
ＰＤ・数物系科学　７８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

青木　悠樹 ｱｵｷ ﾕｳｷ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

高スピン偏極した超流動ヘリウム3 東京大学
物性研究所 ・教授 ・
石本　英彦

赤松　大輔 ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ
物理学 ・原子・分
子・量子ｴﾚｸ

量子光学的手法で探る量子縮退した異
種原子気体間相互作用

東京大学
工学（系） ・助教授 ・
井上　慎

上松　佐知子 ｱｹﾞﾏﾂ ｻﾁｺ
地球惑星科学 ・層
位・古生物学

コノドント化石層序に基づく古生代の生
物大量絶滅事件の解読

東京学芸大学
教育学 ・教授 ・猪郷
久治

足立　透 ｱﾀﾞﾁ ﾄｵﾙ
地球惑星科学 ・超
高層物理学

人工衛星と地上大型レーダーによる雷放
電と電離圏擾乱現象の電気的結合の解
明

京都大学
生存圏研究所 ・教授
・山本　衛

足立　奈津子 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾂｺ
地球惑星科学 ・層
位・古生物学

古生代前-中期礁生態系の時代変遷－
微生物相の進化と海洋古環境変化との
相互関連性－

宮城教育大学
教育学 ・教授 ・川村
寿郎

石井　敦 ｲｼｲ ｱﾂｼ 数学 ・幾何学 スムージング分解と結び目不変量 京都大学
数理解析研究所 ・助
教授 ・大槻　知忠

石井　順久 ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾋｻ
物理学 ・原子・分
子・量子ｴﾚｸ

超高速レーザー開発ならびに、それを用
いた光の高次高調波発生とアト秒分光へ
の応用

東京大学
物性研究所 ・教授 ・
渡部　俊太郎

上椙　真之 ｳｴｽｷﾞ ﾏｻﾕｷ
地球惑星科学 ・岩
石・鉱物・鉱床学

X線観察を用いた加熱炉による実験及び
数値計算によるコンドリュール形成過程
の解明

大阪大学
理学（系） ・教授 ・土
山　明

鵜養　美冬 ｳｶｲ ﾐﾌﾕ
物理学 ・素・原・宇
（実験）

グザイ原子エックス線の精密分光を用い
たストレンジバリオン多体系の研究

岐阜大学
教育学 ・教授 ・仲澤
和馬

江口　律子 ｴｸﾞﾁ ﾘﾂｺ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

遷移金属をドープした透明酸化物薄膜の
光キャリア注入によるスピン制御

東京大学
物性研究所 ・教授 ・
廣井　善二

江尻　省 ｴｼﾞﾘ ﾐﾂﾑ
地球惑星科学 ・超
高層物理学

精密地上観測と衛星観測から明らかにす
る大気波動による超高層大気へのインパ
クト

京都大学
生存圏研究所 ・助教
授 ・中村　卓司

大野　博道 ｵｵﾉ ﾋﾛﾐﾁ 数学 ・大域解析学 作用素環と量子格子系の研究 九州大学
数理学 ・教授 ・松井
卓

岡崎　武生 ｵｶｻﾞｷ ﾀｹｵ 数学 ・代数学 代数多様体と保型形式 京都大学
理学（系） ・教授 ・吉
田　敬之

甲斐　千舟 ｶｲ ﾁﾌﾈ 数学 ・基礎解析学
有界領域実現を通した等質ジーゲル領
域上の幾何学的調和解析

九州大学
数理学 ・教授 ・野村
隆昭

加塩　朋和 ｶｼｵ ﾄﾓｶｽﾞ 数学 ・代数学
周期とＬ函数，多重ガンマ函数の関係と
そのｐ進類似，及び関連する数論的諸問
題

京都大学
理学（系） ・教授 ・加
藤　和也

梶野　瑞王 ｶｼﾞﾉ ﾐｽﾞｵ
環境学 ・環境動態
解析

大気エアロゾルの雲物理過程を通した地
球寒冷化効果に関する数値的研究

東京大学
先端科学技術研究セ
ンター ・教授 ・近藤
豊

菊池　樹 ｷｸﾁ ﾀﾂﾙ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

超対称ＳＯ（１０）大統一模型に基づく
様々な現象論的側面の研究

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
・助手 ・岡田　宣親

北川　健太郎 ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

核磁気共鳴法を用いたスピンアイス状態
のスピン構造、スピン緩和機構の解明

東京大学
物性研究所 ・教授 ・
瀧川　仁

北島　宏輝 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ
地球惑星科学 ・地
質学

Nano-SIMSをもちいた太古代付加体の年
代学と海洋化学組成の経年変化の推定

東京大学
海洋研究所 ・教授 ・
佐野　有司

木村　希生 ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ
地球惑星科学 ・地
質学

地殻深度5-20kmにかかった古応力絶対
値とその時間変化

独立行政法人産業技
術総合研究所

グループ長 ・宮崎　一
博

桐山（中筋）　麻貴
ｷﾘﾔﾏ（ﾅｶｽｼﾞ）
ﾏｷ

数学 ・代数学
双曲空間における測地線のスペクトル的
性質の解明

津田塾大学
学芸学 ・教授 ・太田
香

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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栗原　純一 ｸﾘﾊﾗ ｼﾞﾕﾝｲﾁ
地球惑星科学 ・超
高層物理学

極域下部熱圏における力学とエネルギー
収支の研究

名古屋大学
太陽地球環境研究所
・所長 ・藤井　良一

桑山　靖弘 ｸﾜﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ
地球惑星科学 ・岩
石・鉱物・鉱床学

地球中心圧力における超高圧高温実験：
内核物質の物性と相平衡関係の解明

独立行政法人海洋研
究開発機構

プログラムディレクター
・巽　好幸

小林　努 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

高次元宇宙モデルにおける揺らぎの進化
と観測的検証の可能性

早稲田大学
理工学 ・教授 ・前田
恵一

小松　一生 ｺﾏﾂ ｶｽﾞｷ
地球惑星科学 ・岩
石・鉱物・鉱床学

水素結合ネットワークを有する物質の極
限環境下における精密構造解析

東京大学
理学（系） ・助教授 ・
鍵　裕之

近藤　久雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻｵ 地理学 ・地理学
活断層から発生する大地震の連動パ
ターン解明の古地震学的研究

独立行政法人産業技
術総合研究所

センター長 ・杉山　雄
一

斉木　吉隆 ｻｲｷ ﾖｼﾀｶ 数学 ・数学一般
カオス力学系の不安定周期軌道解析に
関する大規模数値解析とその応用

京都大学
数理解析研究所 ・教
授 ・山田　道夫

佐々木　浩宣 ｻｻｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 数学 ・基礎解析学
非線型クライン・ゴルドン方程式の散乱及
び逆散乱問題について

大阪大学
理学（系） ・准教授 ・
久保　英夫

佐藤　活志 ｻﾄｳ ｶﾂｼ
地球惑星科学 ・固
体地球惑星

応力逆解析法の基本原理の検証とその
地下遠隔探査への応用

京都大学
工学（系） ・助教授 ・
山田　泰広

佐藤　隆夫 ｻﾄｳ ﾀｶｵ 数学 ・幾何学
自由群の自己同型群の組み合わせ群論
的，位相幾何学的研究

大阪大学
理学（系） ・教授 ・大
鹿　健一

澤野　嘉宏 ｻﾜﾉ ﾖｼﾋﾛ 数学 ・基礎解析学
実解析学における関数空間の研究およ
び偏微分方程式への応用

首都大学東京
理工学 ・教授 ・岡田
正巳

島倉　裕樹 ｼﾏｸﾗ ﾋﾛｷ 数学 ・代数学
散在型有限単純群が作用する頂点作用
素代数の構成

千葉大学
理学（系） ・教授 ・北
詰　正顕

杉本　周作 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾕｳｻｸ
地球惑星科学 ・気
象・海洋・陸水

冬季海面水温偏差の「遠隔再出現」機構
とその気候変動における役割の研究

東北大学
理学（系） ・教授 ・花
輪　公雄

鈴木　正俊 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 数学 ・代数学
スペクトル理論の立場からの数論的Ｌ関
数の零点の研究

立教大学
理学（系） ・教授 ・藤
井　昭雄

瀬戸　雄介 ｾﾄ ﾕｳｽｹ
地球惑星科学 ・岩
石・鉱物・鉱床学

地球深部へ沈み込む炭酸塩鉱物の分解
反応について

北海道大学
理学（系） ・准教授 ・
永井　隆哉

仙洞田　雄一 ｾﾝﾄﾞｳﾀﾞ ﾕｳｲﾁ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

高エネルギー天体現象の観測による高
次元宇宙モデルの検証

京都大学
基礎物理学研究所 ・
教授 ・佐々木　節

台坂（小南）　淳子
ﾀﾞｲｻｶ（ｺﾐﾅﾐ）
ｼﾞﾕﾝｺ

天文学 ・天文学 海王星以遠天体領域での惑星形成 自然科学研究機構
国立天文台 ・教授 ・
牧野　淳一郎

高橋　圭 ﾀｶﾊｼ ｹｲ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

原子レベルで構造制御した強相関酸化
物人工格子の物性と外場応答に関する
研究

東京大学
新領域創成科学 ・助
教授 ・Hwang　Harold

高橋　慶太郎 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

宇宙論的磁場による初期宇宙の探求 京都大学
基礎物理学研究所 ・
教授 ・佐々木　節

對比地　孝亘 ﾂｲﾋｼﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ
地球惑星科学 ・層
位・古生物学

主竜形類（爬虫類、双弓類）、特に恐竜
類における頭－頚部関節部の解剖学的
進化

独立行政法人国立科
学博物館

主任研究員 ・真鍋
真

土屋　貴裕 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ 数学 ・数学一般
α対称安定過程から導かれる確率微分
方程式

東京工業大学
イノベーション・マネジ
メント ・助教授 ・中川
秀敏

手塚　真樹 ﾃﾂﾞｶ ﾏｻｷ
物理学 ・原子・分
子・量子ｴﾚｸ

冷却原子気体における臨界ゆらぎ及び
秩序形成の実時間ダイナミクスの研究

東京工業大学
理工学 ・教授 ・上田
正仁
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藤　亜希子 ﾄｳ ｱｷｺ
地球惑星科学 ・固
体地球惑星

コアーマントル境界近傍の不均質構造の
波長と振幅の推定

独立行政法人海洋研
究開発機構

センター長 ・深尾　良
夫

戸田　幸伸 ﾄﾀﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ 数学 ・代数学 連接層の導来圏と高次元代数幾何学 東京大学
数理科学 ・助教授 ・
高木　寛通

戸松　玲治 ﾄﾏﾂ ﾚｲｼﾞ 数学 ・大域解析学 作用素環論的量子群の研究 東京大学
数理科学 ・助教授 ・
小澤　登高

戸丸　仁 ﾄﾏﾙ ﾋﾄｼ
地球惑星科学 ・地
球宇宙化学

沈み込み帯におけるメタン・水の循環モ
デルへのヨウ素同位体年代法の応用

北見工業大学
未利用エネルギー研
究センター ・教授 ・庄
子　仁

中嶋　大輔 ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ
地球惑星科学 ・地
球宇宙化学

レゴリス起源隕石の鉱物学的・化学的研
究に基づく小惑星進化過程

東京大学
理学（系） ・教授 ・長
尾　敬介

中嶋　大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 天文学 ・天文学
X線CCD精密分光観測を用いた多重超
新星爆発による宇宙線加速の解明

大阪大学
理学（系） ・教授 ・常
深　博

中村　琢磨 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ
地球惑星科学 ・超
高層物理学

粒子シミュレーションを用いた宇宙プラズ
マ中に発生する大規模渦についての研
究

独立行政法人宇宙航
空研究開発機構

助教授 ・篠原　育

中山　優 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

ブラックホール・ストリング相転移に基づ
いた量子重力とタキオン凝縮の物理

東京大学
総合文化 ・教授 ・米
谷　民明

新見　康洋 ﾆｲﾐ ﾔｽﾋﾛ
物理学 ・物性Ⅰ（実
験）

少数スピン系における近藤効果・RKKY
相互作用の研究

東北大学
理学（系） ・教授 ・平
山　祥郎

野村　大輔 ﾉﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

LHC実験に関連する素粒子現象論
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
・助教授 ・野尻　美保
子

早川　裕一 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁ 地理学 ・地理学
遷急区間侵食と基盤岩石物性を組み入
れた岩盤河川の地形発達モデルの構築

筑波大学
生命環境科学 ・教授
・松倉　公憲

林　久美子 ﾊﾔｼ ｸﾐｺ
物理学 ・数理物理・
（理論）

粗視化タンパク質モデルの数値実験によ
る細胞機能の再現と定量的統計理論の
構築

早稲田大学
理工学 ・助教授 ・高
野　光則

原田　晶子 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷｺ
物理学 ・数理物理・
（理論）

第一原理シミュレーションによる炭素系物
質の脱水素化特性の研究

独立行政法人産業技
術総合研究所

上席研究員 ・香山
正憲

檜垣　徹太郎 ﾋｶﾞｷ ﾃﾂﾀﾛｳ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

超弦理論におけるモジュライ場の現象論
的、宇宙論的側面の研究

東北大学
理学（系） ・教授 ・山
口　昌弘

兵藤　哲雄 ﾋﾖｳﾄﾞｳ ﾃﾂｵ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

カイラル対称性に基づいたエキゾチックス
とハドロン動力学の研究

京都大学
基礎物理学研究所 ・
教授 ・國廣　悌二

深澤　知 ﾌｶｻﾜ ｻﾄﾙ 数学 ・代数学
正標数の視点によるガウス写像の射影幾
何

早稲田大学 理工学 ・教授 ・楫　元

深澤　敏子 ﾌｶｻﾜ ﾄｼｺ
物理学 ・生物・化学
物理

生体ナノ分子の機能性と分子間相互作
用形態および溶媒によって誘発される駆
動力

お茶の水女子大学
理学（系） ・教授 ・益
田　祐一

細川　隆史 ﾎｿｶﾜ ﾀｶｼ 天文学 ・天文学
大質量星の形成とフィードバック過程の
研究

自然科学研究機構
国立天文台 ・教授 ・
富阪　幸治

松四　雄騎 ﾏﾂｼ ﾕｳｷ 地理学 ・地理学
宇宙線生成核種を用いた風化土層の発
達速度と流域の侵食速度の定量

東京大学
工学（系） ・助教授 ・
松崎　浩之

松永　典之 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉﾘﾕｷ 天文学 ・天文学
銀河系バルジ領域の赤外線反復観測に
よる銀河系棒状構造の研究

京都大学
理学（系） ・教授 ・長
田　哲也

松波　雅治 ﾏﾂﾅﾐ ﾏｻﾊﾙ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

超高分解能レーザー光電子分光を用い
た重い準粒子バンドの形成過程に関する
研究

東京大学
物性研究所 ・教授 ・
辛　埴
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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

三浦　英之 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 数学 ・基礎解析学
流体力学に現れる非線形偏微分方程式
の調和解析の方法による研究

京都大学
理学（系） ・助教授 ・
中西　賢次

三枝　洋一 ﾐｴﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 数学 ・代数学 リジッド幾何とラングランズ関手性 東京大学
数理科学 ・教授 ・斎
藤　毅

宮本　安人 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾋﾄ 数学 ・大域解析学
物理・化学・生物学に現れるモデル方程
式の無限次元力学系の視点による解析

京都大学
数理解析研究所 ・教
授 ・岡本　久

向平　敦史 ﾑｶｲﾋﾗ ｱﾂｼ 数学 ・数学一般
可積分スピン鎖に付随した直交関数系の
構成

九州大学
数理学 ・助教授 ・梶
原　健司

矢野　孝次 ﾔﾉ ｺｳｼﾞ 数学 ・数学一般
マルコフ過程の特異性を持つ変換，汎関
数および遠足の研究

大阪大学
理学（系） ・教授 ・小
谷　眞一

山田　晋之介 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ
地球惑星科学 ・層
位・古生物学

節足動物における硬組織形成機構の進
化

東京大学
理学（系） ・教授 ・棚
部　一成

山田　丸 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾛﾑ
環境学 ・環境動態
解析

バイオエアロゾルの対流圏広域拡散：気
球搭載蛍光粒子カウンターの開発と観測
への応用

熊本県立大学
環境共生 ・助教授 ・
張　代洲

山本　綾 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ
物理学 ・物性Ⅱ（実
験）

重希土類元素化合物における低エネル
ギー磁気励起と量子相転移の解明

京都大学
国際融合創造セン
ター ・教授 ・石田　憲
二

横井　直人 ﾖｺｲ ﾅｵﾄ
物理学 ・素・原・宇
（理論）

超対称性を持ったゲージ場の理論に関
連する強弱双対性の理解

東京大学
総合文化 ・教授 ・風
間　洋一

横尾　亮彦 ﾖｺｵ ｱｷﾋｺ
地球惑星科学 ・固
体地球惑星

空気振動現象の観測と数値計算による火
山爆発過程の定量的解明

京都大学
防災研究所 ・教授 ・
石原　和弘

吉川　知里 ﾖｼｶﾜ ﾁｻﾄ
環境学 ・環境動態
解析

窒素循環に注目した地球温暖化に対す
る海洋生態系の応答メカニズムの解明

東京工業大学
フロンティア創造共同
研究センター ・教授 ・
吉田　尚弘

義永　那津人 ﾖｼﾅｶﾞ ﾅﾂﾋｺ
物理学 ・生物・化学
物理

階層構造を持つ高分子複合体系におけ
るエネルギー論の構築

東京大学
理学（系） ・教授 ・佐
野　雅己

吉野　太郎 ﾖｼﾉ ﾀﾛｳ 数学 ・幾何学 Clifford-Klein形の幾何 東京大学
数理科学 ・教授 ・小
林　俊行

渡辺　達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 数学 ・大域解析学
変分法を用いた非線形楕円型方程式の
解の形状および漸近挙動の研究

早稲田大学
理工学 ・教授 ・田中
和永

渡辺　路生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｵ
地球惑星科学 ・気
象・海洋・陸水

グローバルマッピングされた乱流拡散係
数の組み込みによる深層大循環モデル
の高度化

東京大学
気候システム研究セン
ター ・教授 ・遠藤　昌
宏
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