
ＤＣ１・数物系科学　９７名　平成１９年度特別研究員採用者一覧（19.4.1現在）

氏名 カナ氏名 分科・細目 研　究　課　題 受入研究機関 受入研究者

秋月　千鶴 ｱｷﾂﾞｷ ﾁﾂﾞﾙ 天文学 ・天文学
相対論的輻射輸送から探る活動天体と
宇宙ジェットの構造

筑波大学
理学（系） ・教授 ・梅
村　雅之

東　浩司 ｱｽﾞﾏ ｺｳｼﾞ
物理学 ・原子・分
子・量子ｴﾚｸ

量子情報処理の実現に向けたエンタング
ルメントの理論的研究

大阪大学
基礎工学 ・教授 ・井
元　信之

石渡　弘治 ｲｼﾜﾀ ｺｳｼﾞ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

超対称素粒子模型を用いた宇宙暗黒物
質問題の解明

東北大学
理学（系） ・准教授 ・
諸井　健夫

一丸　知子 ｲﾁﾏﾙ ﾄﾓｺ
地球惑星科学 ・気
象・海洋・陸水

成層圏突然昇温の予測可能性について 九州大学
理学（系） ・教授 ・廣
岡　俊彦

井上　遼太郎 ｲﾉｳｴ ﾘﾖｳﾀﾛｳ
物理学 ・原子・分
子・量子ｴﾚｸ

原子集団と光の集団相互作用による多次
元エンタングルメントの生成とその評価

東京工業大学
理工学 ・助教授 ・上
妻　幹男

岩見　真吾 ｲﾜﾐ ｼﾝｺﾞ 数学 ・数学一般
数理モデルによる医学における複雑現象
の解明

静岡大学
創造科学技術 ・教授
・竹内　康博

岩山　洋士 ｲﾜﾔﾏ ﾋﾛｼ
物理学 ・原子・分
子・量子ｴﾚｸ

自由電子レーザーを用いたクラスター・分
子の電荷ダイナミクスの研究

京都大学
理学（系） ・教授 ・八
尾　誠

上島　考太 ｳｴｼﾏ ｺｳﾀ
物理学 ・素・原・宇
（実験）

液体キセノンを用いた暗黒物質探索 東京大学
宇宙線研究所 ・教授
・中畑　雅行

上野　一樹 ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ
物理学 ・素・原・宇
（実験）

全天探査広視野ＭｅＶガンマ線カメラの
開発及び気球実験による天体観測

京都大学
理学（系） ・教授 ・谷
森　達

上野　賢哉 ｳｴﾉ ｹﾝﾔ
情報学 ・情報学基
礎

計算における時間と空間の能力差の解
明

東京大学
情報理工学 ・教授 ・
今井　浩

上原　崇人 ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾄ 数学 ・大域解析学 曲面上の力学系に関する研究 九州大学
数理学 ・教授 ・岩崎
克則

浦川　優子 ｳﾗｶﾜ ﾕｳｺ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

量子補正を考慮に入れたインフレーショ
ン期におけるゆらぎの生成シナリオの構
築

早稲田大学
理工学 ・教授 ・前田
惠一

江澤　雅彦 ｴｻﾞﾜ ﾓﾄﾋｺ
物理学 ・物性Ⅱ（理
論）

複合格子上のエキゾチック超伝導体の発
現機構の理論的研究

東京大学
理学（系） ・助教授 ・
小形　正男

榎戸　輝揚 ｴﾉﾄ ﾃﾙｱｷ
物理学 ・素・原・宇
（実験）

「すざく」衛星 硬X線検出器を用いた、超
新星 SN1987A からのパルサー探索

東京大学
理学（系） ・教授 ・牧
島　一夫

大木　俊輔 ｵｵｷﾞ ｼﾕﾝｽｹ 数学 ・幾何学
特異点をもつ３次元双曲多様体の変形
理論に関する研究

名古屋大学
多元数理科学 ・教授
・金井　雅彦

大熊　孝広 ｵｵｸﾏ ﾀｶﾋﾛ
物理学 ・原子・分
子・量子ｴﾚｸ

同一粒子による分子原子混合気体系のＢ
ＥＣの研究

京都大学
理学（系） ・教授 ・太
田　隆夫

大塚　朋ヒロ ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ
物理学 ・物性Ⅰ（実
験）

量子ドット複合系における量子現象のダ
イナミクスに関する研究

東京大学
物性研究所 ・教授 ・
勝本　信吾

小郷原　一智 ｵｺﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ
地球惑星科学 ・気
象・海洋・陸水

火星におけるダストストームの爆発的拡
大機構の研究

京都大学
理学（系） ・助教授 ・
里村　雄彦

小澤　碧 ｵｻﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ 天文学 ・天文学
X線撮像分光による重元素と銀河高温プ
ラズマの銀河・銀河間空間を巡る大循環
の解明

京都大学
理学（系） ・教授 ・小
山　勝二

恩田　香織 ｵﾝﾀﾞ ｶｵﾘ 天文学 ・天文学
ガンマ線バーストの前駆現象から残光に
いたる多波長同時観測実験

埼玉大学
理工学 ・助教授 ・田
代　信

加来　滋 ｶｸ ｼｹﾞﾙ
物理学 ・物性Ⅰ（実
験）

酸化物強誘電体表面のナノ・原子スケー
ル電子物性の解明と測定法開発

九州大学
理学（系） ・教授 ・渡
部　行男

受入研究機関及び受入研究者の氏名・所属・職については19年4月1日現在。
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風間　卓仁 ｶｻﾞﾏ ﾀｶﾋﾄ
地球惑星科学 ・固
体地球惑星

重力観測を用いた高精度・リアルタイム火
山噴火予知

東京大学
地震研究所 ・教授 ・
大久保　修平

川崎　真介 ｶﾜｻｷ ｼﾝｽｹ
物理学 ・素・原・宇
（実験）

重力場中での超冷中性子の量子化状態
測定

東京大学
理学（系） ・教授 ・駒
宮　幸男

川間　大介 ｶﾜﾏ ﾀﾞｲｽｹ
物理学 ・素・原・宇
（実験）

電磁相互作用による中重ラムダハイパー
核の生成及び精密分光手法の確立

東北大学
理学（系） ・教授 ・橋
本　治

菊池　麻希子 ｷｸﾁ ﾏｷｺ
地球惑星科学 ・地
球宇宙化学

局所分析に基づく放射性核種の地球環
境中における固定・遅延効果の解明

広島大学
理学（系） ・教授 ・日
高　洋

北　倫子 ｷﾀ ﾄﾓｺ
物理学 ・物性Ⅰ（理
論）

多軌道自由度を持つ相関電子系の理論
的研究

大阪大学
工学（系） ・准教授 ・
菅　誠一郎

木村　智樹 ｷﾑﾗ ﾄﾓｷ
地球惑星科学 ・超
高層物理学

木星極域起源の準周期的低周波電波
バースト現象の励起過程に関する研究

東北大学
理学（系） ・准教授 ・
三澤　浩昭

久野　雄介 ｸﾉ ﾕｳｽｹ 数学 ・幾何学
四次元ファイバー空間の局所符号数に
関連する写像類群の代数的構造の解明

東京大学
数理科学 ・助教授 ・
河澄　響矢

久保田　香織 ｸﾎﾞﾀ ｶｵﾘ 天文学 ・天文学
マイクロクエーサーの多波長観測による
宇宙ジェット生成機構の解明

京都大学
理学（系） ・助教授 ・
上田　佳宏

小杉　範仁 ｺｽｷﾞ ﾉﾘﾋﾄ
物理学 ・物性Ⅱ（理
論）

特別な幾何学的構造を持った物質系の
デコヒーレンス理論

広島大学
総合科学 ・教授 ・畠
中　憲之

小林　佑輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 数学 ・数学一般
グラフ上の辺素パスに関する最適化問題
の研究

東京大学
情報理工学 ・教授 ・
室田　一雄

近藤　晃弘 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

ランタン添加セリウム六硼化物への希土
類磁性イオン添加によるIV相秩序変数解
明

広島大学
先端物質科学 ・教授
・世良　正文

坂庭　康仁 ｻｶﾆﾜ ﾔｽﾉﾘ
物理学 ・数理物理・
（理論）

曲がった空間における臨界現象と幾何学
的対称性の効果

北海道大学
工学（系） ・准教授 ・
矢久保　考介

坂巻　竜也 ｻｶﾏｷ ﾀﾂﾔ
地球惑星科学 ・岩
石・鉱物・鉱床学

高温高圧条件下における無水・含水玄武
岩マグマの密度及び構造の決定

東北大学
理学（系） ・教授 ・大
谷　栄治

酒匂　宏樹 ｻｺｳ ﾋﾛｷ 数学 ・大域解析学 II_1型因子環の剛的部分環 東京大学
数理科学 ・教授 ・河
東　泰之

貞包　浩一朗 ｻﾀﾞｶﾈ ｺｳｲﾁﾛｳ
物理学 ・生物・化学
物理

電場による液体の新しい秩序：平衡、非
平衡条件下における構造とダイナミクス

京都大学
理学（系） ・助教授 ・
瀬戸　秀紀

澤崎　郁 ｻﾜｻﾞｷ ｶｵﾙ
地球惑星科学 ・固
体地球惑星

不均質構造における散乱理論に基づく
高周波強震動予測法の開発と適用

東北大学
理学（系） ・教授 ・佐
藤　春夫

篠原　克寿 ｼﾉﾊﾗ ｶﾂﾄｼ 数学 ・大域解析学
非双曲型力学系の通有的な性質につい
て

東京大学
数理科学 ・助教授 ・
林　修平

芝崎　聡一郎 ｼﾊﾞｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

パラジウム・ロジウム酸化物による熱電発
電材料の設計と合成

早稲田大学
理工学 ・教授 ・寺崎
一郎

城後　香里 ｼﾞﾖｳｺﾞ ｶｵﾘ
地球惑星科学 ・地
球宇宙化学

Mnの化学的性質を利用した初期太陽系
の進化過程の解明

九州大学
理学（系） ・助教授 ・
中村　智樹

白石　令 ｼﾗｲｼ ﾚｲ
地球惑星科学 ・岩
石・鉱物・鉱床学

マントル鉱物の格子選択配向と地震波速
度異方性およびマントルダイナミクスへの
応用

東北大学
理学（系） ・教授 ・大
谷　栄治

新名　良介 ｼﾝﾐﾖｳ ﾘﾖｳｽｹ
地球惑星科学 ・固
体地球惑星

下部マントル全領域における構成鉱物中
の鉄含有量と価数決定

東京工業大学
理工学 ・教授 ・廣瀬
敬
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菅沼　有希子 ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｷｺ
物理学 ・生物・化学
物理

ずり流動場が誘起する高分子がグラフトさ
れた分子膜の粘弾性相転移

お茶の水女子大学
理学（系） ・教授 ・今
井　正幸

諏訪　雄大 ｽﾜ ﾕｳﾀﾞｲ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

第一世代星の自転磁場重力崩壊と
ニュートリノ・重力波の放出

東京大学
理学（系） ・教授 ・佐
藤　勝彦

高澤　兼二郎 ﾀｶｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ
情報学 ・情報学基
礎

組合せ最適化におけるマッチング理論と
マトロイド理論の融合

東京大学
情報理工学 ・教授 ・
室田　一雄

賞雅　朝子 ﾀｶﾏｻ ｱｻｺ
地球惑星科学 ・地
球宇宙化学

銀同位体及びタングステン同位体を用い
たコア-マントル相互作用の検証

東京大学
地震研究所 ・准教授
・中井　俊一

竹内　一将 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏｻ
物理学 ・数理物理・
（実験）

非平衡相転移の究明を目的とした、動的
測定法によるDPユニバーサリティの実験
的検証

東京大学
理学（系） ・教授 ・佐
野　雅己

竹内　宏光 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾐﾂ
物理学 ・物性Ⅱ（理
論）

多成分原子気体ボース・アインシュタイン
凝縮体で実現する多様な位相欠陥の研
究

大阪市立大学
理学（系） ・教授 ・坪
田　誠

田島　礼子 ﾀｼﾞﾏ ﾚｲｺ
地球惑星科学 ・固
体地球惑星

地震系列の破壊過程と震源近傍におけ
る不均質構造の研究

広島大学
理学（系） ・教授 ・田
島　文子

竜野　秀行 ﾀﾂﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ
物理学 ・素・原・宇
（実験）

K中間子ヘリウム原子X線の精密測定 東京大学
理学（系） ・教授 ・早
野　龍五

田所　裕康 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾛﾔｽ
地球惑星科学 ・超
高層物理学

地球・土星内部磁気圏の高エネルギー
粒子加速・消失過程の解明

東北大学
理学（系） ・准教授 ・
三澤　浩昭

田中　雅臣 ﾀﾅｶ ﾏｻｵﾐ 天文学 ・天文学
超新星爆発とガンマ線バーストの発生機
構の解明と超高赤方偏移宇宙の距離指
標の確立

東京大学
理学（系） ・教授 ・野
本　憲一

塚田　真也 ﾂｶﾀﾞ ｼﾝﾔ
物理学 ・物性Ⅰ（実
験）

鉛系ペロブスカイト酸化物における相転
移のフォノンダイナミクス

筑波大学
数理物質科学 ・教授
・小島　誠治

塚本　真輝 ﾂｶﾓﾄ ﾏｻｷ 数学 ・幾何学
無限エネルギーゲージ理論と無限次元
モジュライ空間の幾何

京都大学
理学（系） ・教授 ・深
谷　賢治

津嶋　貴弘 ﾂｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 数学 ・代数学 l進エタール・コホモロジーと分岐理論 東京大学
数理科学 ・教授 ・斎
藤　毅

坪田　雅功 ﾂﾎﾞﾀ ﾏｻｶﾂ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

リング結晶の無電極測定による電荷密度
波永久電流の観測

北海道大学
工学（系） ・教授 ・丹
田　聡

デルモ　ＭＰ
ﾃﾞﾙﾓ ﾏｲｹﾙﾋﾟｶ
ｿﾞ

ナノ・マイクロ科学 ・
マイクロ・ナノデバイ
ス

強磁性ナノ微粒子を用いたスピンデバイ
スの開発

京都大学
化学研究所 ・助教授
・小林　研介

直井　誠 ﾅｵｲ ﾏｺﾄ
地球惑星科学 ・固
体地球惑星

超至近距離多点観測による様々な時定
数を持つ断層破壊現象の統一的理解

東京大学
地震研究所 ・教授 ・
吉田　真吾

長尾　桂子 ﾅｶﾞｵ ｹｲｺ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

例外群とアノマラスU(1)を用いた超対称
性大統一理論の宇宙論的側面の研究

名古屋大学
理学（系） ・助教授 ・
前川　展祐

長尾　健太郎 ﾅｶﾞｵ ｹﾝﾀﾛｳ 数学 ・代数学
代数幾何・表現論に現れる導来圏に関す
る研究

京都大学
理学（系） ・教授 ・中
島　啓

長島　薫 ﾅｶﾞｼﾏ ｶｵﾘ 天文学 ・天文学
日震学の手法を用いた太陽の活動現象
の起源に関する研究

総合研究大学院大学
物理科学 ・助教授 ・
関井　隆

中田　宗樹 ﾅｶﾀﾞ ﾑﾈｷ
ナノ・マイクロ科学 ・
マイクロ・ナノデバイ
ス

光駆動ＭＥＭＳアクチュエータの医療用
内視鏡への応用

東京大学
生産技術研究所 ・助
教授 ・年吉　洋

永村　直佳 ﾅｶﾞﾑﾗ ﾅｵｶ
物理学 ・物性Ⅰ（実
験）

半導体基板上金属ナノ薄膜における量
子化された電子状態と輸送現象

東京大学
理学（系） ・助教授 ・
長谷川　修司
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中山　和則 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

宇宙におけるバリオン非対称性及び暗黒
物質の起源に関する研究

東京大学
宇宙線研究所 ・教授
・川崎　雅裕

中山　耕輔 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｽｹ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

低エネルギー超高分解能光電子分光装
置の建設と高温超伝導体の微細電子構
造の研究

東北大学
理学（系） ・教授 ・高
橋　隆

西岡　辰磨 ﾆｼｵｶ ﾀﾂﾏ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

AdS/CFT対応を用いた超弦理論の非摂
動論的理解

京都大学
理学（系） ・教授 ・畑
浩之

西道　啓博 ﾆｼﾐﾁ ﾀｶﾋﾛ 天文学 ・天文学
バリオン振動を用いたダークエネルギー
探査と銀河バイアスの非線形効果

東京大学
理学（系） ・教授 ・須
藤　靖

野村　敬明 ﾉﾑﾗ ﾀｶｱｷ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

LASER光照射による電子捕獲率増幅を
利用した標準模型を超える物理の探索

埼玉大学
理工学 ・助教授 ・佐
藤　丈

芳賀　拓真 ﾊｶﾞ ﾀｸﾏ
地球惑星科学 ・層
位・古生物学

穿孔性二枚貝ニオガイ亜目の適応放散
に関する研究

東京大学
理学（系） ・助教授 ・
加瀬　友喜

羽田野　裕史 ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾌﾐ 天文学 ・天文学
多波長、近赤外線偏光、水素分子純回
転輝線観測による大規模サーベイから探
る星形成

名古屋大学
理学（系） ・教授 ・佐
藤　修二

早藤　麻美 ﾊﾔﾄｳ ｱｻﾐ
物理学 ・素・原・宇
（実験）

X線偏光観測による中性子星の磁場構造
の解明

東京理科大学
理学（系） ・客員助教
授 ・玉川　徹

平沢　達矢 ﾋﾗｻﾜ ﾀﾂﾔ
地球惑星科学 ・層
位・古生物学

骨学的形質を用いた獣脚類の呼吸器系
進化の解析～生物進化と環境変動の対
応を探る試み

東京大学
理学（系） ・助教授 ・
大路　樹生

深谷　友宏 ﾌｶﾔ ﾄﾓﾋﾛ 数学 ・幾何学
計算機を用いた代数的位相幾何学の研
究とアルゴリズムの開発

京都大学
理学（系） ・教授 ・河
野　明

藤井　敏之 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ
物理学 ・物性Ⅱ（理
論）

量子論的フラクソンの理論研究とその量
子情報科学への応用

広島大学
総合科学 ・教授 ・畠
中　憲之

藤井　通子 ﾌｼﾞｲ ﾐﾁｺ 天文学 ・天文学
N体シミュレーションを用いた銀河中心部
における星団の進化の研究

東京大学
理学（系） ・併任教授
・牧野　淳一郎

藤原　英明 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 天文学 ・天文学
赤外線観測に基づく原始惑星系円盤に
おけるダストの物理状態および進化過程
の解明

東京大学
理学（系） ・教授 ・尾
中　敬

古川　智子 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｺ
物理学 ・素・原・宇
（実験）

ガンマ線天体の観測のためのエマルショ
ンハイブリッド対生成望遠鏡の開発

名古屋大学
理学（系） ・教授 ・丹
羽　公雄

堀田　暁介 ﾎﾂﾀ ｷﾖｳｽｹ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

超弦理論に基づくBPSブラックホールに
関する研究

大阪大学
理学（系） ・教授 ・窪
田　高弘

堀　彰宏 ﾎﾘ ｱｷﾋﾛ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

f電子系強磁性体における圧力誘起超伝
導の研究

岡山大学
自然科学 ・教授 ・小
林　達生

堀内　渉 ﾎﾘｳﾁ ﾜﾀﾙ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

現実的核力を用いた殻－クラスター状態
の共存・競合の統一的研究

新潟大学
自然科学 ・教授 ・鈴
木　宜之

俣野　和明 ﾏﾀﾉ ｶｽﾞｱｷ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

コバルト酸化物超伝導体のNQR/NMRに
よる研究

岡山大学
自然科学 ・教授 ・鄭
国慶

松尾　信一郎 ﾏﾂｵ ｼﾝｲﾁﾛｳ 数学 ・幾何学
擬正則曲線のモジュライ空間の大域解析
学的研究とその四元数化の研究

東京大学
数理科学 ・教授 ・古
田　幹雄

松岡　広大 ﾏﾂｵｶ ｺｳﾀﾞｲ
物理学 ・素・原・宇
（実験）

加速器ニュートリノを用いた電子ニュート
リノ出現事象の探索

京都大学
理学（系） ・助教授 ・
中家　剛

松田　裕 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳ
物理学 ・生物・化学
物理

超広帯域分光法による無機酸化物ガラス
のガラス転移ダイナミクスに関する研究

筑波大学
数理物質科学 ・教授
・小島　誠治
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蓑輪　陽介 ﾐﾉﾜ ﾖｳｽｹ
物理学 ・物性Ⅰ（実
験）

メタマテリアルによる局所電磁場制御 京都大学
理学（系） ・教授 ・田
中　耕一郎

武藤　恭之 ﾑﾄｳ ﾀｶﾕｷ 天文学 ・天文学
惑星系形成理論における電磁流体力学
的素過程の理論的研究

京都大学
理学（系） ・助教授 ・
犬塚　修一郎

村瀬　孔大 ﾑﾗｾ ｺｳﾀ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

高エネルギー粒子を用いたガンマ線バー
ストなどの高エネルギー天体現象解明へ
の研究

京都大学
基礎物理学研究所 ・
助教授 ・長瀧　重博

村田　佳樹 ﾑﾗﾀ ｹｲｼﾞﾕ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

局所対称性とそのアノマリーに基づくブ
ラックホール蒸発過程の研究

京都大学
理学（系） ・助教授 ・
早田　次郎

安井　千香子 ﾔｽｲ ﾁｶｺ 天文学 ・天文学
低金属量下における初期質量関数の研
究

東京大学
理学（系） ・助教授 ・
小林　尚人

柳澤　実穂 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾎ
物理学 ・生物・化学
物理

非平衡条件下における多成分モデル生
体膜の大変形ダイナミクス

お茶の水女子大学
理学（系） ・教授 ・今
井　正幸

山崎　秀策 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾕｳｻｸ
地球惑星科学 ・地
質学

オマーンオフィオライト後期火成岩類の
岩石学的研究による初期島弧発生プロセ
スの解明

新潟大学
自然科学 ・教授 ・宮
下　純夫

山崎　裕一 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

マルチフェロイクスにおける巨大電気磁
気応答の開発

東京大学
工学（系） ・教授 ・十
倉　好紀

山田　薫 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾙ
物理学 ・素・原・宇
（実験）

パイオン崩壊過程を用いた電子-ミューオ
ン普遍性の精密測定

大阪大学
理学（系） ・教授 ・久
野　良孝

山田　由希子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｺ
物理学 ・素・原・宇
（実験）

中性子ノックアウト反応を用いた媒質効果
ならびにディラック相対論効果の研究

九州大学
理学（系） ・教授 ・野
呂　哲夫

山本　直希 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

高密度QCDにおける動的対称性の破れ
とクォーク-ハドロンクロスオーバー現象

東京大学
理学（系） ・教授 ・初
田　哲男

横田　巧 ﾖｺﾀ ﾀｸﾐ 数学 ・幾何学
リッチ流方程式の解の挙動についての研
究

筑波大学
数理物質科学 ・教授
・山口　孝男

吉岡　和夫 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞｵ
地球惑星科学 ・超
高層物理学

水星大気の観測的研究　-飛翔体搭載に
向けた真空紫外線分光器の開発-

東京大学
理学（系） ・助教授 ・
吉川　一朗
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