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相澤　広記 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｷ
地球惑星科学・固体
地球惑星

電磁気的観測による島弧成層火山の浅部
構造と活動様式との関連性

東京工業大学
火山流体研究セン
ター・教授・小川　康雄

青木　美穂 ｱｵｷ ﾐﾎ 数学・代数学 Ｐ進特殊関数を用いた岩澤理論の精密化 東京工業大学
理工学・教授・黒川　信
重

浅香　透 ｱｻｶ ﾄｵﾙ
物理学・物性Ⅱ（実
験）

透過型電子顕微鏡による磁性強誘電体の
結晶構造と磁性・強誘電性ドメイン構造の解
析

（独）物質・材料研究機
構

主席研究員・松井　良
夫

浅田　洋一 ｱｻﾀﾞ ﾖｳｲﾁ
物理学・数理物理・
（理論）

乱れと電子間相互作用の共存する系での
電気伝導現象の数値計算

東京工業大学
理工学・教授・安藤　恒
也

安藤　亮輔 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾖｳｽｹ
地球惑星科学・固体
地球惑星

マルチスケール動的破壊モデルを用いた
断層系の全成長過程と地震破壊過程の理
論的研究

東京大学
理学（系）・教授・松浦
充宏

飯塚　博幸 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾕｷ
情報学・知覚情報処
理

構成論的アプローチによる能動的運動がも
たらす知覚と認知の複雑さに関する研究

公立はこだて未来大学
システム情報科学・教
授・鈴木　恵二

石岡　涼子 ｲｼｵｶ ﾘﾖｳｺ 天文学・天文学
高速分光・測光観測による降着円盤の可視
化、及び短時間変動現象の解明

自然科学研究機構
国立天文台・助教授・
関口　和寛

石黒　直子 ｲｼｸﾞﾛ ﾅｵｺ
地球惑星科学・気
象・海洋・陸水

流域に氷河を有する深水湖の躍層内の二
重拡散対流と深層の酸素供給に関する研
究

岡山大学
自然科学・助教授・大
久保　賢治

磯部　洋明 ｲｿﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 天文学・天文学
３次元磁気流体シミュレーションによる天体
の磁場の起源と磁気プラズマ活動現象の研
究

東京大学
理学（系）・助教授・横
山　央明

市原　直幸 ｲﾁﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 数学・数学一般
非線形偏微分方程式に対する均質化問題
への後ろ向き確率微分方程式によるアプ
ローチ

大阪大学
基礎工学・教授・長井
英生

稲永　俊介 ｲﾈﾅｶﾞ ｼﾕﾝｽｹ 情報学・情報学基礎
文字列学理論に基づいた高速知識発見シ
ステムの開発に関する基盤研究

九州大学
システム情報科学・助
教授・竹田　正幸

岩谷　靖 ｲﾜﾀﾆ ﾔｽｼ
電気電子工学・制御
工学

非二次形式リアプノフ関数アプローチによる
ハイブリッド制御系の安定解析と設計

東京大学
情報理工学・教授・原
辰次

上田　祐樹 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ
応用物理学・工学・
応用物理学一般

低温廃熱をエネルギー源とした熱音響発電
システムの開発

東京大学
生産技術研究所・教
授・西尾　茂文

植野　優 ｳｴﾉ ﾏｻﾙ 天文学・天文学
高分解Ｘ線スペクトルを用いた超新星残骸
の研究とＸ線偏光計の開発

東京工業大学
理工学・教授・河合　誠
之

宇京　斉一郎 ｳｷﾖｳ ｾｲｲﾁﾛｳ
林学・林産科学・木
質工学

木造建築における伝統的接合法の強度発
現機構の解明及びそれに基づく補強法の
開発

（独）森林総合研究所 室長・林　知行

鵜沼　毅也 ｳﾇﾏ ﾀｹﾔ
物理学・物性Ⅰ（実
験）

半導体超格子中の電子波束運動とサブバ
ンド間遷移によるテラヘルツ利得の解明と
制御

東京大学
生産技術研究所・教
授・平川　一彦

遠藤　基 ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾄｲ
物理学・素・原・宇
（理論）

超対称模型におけるフレーバーの起源の研
究

東京大学
宇宙線研究所・助教
授・久野　純治

大石　理子 ｵｵｲｼ ﾐﾁｺ
物理学・素・原・宇
（実験）

銀河円盤からの拡散ガンマ線観測による系
内宇宙線陽子の加速・伝播機構の研究

広島大学
理学（系）・教授・大杉
節

大森　俊洋 ｵｵﾓﾘ ﾄｼﾋﾛ
材料工学・構造・機
能材料

生体安全性に優れた新しいＣｏ基形状記憶
合金の開発とその医療用材料への応用

東北大学
先進医工学研究機構・
教授・山内　清

岡沢　哲晃 ｵｶｻﾞﾜ ﾃﾂｱｷ
物理学・物性Ⅰ（実
験）

チタニアとセリア上の極薄金属膜及び金属
超微粒子の物性と表面気相反応過程の研
究

（独）産業技術総合研
究所

主任研究員・田中　孝
治

緒方　芳子 ｵｶﾞﾀ ﾖｼｺ 数学・大域解析学 作用素環論を用いた数理物理学の研究 東京大学
数理科学・教授・河東
泰之

折戸　玲子 ｵﾘﾄ ﾚｲｺ
物理学・素・原・宇
（実験）

南極周回気球実験による低エネルギー宇
宙線反陽子の精密測定及び到来起源の解
明

神戸大学
自然科学・教授・野崎
光昭

柿崎　充 ｶｷｻﾞｷ ﾐﾂﾙ
物理学・素・原・宇
（理論）

フレーバー構造を支配する物理法則の究
明

東京大学
宇宙線研究所・助教
授・久野　純治

梶田　信 ｶｼﾞﾀ ｼﾝ 総合工学・核融合学
プラズマデタッチメントとダスト発生に関与す
る分子過程の解明とその効果の検証

名古屋大学
工学（系）・教授・高村
秀一
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糟谷　直宏 ｶｽﾔ ﾅｵﾋﾛ 総合工学・核融合学
トロイダルプラズマにおけるポロイダル構造
と輸送の研究

自然科学研究機構
核融合科学研究所・教
授・伊藤　公孝

片山　郁夫 ｶﾀﾔﾏ ｲｸｵ
地球惑星科学・岩
石・鉱物・鉱床学

オリビン格子選択配向に対する水の効果と
地震波異方性から読む沈み込み帯での水
の分布

東京大学
新領域創成科学・教
授・鳥海　光弘

菊本　統 ｷｸﾓﾄ ﾏﾓﾙ 土木工学・地盤工学
都市におけるトンネルと近接構造物の力学
的相互作用に関する研究

名古屋工業大学
工学（系）・教授・中井
照夫

木村　元 ｷﾑﾗ ｹﾞﾝ
物理学・数理物理・
（理論）

量子開放系の状態と力学の正写像を利用
した研究

東北大学
情報科学・教授・小澤
正直

工藤　和恵 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞｴ
物理学・数理物理・
（理論）

量子および古典スピン系の非線形ダイナミ
クス：エネルギー拡散と散逸構造の研究

大阪市立大学
工学（系）・教授・中村
勝弘

桒田　和正 ｸﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 数学・大域解析学
リーマン多様体上の確率過程の長時間漸
近挙動の解析

京都大学
数理解析研究所・助教
授・熊谷　隆

古賀　裕明 ｺｶﾞ ﾋﾛｱｷ 材料工学・金属物性
大規模第一原理計算によるナノ物質触媒機
能の研究

（独）物質・材料研究機
構

副センター長・大野　隆
央

固武　慶 ｺﾀｹ ｹｲ
物理学・素・原・宇
（理論）

強磁場、自転超新星からの重力波及び
ニュートリノ

早稲田大学
理工学・助教授・山田
章一

小林　景 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 情報学・統計科学
理論統計学と機械学習理論の統合による新
しいモデル選択規準の開発

情報・システム研究機
構

統計数理研究所・助教
授・栗木　哲

小林　千晶 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ 天文学・天文学
数値シミュレーションを用いた銀河および宇
宙の化学力学進化

自然科学研究機構
国立天文台・教授・杉
山　直

小林　徹也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ
応用物理学・工学・
工学基礎

実験検証を伴う細胞内現象の数理理論構
築と揺らぎを含む要素による制御理論の創
成

（独）理化学研究所
チームリーダー・上田
泰己

駒林　鉄也 ｺﾏﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ
地球惑星科学・固体
地球惑星

マントル最下部構成鉱物の圧力－体積－
温度状態方程式の確立

東京工業大学
理工学・助教授・廣瀬
敬

近藤　敏彰 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ
材料工学・材料加
工・処理

陽極酸化ポーラスアルミナの周期特性制御
及びフォトニック結晶への応用

首都大学東京 化学・教授・益田　秀樹

齊藤　忠臣 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵﾐ
農業工学・農業土
木・農村計

乾燥地植林のための蒸発抑制効果を持つ
ウォーターハーベスティングに関する研究

鳥取大学
乾燥地研究センター・
助教授・安田　裕

坂上　貴洋 ｻｶｳｴ ﾀｶﾋﾛ
物理学・生物・化学
物理

単一高分子鎖における階層的構造転移の
統計物理学的研究

京都大学
基礎物理学研究所・教
授・太田　隆夫

阪田　治 ｻｶﾀ ｵｻﾑ
情報学・感性情報
学・ｿﾌﾄ

各種生体信号処理の統合による食品感性
定量化に関する研究

筑波大学
生命環境科学・教授・
佐竹　隆顕

阪村　豊 ｻｶﾑﾗ ﾕﾀｶ
物理学・素・原・宇
（理論）

ブレーンワールド模型における超対称性の
破れの機構に関する研究

大阪大学
理学（系）・教授・細谷
裕

阪本　卓也 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ
情報学・知覚情報処
理

パルスレーダのための高速立体形状推定
法の研究

京都大学
情報（学）・教授・松山
隆司

桜井　達也 ｻｸﾗｲ ﾀﾂﾔ
環境学・環境影響評
価・政

東アジアを対象とした酸性雨・物質輸送モ
デルの開発と比較に関する研究

（財）日本環境衛生セ
ンター

所長・植田　洋匡

佐竹　晋輔 ｻﾀｹ ｼﾝｽｹ
環境学・環境動態解
析

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

人間文化研究機構
総合地球環境学研究
所・教授・早坂　忠裕

佐藤　一成 ｻﾄｳ ｲﾂｾｲ
電気電子工学・電
子・電気材料工学

強相関系酸化物ナノ構造による室温動作ス
ピントロニクスデバイスの創製

大阪大学
産業科学研究所・教
授・川合　知二

庄田　敏宏 ｼﾖｳﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 数学・幾何学
ユークリッド空間または平坦トーラス内の極
小曲面における正則性及びモジュライの研
究

九州大学
数理学・教授・山田　光
太郎

鈴木　正明 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 数学・幾何学 曲面の写像類群の代数的構造と線型表現 東京大学
数理科学・助教授・河
澄　響矢

須藤　斎 ｽﾄｳ ｲﾂｷ
地球惑星科学・層
位・古生物学

始新世／漸新世境界における海洋沿岸域
での一次生産者の交代事変の解明

（独）国立科学博物館 室長・谷村　好洋
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須山　孝夫 ｽﾔﾏ ﾀｶｵ
物理学・素・原・宇
（理論）

弦理論における重力相互作用について 京都大学
理学（系）・教授・川合
光

関口　貴子 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｺ
材料工学・構造・機
能材料

微細Ｃｕ配線のナノレベル界面強度と界面
物性に関する研究

東北大学
工学（系）・教授・小池
淳一

高橋　友和 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶｽﾞ
情報学・メディア情
報学・データ

高品質な等値面パッチモデリング手法の実
現と医用画像への応用に関する研究

名古屋大学
情報科学・教授・村瀬
洋

高橋　史宜 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾉﾌﾞ
物理学・素・原・宇
（理論）

インフレーション宇宙における密度揺らぎの
進化と物質及び暗黒物質の起源

東京大学
宇宙線研究所・助教
授・久野　純治

高橋　亮 ﾀｶﾊｼ ﾘﾖｳ 数学・代数学
コーエン・マコーレー環とその上の加群のホ
モロジー代数的な評価

明治大学
理工学・教授・後藤　四
郎

高橋　労太 ﾀｶﾊｼ ﾛｳﾀ 天文学・天文学
重力レンズと偏光で探るブラックホール時空
構造とダークマターの正体

東京大学
総合文化・教授・江里
口　良治

竹内　晋吾 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｺﾞ
地球惑星科学・岩
石・鉱物・鉱床学

マグマのガス浸透性の実験的研究に基づく
噴火爆発性の制御過程の解明

（独）産業技術総合研
究所

グループ長・篠原　宏
志

建部　洋晶 ﾀﾃﾍﾞ ﾋﾛｱｷ
地球惑星科学・気
象・海洋・陸水

オホーツク海水の形成・維持機構と亜熱帯
循環への影響評価に関する基礎研究

東京大学
気候システム研究セン
ター・教授・遠藤　昌宏

田中　万也 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾔ
地球惑星科学・地球
宇宙化学

地質時代の海洋化学環境の復元：海成石
灰岩に記録された古代海水の希土類元素
存在度

広島大学
理学（系）・教授・清水
洋

田中　佐千子 ﾀﾅｶ ｻﾁｺ
地球惑星科学・固体
地球惑星

地球潮汐による地震トリガー作用の発現特
性－起震応力場変化との関連性の解明－

（独）防災科学技術研
究所

部門長・松村　正三

田中　博美 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ
応用物理学・工学・
薄膜・表面界面物

量子ビットへの応用を目指した強磁性体／
高温超伝導体接合作製に関する基礎研究

（独）物質・材料研究機
構

フェロー・中沢　弘基

谷川　朋範 ﾀﾆｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ
地球惑星科学・気
象・海洋・陸水

積雪放射伝達モデルの高精度化，及び雪
氷圏リモートセンシングへの応用

北見工業大学
工学（系）・教授・榎本
浩之

津川　卓也 ﾂｶﾞﾜ ﾀｸﾔ
地球惑星科学・超高
層物理学

地磁気擾乱時における中緯度電離圏への
エネルギー輸送機構の研究

名古屋大学
太陽地球環境研究所・
助教授・塩川　和夫

辻　博史 ﾂｼﾞ ﾋﾛｼ
電気電子工学・電子
デバイス・電子機器

シリコン結晶中における不純物原子拡散の
モデリング

大阪大学
工学（系）・教授・谷口
研二

辻本　匡弘 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 天文学・天文学
Ｘ線高分解分光・撮像および多波長観測に
よる星形成領域のＸ線放射機構の解明

立教大学
理学（系）・教授・北本
俊二

寺島　ひとみ ﾃﾗｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 数学・代数学
単純特異点からみたパンルヴェ方程式の幾
何学の研究

京都大学
数理解析研究所・教
授・齋藤　恭司

土肥　徹次 ﾄﾞｲ ﾃﾂｼﾞ
人間医工学・医用シ
ステム

マイクロファブリペロー干渉計を利用した分
光内視鏡による生体微小領域計測

東京大学
新領域創成科学・教
授・佐久間　一郎

長尾　透 ﾅｶﾞｵ ﾄｵﾙ 天文学・天文学
超巨大ブラックホールの形成と進化の大規
模広視野宇宙探査観測に基づく研究

自然科学研究機構
国立天文台・教授・有
本　信雄

長岡　悟史 ﾅｶﾞｵｶ ｻﾄｼ
物理学・素・原・宇
（理論）

交差するＤブレイン系におけるタキオン凝縮
とその現象論的応用

大学共同利用機関法
人高エネルギー加速
器研究機構

素粒子原子核研究所・
教授・北澤　良久

長郷　文和 ﾅｶﾞｻﾄ ﾌﾐｶｽﾞ 数学・幾何学
結び目・３次元多様体の量子不変量が反映
する幾何的・大域的性質について

東京工業大学
理工学・助教授・村上
斉

中野　張 ﾅｶﾉ ﾕﾐﾊﾙ 数学・数学一般
ショートフォールリスク最小化問題と非マル
コフ型金融市場モデルの研究

大阪大学
基礎工学・教授・長井
英生

中村　謙太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ
地球惑星科学・岩
石・鉱物・鉱床学

太古代海嶺熱水活動に伴う物質循環とその
表層環境への影響の定量的解析

（独）海洋研究開発機
構

グループリーダー・鈴
木　勝彦

中村　暢伴 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾄﾓ
機械工学・機械材
料・材料力

人工超格子薄膜の弾性と磁性に関する系
統的研究

大阪大学
基礎工学・教授・平尾
雅彦

中村　麗奈 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲﾅ
地球惑星科学・気
象・海洋・陸水

実地観測による森林キャノピー下部の乱流
特性と輸送現象に関する研究

（独）森林総合研究所 室長・大谷　義一
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中谷　幸司 ﾅｶﾔ ｺｳｼﾞ
総合工学・航空宇宙
工学

スピン型ソーラーセイルの膜展開および膜
振動制御用機構の研究と開発

（独）宇宙航空研究開
発機構

教授・川口　淳一郎

永吉　勉 ﾅｶﾞﾖｼ ﾂﾄﾑ
物理学・素・原・宇
（実験）

位置有感型ＴＥＰＣの開発とそれによる宇宙
放射線の線量当量計測法の研究

早稲田大学 理工学・教授・菊池　順

夏井　利恵 ﾅﾂｲ ﾘｴ 数学・大域解析学
エルゴード理論とその測度論的数論への応
用

日本大学 文理学・教授・森　真

萩原　啓 ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲ 数学・代数学
対数的幾何に於けるＫ群及びモチーフの構
成とその代数サイクルへの応用

東京大学
数理科学・教授・斎藤
秀司

橋本　弘治 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 数学・数学一般
最適化問題に対する数値解法と精度保証
付き数値計算法の研究

京都大学
情報（学）・教授・福嶋
雅夫

長谷川　洋 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ
地球惑星科学・超高
層物理学

複数衛星その場観測に基づいた宇宙空間
構造の画像化とそのダイナミクスに関する研
究

東京工業大学
理工学・助教授・藤本
正樹

林　叔克 ﾊﾔｼ ﾖｼｶﾂ
物理学・生物・化学
物理

密度汎関数法による荷電高分子のシミュ
レーション（メゾスケールにむけて）

東北大学
理学（系）・教授・川勝
年洋

原下　秀士 ﾊﾗｼﾀ ｼﾕｳｼ 数学・代数学
正標数の体上のアーベル多様体のモジュラ
イ空間の構造について

北海道大学
理学（系）・教授・中村
郁

平尾　直久 ﾋﾗｵ ﾅｵﾋｻ
地球惑星科学・岩
石・鉱物・鉱床学

マルチメガバール領域における鉄－軽元素
系の超高圧高温実験と地球核への応用

兵庫県立大学
物質理学・教授・川村
春樹

平岡　裕章 ﾋﾗｵｶ ﾔｽｱｷ 数学・大域解析学
無限次元力学系の大域的構造解析に向け
た位相的計算理論の研究

北海道大学
電子科学研究所・教
授・西浦　廉政

深川　美里 ﾌｶｶﾞﾜ ﾐｻﾄ 天文学・天文学
赤外線観測による太陽系外惑星系の形成と
進化に関する研究

名古屋大学
理学（系）・教授・芝井
広

福重　孝志 ﾌｸｼｹﾞ ﾀｶｼ
機械工学・知能機械
学・機械

薄膜金属ガラスを用いた基板面外駆動マイ
クロアクチュエータによる新しいＭＥＭＳ

東京工業大学
精密工学研究所・教
授・下河辺　明

福本　潤也 ﾌｸﾓﾄ ｼﾞﾕﾝﾔ
土木工学・交通工
学・国土計画

社会資本整備をめぐるガバナンス構造の合
理化に向けたゲーム理論的研究

東京大学
工学（系）・教授・上田
孝行

藤　博之 ﾌｼﾞ ﾋﾛﾕｷ
物理学・素・原・宇
（理論）

行列模型に基づく超対称ゲージ理論の非
摂動的解析

北海道大学
理学（系）・助教授・鈴
木　久男

藤枝　俊 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｼﾕﾝ 材料工学・金属物性
遍歴電子メタ磁性転移を利用した高性能磁
気冷凍作業物質の開発に関する研究

東北大学
工学（系）・助教授・藤
田　麻哉

古川　亮 ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾗ
物理学・数理物理・
（理論）

顕著な内部構造を有する複雑液体における
非平衡現象および相転移ダイナミクス

京都大学
基礎物理学研究所・教
授・太田　隆夫

堀　正樹 ﾎﾘ ﾏｻｷ
物理学・素・原・宇
（実験）

超伝導高周波トラップを用いた反水素原子
の大量合成と高精度分光

東京大学
理学（系）・教授・早野
龍五

眞野　智行 ﾏﾉ ﾄｼﾕｷ 数学・基礎解析学
代数曲線上のモノドロミー保存変形から得ら
れるハミルトン系についての総合的研究

京都大学
理学（系）・教授・三輪
哲二

水上　知行 ﾐｽﾞｶﾐ ﾄﾓﾕｷ
地球惑星科学・地質
学

マントルウェッジ内におけるカンラン石格子
定向配列の空間分布

名古屋大学
環境学・助教授・ウォリ
ス　サイモン

水澤　靖 ﾐｽﾞｻﾜ ﾔｽｼ 数学・代数学
代数体の類体塔に関する非可換岩澤理論
の研究

上智大学 理工学・講師・角皆　宏

宮尾　忠宏 ﾐﾔｵ ﾀﾀﾞﾋﾛ 数学・基礎解析学
粒子と量子場の相互作用系における束縛
の強化の解析的研究

岡山大学
理学（系）・教授・廣川
真男

宮原　秀一 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾃﾞｶﾂﾞ
プラズマ科学・プラ
ズマ科学

環境・生体試料分析のための次世代超高
感度プラズマ質量分析装置の開発

東京工業大学
原子炉工学研究所・教
授・嶋田　隆一

宮本　泰行 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 機械工学・熱工学 自然冷媒系混合流体の熱力学モデリング 慶應義塾大学
理工学・教授・上松　公
彦

望月　悦子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾂｺ
建築学・建築環境・
設備

直射日光利用型窓システムの最適設計に
関する研究

早稲田大学
理工学・教授・田辺　新
一
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八木　和行 ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾕｷ
機械工学・設計工
学・機械機

ナノメートルオーダー分子膜のレオロジー特
性と油膜温度分布の関係

東京工業大学
理工学・教授・中原　綱
光

安田　健彦 ﾔｽﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 数学・代数学
モティヴィック積分とスタックの双有理幾何
学

京都大学
数理解析研究所・教
授・向井　茂

矢作　日出樹 ﾔﾊｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 天文学・天文学
適合格子分割法を用いた大規模並列計算
機による天体形成過程の解明

東京大学
理学（系）・助教授・牧
野　淳一郎

矢吹　正教 ﾔﾌﾞｷ ﾏｻﾉﾘ
環境学・環境動態解
析

極域における大気エアロゾルおよび雲の相
互作用に関する研究

情報・システム研究機
構

国立極地研究所・助教
授・塩原　匡貴

山口　実靖 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾈﾔｽ
情報学・計算機シス
テム

大規模ＩＰストレージエリアネットワークの解
析と性能向上に関する研究

東京大学
生産技術研究所・教
授・喜連川　優

山下　穣 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾉﾙ
物理学・物性Ⅱ（実
験）

二次元超流動ヘリウム３の探索 東京大学
物性研究所・教授・石
本　英彦

山田　卓司 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼﾞ
地球惑星科学・固体
地球惑星

大深度極至近距離での地震の直接観測に
よる動力学的地震破損停止機構の解明

東京大学
理学（系）・講師・井出
哲

山本　直樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ
電気電子工学・制御
工学

動的量子システムの制御系設計理論 電気通信大学
情報システム（学）・助
教授・長岡　浩司

横井　研介 ﾖｺｲ ｹﾝｽｹ
人間医工学・医用生
体工学・材料

脳動脈瘤に関する数値流体力学的研究 千葉大学 工学（系）・教授・劉　浩

横谷　洋 ﾖｺﾔ ﾋﾛｼ
物理学・素・原・宇
（理論）

摂動論的ＱＣＤにおけるＲＥＳＳＵＭＡＴＩＯ
Ｎの手法の改良と、散乱過程への応用

新潟大学
自然科学・助教授・小
池　裕司

横山　竜宏 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ
地球惑星科学・超高
層物理学

中・低緯度電離圏イレギュラリティと中性－
電離大気上下結合の観測的・理論的研究

名古屋大学
太陽地球環境研究所・
教授・小川　忠彦

吉武　美和 ﾖｼﾀｹ ﾐﾜ
地球惑星科学・地球
宇宙化学

コンドリュールの酸素同位体分析と年代測
定による太陽系初期の物質化学的進化の
解明

神戸大学
理学（系）・教授・中村
昇

吉永　直樹 ﾖｼﾅｶﾞ ﾅｵｷ 情報学・知能情報学
ことばの多様性を考慮した語彙化文法によ
るＷｅｂ文書からの常識的推論規則の獲得

北陸先端科学技術大
学院大学

情報科学・助教授・鳥
澤　健太郎

若槻　聡 ﾜｶﾂｷ ｻﾄｼ 数学・代数学
有界対称領域上のカスプ形式の明示的次
元公式

京都大学
理学（系）・助教授・池
田　保

5／5


