリシタン文庫データベース（KBLD） キリシタン文庫データベース作成グループ代

表/高祖 敏明 1310万 

  古文書目録データベース（SHIPS-JHD） 古文書目録データベース作成グループ代表/

高橋 敏子 550万 

  史料編纂所所蔵和漢古書書誌画像データベース（Hi-CAT/Biblio 2003） 東京大学史

料編纂所所蔵史料画像データベース作成グループグループ代表/保立 道久 490万 

  近世文書・古地図の書誌情報及び画像情報データベース（MMEMDB） 近世文書・古地

図の書誌情報及び画像情報データベース作成委員会委員長/林 史典 630万 

  正倉院文書データベース（SOMODA） 正倉院文書データベース作成委員会代表/栄原 永

遠男 1540万 

  関東地域記録史料情報データベース（KARADB） 関東地域記録史料情報データベース

グループグループ代表/丑木 幸男 1310万 

  北方関係資料総合データベース（HOPPO） 北方関係資料総合データベース作成委員会

委員長/井上 芳郎 250万 

  東京大学史料編纂所歴史情報処理システム『編年史料綱文』データベース

（SHIPS-Chrono） 東京大学史料編纂所『編年史料綱文』データベース作成グルー

プグループ代表/宮崎 勝美 300万 

  東寺観智院金剛蔵聖教文書データベース（DBBK） 観智院金剛蔵聖教文書データベー

ス作成委員会代表/富田 正弘 1400万 

  東洋学多言語資料のマルティメディア電子図書館情報システム（ISMDLMAS） 東洋文

庫電算化委員会委員長/斯波 義信 1130万 

  全国漢籍データベース（KANSEKI） 全国漢籍データベース作成委員会委員長/高田 時

雄 1940万 

  西鶴作品全語彙索引データベース（SAIKAKU） 西鶴作品全語彙索引データベース作成

委員会代表/村上 征勝 350万 

  全国方言談話データベース（DDJD） 全国方言談話データベース作成委員会委員長/

佐藤 亮一 700万 

  漢字字体規範データベース（HNG） 漢字字体規範データベース編纂委員会委員長/石

塚 晴通 910万 

  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） 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/

松村 雄二 970万 

  古典籍総合目録データベース（UCJCB） 古典籍総合目録データベース作成グループグ

ループ代表/鈴木 淳 690万 

  日本古典調査データベース（CBMJ） 日本古典資料調査データベース作成グループグ

ループ代表/松野 陽一 2030万 
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  地域言語の共通語化40年経年調査データベース（LDDS40） 鶴岡調査データベース公

開作業委員会委員長/前川 喜久雄 1020万 

  『日本語言語地図』データベース（LAJDB） 『日本言語地図』データベース作成委員

会委員長/熊谷 康雄 840万 

データベース 一般データベース 広領域 

  池田家文庫絵図類画像データベース（EZU･IKEDA） 岡山大学池田家文庫絵図類データ

ベース作成委員会委員長/井上 一 1800万 

  特定領域研究日本語韻律コーパス（PA-Japanese-Prosody） 北澤 茂良 530万 

  東洋文化研究所所蔵漢籍目録データベース（CCC） 漢籍目録データベース作成グルー

プ代表/大木 康 1120万 

  アジア多言語資料デジタルライブラリ（MDL/ASM） アジア多言語資料デジタルライブ

ラリ作成グループ代表/長澤 榮治 750万 
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