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荒木　真歩 ｱﾗｷ ﾏﾎ 文化人類学および民俗学関連 民俗芸能の伝承に関する研究-芸態変化につ 神戸大学 国際文化学研究科 岡田　浩樹 教授
いてのバリエーション分析を通して-

飯塚　舜 ｲｲﾂﾞｶ ｼﾕﾝ 哲学および倫理学関連 デイヴィッド・ヒュームの方法論及び因果論 東京大学 人文社会系研究科 鈴木　泉 教授
の虚構主義による統一的再構成

入倉　友紀 ｲﾘｸﾗ ﾕｷ 美学および芸術論関連 ブルーバード映画の再考：フェミニズムと比 早稲田大学 文学研究科 小松　弘 教授
較映画史の観点から

岩井　優祈 ｲﾜｲ ﾕｳｷ 人文地理学関連 巨大津波による社会リスクの地域的差異と最 筑波大学 生命環境科学研究 森本　健弘 講師
適な避難行動 科

上村　正之 ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾕｷ ヨーロッパ文学関連 1800-30年代ロシア文学におけるコサック表 北海道大学 文学院 安達　大輔 准教授
象の変遷

王　丹凝 ｵｳ ﾀﾝｷﾞﾖｳ 言語学関連 南琉球宮古語城辺新城方言の文法・語彙・談 九州大学 人文科学府 下地　理則 准教授
話の総合的記述を目指した３点セットの作成

大木　美南 ｵｵｷ ﾐﾅﾐ 考古学関連 縄文時代における植物資源利用の地域性と資 明治大学 明治大学大学院文 阿部　芳郎 教授
源管理に関する研究 学研究科

太田　凌嘉 ｵｵﾀ ﾘﾖｳｶﾞ 地理学関連 過度な森林資源の収奪による山地流域の不可 京都大学 京都大学大学院理 松四　雄騎 准教授
逆的環境変化のモデル化：ハゲ山を捉え直す 学研究科地球惑星

科学専攻

大竹　碧 ｵｵﾀｹ ｱｵｲ 文化人類学および民俗学関連 軍事基地がもたらす排除と依存の人類学的研 京都大学 人間・環境学研究 風間　計博 教授
究-マーシャル諸島・イバイ島の事例から 科

大塚　優美 ｵｵﾂｶ ﾕﾐ 美術史関連 「グエルチーノと17世紀ボローニャのキリス 神戸大学 人文学研究科 宮下　規久 教授
ト教思想-シビュラ主題作品を中心に」 朗

大山　祐亮 ｵｵﾔﾏ ﾕｳｽｹ 言語学関連 規則性仮説に基づくスラヴ語歴史音韻論の再 東京大学 人文社会系研究科 小林　正人 准教授
構築-統計と白樺文書を手がかりに-

小川　潤 ｵｶﾞﾜ ｼﾞﾕﾝ ヨーロッパ史およびアメリカ ローマ属州ガリアにおける行政機構の研究： 東京大学 人文社会系研究科 橋場　弦 教授
史関連 田園地帯の小規模共同体の行政研究を中心に

小川　雅貴 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 言語学関連 心理言語学的手法による、他動的事象の認識 東京大学 総合文化研究科 広瀬　友紀 教授
と言語化における方言差の検証

刑部　昂 ｵｻｶﾍﾞ ｺｳ 英文学および英語圏文学関連 トニ・モリソン作品における方法論的展開ー 東京大学 人文社会系研究科 諏訪部　浩 東京大学，
"Missing"を手掛かりとして 一  人文社会

系研究科，
 准教授
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小山田　真帆 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾏﾎ ヨーロッパ史およびアメリカ 民主政期アテナイにおける市民共同体の維持 京都大学 文学研究科 南川　高志 教授
史関連 と性規範の関係に関する研究

賀川　恵理香 ｶｶﾞﾜ ｴﾘｶ 地域研究関連 現代パキスタンにおけるジェンダー空間の変 京都大学 アジア・アフリカ 中溝　和弥 教授
遷と女性の身体技法-パルダ実践への着目 地域研究研究科

片岡　一竹 ｶﾀｵｶ ｲﾁﾀｹ 思想史関連 フランスのヘーゲル受容との関係を主軸とし 早稲田大学 文学研究科 藤本　一勇 教授
たジャック・ラカンの主体概念の研究

加藤　幹治 ｶﾄｳ ｶﾝｼﾞ 言語学関連 北琉球徳之島伊仙方言の記述文法書作成 東京外国語大学 総合国際学研究科 中山　俊秀 教授

亀山　光明 ｶﾒﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 宗教学関連 近代日本仏教と戒律--宗教言説史におけるプ 東北大学 国際文化研究科 ＫＬＡＵＴ 准教授
ラクティスの再検討 ＡＵ　Ｏｒ

ｉｏｎ

軽部　利恵 ｶﾙﾍﾞ ﾘｴ 日本語学関連 上代特殊仮名遣いの書記論的研究 奈良女子大学 人間文化研究科 尾山　慎 准教授

川添　航 ｶﾜｿﾞｴ ﾜﾀﾙ 人文地理学関連 東アジア地域社会における宗教共同体の変容 筑波大学 生命環境科学研究 松井　圭介 教授
過程と要因に関する地理学的研究 科

菊池　信太朗 ｷｸﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 日本史関連 大正・昭和前期における知識人のネットワー 京都大学 文学研究科 小野澤　透 教授
ク-一匡社『社会及国家』を中心に

木村　智 ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ 宗教学関連 アメリカ例外論としての宗教多元主義の系譜 東京大学 人文社会系研究科 藤原　聖子 教授
研究

木村　風雅 ｷﾑﾗ ﾌｳｶﾞ 宗教学関連 18世紀イスラーム思想改革運動におけるアブ 東京大学 人文社会系研究科 菊地　達也 准教授
ー・ハーミド・ガザーリーの思想受容

藏田　典子 ｸﾗﾀ ﾉﾘｺ 人文地理学関連 福島原発事故による避難者の「故郷喪失」プ 京都大学 人間・環境学研究 小方　登 教授
ロセスの解明ー移動と支援に着目してー 科

桑田　翔 ｸﾜﾀ ｼﾖｳ 日本史関連 近代日本産業政策の再構築ー農商務省の研究 東京大学 人文社会系研究科 鈴木　淳 教授

外賀　葵 ｹﾞｶ ｱｵｲ 言語学関連 中国領内のモンゴル系言語・ドゥンシャン語 京都大学 文学研究科 千田　俊太 准教授
の包括的記述研究-言語接触を中心に- 郎

康　凱欣 ｺｳ ｶｲｷﾝ 日本語学関連 中世韻書を中心とする日本古辞書の研究 東京大学 人文社会系研究科 肥爪　周二 教授

河野　洋人 ｺｳﾉ ﾋﾛﾄ 科学社会学および科学技術史 20世紀日本における「物性物理学」の形成・ 東京工業大学 環境・社会理工学 中島　秀人 教授
関連 発展過程の研究 院

越坂　裕太 ｺｼｻｶ ﾕｳﾀ 日本史関連 献上行為の儀礼化に関する政治史的研究：近 九州大学 人文科学府 福田　千鶴 教授
世武家社会の表向／奥向構造に着目して

小林　浩斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 言語学関連 印欧祖語の"Narten-presents"の考察　ーケ 京都大学 文学研究科 Ｃａｔｔ　 准教授
ルト語派を中心にー Ａｄａｍ
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小綿　哲 ｺﾜﾀ ｱｷﾗ 史学一般関連 近代教育と未完の脱植民地化ーセネガルにお 京都大学 京都大学文学研究 永原　陽子 教授
ける植民地教育とアフリカ研究ー 科現代史学科

ゴ　シンイ ｺﾞ ｼﾝｲ 考古学関連 元代都城周辺の墓制にみる北方遊牧民文化の 早稲田大学 文学研究科 城倉　正祥 教授
流入ー元墓の構造分析を中心にー

桜木　真理子 ｻｸﾗｷﾞ ﾏﾘｺ 文化人類学および民俗学関連 インドネシアのハンセン病対策に関する人類 大阪大学 人間科学研究科 森田　敦郎 准教授
学的研究：科学実践と細菌の関係に着目して

佐藤　一希 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 日本史関連 近世後期における皇位継承と江戸幕府 大阪大学 文学研究科 野村　玄 准教授

下山　花 ｼﾓﾔﾏ ﾊﾅ 地域研究関連 新作物の受容がもたらした生業と食文化の変 京都大学 アジア・アフリカ 重田　眞義 教授
化：エチオピア南部におけるライコムギ栽培 地域研究研究科

杉田　建斗 ｽｷﾞﾀ ｹﾝﾄ 日本史関連 日本古代の伊勢神宮・天照と王権 東京大学 人文社会系研究科 大津　透 教授

杉野　駿 ｽｷﾞﾉ ｼﾕﾝ 美学および芸術論関連 ディドロの「理想的モデル」論研究 東京大学 人文社会系研究科 小田部　胤 教授
基礎文化研究専攻
（美学）

久

砂田　恭佑 ｽﾅﾀﾞ ｷﾖｳｽｹ 思想史関連 キュロスのテオドレトスの聖書註解を手がか 東京大学 大学院 総合文化 筒井　賢治 准教授
りとした古代キリスト教思想史の再検討 研究科

高波　紳太郎 ﾀｶﾅﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 地理学関連 日本列島における溶結凝灰岩台地の侵食史の 明治大学 明治大学大学院文 吉田　英嗣 准教授
復元 学研究科

高橋　亮一 ﾀｶﾊｼ ﾘﾖｳｲﾁ 日本史関連 明治期北方海域における日本の海洋進出と拡 国学院大学 文学研究科 上山　和雄 名誉教授
大に関する研究

田中　雄大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 中国文学関連 中国語文学における「現代主義」的思考様式 東京大学 人文社会系研究科 鈴木　将久 教授
の形成と変遷--穆時英・戴望舒を起点に

千　受珉 ﾁﾖﾝ ｽﾐﾝ アジア史およびアフリカ史関 近代朝鮮における愛国婦人会の活動とその意 九州大学 人文科学府 小野　容照 准教授
連 義

陳　斯雅 ﾁﾝ ｼｶﾞ 考古学関連 北朝隋唐における鉛釉陶器生産と流通・消費 金沢大学 人間社会環境研究 中村　慎一 教授
に関する研究 科

陳　彦如 ﾁﾝ ﾔﾝﾙ 考古学関連 日本における宋風喫茶文化の受容と変遷-中 京都大学 人間・環境学研究 尾野　善裕 教授
近世天目の研究を中心に- 科

津田　栞里 ﾂﾀﾞ ｼｵﾘ 思想史関連 スピノザ論争史から読み解くバウムガルテン 一橋大学 社会学研究科 加藤　泰史 教授
と18世紀ドイツ啓蒙思想の再評価

中辻　柚珠 ﾅｶﾂｼﾞ ﾕｽﾞ ヨーロッパ史およびアメリカ 美術界のチェコ・ナショナリズムへの応答- 京都大学 文学研究科 金澤　周作 教授
史関連 マーネス造形芸術家協会を中心に
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二宮　望 ﾆﾉﾐﾔ ﾉｿﾞﾑ 美学および芸術論関連 ドイツ語圏におけるイメージ学の包括的研究 京都大学 人間・環境学研究 武田　宙也 准教授
ー修辞学・政治的図像学・技術的イメージー 科

波多野　瞭 ﾊﾀﾉ ﾘﾖｳ 思想史関連 構成員の身分と行為に関する理論を中心とし 東京大学 総合文化研究科 原　和之 教授
たトマス・アクィナスの教会観の研究

林　遼 ﾊﾔｼ ﾊﾙｶ 日本史関連 「室町殿政権」における伝奏の役割とその変 東京大学 人文社会系研究科 三枝　暁子 准教授
容

ホワイト　ケア ﾎﾜｲﾄ ｹｱﾗ ｼﾕｴﾃﾅ 文化人類学および民俗学関連 都市環境における人間と野良猫のエンカウン 大阪大学 人間科学研究科 森田　敦郎 准教授
ラ　シュエテナ
ケット

ｹﾂﾄ ター：接触による関係性の人類学的研究

本庄　有紀 ﾎﾝｼﾞﾖｳ ﾕｷ 美術史関連 中期・後期ビザンティン期の「降誕」図にお 金沢大学 人間社会環境研究 菅原　裕文 准教授
ける複雑化・多様化の様相とその要因 科

牧野　由佳 ﾏｷﾉ ﾕｶ 文化人類学および民俗学関連 「梯子獅子」の伝播と社会的機能に関する考 総合研究大学院 文化科学研究科 松尾　恒一 教授
察 大学

松本　智憲 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ 思想史関連 ラカン派精神分析による身体論の多文化主義 京都大学 人間・環境学研究 松本　卓也 准教授
的検討：フランツ・ファノンを中心に 科

水野　俊 ﾐｽﾞﾉ ｼﾕﾝ 美学および芸術論関連 戦後ドイツ文化史における現代美術の研究- 慶應義塾大学 文学研究科 後藤　文子 教授
観客と公的体験の観点から

三田　寛真 ﾐﾀ ﾋﾛﾏｻ 言語学関連 視覚的経験の言語化に関する研究-感覚の言 東京大学 総合文化研究科 藤井　聖子 教授
語的伝達メカニズムの解明に向けて-

三津島　一樹 ﾐﾂｼﾏ ｶｽﾞｷ 文化人類学および民俗学関連 自動車修理をめぐる技術的実践とその歴史的 京都大学 人間・環境学研究 石井　美保 准教授
変容：西アフリカ・ガーナの事例から 科

宮島　舜 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾕﾝ 哲学および倫理学関連 スフラワルディーの認識論における自然学・ 東京大学 人文社会系研究科 菊地　達也 准教授
論理学の構造

村上　孟謙 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾉﾘ 日本史関連 天智朝の日本における仏教受容の研究 京都大学 文学研究科 吉川　真司 教授

望月　澪 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘﾖｳ ヨーロッパ史およびアメリカ 近世ドイツにおける学識者の「就職活動」に 東京大学 人文社会系研究科 勝田　俊輔 准教授
史関連 関する研究

森山　倭成 ﾓﾘﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 言語学関連 省略を許さない要素及び日本語省略現象の包 神戸大学 人文学研究科 岸本　秀樹 教授
括的研究

森脇　慧 ﾓﾘﾜｷ ｹｲ ヨーロッパ文学関連 マリーズ・コンデ作品における「虚構の系譜 早稲田大学 文学研究科 Ｏｄｉｌｅ 教授
」 　ＤＵＳＳ

ＵＤ
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山岡　翔 ﾔﾏｵｶ ｼﾖｳ 言語学関連 ベトナム語の音声・音韻に関する総合的研究 京都大学 文学研究科 千田　俊太 准教授
-音声の生理的観点及び個別現象の観点から 郎

山口　晴香 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 文化財科学関連 縄文と弥生の食の季節性-歯根部連続サンプ 東京大学 新領域創成科学研 米田　穣 教授
リングと同位体分析の微量化 究科

山野　弘樹 ﾔﾏﾉ ﾋﾛｷ 哲学および倫理学関連 ポール・リクールにおける歴史的存在論の思 東京大学 総合文化研究科 梶谷　真司 教授
想

山本　佳生 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｵ ヨーロッパ文学関連 ミシェル・ド・モンテーニュ『エセー』にお 早稲田大学 文学研究科 瀬戸　直彦 教授
ける「自己愛」と「自己知」の様相

行田　洋斗 ﾕｷﾀ ﾋﾛﾄ 美学および芸術論関連 ストローブ＝ユイレ映画作品における俳優の 京都大学 人間・環境学研究 木下　千花 准教授
演技とその演出について 科

葉　勝 ﾖｳ ｼﾖｳ アジア史およびアフリカ史関 清朝南方における駐防と地方社会研究-江寧 京都大学 文学研究科 中砂　明徳 教授
連 八旗を中心に

横山　実紀 ﾖｺﾔﾏ ﾐｷ 科学社会学および科学技術史 忌避施設立地問題における段階的意思決定の 北海道大学 文学院 大沼　進 教授
関連 事前合意：潜在的当事者と公正の実証研究

横山　未来 ﾖｺﾔﾏ ﾐｸ 考古学関連 先アンコール時代の土器編年と地域間交流の 早稲田大学 文学研究科 田畑　幸嗣 准教授
復元

吉川　弘晃 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 史学一般関連 戦間期日本知識人のソヴィエト経験～交流組 総合研究大学院 文化科学研究科 劉　建輝 教授
織・ツーリズム・出版の視点から～ 大学

李　華雨 ﾘ ｶｳ 中国文学関連 日本中世における蘇軾・黄庭堅の受容ーー万 東京大学 人文社会系研究科 陳　捷 教授
里集九の注釈と創作を中心として

Ｌｏｆｔｕｓ　 ﾛﾌﾀｽ ｼﾞｴｰﾑｽﾞ 考古学関連 板付式壺形土器：北部九州弥生土器の小地域 九州大学 地球社会統合科学 溝口　孝司 教授
Ｊａｍｅｓ 間の比較研究 府
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青柳　翔也 ｱｵﾔｷﾞ ｼﾖｳﾔ 教育学関連 音楽教育成立史再考：音楽と教育の関係は戦 筑波大学 人間総合科学研究 平田　諭治 准教授
中・戦後でいかに制度化されたか 科

淺野　良成 ｱｻﾉ ﾀｶｱｷ 政治学関連 「外交投票」とメディアの党派的バイアス 東京大学 法学政治学研究科 谷口　将紀 教授

荒井　翔子 ｱﾗｲ ｼﾖｳｺ 実験心理学関連 恐怖条件付け記憶における海馬の機能的構築 筑波大学 人間総合科学研究 ＰＡＶＬＩ 教授
の検討 科 ＤＥＳ　Ｃ

ＬＥＥ　ＳＵＭ ｲ ｽﾐﾝ 政治学関連 地方議会における請願制度と政治過程：議会 東京大学 総合文化研究科 内山　融 教授
ＩＮ 内権力と利益団体の影響力に着目して

生田　裕也 ｲｸﾀ ﾕｳﾔ 公法学関連 権力分立論と議院内閣制論の接合に関する研 京都大学 法学研究科 毛利　透 教授
究

市川　英孝 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ 民事法学関連 表見代理の判断枠組みとその理論的根拠-民 東京大学 法学政治学研究科 中原　太郎 准教授
法110条を出発点として-

今仁　裕輔 ｲﾏﾆ ﾕｳｽｹ 金融およびファイナンス関連 取締役会の独立性が企業業績・企業行動に与 一橋大学 経営管理研究科 安田　行宏 教授
える影響

岩瀬　祐介 ｲﾜｾ ﾕｳｽｹ 理論経済学関連 集団の多様性がマッチングに与える影響につ 東京大学 経済学研究科 神取　道宏 教授
いて

岩田　聖徳 ｲﾜﾀ ｷﾖﾉﾘ 会計学関連 株主総会における議決権行使と会計情報およ 一橋大学 経営管理研究科 加賀谷　哲 准教授
び会計行動との関係 之

宇田　智佳 ｳﾀﾞ ﾄﾓｶ 教育社会学関連 児童養護施設で暮らす子どもの生活世界と教 大阪大学 人間科学研究科 高田　一宏 教授
育課題の克服 ‐社会関係資本に着目して‐

榎本　聖香 ｴﾉﾓﾄ ｷﾖｶ 臨床心理学関連 過活動の慢性痛患者に対する完全主義の評価 大阪大学 人間科学研究科 佐々木　淳 准教授
と介入プログラムの開発

大賀　健介 ｵｵｶﾞ ｹﾝｽｹ 経済史関連 産業衰退と環境再生からみた現代日本経済史 京都大学 経済学研究科 渡邊　純子 教授
：地域形成史論の再検討

奥村　公貴 ｵｸﾑﾗ ｺｳｷ 理論経済学関連 労働分配率と研究開発投資の関係についての 東京大学 経済学研究科 福田　慎一 教授
理論研究

金子　迪大 ｶﾈｺ ﾐﾁﾋﾛ 社会心理学関連 人生全体のウェル・ビーイングの評価：幸せ 京都大学 教育学研究科 野村　理朗 准教授
の時間パターンに対する選好分析を通して

辛嶋　了憲 ｶﾗｼﾏ ﾘﾖｳｹﾝ 公法学関連 平等原則審査基準の日独間比較 一橋大学 法学研究科 渡邉　康行 教授

河原　健志 ｶﾜﾊﾗ ﾀｹｼ 理論経済学関連 ソーシャルメディアを介した情報伝達につい 東京大学 経済学研究科 尾山　大輔 准教授
ての理論的研究
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韓　天一 ｶﾝ ﾃﾝｲﾁ 特別支援教育関連 自閉スペクトラム症児への早期コミュニケー 慶應義塾大学 社会学研究科 山本　淳一 教授
ション発達支援ー国際連携研究ー

菊池　信之介 ｷｸﾁ ｼﾝﾉｽｹ 公共経済および労働経済関連 技術革新が労働市場に与える影響とそれに伴 東京大学 経済学研究科 青木　浩介 教授
う最適な政策対応について

木戸　大道 ｷﾄﾞ ﾀﾞｲﾄﾞｳ 経済統計関連 エビデンスに基づいた政策形成における、バ 京都大学 経済学研究科 依田　高典 教授
ンディット問題の応用

城戸　千晶 ｷﾄﾞ ﾁｱｷ 家政学および生活科学関連 健康寿命延伸に向けた住環境整備と住まい方 奈良女子大学 人間文化研究科 久保　博子 教授
に関する研究 -QOLに着目して-

古賀　竣也 ｺｶﾞ ｼﾕﾝﾔ 科学教育関連 高等学校における統計教育に関する研究‐ニ 筑波大学 人間総合科学研究 樋口　直宏 教授
ュージーランドの事例研究をもとに‐ 科

児玉　麻衣子 ｺﾀﾞﾏ ﾏｲｺ 会計学関連 ホスピタリティ産業における管理会計-顧客 明治大学 明治大学大学院　 鈴木　研一 教授
志向の融合型管理会計- 経営学研究科

小林　美沙 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻ 実験心理学関連 画像によって喚起された感情が視覚処理の時 千葉大学 融合理工学府 一川　誠 教授
間精度に及ぼす影響の検討

近藤　凜太朗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝﾀﾛｳ ジェンダー関連 フェミニストNGOが産出する「第三世界」の 大阪大学 人間科学研究科 木村　涼子 教授
ジェンダー表象

齋藤　崇治 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾊﾙ 政治学関連 アメリカ大統領はいかにして弱くなったのか 東京大学 法学政治学研究科 久保　文明 教授
　議会改革の終焉と政党構築の挫折

齋藤　真里菜 ｻｲﾄｳ ﾏﾘﾅ 実験心理学関連 知覚されない盲点への光照射とメラノプシン 東京大学 人文社会系研究科 村上　郁也 教授
の働きが視知覚に及ぼす影響の検討

齋藤　僚介 ｻｲﾄｳ ﾘﾖｳｽｹ 社会学関連 多様なナショナリズムの形成過程-計量社会 大阪大学 人間科学研究科 吉川　徹 教授
学的アプローチを用いた実証研究-

佐藤　信吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 社会学関連 特攻言説の歴史的構築に関するメディア論的 慶應義塾大学 社会学研究科 大石　裕 教授
分析

佐藤　侑太郎 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 認知科学関連 チンパンジー・ボノボの共感性：比較認知実 京都大学 理学研究科 平田　聡 教授
験による多層的検討

篠崎　弘毅 ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾛｷ 理論経済学関連 大規模な組み合わせオークション制度につい 大阪大学 経済学研究科 芹澤　成弘 教授
ての研究

篠本　創 ｼﾉﾓﾄ ｿｳ 国際関係論関連 米国の湾岸地域に対するオフショア・バラン 京都大学 法学研究科 中西　寛 教授
シング：1969年-1979年
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柴田　温比古 ｼﾊﾞﾀ ｱﾂﾋｺ 社会学関連 リベラルな国家の成員資格をめぐる社会学的 東京大学 総合文化研究科 佐藤　俊樹 教授
規範理論の構築

澁澤　柊花 ｼﾌﾞｻﾜ ｼﾕｳｶ 認知科学関連 脳律動変調技術の開発とそれに基づく認知機 大阪大学 生命機能研究科 柳田　敏雄 特任教授
能の向上

瀬口　瑛子 ｾｸﾞﾁ ｱｷｺ 実験心理学関連 ３者同時交渉がもたらす２者関係の変化：カ 慶應義塾大学 社会学研究科 伊澤　栄一 教授
ラスの同盟形成とストレス緩衝機能の検討

十河　隼人 ｿｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 刑事法学関連 量刑における一般情状の研究-スウェーデン 早稲田大学 法学研究科 松澤　伸 教授
量刑法における「衡平理由」の比較法的検討

高野　了太 ﾀｶﾉ ﾘﾖｳﾀ 社会心理学関連 畏敬の念の負の側面に関する研究ー個体と環 京都大学 教育学研究科 野村　理朗 准教授
境の相互作用の観点からー

武内　今日子 ﾀｹｳﾁ ｷﾖｳｺ 社会学関連 細分化されたカテゴリーが媒介する自己知と 東京大学 人文社会系研究科 赤川　学 教授
他者理解ー性別違和をめぐる語りからー

田尻　絵里 ﾀｼﾞﾘ ｴﾘ 家政学および生活科学関連 睡眠時間の短縮が食欲へ及ぼす影響の個人間 熊本県立大学 環境共生学研究科 吉村　英一 准教授
差異の要因の解明：脳内報酬系に着目して

田中　志歩 ﾀﾅｶ ｼﾎ 教育社会学関連 バングラデシュの少数民族における教育問題 広島大学 国際協力研究科 日下部　達 准教授
の複層性に関する民族間比較研究 哉

田中　将太 ﾀﾅｶ ｼﾖｳﾀ 社会福祉学関連 近代日本軍人恩給制度の基礎的研究 立命館大学 文学研究科 山崎　有恒 教授

田中　大 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 認知科学関連 モデルベーストfMRIによる予測誤差と運動主 東京大学 人文社会系研究科 今水　寛 教授
体感をつなぐ神経基盤の解明

谷口　あや ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔ 特別支援教育関連 社会における「発達障害」概念とは何か：発 神戸大学 人間発達環境学研 山根　隆宏 准教授
達障害者に対する態度に関する検討 究科

谷原　吏 ﾀﾆﾊﾗ ﾂｶｻ 社会学関連 職場における「振舞のコード」の解明：雑誌 慶應義塾大学 社会学研究科 近森　高明 教授
言説に表れる対人関係の技法に着目して

鶴見　周摩 ﾂﾙﾐ ｼﾕｳﾏ 実験心理学関連 高速逐次視覚呈示(RSVP)を用いた視覚的注意 中央大学 文学研究科 山口　真美 教授
の発達過程の検討

豊島　理公 ﾄﾖｼﾏ ﾐﾁﾏｻ 実験心理学関連 「さびしさ」のラットモデル　-「孤独感」 筑波大学 人間総合科学研究 山田　一夫 准教授
の神経基盤と感受性に関与する要因の解明- 科

中村　恵佑 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 教育学関連 大学入試政策の安定性に関する研究-共通テ 東京大学 東京大学大学院教 村上　祐介 准教授
ストの政策形成・決定過程の分析を通して- 育学研究科

成澤　雅寛 ﾅﾘｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 社会学関連 教育における水平的差異が生じさせる格差の 東京大学 総合文化研究科 藤原　翔 准教授
生成メカニズムに関する研究



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名小区分氏名 カナ氏名

ＤＣ１・社会科学　71名　平成31年度特別研究員採用者一覧

西口　美穂 ﾆｼｸﾞﾁ ﾐﾎ 認知科学関連 物語産出における物語世界の疑似体験メカニ 京都大学 教育学研究科 楠見　孝 教授
ズム

西村　翼 ﾆｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 政治学関連 現代日本の政党による候補者リクルートメン 神戸大学 法学研究科 品田　裕 教授
トに関する実証的研究

西村　幸浩 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 教育社会学関連 大学におけるアカデミック・ハラスメントの 東京大学 教育学研究科 本田　由紀 教授
法的救済に関する研究

畑　琴音 ﾊﾀ ｺﾄﾈ 臨床心理学関連 がん患者における活動抑制のプロセス検討と 早稲田大学 人間科学研究科 鈴木　伸一 教授
活動抑制軽減を目指したプログラム開発

服部　恵典 ﾊﾂﾄﾘ ｹｲｽｹ 社会学関連 女性向けAV視聴者の社会学的研究：性的主体 東京大学 人文社会系研究科 赤川　学 教授
化とセクシュアル・ストーリーの観点から

花田　裕都 ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ 経済政策関連 世代間移転が総需要に与える影響に関する量 京都大学 経済学研究科 柴田　章久 教授
的分析

疋田　研一郎 ﾋｷﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 実験心理学関連 野生ニホンザルとチンパンジーの瞬目に見る 京都大学 理学研究科 中川　尚史 教授
毛づくろいにおける戦術的欺きとその進化

飛田　麻也香 ﾋﾀﾞ ﾏﾔｶ 教育社会学関連 教育による平和構築：イスラエル・パレスチ 広島大学 国際協力研究科 牧　貴愛 准教授
ナ協働NGOをめぐるネットワーク

福冨　雅夫 ﾌｸﾄﾐ ﾏｻｵ 理論経済学関連 分配に関する行動の理論モデルの構築へ向け 京都大学 農学研究科 栗山　浩一 教授
て　-実験研究によるアプローチ-

松本　未希子 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷｺ 公法学関連 公私協働の日中比較-「社区」ガバナンスの 神戸大学 法学研究科 角松　生史 教授
構築

望月　葵 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｵｲ 地域研究関連 シリア難民の離散と定着化の比較研究：ヨル 京都大学 アジア・アフリカ 長岡　慎介 准教授
ダンとドイツでの帰属・生存戦略に着目して 地域研究研究科

森　七恵 ﾓﾘ ﾅﾅｴ 教育学関連 無条件の受容の臨床教育学ーハイデガー「共 京都大学 教育学研究科 西平　直 教授
存在」概念を手がかりに

野吾　尚紀 ﾔｺﾞ ﾅｵｷ 理論経済学関連 合理的バブル理論を用いた金融危機後の長期 東京大学 経済学研究科 中嶋　智之 教授
低迷及び最適な金融規制に関する分析

矢崎　桂一郎 ﾔｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 子ども学および保育学関連 スウェーデンにおける幼小接続の政策及び実 東京大学 教育学研究科 秋田　喜代 教授
践から見た思想的特徴に関する研究 美

矢野　康介 ﾔﾉ ｺｳｽｹ 教育心理学関連 感覚処理感受性に注目した大学生の抑うつ低 立教大学 コミュニティ福祉 大石　和男 教授
減モデルの検討：健康教育への応用に向けて 学研究科
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山内　健司 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾞ 実験心理学関連 視覚的印付けにおける抑制テンプレートの可 北海道大学 文学院 河原　純一 准教授
塑性と現実場面への拡張 郎

山口　晃人 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾄ 政治学関連 ロトクラシー・選挙デモクラシー・エピスト 東京大学 総合文化研究科国 森　政稔 教授
クラシー　望ましい意思決定手続きの探究 際社会科学専攻相

関社会科学分野

湯浅　良太 ﾕｱｻ ﾘﾖｳﾀ 経済統計関連 高次元データにおける平均， 分散共分散行 東京大学 経済学研究科 久保川　達 教授
列の縮小推定 也

吉田　航 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 社会学関連 学校世界と職業世界の接続点：大卒労働市場 東京大学 総合文化研究科 佐藤　俊樹 教授
における企業の採用に関する実証的研究

吉松　弘志 ﾖｼﾏﾂ ﾋﾛｼ 実験心理学関連 明滅刺激を用いた時間情報符号化の神経基盤 東京大学 総合文化研究科 四本　裕子 准教授
の解明

吉村　直人 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾄ 実験心理学関連 水の中での人の心-潜水活動における視覚認 九州大学 人間環境学府 山田　祐樹 准教授
知機能の変容過程-

李　優大 ﾘ ﾕｳﾀﾞｲ 国際関係論関連 ソヴェト・ロシアの「東方」進出と「グレー 東京大学 法学政治学研究科 松里　公孝 教授
ト・ゲーム」

渡辺　理仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾋﾄ 基礎法学関連 中期ビザンツ帝国における婚姻と『抜粋集』 一橋大学 法学研究科 屋敷　二郎 教授
の位置付け

和田　萌 ﾜﾀﾞ ﾓｴ 政治学関連 フランスにおけるライシテと移民統合モデル 京都大学 人間・環境学研究 齋藤　嘉臣 准教授
に関する研究 科
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Ａｈｍａｄｉ　 ｱｰﾏﾃﾞｲ ﾀﾗ 核融合学関連 球状トカマクに磁気リコネクションによるプ 東京大学 工学系研究科 小野　靖 教授
Ｔａｒａ ラズマ加熱の研究

赤石　貴也 ｱｶｲｼ ﾀｶﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ チャームバリオン分光実験で探るダイクォー 大阪大学 理学研究科 阪口　篤志 准教授
び宇宙物理に関連する実験 ク相関の研究

秋光　萌 ｱｷﾐﾂ ﾓｴ プラズマ科学関連 電流シート構造の二次元詳細計測によるプラ 東京大学 工学系研究科 小野　靖 教授
ズマ加熱機構の解明

安藤　梨花 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 素粒子、原子核、宇宙線およ 21-cm線観測のための理論モデルの構築 名古屋大学 理学研究科 市來　淨與 准教授
び宇宙物理に関連する理論

飯田　暢生 ｲｲﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 幾何学関連 ゲージ理論とトポロジー 東京大学 東京大学数理科学 古田　幹雄 教授
研究科

ＩＫＨＬＡＳ　 ｲｸﾗｽ ﾗｰﾏﾄ ﾑﾊﾝﾏ 磁性、超伝導および強相関系 カイラル反強磁性体におけるトポロジカル物 東京大学 新領域創成科学研 中辻　知 教授
ＲＡＨＭＡＴ　
ＭＵＨＡＭＭＡ
Ｄ

ﾄﾞ 関連 性の実験的研究 究科

伊師　大貴 ｲｼ ﾀﾞｲｷ 天文学関連 超軽量X線望遠鏡を用いた地球周辺における 首都大学東京 大学院理学研究科 江副　祐一 准教授
電荷交換反応の俯瞰的な広視野撮像 郎

石浦　宏尚 ｲｼｳﾗ ﾋﾛﾋｻ 素粒子、原子核、宇宙線およ 陰イオンガス三次元飛跡検出器を用いた方向 神戸大学 理学研究科 身内　賢太 准教授
び宇宙物理に関連する実験 に感度を持つ暗黒物質探索実験 朗

石川　遼太郎 ｲｼｶﾜ ﾘﾖｳﾀﾛｳ 天文学関連 次世代偏光観測手法の開拓と太陽光球-彩層 総合研究大学院 物理科学研究科 勝川　行雄 准教授
結合研究 大学

伊藤　凌平 ｲﾄｳ ﾘﾖｳﾍｲ 天文学関連 すばる極広領域深探査と機械学習による宇宙 東京大学 理学系研究科 大内　正己 兼任准教授
再電離の研究

今木　翔太 ｲﾏｷ ｼﾖｳﾀ 素粒子、原子核、宇宙線およ カイラル摂動論に基づく外場中の高密度核・ 東京大学 理学系研究科 福嶋　健二 教授
び宇宙物理に関連する理論 クオーク物質の相構造の解明

植村　堪介 ｳｴﾑﾗ ｶﾝｽｹ 固体地球科学関連 地震発生域の状態の定量的評価と統合的地震 東京大学 理学系研究科 井出　哲 教授
発生力学モデルの構築

大木　大悟 ｵｵｷ ﾀﾞｲｺﾞ 磁性、超伝導および強相関系 電荷秩序相とディラック電子相の境界での電 名古屋大学 理学研究科 小林　晃人 准教授
関連 子相関効果と輸送現象

太田　雅人 ｵｵﾀ ﾏｻﾄ プラズマ科学関連 無衝突ワイベル衝撃波による粒子加速に関す 大阪大学 理学研究科 中井　光男 教授
る研究

大西　崇介 ｵｵﾆｼ ｼﾕｳｽｹ 天文学関連 一酸化炭素による赤外線吸収の時間変動を用 東京大学 理学系研究科 中川　貴雄 併任教授
いた活動銀河核分子トーラス構造の解明
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大山　望 ｵｵﾔﾏ ﾉｿﾞﾑ 地球生命科学関連 上部三畳系美祢層群昆虫化石相の解明 九州大学 理学府 前田　晴良 教授

岡本　幸平 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ スーパーカミオカンデにおける太陽フレア由 東京大学 理学系研究科 中畑　雅行 兼任教授
び宇宙物理に関連する実験 来のニュートリノ探索

沖　泰裕 ｵｷ ﾔｽﾋﾛ 代数学関連 幾何的手法による志村多様体および局所Lang 東京大学 数理科学研究科 三枝　洋一 准教授
lands対応の研究における新展開

荻野　槙子 ｵｷﾞﾉ ﾏｷｺ 磁性、超伝導および強相関系 マルチフェロイクスにおける電気磁気結合の 東京大学 工学系研究科 高橋　陽太 准教授
関連 おりなす物性現象の分光的研究 郎

小澤　創 ｵｻﾞﾜ ｿｳ 固体地球科学関連 複雑な形状の断層における地震破壊の数値シ 東京大学 理学系研究科 安藤　亮輔 准教授
ミュレーション研究

恩田　理奈 ｵﾝﾀﾞ ﾘﾅ 素粒子、原子核、宇宙線およ 新しい背景事象抑制方法により感度を改善し 東京大学 理学系研究科 大谷　航 兼任准教授
び宇宙物理に関連する実験 たミュー粒子稀崩壊探索実験

梶浦　大起 ｶｼﾞｳﾗ ﾋﾛｷ 代数学関連 有限群の部分集合の一様性の尺度と準モンテ 広島大学 理学研究科 松本　眞 教授
カルロ法

加藤　伸行 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ 大型キセノン検出器を用いた暗黒物質の世界 東京大学 理学系研究科 森山　茂栄 兼任教授
び宇宙物理に関連する実験 最高感度探索

金杉　翔太 ｶﾅｽｷﾞ ｼﾖｳﾀ 磁性、超伝導および強相関系 パリティを破る秩序・揺らぎが生み出す新奇 京都大学 理学研究科 柳瀬　陽一 准教授
関連 超伝導現象の解明

亀井　雄斗 ｶﾒｲ ﾕｳﾄ 素粒子、原子核、宇宙線およ 大型液体シンチレータ検出器によるニュート 東北大学 理学研究科 清水　格 准教授
び宇宙物理に関連する実験 リノのマヨラナ性の検証

亀田　麻衣 ｶﾒﾀﾞ ﾏｲ 磁性、超伝導および強相関系 アモルファス磁性体における磁気励起とスピ 東北大学 理学研究科 藤田　全基 教授
関連 ン輸送メカニズムの解明

河上　龍郎 ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾛｳ 代数学関連 凖フロベニウス分裂多様体に関する研究 東京大学 大学院数理科学研 高木　俊輔 教授
究科

川崎　拓也 ｶﾜｻｷ ﾀｸﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ 鏡の光学浮上による巨視的量子系の実現 東京大学 理学系研究科 安東　正樹 准教授
び宇宙物理に関連する実験

川野　雅敬 ｶﾜﾉ ﾏｻﾀｶ 磁性、超伝導および強相関系 反強磁性体におけるマグノン励起の理論的研 東京大学 総合文化研究科 堀田　知佐 准教授
関連 究

川畑　幸平 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ 数理物理および物性基礎関連 非平衡開放系におけるトポロジカル相を記述 東京大学 理学系研究科 上田　正仁 教授
する基礎理論の構築

北川　耕咲 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｻｸ 応用数学および統計数学関連 構造化個体群動態を記述するマルチスケール 九州大学 システム生命科学 岩見　真吾 准教授
モデルの理論構築とデータ解析への応用 府
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許　明然 ｷﾖ ﾒｲｾﾞﾝ 磁性、超伝導および強相関系 力学的角運動量と電子スピンの結合の定量評 東京大学 新領域創成科学 大谷　義近 教授
関連 価 研究科

久家　聖二 ｸｶﾞ ｾｲｼﾞ 代数学関連 Fuchs群上の弱正則モジュラー形式の研究 九州大学 数理学府 権　寧魯 准教授

久保　賢太郎 ｸﾎﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 半導体、光物性および原子物 量子系における揺動散逸定理のマクロな破れ 東京大学 理学系研究科 清水　明 兼任教授
理関連

小粥　一寛 ｺｶﾞｲ ｶｽﾞﾋﾛ 素粒子、原子核、宇宙線およ 銀河サーベイを用いた超弦理論の検証 名古屋大学 理学研究科 杉山　直 教授
び宇宙物理に関連する理論

小林　克樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂｷ 基礎解析学関連 一般化されたローラン双直交多項式に付随す 京都大学 情報学研究科 辻本　諭 准教授
る正値性を持つ可積分系とその超離散化

小林　暁 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ 素粒子、原子核、宇宙線およ 荷電レプトンフレーバーを破るミューオン稀 東京大学 理学系研究科 森　俊則 兼任教授
び宇宙物理に関連する実験 崩壊現象の探索による新物理理論の検証

小林　良平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾖｳﾍｲ 数理物理および物性基礎関連 高次形式対称性を持つ量子多体系における量 東京大学 理学系研究科 押川　正毅 兼任教授
子相の理論的研究

後藤　佑一 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｲﾁ 応用数学および統計数学関連 多様体上の時系列データにおける統計手法の 早稲田大学 基幹理工学研究科 谷口　正信 教授
提案

齋藤　耕太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 代数学関連 フラクタル幾何学，付随するゼータ関数，お 名古屋大学 多元数理科学研究 松本　耕二 教授
よび整数論への応用 科

坂本　遼太 ｻｶﾓﾄ ﾘﾖｳﾀ 生物物理、化学物理およびソ 生体分子モーターが躍動する非平衡界面と細 九州大学 理学府 前多　裕介 准教授
フトマターの物理関連 胞の破れた対称性の物理学

櫻庭　遥 ｻｸﾗﾊﾞ ﾊﾙｶ 宇宙惑星科学関連 コア形成と大気散逸過程に着目した地球型惑 東京工業大学 理学院 奥住　聡 准教授
星の表層水量と大気組成の起源の解明

佐藤　芳樹 ｻﾄｳ ﾖｼｷ 磁性、超伝導および強相関系 新奇カイラル磁性体探索とフェルミオロジー 東北大学 工学研究科 青木　大 教授
関連 から解き明かすカイラル磁性

佐藤　僚亮 ｻﾄｳ ﾘﾖｳｽｹ 数理解析学関連 巨大な量子群上の調和解析と分岐グラフ上の 名古屋大学 多元数理科学研究 植田　好道 教授
確率論の融合的研究 科

里見　貴志 ｻﾄﾐ ﾀｶｼ 基礎解析学関連 Cayleyグラフのexpander性の評価と調和解析 東京大学 数理科学研究科 小林　俊行 教授
・表現論との関連

島田　真成 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ 生物物理、化学物理およびソ 構造ガラスにおける限界安定性の研究 東京大学 総合文化研究科 池田　昌司 准教授
フトマターの物理関連

清水　祐利 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾘ 代数学関連 モチヴィックホモトピー論における相対的手 東京工業大学 理学院 馬　昭平 准教授
法の導入
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須江　祐貴 ｽｴ ﾕｳｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ ミューオンg-2精密測定のためのミューオン 名古屋大学 理学研究科 飯嶋　徹 教授
び宇宙物理に関連する実験 線形加速技術開発と新物理探索感度の向上

杉浦　健一 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝｲﾁ 素粒子、原子核、宇宙線およ 超新星から中性子星に至る進化とニュートリ 早稲田大学 先進理工学研究科 山田　章一 教授
び宇宙物理に関連する理論 ノシグナルの研究

杉浦　健太 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝﾀ 半導体、光物性および原子物 窒化シリコン系リング共振器によるオンチッ 京都大学 工学研究科 竹内　繁樹 教授
理関連 プ広帯域周波数もつれ光子対源の実現

杉本　祥馬 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾖｳﾏ 代数学関連 log共型場理論に対応する頂点作用素代数の 京都大学 理学研究科 荒川　知幸 教授
幾何学的表現論の研究

勝呂　剛志 ｽｸﾞﾛ ﾀｹｼ 数理解析学関連 対数型Sobolevの不等式を用いた非線形発展 東北大学 理学研究科 小川　卓克 教授
方程式の解の正則性の研究

鈴木　一輝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ 原子核中のφ中間子質量測定で探る物質質量 京都大学 理学研究科 永江　知文 教授
び宇宙物理に関連する実験 の起源

須藤　高志 ｽﾄﾞｳ ﾀｶｼ 素粒子、原子核、宇宙線およ ニュートリ検出への応用に向けた陽子酸素・ 大阪大学 理学研究科 民井　淳 准教授
び宇宙物理に関連する実験 炭素反応ガンマ線生成の研究

高橋　一輝 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 固体地球科学関連 ゴンドワナ大陸衝突帯の形成過程の総合的理 筑波大学 生命環境科学研究 角替　敏昭 教授
解：東南極リュツォ・ホルム岩体を例として 科

高橋　菜緒子 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ 固体地球科学関連 脈として産する高圧鉱物の複数相飽和実験に 東北大学 理学研究科 辻森　樹 教授
よる沈み込み流体組成と移動の解明

高松　哲平 ﾀｶﾏﾂ ﾃﾂﾍﾟｲ 代数学関連 Deligne-Lusztig多様体の局所体類似につい 東京大学 大学院数理科学研 今井　直毅 准教授
て 究科

辰馬　未沙子 ﾀﾂｳﾏ ﾐｻｺ 天文学関連 太陽系小天体の物質強度計算で探る微惑星形 東京大学 理学系研究科 小久保　英 併任教授
成過程 一郎

田中　桜平 ﾀﾅｶ ｵｳﾍｲ 磁性、超伝導および強相関系 ハイブリッド熱力学測定システムの開発およ 東京大学 新領域創成科学研 芝内　孝禎 教授
関連 び新奇トポロジカル相転移現象の開拓 究科

田中　優介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 固体地球科学関連 GNSS搬送波位相を活用した測位を伴わない広 東北大学 理学研究科 太田　雄策 准教授
帯域地殻変動モニタリング手法の開発

谷川　輝 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 素粒子、原子核、宇宙線およ B中間子の時間依存CP非対称度測定による新 東京大学 理学系研究科 後田　裕 併任教授
び宇宙物理に関連する実験 物理の探索

津名　大地 ﾂﾅ ﾀﾞｲﾁ 天文学関連 中性子星合体の包括的理解のための高エネル 東京大学 理学系研究科 Ｃａｎｎｏ 准教授
ギーガンマ線の理論的・観測的研究 ｎ　Ｋｉｐ

ｐ
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戸田　賢希 ﾄﾀﾞ ﾏｻｷ 大気水圏科学関連 地球温暖化時の大規模水循環変化のメカニズ 東京大学 理学系研究科 渡部　雅浩 兼任教授
ムに関する研究

内藤　智也 ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 数理物理および物性基礎関連 相対論効果のための密度汎関数理論 東京大学 理学系研究科 常行　真司 教授

中島　由人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 応用数学および統計数学関連 三次元空間内の正多面体に関連するフラクタ 京都大学 人間・環境学研究 角　大輝 教授
ル集合の研究 科

中塚　洋佑 ﾅｶﾂｶ ﾋﾛﾏｻ 素粒子、原子核、宇宙線およ 重力波天文学による初期宇宙現象論の観測可 東京大学 理学系研究科 川崎　雅裕 兼任教授
び宇宙物理に関連する理論 能性

中根　丈太郎 ﾅｶﾈ ｼﾞﾖｳﾀﾛｳ 磁性、超伝導および強相関系 反強磁性体における磁壁の電流駆動の理論 名古屋大学 理学研究科 河野　浩 教授
関連

中村　拓人 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 半導体、光物性および原子物 化合物半導体表面上擬一次元鎖のスピン偏極 大阪大学 理学研究科 木村　真一 教授
理関連 電子構造

中山　智仁 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾄ 生物物理、化学物理およびソ 紫外円偏光二色性によるタンパク質構造のフ 筑波大学 数理物質科学研究 長谷　宗明 教授
フトマターの物理関連 ェムト秒時間分解観察 科

西村　健太郎 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ 回転するQCD物質と物性系におけるトポロジ 慶應義塾大学 理工学研究科 山本　直希 准教授
び宇宙物理に関連する理論 カル輸送現象と相構造の普遍性

野田　夏実 ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ 地球生命科学関連 惑星や衛星の熱水環境がもたらすハビタビリ 東京大学 理学系研究科 田近　英一 教授
ティに関する研究

萩原　雄貴 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 固体地球科学関連 なぜマントル流体は二酸化炭素に富むのか？ 北海道大学 理学院 山本　順司 准教授
：流体包有物による二酸化炭素の起源の解明

埴原　紀宏 ﾊﾆﾊﾗ ﾉﾘﾋﾛ 代数学関連 三角圏のAuslander対応と団傾理論 名古屋大学 多元数理科学研究 伊山　修 教授
科

馬場　慧 ﾊﾞﾊﾞ ｻﾄﾙ 固体地球科学関連 スロー地震の新たな検出手法の開発とそれに 東京大学 理学系研究科 小原　一成 兼任教授
基づく比較沈み込み帯学の構築

平田　光 ﾋﾗﾀ ﾋｶﾘ 素粒子、原子核、宇宙線およ エキゾチックハドロンの内部構造の検証 名古屋大学 理学研究科 飯嶋　徹 教授
び宇宙物理に関連する実験

ＨＥ　ＭＩＮＸ ﾌｳ ﾐﾝｼ 素粒子、原子核、宇宙線およ 観測的に支持されているインフレーションモ 東京大学 理学系研究科 横山　順一 教授
Ｉ び宇宙物理に関連する理論 デルの宇宙論的帰結

藤内　亮 ﾌｼﾞｳﾁ ﾘﾖｳ 磁性、超伝導および強相関系 多軌道系における励起子凝縮と超伝導の光誘 千葉大学 融合理工学府 太田　幸則 教授
関連 起ダイナミクスの理論

藤川　祐輝 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ 機械学習を用いた粒子識別技術の開発とマグ 京都大学 理学研究科 永江　知文 教授
び宇宙物理に関連する実験 ネシウム24における6α状態の探索
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ＢＥＲＮＳ　Ｌ ﾍﾞﾙﾝｽ ﾙｶｽ 素粒子、原子核、宇宙線およ チェレンコフ光の精密再構成によるニュート 東京工業大学 理学院 久世　正弘 教授
ＵＫＡＳ び宇宙物理に関連する実験 リノ振動解析とCP対称性の破れの探索

保阪　悠人 ﾎｻｶ ﾕｳﾄ 生物物理、化学物理およびソ 生体分子マシンが誘起する細胞内レオロジー 首都大学東京 大学院理学研究科 好村　滋行 准教授
フトマターの物理関連 応答の理論研究

洞口　泰輔 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾀｲｽｹ 数理物理および物性基礎関連 巨視的回転運動のスピン変換に関する研究 慶應義塾大学 理工学研究科 能崎　幸雄 教授

Ｍａｒｖｉｎ　 ﾏｰﾋﾞﾝ ｼﾔｵ ｼｱｰﾝ 大気水圏科学関連 南シナ海の冬季冷舌の変動機構と影響 東京大学 理学系研究科 東塚　知己 准教授
ＳＥＯＷ　Ｘｉ
ａｎｇ　Ｃｅ

 ﾂｵｰｱ

増子　真 ﾏｽｺ ﾏｺﾄ 磁性、超伝導および強相関系 強いスピン軌道相互作用を有する強相関トポ 東京大学 工学系研究科 十倉　好紀 教授
関連 ロジカル電子相における量子物性の開拓

松井　一徳 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾉﾘ 応用数学および統計数学関連 流れ問題における圧力境界条件の数学解析と 金沢大学 自然科学研究科 木村　正人 教授
粒子法シミュレーションへの応用

松木　義幸 ﾏﾂｷ ﾖｼﾕｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ 境界のある格子ゲージ理論とその物性物理へ 大阪大学 理学研究科 大野木　哲 教授
び宇宙物理に関連する理論 の応用 也

松下　太樹 ﾏﾂｼﾀ ﾀｲｷ 磁性、超伝導および強相関系 Weyl/Dirac超伝導における幾何学的応答由来 大阪大学 基礎工学研究科 藤本　聡 教授
関連 のカイラル電磁現象の理論的研究

松原　舜 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾕﾝ 磁性、超伝導および強相関系 強相関電子系における実空間構造がもたらす 名古屋大学 理学研究科 紺谷　浩 教授
関連 多彩な量子臨界現象の理論

松本　慧大 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ 半導体、光物性および原子物 カイラル磁性体におけるスピン波の光制御 九州大学 理学府 木村　崇 教授
理関連

松本　廣直 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾅｵ 地球生命科学関連 白亜紀海洋無酸素事変1bと大規模火成活動の 東京大学 理学系研究科 黒田　潤一 兼任准教授
関係解明に向けて 郎

三浦　大輔 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ 量子ビーム科学関連 核偏極技術を用いたスピンコントラスト変調 山形大学 大学院理工学研究 岩田　高広 教授
中性子回折法の確立 科

見上　達哉 ﾐｶﾐ ﾀﾂﾔ 応用数学および統計数学関連 ホモロジーに着目した新たなパーコレーショ 京都大学 理学研究科 平岡　裕章 教授
ンモデルの構築による破壊現象への応用

水越　彗太 ﾐｽﾞｺｼ ｹｲﾀ 素粒子、原子核、宇宙線およ ダークマター直接探索実験の高感度化のため 神戸大学 理学研究科 身内　賢太 准教授
び宇宙物理に関連する実験 の中性子反同時計測システムの開発 朗

宮川　浩平 ﾐﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ 宇宙惑星科学関連 宇宙望遠鏡で観測された連星周りの惑星系探 東京工業大学 理学院 佐藤　文衛 准教授
索
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村山　陽奈子 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅｺ 磁性、超伝導および強相関系 フラストレーション系における量子スピン液 京都大学 理学研究科 松田　祐司 教授
関連 体の解明

本永　翔也 ﾓﾄﾅｶﾞ ｼﾖｳﾔ 数理解析学関連 摂動系における第一積分および周期軌道の保 京都大学 情報学研究科 矢ヶ崎　一 教授
存 幸

元村　健人 ﾓﾄﾑﾗ ｹﾝﾄ 固体地球科学関連 古原生代後期の海洋環境変動原因の解明：大 九州大学 理学府 清川　昌一 准教授
規模火成活動及び超大陸形成との関連

森長　大貴 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｲｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ 自己相互作用に誘起されるニュートリノ振動 早稲田大学 先進理工学研究科 山田　章一 教授
び宇宙物理に関連する理論 が超新星爆発に及ぼす影響の解明

森脇　可奈 ﾓﾘﾜｷ ｶﾅ 天文学関連 多波長観測とシミュレーションを用いた銀河 東京大学 理学系研究科 吉田　直紀 教授
形成の研究

安田　翔哉 ﾔｽﾀﾞ ｼﾖｳﾔ 代数学関連 多項式環の指数自己同型の余順性 首都大学東京 大学院理学研究科 黒田　茂 教授

安留　健嗣 ﾔｽﾄﾒ ｹﾝｼﾞ 素粒子、原子核、宇宙線およ 2種類のスペクトラムの精密測定から迫るニ 京都大学 理学研究科 中家　剛 教授
び宇宙物理に関連する実験 ュートリノCP対称性の破れの探索

山下　真由子 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾕｺ 幾何学関連 作用素環論と幾何学 東京大学 数理科学研究科 河東　泰之 教授

山下　祐依 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 天文学関連 超臨界降着活動銀河核の多相星間ガス観測か 東京大学 理学系研究科 河野　孝太 教授
ら探る銀河とブラックホールの共進化 郎

山田　智史 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 天文学関連 合体銀河中の活動銀河核の探査と多波長追求 京都大学 理学研究科 上田　佳宏 准教授
観測による銀河ブラックホール共進化の解明

山本　晃平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ 重力波望遠鏡KAGRAのための干渉計制御用変 東京大学 理学系研究科 梶田　隆章 兼任教授
び宇宙物理に関連する実験 調システムの開発

山谷　里奈 ﾔﾏﾔ ﾘﾅ 固体地球科学関連 地震波形インバージョンでスラブの詳細な挙 東京大学 理学系研究科 望月　公廣 兼任准教授
動を探り固体地球の熱化学進化の解明に貢献

横山　達也 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾔ 核融合学関連 データ駆動型アプローチによる核融合プラズ 東京大学 新領域創成科学研 山田　弘司 客員教授
マの突発的崩壊現象の研究 究科

吉澤　研介 ﾖｼｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ 数理解析学関連 高階放物型障害物問題における形状解析～問 東北大学 理学研究科 岡部　真也 准教授
題の幾何構造と動的障害物の活用～

吉田　裕哉 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 応用数学および統計数学関連 個人情報保護と推定精度のトレードオフ関係 名古屋大学 多元数理科学研究 林　正人 教授
及びそれに関連した量子効果の数学的解析 科

米田　大樹 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｲｼﾞﾕ 生物物理、化学物理およびソ 弾性シェル構造体の柔軟な幾何学変形と力学 立命館大学 理工学研究科 和田　浩史 教授
フトマターの物理関連 機能デザイン：ソフトマターから生物まで
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ＬＩ　Ｘｉａｎ ﾘ ｼﾔﾝﾁﾖﾝ 素粒子、原子核、宇宙線およ 銀河団重力レンズ効果とCMB重力レンズ効果 東京大学 理学系研究科 吉田　直紀 教授
ｇｃｈｏｎｇ び宇宙物理に関連する実験 との相関によるニュートリノ質量への制限

李　泰憲 ﾘ ﾔｽﾉﾘ 素粒子、原子核、宇宙線およ トポロジカル相とアノマリーの対応に基づく 東京大学 理学系研究科 渡利　泰山 兼任准教授
び宇宙物理に関連する理論 位相的場の理論の数理的構造の研究

ＬＵＯ　Ｙｕｄ ﾙｵ ﾕｰﾄﾞﾝ 素粒子、原子核、宇宙線およ 始原的宇宙磁場揺らぎのビッグバン元素合成 東京大学 理学系研究科 中村　文隆 併任准教授
ｏｎｇ び宇宙物理に関連する理論 への効果及び宇宙論的磁場進化の考察

ＷＡＮＧ　ＹＵ ﾜﾝ ﾕｰﾁﾝ 固体地球科学関連 少数観測点からの津波データ同化：津波警報 東京大学 理学系研究科 佐竹　健治 兼任教授
ＣＨＥＮ システムの改良に向けて
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青木　健太郎 ｱｵｷ ｹﾝﾀﾛｳ 無機・錯体化学関連 多彩な幾何学的形状を有する金属錯体ナノチ 京都大学 理学研究科 北川　宏 教授
ューブの創製と機能開拓

青木　祐輔 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 高分子化学関連 タンパク質のサイボーグ化手法の開拓と機能 東京工業大学 生命理工学院 金原　数 教授
制御

板谷　昌輝 ｲﾀﾀﾆ ﾏｻｷ 基礎物理化学関連 リーゼガング型非平衡自己組織化構造の分岐 山形大学 大学院理工学研究 並河　英紀 教授
因子の解明 科

一色　裕次 ｲﾂｼｷ ﾕｳｼﾞ 機能物性化学関連 単分子接合の高速IV計測による吸着分子の表 東京工業大学 理学院 木口　学 教授
面ダイナミックスの解明

一色　遼大 ｲﾂｼｷ ﾘﾖｳﾀ 有機合成化学関連 炭素-炭素結合切断型触媒的カップリング反 早稲田大学 先進理工学研究科 山口　潤一 教授
応の開発 郎

Ｙｉｐ　Ｓｈｕ ｲﾂﾌﾟ ｼﾕｳｼﾞﾕｴﾝ 生物分子化学関連 新規C-Hスルホンアミド化反応が可能にする 名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一 教授
　Ｊａｎ 植物気孔の開閉メカニズム研究 郎

伊藤　正人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 構造有機化学および物理有機 安定化有機ホウ素π電子系の創製と機能 名古屋大学 理学研究科 山口　茂弘 教授
化学関連

稲垣　佑樹 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｷ 構造有機化学および物理有機 連続光で駆動する非線形応答バイフォトクロ 青山学院大学 理工学研究科 阿部　二朗 教授
化学関連 ミック分子の創製

井上　まりこ ｲﾉｳｴ ﾏﾘｺ 有機合成化学関連 前周期遷移金属のσ結合メタセシス反応によ 大阪大学 基礎工学研究科 真島　和志 教授
る触媒的炭素-水素結合官能基化反応の開発

猪俣　祐貴 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳｷ 機能物性化学関連 ペプチド-金属の自己集合に基づく絡まりを 東京大学 工学系研究科 藤田　誠 教授
伴う機能性球殻構造の構築

岩間　智紀 ｲﾜﾏ ﾄﾓｷ 分析化学関連 神経細胞機能の超解像解析に向けたナノ電気 東北大学 環境科学研究科 珠玖　仁 教授
化学発光イメージング基盤の創成

植田　大樹 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｷ ケミカルバイオロジー関連 αヘリックス模倣による狂犬病ウイルス増殖 東京工業大学 生命理工学院 中村　浩之 教授
阻害剤の開発

宇野　寛人 ｳﾉ ﾋﾛﾄ 有機合成化学関連 フッ素によるベンジル錯体活性化と複素中員 名古屋工業大学 工学研究科 柴田　哲男 教授
環化合物の不斉合成

大木　理 ｵｵｷ ｵｻﾑ 有機機能材料関連 自己集合化π共役ポリマー球体を利用した電 筑波大学 数理物質科学研究 山本　洋平 教授
界発光WGM光共振器の開発 科

大北　俊将 ｵｵｷﾀ ﾄｼﾏｻ 構造有機化学および物理有機 エステル転位反応を起点とする芳香族化合物 早稲田大学 先進理工学研究科 山口　潤一 教授
化学関連 の網羅的合成法と触媒開発 郎
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大竹　沙耶 ｵｵﾀｹ ｻﾔ 生体関連化学 細胞膜上の局在制御による分子機能発現と薬 東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授
物送達への応用

大村　慧太 ｵｵﾑﾗ ｹｲﾀ 生体関連化学 人工金属錯体を有するヘム酵素の開発および 名古屋大学 理学研究科 荘司　長三 教授
高難度酸化反応の達成

岡　弘樹 ｵｶ ｺｳｷ 高分子材料関連 水素授受反応に立脚した高密度水素貯蔵を担 早稲田大学 先進理工学研究科 小柳津　研 教授
うレドックス高分子の創出と機能開拓 一

小川　幹太 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ エネルギー関連化学 高効率可視光水分解を目指した酸ハロゲン化 京都大学 工学研究科 阿部　竜 教授
物光触媒のバルク及び表面特性制御法の開発

小澤　友 ｵｻﾞﾜ ﾕｳ 有機合成化学関連 光学活性有機銅(III)を活用した新規触媒的 北海道大学 大学院総合化学院 伊藤　肇 教授
不斉ホウ素化反応の開発

柏原　美勇斗 ｶｼﾊﾗ ﾐﾕｳﾄ 有機合成化学関連 ニトロ化合物の新規変換反応の開発 京都大学 工学研究科 中尾　佳亮 教授

梶原　啓司 ｶｼﾞﾜﾗ ｹｲｼﾞ ケミカルバイオロジー関連 超解像マルチカラーイメージングを指向した 名古屋大学 理学研究科 山口　茂弘 教授
オルガネラ特異的な超耐光性蛍光プローブ

加藤　颯太 ｶﾄｳ ｿｳﾀ 高分子材料関連 応力発光性分子プローブを利用する高分子材 東京工業大学 物質理工学院 大塚　英幸 教授
料中の微小応力の可視化

亀井　恒 ｶﾒｲ ｺｳ 分析化学関連 原子分解能透過電子顕微鏡観察による有機単 東京大学 理学系研究科 中村　栄一 特任教授
分子の絶対立体配置決定

黄瀬　光稀 ｷｾ ｺｳｷ 構造有機化学および物理有機 複数のメゾ位を修飾したサブポルフィリンを 京都大学 理学研究科 大須賀　篤 教授
化学関連 基盤とする新規機能性分子の開拓と物性解明 弘

木村　俊輔 ｷﾑﾗ ｼﾕﾝｽｹ 無機物質および無機材料化学 多色発色および可視域外制御を可能とする高 千葉大学 融合理工学府 小林　範久 教授
関連 機能金属析出型プラズモニックEC素子

栗岡　智行 ｸﾘｵｶ ﾄﾓﾕｷ 高分子材料関連 高分子電解反応法による高分子薄膜の配向性 東京工業大学 物質理工学院 稲木　信介 准教授
やナノ構造の変換及び制御

木幡　愛 ｺﾊﾀ ｱｲ ケミカルバイオロジー関連 特異な体内動態を実現するタンパク質修飾si 東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授
RNA内包ナノカプセル

近藤　洋平 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 生体関連化学 超高感度-核磁気共鳴分子プローブを用いた 東京大学 工学系研究科 山東　信介 教授
生体内レポーターアッセイ系の構築

齋藤　結大 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 構造有機化学および物理有機 柔軟なポリイミン配位子を用いた銀サブナノ 北海道大学 大学院環境科学院 小西　克明 教授
化学関連 クラスターの精密合成法の開発

榊原　陽太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾖｳﾀ 有機合成化学関連 光レドックス触媒が駆動する窒素ラジカル発 名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一 教授
生と新規アミノ化反応の開発 郎



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名小区分氏名 カナ氏名

ＤＣ１・化学　66名　平成31年度特別研究員採用者一覧

佐々木　佑輔 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 有機機能材料関連 有機・無機ハイブリッド微粒子を基盤とした 山形大学 大学院有機材料シ 森　秀晴 教授
自己修復型ハードコート材料の開発 ステム研究科

志賀　美咲 ｼｶﾞ ﾐｻｷ 機能物性化学関連 分子単結晶における傾斜構造の実現と機能創 山口大学 創成科学研究科 綱島　亮 准教授
出

島川　典 ｼﾏｶﾜ ﾂｶｻ 有機合成化学関連 縮環様式の異なる6環性アルカロイドの統一 東京大学 薬学系研究科 井上　将行 教授
的全合成

島崎　優斗 ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳﾄ 有機合成化学関連 金属協働触媒による位置・エナンチオ選択的 京都大学 工学研究科 中尾　佳亮 教授
C-H官能基化反応の創出

島尻　拓哉 ｼﾏｼﾞﾘ ﾀｸﾔ 構造有機化学および物理有機 世界一長い炭素-炭素単結合に基づく共有結 北海道大学 大学院　総合化学 鈴木　孝紀 教授
化学関連 合の新規概念確立と革新的応答系の構築 院

鐘　承超 ｼﾖｳ ｼﾖｳﾁﾖｳ エネルギー関連化学 層状酸ハライド光触媒の単結晶を用いた触媒 京都大学 工学研究科 陰山　洋 教授
反応の可視化及び励起子動的性質の解明

須川　毅 ｽｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 無機・錯体化学関連 拡張π共役系多環式アレーン金属クラスター 東京工業大学 物質理工学院 村橋　哲郎 教授
の構築と炭素-金属面間配位相互作用の解明

高橋　里奈 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 有機合成化学関連 固相合成による有機ホウ素化合物のペプチド 北海道大学 大学院総合化学院 伊藤　肇 教授
への導入とタンパク質化学合成への応用

天道　尚吾 ﾃﾝﾄﾞｳ ｼﾖｳｺﾞ 基礎物理化学関連 気相中の衝突素過程における化学反応ダイナ 広島大学 理学研究科 山崎　勝義 教授
ミックスの速度論的研究

徳永　彩子 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｺ 機能物性化学関連 可視光駆動型非線形応答フォトクロミック分 青山学院大学 理工学研究科 阿部　二朗 教授
子の開発

戸谷　充寿 ﾄﾔ ﾐﾁﾋｻ 高分子化学関連 ジアセチレン骨格を基盤としたナノチューブ 名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一 教授
構造体の精密合成 郎

堂ノ下　将希 ﾄﾞｳﾉｼﾀ ﾏｻｷ 無機・錯体化学関連 動的水素結合鎖と一次元電子系が協奏する新 京都大学 理学研究科 北川　宏 教授
規金属錯体の構築

中莖　祐介 ﾅｶｸｷ ﾕｳｽｹ 構造有機化学および物理有機 らせん状ナノグラフェンの精密合成と分子コ 京都大学 工学研究科 松田　建児 教授
化学関連 イル創出に向けた物性評価

二村　友香 ﾆﾑﾗ ﾕｳｶ ケミカルバイオロジー関連 膜貫通ペプチドを用いた糖脂質との静電的相 大阪大学 理学研究科 深瀬　浩一 教授
互作用解析

長谷川　慎吾 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 基礎物理化学関連 犠牲水素還元によるポリマー保護金クラスタ 東京大学 理学系研究科 佃　達哉 教授
ーの精密合成
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長谷川　誠樹 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｼﾞﾕ 基礎物理化学関連 励起場変調によるプラズモン場の制御とそれ 早稲田大学 先進理工学研究科 井村　考平 教授
を応用した超解像蛍光イメージング法の開発

早川　雅大 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 有機機能材料関連 π電子系の新規な構造修飾法を鍵とする革新 名古屋大学 理学研究科 山口　茂弘 教授
的有機半導体材料の創製

原　瑶佑 ﾊﾗ ﾖｳｽｹ 無機物質および無機材料化学 マクロ・メソ・マイクロ孔構造領域に秩序構 京都大学 理学研究科 北川　宏 教授
関連 造をもつ階層的多孔材料の新規作製と応用

原島　崇徳 ﾊﾗｼﾏ ﾀｶﾉﾘ 機能物性化学関連 光応答性を有する三端子DNAを用いた単一分 東京工業大学 理学院 西野　智昭 准教授
子トランジスタの創案と開発

原田　涼佑 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾖｳｽｹ 無機・錯体化学関連 ロタキサン型配位子を有する金属錯体の速度 東京大学 理学系研究科 寺尾　潤 兼任教授
論的安定化効果を用いた新奇機能性材料開発

ＦＥＲＲＥＩＲ ﾌｴﾚｲﾗﾀﾞﾛｰｻ ﾍﾟﾄ 有機機能材料関連 熱耐久および感温機能を示す強発光性の希土 北海道大学 大学院総合化学院 長谷川　靖 教授
ＡＤＡＲＯＳＡ
　ＰｅｄｒｏＰ
ａｕｌｏ

ﾞﾛﾊﾟｳﾛ 類配位高分子 哉

深谷　菜摘 ﾌｶﾔ ﾅﾂﾐ 構造有機化学および物理有機 一重項分裂性超分子の創出と光線力学的反応 名古屋大学 理学研究科 山口　茂弘 教授
化学関連 への応用

福井　慧賀 ﾌｸｲ ｹｲｶﾞ エネルギー関連化学 「逆グロータス機構」に基づく高ヒドリドイ 東京工業大学 物質理工学院 細野　秀雄 教授
オン伝導体の創成

福田　卓海 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 生物分子化学関連 C=O結合への分子間ラジカル付加反応による 東京大学 薬学系研究科 井上　将行 教授
複雑天然物の収束的合成戦略の確立

藤田　恭平 ﾌｼﾞﾀ ｷﾖｳﾍｲ ケミカルバイオロジー関連 蛍光プローブライブラリーを用いた感染症迅 東京大学 大学院医学系研究 浦野　泰照 教授
速検出蛍光プローブの開発と創薬への展開 科

藤藪　岳志 ﾌｼﾞﾔﾌﾞ ﾀｹｼ 高分子材料関連 構造の明確な高分子ゲルにおける高分子網目 東京大学 工学系研究科 鄭　雄一 教授
と溶媒分子の動的挙動の解明

藤原　才也 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｲﾔ 機能物性化学関連 生体分子の直接高偏極化を可能にする核偏極 九州大学 工学府 君塚　信夫 教授
貯蔵空間の開発

松岡　輝 ﾏﾂｵｶ ﾋｶﾙ エネルギー関連化学 高効率可視光水分解を実現するメタルシアノ 京都大学 工学研究科 阿部　竜 教授
フェレート表面修飾型光触媒の開発

松元　香樹 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 無機・錯体化学関連 含窒素π拡張型カーボンナノ材料を前駆体に 大阪大学 工学研究科 林　高史 教授
利用した非貴金属カーボン触媒の創成

三好　亮暢 ﾐﾖｼ ｱｷﾉﾌﾞ エネルギー関連化学 窒素/フッ素共ドープ酸化チタン光触媒を用 東京工業大学 理学院 前田　和彦 准教授
いた高効率可視光水分解系の構築
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山角　拓也 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾀｸﾔ 機能物性化学関連 柔軟な発光団に基づく高輝度張力プローブの 京都大学 理学研究科 大須賀　篤 教授
開発と分子解像度の応力解析への展開 弘

山下　聡 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ 基礎物理化学関連 タンパク質の特徴的な立体構造を活かした振 大阪大学 理学研究科 水谷　泰久 教授
動エネルギー移動機構の解明

渡邉　雄貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 無機・錯体化学関連 プロトン・ヒドリド共存系の構築と機能開発 京都大学 工学研究科 陰山　洋 教授

和田　直樹 ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 分析化学関連 結晶スポンジ法によるゲノムマイニングのワ 東京大学 工学系研究科 藤田　誠 教授
ークフロー刷新

ＷＡＮＧ　ＪＵ ﾜﾝ ｼﾞﾕﾝﾊｵ 無機・錯体化学関連 強発光と高性能単イオン磁性を示す多機能性 東京大学 理学系研究科 大越　慎ー 教授
ＮＨＡＯ シアノ架橋型錯体の研究
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赤塚　雅紀 ｱｶﾂｶ ﾏｻｷ 原子力工学関連 高線量場計測を目指した近赤外発光シンチレ 奈良先端科学技 先端科学技術研究 柳田　健之 教授
ータの開発 術大学院大学 科

足立　壮太 ｱﾀﾞﾁ ｿｳﾀ 建築計画および都市計画関連 縮退先進地域としての炭鉱住宅地の変容過程 東京大学 工学系研究科 大月　敏雄 教授
に関する研究

新井　一功 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾅﾘ 無機材料および物性関連 酸水素化物ガラスの合成及び機能開拓 京都大学 工学研究科 陰山　洋 教授

家入　祐也 ｲｴｲﾘ ﾕｳﾔ 社会システム工学関連 感性情報を考慮したテンソルデータ分析によ 早稲田大学 創造理工学研究科 菱山　玲子 教授
る意思決定支援システムの構築

池渕　徹也 ｲｹﾌﾞﾁ ﾃﾂﾔ 応用物性関連 反強磁性体中におけるスピン超流動の観測 京都大学 理学研究科 小野　輝男 教授

石田　崇人 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾄ 建築構造および材料関連 建築材料用高分子塗膜の光劣化機構の温湿度 北海道大学 工学院 エラクネス 准教授
依存性及びマクロ物性変化のメカニズム解明 　ヨガラジ

ャ

一ノ瀬　遥太 ｲﾁﾉｾ ﾖｳﾀ ナノ構造物理関連 高純度単層カーボンナノチューブによるホッ 首都大学東京 大学院理学研究科 柳　和宏 教授
ピング伝導系の熱電物性

出原　俊介 ｲﾂﾞﾊﾗ ｼﾕﾝｽｹ 機械力学およびメカトロニク 脳外科手術のためのマイクロ多指ハンドの開 豊橋技術科学大 工学研究科 真下　智昭 准教授
ス関連 発 学

伊藤　流石 ｲﾄｳ ｻｽｶﾞ 流体工学関連 EFD/CFDハイブリッド解析によるターボ圧縮 九州大学 工学府 古川　雅人 教授
機におけるサージング現象の解明

井上　陽登 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾄ 加工学および生産工学関連 X線自由電子レーザーのナノ集光システムの 大阪大学 工学研究科 山内　和人 教授
開発

今城　利文 ｲﾏｼﾞﾖｳ ﾄｼﾌﾐ 結晶工学関連 フレキシブル高効率太陽電池の創出に向けた 筑波大学 数理物質科学研究 都甲　薫 准教授
モノライク赤外光吸収層の開発 科

岩崎　祐昂 ｲﾜｻｷ ﾕﾀｶ 金属材料物性関連 バンドエンジニアリングによる準結晶半導体 東京大学 新領域創成科学研 木村　薫 教授
の探索とその熱電材料への応用 究科

上原　周一 ｳｴﾊﾗ ｼﾕｳｲﾁ 機械要素およびトライボロジ 高分子材料設計に向けたメゾスケール現象と 東北大学 工学研究科 久保　百司 教授
ー関連 化学反応を同時に考慮可能な計算手法の開発

宇野　健太朗 ｳﾉ ｹﾝﾀﾛｳ ロボティクスおよび知能機械 地形情報とグリッパの力学にもとづくフリー 東北大学 工学研究科 吉田　和哉 教授
システム関連 クライミングロボットの自律制御原理の開拓

江部　日南子 ｴﾍﾞ ﾋﾅｺ ナノ材料科学関連 配位子交換を用いた全塗布型超高性能ペロブ 山形大学 有機材料システム 城戸　淳二 教授
スカイト量子ドットLEDの開発 研究科

大江　耕介 ｵｵｴ ｺｳｽｹ 無機材料および物性関連 走査透過型電子顕微鏡の新規軽元素結像法開 東京大学 工学系研究科 柴田　直哉 教授
発とリチウムイオン電池材料の局所構造解析
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大友　佳嗣 ｵｵﾄﾓ ﾖｼﾂｸﾞ 電力工学関連 トポロジー最適化を用いた高効率非接触給電 北海道大学 情報科学院 五十嵐　一 教授
の実現

大矢　貴史 ｵｵﾔ ﾀｶｼ ロボティクスおよび知能機械 高精度薬効評価システム確立のためのスマー 早稲田大学 創造理工学研究科 梅津　信二 准教授
システム関連 トエレクトロニクスシートの開発 郎

岡崎　めぐみ ｵｶｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 触媒プロセスおよび資源化学 第一遷移金属酸化物修飾ワイドギャップ半導 東京工業大学 理学院 前田　和彦 准教授
プロセス関連 体を光触媒とした可視光水分解系の構築

岡田　和歩 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾎ 材料力学および機械材料関連 中性子線回折や透過電子顕微鏡を用いたBCC 京都大学 工学研究科 辻　伸泰 教授
鉄の水素脆性破壊のミクロ機構の解明

岡本　一輝 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 電気電子材料工学関連 PZTナノロッドの分極のソフト化による巨大 名古屋大学 工学研究科 山田　智明 准教授
圧電応答の実現と非鉛材料への展開

小笠原　貴大 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 応用物性関連 強磁性トンネル接合を用いた革新的線形出力 東北大学 工学研究科 安藤　康夫 教授
型高感度磁気センサの実現

柿原　浩太 ｶｷﾊﾗ ｺｳﾀ 航空宇宙工学関連 確率微分動的計画法の拡張による深宇宙探査 東京大学 工学系研究科 船瀬　龍 准教授
機の軌道設計と軌道決定計画の統合的最適化

片桐　啓太 ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲﾀ 通信工学関連 V2Vネットワークのための電波環境把握技術 電気通信大学 情報理工学研究科 藤井　威生 教授

片桐　毅之 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｶﾕｷ バイオ機能応用およびバイオ 機能性電子メディエータによる生体触媒の活 大阪市立大学 理学研究科 天尾　豊 教授
プロセス工学関連 性化と二酸化炭素のカルボキシ化

片山　慎治 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 通信工学関連 電力パケットによる自律分散電力需給制御と 京都大学 工学研究科 引原　隆士 教授
その配電ネットワークの設計に関する研究

鐘ヶ江　一孝 ｶﾈｶﾞｴ ｶｽﾞﾀｶ 電気電子材料工学関連 超低損失パワーデバイス実現に向けた窒化ガ 京都大学 工学研究科 木本　恒暢 教授
リウム中の深い準位の生成メカニズムの解明

神山　晋太郎 ｶﾐﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 航空宇宙工学関連 航空機用CFRPにおける雷撃損傷とマルチフィ 東京農工大学 大学院工学府 小笠原　俊 教授
ジックス解析 夫

亀川　凜平 ｶﾒｶﾞﾜ ﾘﾝﾍﾟｲ 生体医工学関連 メッセンジャーRNA送達に向けたシリカゲル 東京大学 工学系研究科 宮田　完二 准教授
ナノ粒子の構築と経口投与への応用 郎

川岸　啓人 ｶﾜｷﾞｼ ﾋﾛﾄ ナノマイクロシステム関連 液相での単一分子反応制御を可能とする新た 大阪府立大学 工学研究科 許　岩 准教授
な化学の構築

河辺　健志 ｶﾜﾍﾞ ﾀｹｼ 応用物性関連 強磁性金属と有機分子を用いた複合デバイス 東京大学 新領域創成科学研 三輪　真嗣 准教授
における電気磁気効果の研究 究科

川森　弘晶 ｶﾜﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 無機材料および物性関連 高圧技術を主とした欠陥制御によるペロブス 東北大学 工学研究科 高村　仁 教授
カイト関連構造高速プロトン伝導体の探索
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北川　裕貴 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｷ 無機材料および物性関連 価電子帯制御に基づく新規光機能性複合アニ 京都大学 人間・環境学研究 田部　勢津 教授
オン材料の創製 科 久

木下川　涼 ｷﾈｶﾞﾜ ﾘﾖｳ 生体医工学関連 高速フーリエ変換CARSスペクトラルイメージ 東京大学 理学系研究科 合田　圭介 教授
ングによる術中迅速がん診断法の開発

木村　笑 ｷﾑﾗ ﾆｺ ナノマイクロシステム関連 脂質ナノ粒子形成メカニズムに基づくDDSキ 北海道大学 大学院総合化学院 渡慶次　学 教授
ャリア製造マイクロデバイス開発への応用

木村　大海 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 無機材料および物性関連 複合アニオン透光性セラミックスを用いた放 奈良先端科学技 先端科学技術研究 柳田　健之 教授
射線計測用蛍光体の開発 術大学院大学 科

木村　雄樹 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 通信工学関連 ミリ波高機能マイクロストリップアンテナの 埼玉大学 理工学研究科 木村　雄一 准教授
研究

久保　勇貴 ｸﾎﾞ ﾕｳｷ 航空宇宙工学関連 太陽-地球系ラグランジュ点まわりの人工周 東京大学 工学系研究科 川口　淳一 教授
期軌道実現のための推進剤不要な姿勢制御 郎

公文　広樹 ｸﾓﾝ ﾋﾛｷ ロボティクスおよび知能機械 高精度流体制御による血小板産生のオンチッ 名古屋大学 工学研究科 新井　史人 教授
システム関連 プモニタリング

栗原　遼大 ｸﾘﾊﾗ ﾘﾖｳﾀ 土木材料、施工および建設マ 電気鉄道に起因する迷走電流を利用した広域 東京工業大学 環境・社会理工学 千々和　伸 准教授
ネジメント関連 電気防食システムの開発に関する研究 院 浩

小坂　秀斗 ｺｻﾞｶ ｼﾕｳﾄ バイオ機能応用およびバイオ 経皮吸収促進機能を有する油状ナノキャリア 九州大学 工学府 後藤　雅宏 教授
プロセス工学関連 の創成とがんワクチンへの応用

小林　眞莉香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｶ 電力工学関連 希土類ボンド磁石を用いた自動車駆動用リラ 大阪府立大学 工学研究科 森本　茂雄 教授
クタンストルク活用モータに関する研究

堺　雄亮 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 建築構造および材料関連 柔軟な変形機構を有する構造の解析と最適化 京都大学 工学研究科 大崎　純 教授
手法

佐藤　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 地盤工学関連 長距離流動型土砂災害に見られる火山性起因 東京大学 工学系研究科 桑野　玲子 教授
土層の崩壊メカニズムの解明

双　逸 ｼﾕｱﾝ ｲ 薄膜および表面界面物性関連 窒素ドープCr-Ge-Teの界面伝導制御と新規接 東北大学 工学研究科 吉見　享佑 教授
触抵抗相変化メモリの創成

白井　諒 ｼﾗｲ ﾘﾖｳ 電力工学関連 半導体電力変換回路と通信ネットワークの革 首都大学東京 大学院システムデ 和田　圭二 准教授
新的な電磁環境両立技術の開発 ザイン研究科

白取　優大 ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾀ 地球資源工学およびエネルギ シリコンヘテロ接合太陽電池用アモルファス 東京工業大学 工学院 宮島　晋介 准教授
ー学関連 窒化ガリウム電子選択コンタクトの実現
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寿　景文 ｼﾞﾕ ｹｲﾌﾞﾝ 生体医工学関連 インタラクトーム解析に向けた高速多色振動 東京大学 工学系研究科 小関　泰之 准教授
分光イメージング

杉山　真弘 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 電子デバイスおよび電子機器 有機集積回路を用いた高感度ウェアラブル化 大阪大学 工学研究科 関谷　毅 教授
関連 学センサの開発

鈴木　将太 ｽｽﾞｷ ｼﾖｳﾀ ナノ構造物理関連 高温超伝導体原子層デバイスの創製とその応 大阪大学 理学研究科 新見　康洋 准教授
用

鈴木　雄太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 薄膜および表面界面物性関連 機械学習と材料データベースを活用したハイ 総合研究大学院 高エネルギー加速 小野　寛太 准教授
スループット計測データの自動解析 大学 器科学研究科

惣中　英章 ｿｳﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 土木環境システム関連 直接的電子伝達を活用する新規メタン発酵プ 長岡技術科学大 工学研究科 山口　隆司 教授
ロセスの開発 学

ＳＵＮ　ＲＯＮ ｿﾝ ｴｲｹﾝ 加工学および生産工学関連 大気圧プラズマを用いた硬脆難加工材料のナ 大阪大学 工学研究科 山村　和也 教授
ＧＹＡＮ ノ製造プロセスの開発

高木　秀隆 ﾀｶｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 熱工学関連 フォトクロミック金属酸化物の原理解明と蓄 広島大学 工学研究科 井上　修平 准教授
電池への応用

高田　淳平 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ 医療技術評価学関連 有限要素解析及び拍動循環試験に基づく二尖 早稲田大学 先進理工学研究科 岩崎　清隆 教授
弁形成術の医工学的評価法確立に関する研究

高野　佑磨 ﾀｶﾉ ﾕｳﾏ 電気電子材料工学関連 座標変換と電磁気学の融合による光波帯大面 大阪大学 基礎工学研究科 真田　篤志 教授
積電磁クローク媒質の実現

高橋　裕紀 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 社会システム工学関連 帰納的意思決定モデルを用いたサービス評価 東京大学 工学系研究科 西野　成昭 准教授
プラットフォームの理論分析と実検証

高柳　真 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｺﾄ 薄膜および表面界面物性関連 固体電解質を用いた全固体電気二重層トラン 東京理科大学 理学研究科 樋口　透 准教授
ジスタにおけるキャリア注入機構の解明

立木　馨大 ﾀﾁｷ ｹｲﾀ 電気電子材料工学関連 SiC MOS界面準位の低減および新チャネル構 京都大学 工学研究科 木本　恒暢 教授
造MOSFETの動作実証

唐　超 ﾀﾝ ﾁﾔｵ 無機材料および物性関連 液相成長による高品質カルコゲナイドInSe系 東北大学 工学研究科 小山　裕 教授
二次元結晶を用いたTHzシステム構築

長南　友太 ﾁﾖｳﾅﾝ ﾕｳﾀ 生体医工学関連 細胞核のバイオメカニクスを基軸にしたグリ 慶應義塾大学 理工学研究科 須藤　亮 准教授
オーマ幹細胞の微小間隙浸潤機構の解明

陳　茜 ﾁﾝ ｱｶﾈ 材料力学および機械材料関連 化学反応を考慮した超大規模1億原子シミュ 東北大学 工学研究科 久保　百司 教授
レーションによる材料破壊の学理構築
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ＣＨＥＮ　ＹＩ ﾁﾝ ｲﾝﾘﾖｸ 建築構造および材料関連 アクティブ制御とパッシブ免震を併用した建 東京工業大学 環境・社会理工学 佐藤　大樹 准教授
ＮＬＩ 築物のための制御系設計方法 院

津田　勇希 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 複合材料および界面関連 CuSCN-有機色素ハイブリッド薄膜の電気化学 山形大学 大学院理工学研究 吉田　司 教授
的自己組織化 科

常松　祐介 ﾂﾈﾏﾂ ﾕｳｽｹ 建築史および意匠関連 内田祥三の都市計画における用と美の融和 東京大学 工学系研究科 加藤　耕一 教授

鳥谷部　綾乃 ﾄﾘﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ 生体材料学関連 X線-MRI造影性と抗菌性を有す血管ステント 東京工業大学 物質理工学院 細田　秀樹 教授
用金銅アルミ銀超弾性生体材料の開発

中井　陵太 ﾅｶｲ ﾘﾖｳﾀ 通信工学関連 中継端末にバッファを用いた無線協調通信に 東京大学 情報理工学系研究 杉浦　慎哉 准教授
よる高信頼かつ低遅延物理層セキュリティ 科

中村　文 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐ 電子デバイスおよび電子機器 次世代大容量光ネットワークに向けた低消費 慶應義塾大学 理工学研究科 津田　裕之 教授
関連 電力な小型光通信用デバイスの研究

西井　啓太 ﾆｼｲ ｹｲﾀ 航空宇宙工学関連 超小型衛星用多機能推進機の実現 東京大学 工学系研究科 小泉　宏之 准教授

仁村　友洋 ﾆﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 流体工学関連 粘弾性流体クエット流の渦構造に着目した抵 東京理科大学 理工学研究科 塚原　隆裕 准教授
抗低減乱流および弾性乱流の統一的理解

沼澤　結 ﾇﾏｻﾞﾜ ﾕｲ 反応工学およびプロセスシス 高炉内の化学反応と構造の破壊を同時に表現 東北大学 工学研究科 青木　秀之 教授
テム工学関連 可能なコークスの革新的なモデルの提案

能登　大輔 ﾉﾄ ﾀﾞｲｽｹ 流体工学関連 熱対流の複合物理現象を同定する応用光学的 北海道大学 大学院工学院 田坂　裕司 准教授
な汎用計測原理の開発

橋本　侑知 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 通信工学関連 同種写像暗号の効率化と安全性評価 東京大学 情報理工学系研究 縫田　光司 准教授
科

長谷川　顕登 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 応用物性関連 内部電界を活用した強磁性金属/重金属構造 東京大学 工学（系）研究科 斉藤　英治 教授
のスピン軌道トルク

羽根　吉紀 ﾊﾈ ﾖｼｷ 電力工学関連 結晶配向に基づく鉄心加工劣化予測とこれを 東北大学 工学研究科 中村　健二 教授
応用したISG用クローポールモータの開発

兵頭　克敏 ﾋﾖｳﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 構造材料および機能材料関連 原子論的アプローチによる鉄鋼材料の強化機 九州大学 工学府 土山　聡宏 教授
構解析：MD法による粒界強度モデリング

平松　諒也 ﾋﾗﾏﾂ ﾘﾖｳﾔ 応用物性関連 磁気デバイスにおける磁気緩和現象の解明　 東北大学 工学研究科 佐久間　昭 教授
-デバイス開発での理論的設計指針の確立- 正

比留間　真悟 ﾋﾙﾏ ｼﾝｺﾞ 電力工学関連 均質化された電磁機器の低次元モデル生成に 北海道大学 情報科学院 五十嵐　一 教授
よる高速時間応答解析法の開発
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福井　信気 ﾌｸｲ ﾉﾌﾞｷ 水工学関連 地形アップスケーリングと解適合格子法を用 京都大学 工学研究科 森　信人 教授
いた全国的な高潮浸水リスクの長期評価

藤原　広太 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 原子力工学関連 プールスクラビングにおける微粒子を含む二 筑波大学 システム情報工学 金子　暁子 准教授
相流動現象の解明および物理モデルの構築 研究科

船曳　敦漠 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 航空宇宙工学関連 宇宙機の大規模編隊飛行を実現する相対航法 東京大学 工学系研究科 中須賀　真 教授
・情報共有ネットワークの構築 一

別府　啓史 ﾍﾞﾂﾌﾟ ﾋﾛﾌﾐ 制御およびシステム工学関連 推定問題への帰着とデータ集約的方法の適用 京都大学 工学研究科 藤本　健治 教授
に基づく非線形制御系設計法の研究

松下　周平 ﾏﾂｼﾀ ｼﾕｳﾍｲ 航空宇宙工学関連 宇宙重力波望遠鏡実現のための高精度編隊飛 東京大学 工学系研究科 船瀬　龍 准教授
行・ドラッグフリー複合技術に関する研究

松永　光司 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ 土木環境システム関連 三価と五価のヒ素を分別定量可能な新規光学 北海道大学 大学院工学研究院 佐藤　久 教授
的ヒ素バイオセンサーの開発

水野　隼斗 ﾐｽﾞﾉ ﾊﾔﾄ 生体材料学関連 冠動脈疾患治療を指向した先駆的な光応答性 東京大学 工学系研究科 赤木　友紀 講師
薬剤担持型バルーンの開発

森　竣祐 ﾓﾘ ｼﾕﾝｽｹ 構造材料および機能材料関連 ＭｎＴｅ薄膜の結晶間相変化メカニズムの解 東北大学 工学研究科 吉見　享祐 教授
明およびその次世代不揮発性メモリへの応用

森崎　裕磨 ﾓﾘｻｷ ﾕｳﾏ 防災工学関連 超高齢社会を支える医療・福祉・防災支援の 金沢大学 自然科学研究科 藤生　慎 准教授
ための実態把握と計画策定システムの開発

Ｍｏｒｉｓｈｉ ﾓﾘｼﾀ ｷﾖｼ ナノバイオサイエンス関連 タンパク質操作のための分子糊修飾金ナノ粒 東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授
ｔａ　Ｋｉｙｏ
ｓｈｉ

子

森田　遼平 ﾓﾘﾀ ﾘﾖｳﾍｲ 光工学および光量子科学関連 フォトニック結晶レーザの短パルス・高ピー 京都大学 工学研究科 野田　進 教授
ク出力化

森山　教洋 ﾓﾘﾔﾏ ﾉﾘﾋﾛ 移動現象および単位操作関連 微多孔シリカ膜の開発と脱水プロセスへの応 広島大学 工学研究科 都留　稔了 教授
用-膜開発・性能評価・分子透過機構-

柳田　幹太 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｶﾝﾀ 航空宇宙工学関連 機械学習による多体力学系の解空間構造抽出 東京大学 工学系研究科 船瀬　龍 准教授
と大域的軌道最適化への応用

山崎　嘉己 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ 流体工学関連 内耳蝸牛の流体構造連成解析に着目したバイ 大阪大学 基礎工学研究科 川野　聡恭 教授
オミメティック人工内耳の開発

山下　賢人 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾄ 水工学関連 大気乱流境界層の発達に伴う海面抵抗変化の 北海道大学 大学院工学院 渡部　靖憲 准教授
再評価と海面フラックスモデルへの導入
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山下　雄大 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 電気電子材料工学関連 バリウムシリサイド薄膜の高品質化による高 筑波大学 数理物質科学研究 末益　崇 教授
効率Siベースタンデム型太陽電池の作製 科

山田　翔太 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾖｳﾀ 構造材料および機能材料関連 骨組織の補填と治療を両立するメゾ多孔質シ 長岡技術科学大 大学院工学研究科 多賀谷　基 物質材料工
リカ／水酸アパタイト複合ナノ結晶の創製 学  博士後期課程 エ

ネルギー・環境工
学専攻

博 学専攻　准
教授

横前　俊也 ﾖｺﾏｴ ｼﾕﾝﾔ 加工学および生産工学関連 ナノ精度成膜法と加工法の連携によるX線回 東京大学 工学系研究科 三村　秀和 准教授
転楕円ミラーの高精度化

横山　高穂 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾎ ナノ構造化学関連 精密合成された複合ナノクラスターの集積薄 慶應義塾大学 理工学研究科 中嶋　敦 教授
膜作製と機能性デバイスへの応用

吉田　光輝 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ ロボティクスおよび知能機械 環境エネルギーによって駆動するハイドロゲ 慶應義塾大学 理工学研究科 尾上　弘晃 准教授
システム関連 ルマイクロロボット

李　展召 ﾘ ﾂｱﾝﾂｱｵ ナノ材料科学関連 光触媒的二酸化炭素還元のための共有結合性 京都大学 理学研究科 寺西　利治 教授
有機構造体を利用した単一原子触媒の創製

ＬＹ　ＨＯＡＮ ﾘ ﾎｱﾝ ﾋｴﾂﾌﾟ ロボティクスおよび知能機械 腹腔鏡下手術のための音響式多軸力検出に基 名古屋工業大学 工学研究科 田中　由浩 准教授
Ｇ　ＨＩＥＰ システム関連 づく触覚フィードバックシステムの開発

李鹿　博華 ﾘﾉｼｶ ﾋﾛｶ 流体工学関連 生物の翼構造をヒントに有限長円柱の三次元 山形大学 大学院理工学研究 李鹿　輝 教授
後流の制御 科

林　廷ミン ﾘﾑ ｼﾞﾖﾝﾐﾝ 建築計画および都市計画関連 産業遺産の保存継承を契機とした地域におけ 早稲田大学 創造理工学研究科 後藤　春彦 教授
る間主観的ナラティブの意義

渡邊　孝之介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾉｽｹ 熱工学関連 多孔質内多成分系混相流の流動様式の解明と 横浜国立大学 理工学府 荒木　拓人 准教授
エネルギー機器への応用
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赤間　怜奈 ｱｶﾏ ﾚｲﾅ 知能情報学関連 対話における発話スタイルの計算モデル 東北大学 情報科学研究科 乾　健太郎 教授

安部　桂太 ｱﾍﾞ ｹｲﾀ 生命、健康および医療情報学 DNA反応拡散系による階層的なパターンの形 東北大学 工学研究科 村田　智 教授
関連 成と制御および形態形成への発展

荒井　俊太 ｱﾗｲ ｼﾕﾝﾀ ソフトコンピューティング関 量子揺らぎを伴うサンプリングを駆使した革 東北大学 情報科学研究科 田中　和之 教授
連 新的機械学習アルゴリズムの創出

安齋　智紀 ｱﾝｻﾞｲ ﾄﾓｷ 知能ロボティクス関連 多肢構造変形マルチロータ型飛行ロボットの 東京大学 情報理工学系研究 稲葉　雅幸 教授
構成法と環境着接操作行動の認識計画制御 科

出井　勇人 ｲﾃﾞｲ ﾊﾔﾄ 認知科学関連 感覚刺激の不確実性を推定する神経回路機構 早稲田大学 基幹理工学研究科 尾形　哲也 教授
に基づく精神疾患のロボットモデル研究

伊藤　健史 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 知能ロボティクス関連 予測誤差ニューロン仮説に基づく，少数デー 奈良先端科学技 先端科学技術研究 池田　和司 教授
タからのロボットのモデル学習手法 術大学院大学 科

伊藤　優樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 知覚情報処理関連 視聴覚統合の神経基盤：齧歯類スナネズミを 同志社大学 生命医科学研究科 飛龍　志津 教授
モデルとした研究 子

井上　剛 ｲﾉｳｴ ｺﾞｳ 知能情報学関連 アラビア語の治安情報を日本語で即時的に提 奈良先端科学技 先端科学技術研究 松本　裕治 教授
供するシステムの研究開発 術大学院大学 科

上乃　聖 ｳｴﾉ ｾｲ 知能情報学関連 End-to-End音声合成とEnd-to-End音声認識の 京都大学 情報学研究科 河原　達也 教授
統合システム

鷄内　朋也 ｶｲﾁ ﾄﾓﾔ 知覚情報処理関連 多視点カメラと一人称視点カメラを用いた人 慶應義塾大学 理工学研究科 斎藤　英雄 教授
体の姿勢推定と行動認識

笠松　美歩 ｶｻﾏﾂ ﾐﾎ 図書館情報学および人文社会 絵本読み聞かせ映像データへの自動情報付与 筑波大学 システム情報工学 宇津呂　武 教授
情報学関連 に基づく発達心理学研究基盤の構築 研究科 仁

河原塚　健人 ｶﾜﾊﾗﾂﾞｶ ｹﾝﾄ 知能ロボティクス関連 筋骨格ヒューマノイドにおける道具操作拡張 東京大学 情報理工学系研究 稲葉　雅幸 教授
身体像の逐次獲得と剛性可変適応行動の実現 科

北村　直暉 ｷﾀﾑﾗ ﾅｵｷ 情報学基礎論関連 モバイルエージェントシステムにおけるメモ 名古屋工業大学 工学研究科 泉　泰介 准教授
リ領域の導入

清川　宏暁 ｷﾖｶﾜ ﾋﾛｱｷ 感性情報学関連 低輝度領域由来の光沢感を生起させる画像情 山形大学 理工学研究科 山内　泰樹 教授
報の解明 -新規光沢感表現技術へ向けて-

草野　翼 ｸｻﾉ ﾂﾊﾞｻ 知覚情報処理関連 2次元干渉計測データからの高精度干渉縞復 早稲田大学 基幹理工学研究科 及川　靖広 教授
元

小島　拓也 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 計算機システム関連 3次元積層技術を応用した粗粒度再構成可能 慶應義塾大学 理工学研究科 天野　英晴 教授
デバイスの研究
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近藤　将成 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾅﾘ ソフトウェア関連 開発者個人の活動に対する深層学習によるソ 京都工芸繊維大 工芸科学研究科 水野　修 教授
フトウェア不具合検出技法 学

坂田　逸志 ｻｶﾀ ｲﾂｼ ソフトコンピューティング関 動的モード分解を用いた非平衡ダイナミクス 東京大学 理学系研究科 岡田　真人 兼任教授
連 の解析

阪本　直気 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ ソフトコンピューティング関 ブラックボックス最適化のための不変性を考 筑波大学 システム情報工学 秋本　洋平 准教授
連 慮した汎用制約対処法の開発と解析 研究科

佐藤　雄大 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 高性能計算関連 流体の動きの誇張を代表する編集操作をイン 東京大学 情報理工学系研究 五十嵐　健 教授
タラクティブに支援するアルゴリズムの開発 科 夫

張　軼威 ｼﾞﾔﾝ ｲｰｳｴｰ ウェブ情報学およびサービス ソーシャルメディアにおけるコンテンツを用 東京大学 情報理工研究科 山崎　俊彦 准教授
情報学関連 いた人気度とスタイル解析

杉山　太成 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲｾｲ 認知科学関連 人の運動メタ学習の計算論・脳内構造の解明 筑波大学 グローバル教育院 井澤　淳 准教授
による運動リハビリの向上

武田　健太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ソフトコンピューティング関 非線形力学系理論に基づく超低消費電力非同 法政大学 理工学研究科 鳥飼　弘幸 教授
連 期順序回路人工内耳モデルの設計手法の確立

立山　尚樹 ﾀﾃﾔﾏ ﾅｵｷ 生命、健康および医療情報学 頭脳労働者の推定ストレス量の意図的な改変 東京大学 新領域創成科学研 福井　類 准教授
関連 ・提示による主体的な休憩取得促進の研究 究科

包　含 ﾂﾂﾐ ﾌｸﾑ 統計科学関連 限られた教師情報に基づく機械学習手法の開 東京大学 情報理工学系研究 杉山　将 教授
発 科

寺田　貴雅 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶﾏｻ ヒューマンインタフェースお アナログフィルタの機能を有する織物電極に 山梨大学 医工農学総合教育 茅　暁陽 教授
よびインタラクション関連 よるウェアラブル心電測定 部

中島　蒼 ﾅｶｼﾏ ｿｳ ソフトコンピューティング関 最適化理論に基づく免疫学習原理の解明と免 東京大学 情報理工学系研究 小林　徹也 准教授
連 疫に学ぶ最適化手法の探索 科

中畑　裕 ﾅｶﾊﾀ ﾕｳ 情報学基礎論関連 グラフマイナー構造に対する超高速列挙アル 京都大学 情報学研究科 湊　真一 教授
ゴリズム

南條　由紀 ﾅﾝｼﾞﾖｳ ﾕｷ 情報セキュリティ関連 ペアリング暗号の効率化とその実装 岡山大学 自然科学研究科 野上　保之 教授

新島　駿 ﾆｲｼﾞﾏ ｼﾕﾝ 知能ロボティクス関連 都市構造の地図表現に基づくロボットの目的 東京理科大学 理工学研究科 溝口　博 教授
に応じた自律移動

長谷川　峻 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾕﾝ 知能ロボティクス関連 接触吸着と非接触吸着の併用と包摂構造制御 東京大学 情報理工学系研究 岡田　慧 教授
自律獲得による狭隘乱雑環境内操作の実現 科

濱田　槙亮 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝｽｹ 計算機システム関連 SOTB技術を用いたヘテロジニアスマルチコア 東京農工大学 大学院工学府 並木　美太 教授
プロセッサの省電力化の研究 郎
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林　興養 ﾊﾔｼ ｺｳﾖｳ 数理情報学関連 非正曲率空間上の離散・計算幾何学と最適化 東京大学 情報理工学系研究 平井　広志 准教授
理論 科

引地　志織 ﾋｷﾁ ｼｵﾘ 知能情報学関連 逆問題解決型特異的因子・属性分類特徴量計 慶應義塾大学 政策・メディア研 清木　康 教授
量システムの実現 究科

廣瀬　一俊 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾄｼ ソフトコンピューティング関 学習型ハードウェアを実現する深層学習アー 北海道大学 情報科学院 高前田　伸 准教授
連 キテクチャの開拓 也

細田　至温 ﾎｿﾀﾞ ｼｵﾝ 生命、健康および医療情報学 確率モデルを用いたヒト腸内細菌叢構造の解 早稲田大学 先進理工学研究科 浜田　道昭 教授
関連 明と応用

松島　慶 ﾏﾂｼﾏ ｹｲ 計算科学関連 革新的制振機能を有する3次元フォノニック 名古屋大学 工学研究科 松本　敏郎 教授
結晶の高速トポロジー最適化

宮澤　和貴 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 知能ロボティクス関連 ロボットの統合認知アーキテクチャによる実 大阪大学 基礎工学研究科 長井　隆行 教授
世界に根ざした言語的思考の実現

宮原　大輝 ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 情報セキュリティ関連 カードベース暗号に基づく新しい秘密計算の 東北大学 情報科学研究科 曽根　秀昭 教授
実現

森　勇稀 ﾓﾘ ﾕｳｷ 計算科学関連 大規模固体-流体連成シミュレーションのた 東京大学 工学系研究科 酒井　幹夫 准教授
めの数値解析アルゴリズムの開発

八木　聡明 ﾔｷﾞ ｻﾄｼ 知能ロボティクス関連 実環境を移動する車輪駆動型アンドロイドの 大阪大学 基礎工学研究科 石黒　浩 教授
歩容が与える影響の研究

矢吹　渓悟 ﾔﾌﾞｷ ｹｲｺﾞ ウェブ情報学およびサービス バリアフリー社会の実現 ～語用障害をかか 公立はこだて未 システム情報科学 角　薫 教授
情報学関連 える人を再現する人工知能対話システム～ 来大学 研究科

山岡　洸瑛 ﾔﾏｵｶ ｺｳｴｲ 知覚情報処理関連 分散ステレオマイクロフォンアレイに基づく 首都大学東京 システムデザイン 小野　順貴 教授
音空間認識とその実世界応用 研究科

山森　聡 ﾔﾏﾓﾘ ｻﾄｼ ソフトコンピューティング関 内部モデルを用いた人型ロボットの歩行運動 京都大学 情報学研究科 石井　信 教授
連 学習における戦略的行動選択

吉田　雄祐 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 情報セキュリティ関連 量子コンピュータとサイドチャネル攻撃に対 東京工業大学 情報理工学院 田中　圭介 教授
して安全な公開鍵暗号

渡邊　朝子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻｺ 生命、健康および医療情報学 脳波を用いた表情機能の同定 九州工業大学 大学院情報工学府 山崎　敏正 教授
関連
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青木　大輔 ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ 生態学および環境学関連 形質置換を生み出す種間の敵対行動がモズ類 北海道大学 理学院 高木　昌興 教授
の種共存を可能にする機構の解明

赤星　太一 ｱｶﾎｼ ﾀｲﾁ 発生生物学関連 ホヤ運動神経節におけるカルシウム振動と遊 慶應義塾大学 理工学研究科 岡　浩太郎 教授
泳運動との関係解明

阿部　泰子 ｱﾍﾞ ﾔｽｺ 分子生物学関連 哺乳類の概日時計発振に必要不可欠なDNAシ 東京大学 理学系研究科 深田　吉孝 教授
ス配列の探索

井戸川　直人 ｲﾄﾞｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 生態学および環境学関連 アリ類におけるコロニーの分裂制御システム 京都大学 農学研究科 松浦　健二 教授
の解明

上本　恭平 ｳｴﾓﾄ ｷﾖｳﾍｲ 植物分子および生理科学関連 植物において、組織間で時間情報を共有する 京都大学 生命科学研究科 荒木　崇 教授
仕組みの解明

大木　悠佑 ｵｵｷ ﾕｳｽｹ 機能生物化学関連 マクロファージの炎症応答における飽和リン 東京大学 薬学系研究科 河野　望 准教授
脂質の機能解明

大崎　遥花 ｵｵｻｷ ﾊﾙｶ 生態学および環境学関連 クチキゴキブリの雌雄が互いの翅を食い合う 九州大学 システム生命科学 粕谷　英一 准教授
： 初の両性による性的共食いの解明 府

大橋　拓朗 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾛｳ 進化生物学関連 種特異的なコミュニケーションを実現するシ 名古屋大学 理学研究科、　生 上川内　あ 教授
グナル認識機構の進化 命理学専攻 づさ

大矢　恵代 ｵｵﾔ ｻﾄﾖ 植物分子および生理科学関連 植物エピゲノミクスで解き明かす遺伝子内修 東京大学 理学系研究科 角谷　徹仁 教授
飾の機能と制御

小川　笑満里 ｵｶﾞﾜ ｴﾏﾘ 細胞生物学関連 STINGを介したI型インターフェロン応答の収 東京大学 薬学系研究科 河野　望 准教授
束機構の解明

小野　紘貴 ｵﾉ ﾋﾛｷ システムゲノム科学関連 RNAテクノロジーを基盤としたヒト造血幹細 京都大学 医学研究科 齊藤　博英 教授
胞選別技術の開発

小日向　寛之 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾋﾛﾕｷ 細胞生物学関連 新規遺伝子slc-25A46の機能解析から神経ミ 東北大学 生命科学研究科 杉本　亜砂 教授
トコンドリア輸送機構の解明に挑む 子

柿元　百合子 ｶｷﾓﾄ ﾕﾘｺ 機能生物化学関連 新規オルガネラ間結合因子の同定とその生理 山形大学 大学院医学系研究 藤井　順逸 教授
機能解析 科

加藤　颯人 ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 生態学および環境学関連 ベイツ型擬態の理論モデルの統合および時空 東京大学 農学生命科学研究 瀧本　岳 准教授
間変動データによるモデル検証 科

香取　和生 ｶﾄﾘ ｶｽﾞｷ 神経機能学関連 梨状皮質における鋭波中の神経活動の由来と 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
機能の解明
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亀井　健一郎 ｶﾒｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 生物物理学関連 ラマン分光法による細胞のミクロ・マクロ連 東京大学 総合文化研究科 若本　祐一 准教授
関についての包括的理解

木下　悟 ｷﾉｼﾀ ｻﾄﾙ 植物分子および生理科学関連 植物の光合成依存的な細胞膜H+-ATPase活性 名古屋大学 理学研究科 木下　俊則 教授
制御機構と生理的意義の解明

朽津　芳彦 ｸﾁﾂ ﾖｼﾋｺ 細胞生物学関連 グルタミン飢餓により誘導される新規リソソ 東北大学 生命科学研究科 福田　光則 教授
ーム活性調節機構の解明

桑原　誠 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 生物物理学関連 新しい膜電位駆動型モータータンパク質を創 東京大学 理学系研究科 上村　想太 教授
り、プレスチンの動作機構を理解する。 郎

Ｇｕｚｍａｎ　 ｸﾞｽﾏﾝ ｸﾘｽﾃｲﾝ 発生生物学関連 祖先型ニューレキシンの構造・機能解析 沖縄科学技術大 科学技術研究科 渡邉　寛 准教授
Ｃｈｒｉｓｔｉ
ｎｅ

学院大学

郡　聡実 ｺｵﾘ ｻﾄﾐ 構造生物化学関連 複製とカップルしたDNA維持メチル化の構造 横浜市立大学 生命医科学研究科 有田　恭平 准教授
基盤

小金澤　優太 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 遺伝学関連 一細胞計測と光遺伝子操作を利用した遺伝型 東京大学 総合文化研究科 若本　祐一 准教授
-表現型対応の履歴依存性の理解

小林　大純 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｽﾞﾐ 生態学および環境学関連 遺伝的同化理論を考慮した洞窟性魚類の適応 琉球大学 理工学研究科海洋 山平　寿智 教授
進化機構の解明 環境学専攻

小針　成敬 ｺﾊﾞﾘ ｼｹﾞﾀｶ 神経科学一般関連 二色Ca2+イメージングを用いたシナプス形成 東京大学 大学院医学系研究 尾藤　晴彦 教授
における神経活動の動態解明 科

昆　一弘 ｺﾝ ｶｽﾞﾋﾛ 動物生理化学、生理学および Cav3．2リン酸化修飾経路の同定・摂動によ 東京大学 大学院医学系研究 上田　泰己 教授
行動学関連 る入眠行動の分子基盤探求 科

今野　順介 ｺﾝﾉ ﾖﾘﾕｷ 進化生物学関連 エイズウイルスとヒトの共進化が規定するウ 東京大学 東京大学大学院新 川口　寧 教授
イルス流行伝播メカニズムの解明 領域創成科学研究

科

阪上　洸多 ｻｶｶﾞﾐ ｺｳﾀ 多様性生物学および分類学関 ガ類成虫における花蜜食に適応した行動およ 神戸大学 農学研究科 杉浦　真治 准教授
連 び形態の収斂進化

坂庭　賢太朗 ｻｶﾆﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 構造生物化学関連 構造生物学的手法を用いた、自然免疫受容体 東京大学 薬学系研究科 清水　敏之 教授
TLRのシグナル伝達機構の解明

佐藤　恵里 ｻﾄｳ ｴﾘ 多様性生物学および分類学関 全球の島における鳥類共起パターン：生態的 千葉大学 融合理工学府 村上　正志 教授
連 形質と歴史的要因の影響

杉本　渉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ 細胞生物学関連 抗がん剤感受性を決定するアクチン動態の解 甲南大学 フロンティアサイ 川内　敬子 准教授
析および新規治療標的の同定 エンス研究科
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鈴木　智佳 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 進化生物学関連 体の左右差を生み出す仕組みの進化 筑波大学 生命環境科学研究 谷口　俊介 准教授
科

千松　賢史 ｾﾝﾏﾂ ｻﾄｼ 分子生物学関連 長鎖非コードRNAの新規転写活性化機構の解 首都大学東京 大学院理学研究科 廣田　耕志 教授
明とそのゲノムワイドな解析

ＺＥＮＧ　ＸＩ ｾﾞﾝ ｼﾔﾝｿﾝｾﾞ 神経機能学関連 感覚フィードバックによる発生期運動回路の 東京大学 新領域創成科学研 能瀬　聡直 教授
ＡＮＧＳＵＮＺ
Ｅ

編成とその分子・回路基盤 究科

谷隅　勇太 ﾀﾆｽﾐ ﾕｳﾀ 神経機能学関連 多細胞同時記録と光遺伝学的制御を用いた， 同志社大学 脳科学研究科 櫻井　芳雄 教授
適応行動を制御する神経回路機構の解明

谷中　絢貴 ﾀﾆﾅｶ ﾋﾛｷ 進化生物学関連 広域集団ゲノム解析によるアオサンゴの異時 宮崎大学 農学工学総合研究 安田　仁奈 准教授
的な種分化起源と分子機構の解明 科

田路　翼 ﾄｳｼﾞ ﾂﾊﾞｻ 進化生物学関連 山地性植物における標高上下間の遺伝的分化 信州大学 総合医理工学研究 市野　隆雄 教授
とその維持機構の解明 科

富田　紗穂子 ﾄﾐﾀﾞ ｻﾎｺ 生物物理学関連 赤外分光法による新奇特殊ロドプシンの分子 名古屋工業大学 工学研究科 神取　秀樹 教授
機構解析

富原　壮真 ﾄﾐﾊﾗ ｿｳﾏ 動物生理化学、生理学および 繁殖期特異的に性行動を賦活する脳内神経回 東京大学 理学系研究科 岡　良隆 教授
行動学関連 路の解明

内藤　優希 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 発生生物学関連 Ovol2遺伝子群を介したマウス生殖細胞系列 九州大学 医学系学府 林　克彦 教授
分岐メカニズムの解明

中村　駿志 ﾅｶﾑﾗ ｼﾕﾝｼﾞ 植物分子および生理科学関連 単一細胞を用いた細胞時計統合機構の解明 京都大学 理学研究科 小山　時隆 准教授

長江　拓也 ﾅｶﾞｴ ﾀｸﾔ 植物分子および生理科学関連 植物の同種認証機構を生み出す分子メカニズ 名古屋大学 理学研究科 東山　哲也 教授
ムの解明

奈良　聖亜 ﾅﾗ ｾｲｱ 生物物理学関連 試験管内再構成された環状DNA複製サイクル 立教大学 理学研究科 末次　正幸 准教授
における転写翻訳反応の共役

西村　正宏 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ ゲノム生物学関連 転写因子p53-ヒストン相互作用を介した、転 東京大学 理学系研究科 胡桃坂　仁 兼任教授
写活性化メカニズムの解明 志

野澤　和弥 ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 神経科学一般関連 複数のシナプス形成分子間の競合によって作 慶應義塾大学 医学研究科 柚崎　通介 教授
られるシナプス個性の新しい決定機構

野尻　太郎 ﾉｼﾞﾘ ﾀﾛｳ 多様性生物学および分類学関 超音波器官形成に着目したコウモリ類のエコ 東京大学 農学生命科学研究 遠藤　秀紀 教授
連 ーロケーションの進化的起源の解明 科
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長谷川　万純 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｽﾐ 植物分子および生理科学関連 植物プランクトンの新たな光利用：ロドプシ 東京大学 新領域創成科学研 吉澤　晋 准教授
ンによるエネルギー生産機構の解明 究科

半場　悠 ﾊﾝﾊﾞ ﾕｳ システムゲノム科学関連 piRNA経路におけるmRNA分解を介した遺伝子 東京大学 理学系研究科 塩見　美喜 教授
発現制御機構の解明 子

平野　咲雪 ﾋﾗﾉ ｻﾕｷ 発生生物学関連 脊椎動物の初期発生における機械的ストレス 東京大学 総合文化研究科 道上　達男 教授
分布とその情報伝達的役割の解明

廣瀬　友衣奈 ﾋﾛｾ ﾕｲﾅ 細胞生物学関連 上皮組織が非対称性を獲得する仕組みに迫る 関西学院大学 理工学研究科 平井　洋平 教授
ー局所的なEMTを担う分子の実体解明ー

表　伯俊 ﾋﾟﾖｳ ﾊｸｼﾞﾕﾝ 神経科学一般関連 大脳新皮質アストロサイトの層特異的サブタ 東京大学 薬学系研究科 後藤　由季 教授
イプの同定と機能解明 子

福家　悠介 ﾌｹ ﾕｳｽｹ 生態学および環境学関連 ミャンマーの古代湖における淡水魚類の起源 京都大学 理学研究科 渡辺　勝敏 准教授
と進化から探る生物多様性の創出機構

堀口　理 ﾎﾘｸﾞﾁ ｵｻﾑ 発生生物学関連 クシクラゲにおける神経誘導bHLH転写因子の 沖縄科学技術大 科学技術研究科 渡邉　寛 准教授
同定と機能解析 学院大学

堀田　淳之介 ﾎﾘﾀ ｼﾞﾕﾝﾉｽｹ 生態学および環境学関連 生理学的機構を考慮した代替生活史意思決定 九州大学 システム生命科学 佐竹　暁子 教授
モデル構築とその個体群への波及効果の解析 府

松村　護 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾓﾙ 植物分子および生理科学関連 機械刺激が誘導する新規植物免疫系の解析 名古屋大学 理学研究科 多田　安臣 教授

丸岡　奈津美 ﾏﾙｵｶ ﾅﾂﾐ 生態学および環境学関連 クローナル個体群共存における休眠卵の役割 東北大学 生命科学研究科 占部　城太 教授
と分子基盤の解明 郎

蓑輪　恵一 ﾐﾉﾜ ｹｲｲﾁ 構造生物化学関連 tRNA安定化に寄与するリン酸化修飾を触媒す 東京大学 工学系研究科 鈴木　勉 教授
る新規酵素ARKIの分子機構の解明

村田　隆 ﾑﾗﾀ ﾕﾀｶ 生物物理学関連 膜脂質トランスポーターの動作原理の理論研 京都大学 理学研究科 高田　彰二 教授
究

矢野　更紗 ﾔﾉ ｻﾗｻ 細胞生物学関連 中枢神経系における微小核の新規形成機構と 筑波大学 生命環境科学研究 千葉　智樹 教授
機能の解明 科

山川　隼平 ﾔﾏｶﾜ ｼﾕﾝﾍﾟｲ 進化生物学関連 棘皮動物はなぜ「５」放射相称なのか：ヒト 筑波大学 生命環境科学研究 和田　洋 教授
デを用いた至近要因の解明 科

山本　啓 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 細胞生物学関連 非筋ミオシン活性の可視化と光操作による細 総合研究大学院 生命科学研究科 青木　一洋 教授
胞分裂制御機構の解明 大学

山本　隆博 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 分子生物学関連 染色体数依存的な中心体活性化を引き起こす 北海道大学 生命科学院 上原　亮太 准教授
分子機構の解明
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八幡　洋輔 ﾔﾜﾀ ﾖｳｽｹ 神経機能学関連 「退屈の神経メカニズム」の解明 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

湯本　原樹 ﾕﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 生態学および環境学関連 標高適応と季節的可塑性における葉の温度適 京都大学 理学研究科 工藤　洋 教授
応メカニズムの解明

横内　洸 ﾖｺｳﾁ ｺｳ 多様性生物学および分類学関 混合栄養性渦鞭毛藻から探る葉緑体消失進化 北海道大学 理学院 堀口　健雄 教授
連 の研究

横山　稔之 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾕｷ システムゲノム科学関連 ゲノムグラフを用いた新規ゲノム解析アルゴ 東京大学 新領域創成科学研 笠原　雅弘 准教授
リズム 究科

吉田　恵梨子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 神経機能学関連 大脳基底核・小脳から大脳皮質への情報伝達 東京大学 大学院医学系研究 松崎　政紀 教授
が担う運動制御機能の解明 科

吉原　康平 ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ 神経科学一般関連 アストロサイトを切り口とした恐怖条件下に 九州大学 薬学府 津田　誠 教授
おける感覚鋭敏化メカニズムの解明

依田　和樹 ﾖﾀﾞ ｶｽﾞｷ 生物物理学関連 分泌因子を介した１細胞間相互作用の定量的 東京大学 理学系研究科 上村　想太 教授
理解 郎

ＬＩＵ　ＹＡＮ ﾘﾕｳ ﾔﾝ 細胞生物学関連 TORC1シグナル経路を介したミトコンドリア 大阪大学 生命機能研究科 岡本　浩二 准教授
Ｇ 特異的オートファジーの制御機構の解明
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池田　有沙 ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ 動物生命科学関連 新規ゲノム編集ツールの開発と機能未知遺伝 東京大学 農学生命科学研究 内藤　邦彦 教授
子解析への応用 科

池田　匠児 ｲｹﾀﾞ ｼﾖｳｼﾞ 循環型社会システム関連 下水汚泥内細菌の抗菌性と自活性線虫の捕食 長岡技術科学大 工学研究科 山口　隆司 教授
性を活用した無農薬連作障害抑止技術の開発 学

板倉　健太 ｲﾀｸﾗ ｹﾝﾀ 農業環境工学および農業情報 画像処理及び深層学習を用いた植物機能の3 東京大学 農学生命科学研究 細井　文樹 准教授
工学関連 次元情報解析 科

板谷　麻由子 ｲﾀﾔ ﾏﾕｺ 食品科学関連 クルクミノイドの細胞内への取り込みの制御 東北大学 農学研究科 仲川　清隆 教授
:疾病治癒への応用に向けて

市川　健之助 ｲﾁｶﾜ ｹﾝﾉｽｹ 動物生産科学関連 ニワトリfoxl3遺伝子の解析から探る， 鳥類 広島大学 統合生命科学研究 堀内　浩幸 教授
特有の性分化機構 科

犬丸　瑞枝 ｲﾇﾏﾙ ﾐｽﾞｴ 獣医学関連 鳥類血液寄生原虫を指標とした越境性感染症 日本大学 獣医学研究科 佐藤　雪太 教授
の分布動態の解明

井上　紘一 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ 応用分子細胞生物学関連 メタノール濃度に応答するC1酵母の"アナロ 京都大学 農学研究科 阪井　康能 教授
グ"なシグナル伝達機構の解明

内田　あや ｳﾁﾀﾞ ｱﾔ 獣医学関連 新規分泌タンパク機能アッセイ系を用いた、 東京大学 農学生命科学研究 金井　克晃 准教授
哺乳類SSCニッチの誘導メカニズムの解明 科

梅村　啓太郎 ｳﾒﾑﾗ ｹｲﾀﾛｳ 生物資源保全学関連 自然水域における希少タナゴ類の種間交雑原 九州大学 生物資源環境科学 鬼倉　徳雄 准教授
因の解明 府

大岩　真子 ｵｵｲﾜ ﾏｺ 環境負荷低減技術および保全 界面分離型薬物捕捉場の設計と低環境負荷・ 北見工業大学 工学研究科 齋藤　徹 教授
修復技術関連 持続可能型水環境保全技術の開発

大浦　聖矢 ｵｵｳﾗ ｾｲﾔ 実験動物学関連 新規開発CRISP/Cas9システムによる病原変異 大阪大学 薬学研究科 伊川　正人 教授
の修繕法開発

大西　信徳 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾉﾘ 森林科学関連 ドローンと深層学習を用いた森林リモートセ 京都大学 農学研究科 伊勢　武史 准教授
ンシング技術の開発

大橋　慧介 ｵｵﾊｼ ｹｲｽｹ 木質科学関連 効率的なバイオマス利用に向けた森林食害細 北海道大学 国際食資源学院 高須賀　太 准教授
菌由来のバイオマス分解酵素の探索 一

大山　幸輝 ｵｵﾔﾏ ｺｳｷ 地域環境工学および農村計画 内面載荷法による農業用パイプラインの耐力 鳥取大学 連合農学研究科 兵頭　正浩 准教授
学関連 評価システムの確立

小倉　尚晃 ｵｸﾞﾗ ﾀｶｱｷ 植物栄養学および土壌学関連 放射線トレーサー法と微小電極法を相補的に 東京大学 農学生命科学研究 田野井　慶 教授
活用した植物根イオン輸送機構の基礎研究 科 太朗
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華　航 ｶ ｺｳ 環境材料およびリサイクル技 溶融フッ化物電解と合金隔膜を用いた希土類 京都大学 エネルギー科学研 野平　俊之 教授
術関連 金属の高精度・高速分離プロセスの構築 究科

春日　貴章 ｶｽｶﾞ ﾀｶｱｷ 木質科学関連 内部構造制御による両面ナノペーパー配線基 大阪大学 工学研究科 能木　雅也 教授
板の実現に向けた機能性発現

唐澤　昌之 ｶﾗｻﾜ ﾏｻﾕｷ 応用微生物学関連 基質模倣物による水酸化酵素の制御を利用し 名古屋大学 理学研究科 荘司　長三 教授
た菌体内物質変換系の開発

川戸　智 ｶﾜﾄ ｻﾄｼ 水圏生命科学関連 エビのゲノムに残された化石ウイルスを復活 東京海洋大学 海洋科学技術研究 廣野　育生 教授
させる 科

河原　未来 ｶﾜﾊﾗ ﾐｸ 水圏生命科学関連 ホタテガイのフランシセラ感染症における宿 東京大学 農学生命科学研究 良永　知義 教授
主生理状態と養殖環境の関係 科

北沢　宗大 ｷﾀｻﾞﾜ ﾑﾈﾋﾛ 自然共生システム関連 耕作放棄が鳥類多様性に及ぼす影響は正か負 北海道大学 農学院 中村　太士 教授
か？集約度と季節から迫る全国規模での検証

木村　駿介 ｷﾑﾗ ｼﾕﾝｽｹ 食品科学関連 食品中の苦味成分による脂肪細胞機能調節の 北海道大学 農学院 加藤　英介 講師
解析

久保山　文音 ｸﾎﾞﾔﾏ ｱﾔﾈ 食品科学関連 多様な骨格筋萎縮シグナルを統合する新たな 東京大学 農学生命科学研究 佐藤　隆一 教授
制御因子の探索とその分子メカニズムの解明 科 郎

児玉　敦也 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂﾔ 昆虫科学関連 防除を目的としたユスリカ科昆虫の走光性に 広島大学 統合生命科学研究 河合　幸一 教授
関する基礎的研究 科 郎

兒玉　朋子 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾓｺ 獣医学関連 eEF2Kをターゲットとした新たな循環器疾患 北里大学 獣医学系研究科 山脇　英之 教授
治療薬の探索

酒井　和哉 ｻｶｲ ｶｽﾞﾔ 化学物質影響関連 精子small RNAに着目した継世代毒性評価バ 東北大学 農学研究科 種村　健太 教授
イオマーカーの作出 郎

佐久間　渉 ｻｸﾏ ﾜﾀﾙ 木質科学関連 木質バイオマスを由来とする新規多孔体の開 東京大学 農学生命科学研究 齋藤　継之 准教授
発と透明断熱材への応用 科

佐々木　優紀 ｻｻｷ ﾕｷ 応用微生物学関連 植物糖タンパク質分解酵素から紐解く成人腸 鹿児島大学 連合農学研究科 藤田　清貴 准教授
内ビフィズス菌の共生関係

佐治木　大和 ｻｼﾞｷ ﾔﾏﾄ 獣医学関連 ウシ難治性疾病における免疫抑制機序の解明 北海道大学 国際感染症学院 大橋　和彦 教授
および新規制御法の開発

佐藤　萌子 ｻﾄｳ ﾓｴｺ 遺伝育種科学関連 イネ幼穂分化時の植物ホルモンシグナル伝達 横浜市立大学 生命ナノシステム 辻　寛之 准教授
のイメージング系の確立と多収系統への展開 科学研究科
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眞木　美帆 ｻﾅｷﾞ ﾐﾎ 応用分子細胞生物学関連 SnRK1-FBH4による窒素シグナルに応じた花成 北海道大学 生命科学院 山口　淳二 教授
制御機構の解明

Ｓａｆｉ　Ｓｙ ｻﾌｲ ｻｲﾔﾄﾞｳﾗｷﾞﾌ 環境負荷低減技術および保全 カチオン性ヒドロゲルと水酸化鉄の複合体を 広島大学 工学研究科 後藤　健彦 助教
ｅｄＲａｇｉｂ ﾞ 修復技術関連 用いた地下水からのヒ素の除去

ＳＨＥＮ　Ｗｅ ｼｴﾝ ｳｴｲﾘﾝ 食品科学関連 オリゴペプチドによる高血圧予防のための新 九州大学 生物資源環境科学 松井　利郎 教授
ｉｌｉｎ 戦略提案 府

清水　直紀 ｼﾐｽﾞ ﾅｵｷ 食品科学関連 スクアレン酸化抑制に基づく食品機能維持と 東北大学 農学研究科 仲川　清隆 教授
疾病予防："農工医"連携によるアプローチ

高市　雄太 ﾀｶｲﾁ ﾕｳﾀ 獣医学関連 神経変性疾患におけるtau及びα-synuclein 東京大学 農学生命科学研究 中山　裕之 教授
の共凝集・沈着機序の解明 科

塚本　雅也 ﾂｶﾓﾄ ﾏｻﾔ 獣医学関連 イヌiPS細胞を用いたin vitro炎症性腸疾患 大阪府立大学 生命環境科学研究 鳩谷　晋吾 准教授
モデルの病態解明・創薬への応用 科

辻　尚道 ﾂｼﾞ ﾅｵﾐﾁ 昆虫科学関連 日本及び東洋区産クチカクシゾウムシ亜科の 九州大学 生物資源環境科学 広渡　俊哉 教授
系統分類と発音器形態の進化 府

永原　拓朗 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀｸﾛｳ 獣医学関連 リンパ管新生に着目した犬の腸リンパ管拡張 東京大学 農学生命科学研究 辻本　元 教授
症の病態解析 科

那須川　忠弥 ﾅｽｶﾜ ﾀﾀﾞﾋﾛ 獣医学関連 ブタ飼育環境におけるプロファージを中心と 麻布大学 獣医学研究科 阪口　雅弘 教授
した薬剤耐性菌出現機構の解明

夏川　遼生 ﾅﾂｶﾜ ﾊﾙｷ 森林科学関連 森林性希少猛禽類の生息地保全に必要な生態 横浜国立大学 環境情報学府 松田　裕之 教授
解明と広域的保護区の選定

生井　楓 ﾅﾏｲ ﾌｳ 動物生産科学関連 腸内常在性乳酸菌の生体外機能強化系の確立 信州大学 総合医理工学研究 下里　剛士 准教授
と宿主への還元性評価 科

並木　貴文 ﾅﾐｷ ﾀｶﾌﾐ 動物生命科学関連 マウス妊娠初期の胚着床・脱落膜化における 麻布大学 獣医学研究科 柏崎　直巳 教授
小胞体タンパク質の機能解明

西子　まあや ﾆｼｺ ﾏｱﾔ 昆虫科学関連 新奇な構造を持つSOD遺伝子のドーパミン生 東京農工大学 大学院連合農学研 天竺桂　弘 准教授
合成の制御メカニズムの解明 究科 子

二橋　佑磨 ﾆﾊｼ ﾕｳﾏ 動物生産科学関連 肉用鶏の形質マーカーの確立を目指した骨格 信州大学 総合医理工学研究 下里　剛士 准教授
筋芽細胞の網羅的な遺伝子発現解析 科

野口　智弘 ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 生物有機化学関連 放線菌の二次代謝における新奇還元的脱アミ 東京大学 大学院農学生命科 葛山　智久 教授
ノ化反応と共脱窒への寄与の解明 学研究科
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橋本　茉由子 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕｺ 獣医学関連 視床下部のユビキチンプロテアーゼが行うエ 酪農学園大学 獣医学研究科 北村　浩 教授
ネルギー代謝制御　-USP2を中心に-

林　将文 ﾊﾔｼ ﾏｻﾌﾐ 動物生命科学関連 ウシにおける多能性幹細胞の生殖系列細胞へ 九州大学 医学系学府 林　克彦 教授
の分化誘導に関する研究

林田　光平 ﾊﾔｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ 食料農業経済関連 食品企業と小売の垂直的関係と空間競争がフ 慶應義塾大学 経済学研究科 星野　崇宏 教授
ードシステムに及ぼす影響の計量経済分析

ＰＡＫＫＡＮＧ ﾊﾟﾂｶﾞﾝ ﾅﾂﾃｲﾗｰ 森林科学関連 木質資源の高度利用による電気二重層キャパ 北海道大学 農学院 浦木　康光 教授
　Ｎｕｔｔｈｉ
ｒａ

シタ用部材（電極と電解質）の開発

平野　義貴 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾀｶ 木質科学関連 量子化学計算と電気化学分析による新規リグ 京都大学 農学研究科 高野　俊幸 教授
ニン分解反応の演繹的探索

藤　雅子 ﾌｼﾞ ﾏｻｺ 応用分子細胞生物学関連 免疫調節ペプチドを介したイネの環境適応及 奈良先端科学技 先端科学技術研究 西條　雄介 准教授
び微生物共生の制御 術大学院大学 科

藤本　祐司 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 植物保護科学関連 翻訳開始因子を介した植物ウイルスに対する 東京大学 農学生命科学研究 山次　康幸 准教授
劣性抵抗性機構の統一的理解 科

藤原　恭司 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾖｳｼﾞ 水圏生産科学関連 ウバウオ科ハシナガウバウオ亜科の系統分類 鹿児島大学 連合農学研究科 本村　浩之 教授
と生態学的研究-吸着行動と形態進化

本多　慎之介 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 動物生産科学関連 レトロトランスポゾンMuERV-Lがマウス初期 京都大学 農学研究科 南　直治郎 教授
胚の細胞分化に及ぼす影響

前野　優香理 ﾏｴﾉ ﾕｶﾘ 生物有機化学関連 珪藻が生産する記憶喪失性貝毒ドウモイ酸の 東北大学 農学研究科 山下　まり 教授
生合成経路の解明及び生合成遺伝子の同定

増田　亮津 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾂ 昆虫科学関連 ウイルス様粒子（VLP）表面への抗原提示法 九州大学 生物資源環境科学 日下部　宜 教授
を用いた次世代型ワクチンの開発 府 宏

増田　佳苗 ﾏｽﾀﾞ ｶﾅｴ 園芸科学関連 ゲノム倍化が駆動したカキ属における性決定 岡山大学 環境生命科学研究 赤木　剛士 准教授
の可塑化 科

元田　多一 ﾓﾄﾀﾞ ﾀｲﾁ 木質科学関連 白色腐朽菌の代謝切り替えスイッチとしての 宮崎大学 宮崎大学大学院　 亀井　一郎 教授
水分活性センシング機構の解明 農学工学総合研究

科

本山　智晴 ﾓﾄﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ 応用生物化学関連 計算-実験統合型アプローチによる含窒素ヘ 静岡県立大学 薬食生命科学総合 伊藤　創平 准教授
テロ環式化合物の酵素的合成法の確立 学府

森井　清仁 ﾓﾘｲ ｷﾖﾋﾄ 生物資源保全学関連 琵琶湖固有種間の性的相互作用による絶滅の 滋賀県立大学 環境科学研究科 高倉　耕一 准教授
危機：その機構解明と保全実践への応用



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名小区分氏名 カナ氏名

ＤＣ１・農学・環境学　65名　平成31年度特別研究員採用者一覧

安田　まり奈 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾘﾅ 環境負荷低減技術および保全 ファージを用いた細菌間コミュニケーション 筑波大学 生命環境科学研究 野村　暢彦 教授
修復技術関連 の特異的な制御方法の確立 科

山岸　孝幸 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｶﾕｷ 昆虫科学関連 昆虫腸内分泌細胞の腸内環境認識を起点とし 東京農工大学 大学院生物システ 佐藤　令一 教授
たペプチドホルモン分泌機構の解明 ム応用科学府

横山　岳 ﾖｺﾔﾏ ｶﾞｸ 農業環境工学および農業情報 乾燥地植物生産における高生産・節水化に寄 九州大学 生物資源環境科学 安武　大輔 准教授
工学関連 与する葉面結露の生理生態的効果 府

吉田　稜 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾖｳ 応用微生物学関連 超好熱性アーキア膜脂質の生合成による大腸 名古屋大学 生命農学研究科 邊見　久 准教授
菌細胞膜の強化

渡辺　啓太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 食品科学関連 食物繊維由来短鎖脂肪酸を認識する新規受容 東京農工大学 大学院連合農学研 木村　郁夫 特任准教授
体Olfr78を介したエネルギー代謝制御 究科
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芦田　雪 ｱｼﾀﾞ ﾕｷ リハビリテーション科学関連 ICU関連筋力低下に対する電気刺激療法と栄 札幌医科大学 保健医療学研究科 山田　崇史 准教授
養療法を併用した新規予防法の開発

新武　享朗 ｱﾗﾀｹ ﾀｶｱｷ 脳神経外科学関連 亜鉛輸送担体に着目した脳卒中後遺症に関わ 高知大学 総合人間自然科学 齊藤　源顕 教授
るミクログリア極性転換の制御機構の解明 研究科

有安　亮 ｱﾘﾔｽ ﾘﾖｳ 消化器内科学関連 免疫チェックポイント阻害剤に対する耐性機 名古屋大学 医学系研究科 西川　博嘉 教授
構とその原因の解明

安藤　眞 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 免疫学関連 リプログラミングによるステムセルメモリー 慶應義塾大学 医学研究科 吉村　昭彦 教授
T細胞の誘導機構と抗腫瘍免疫応答

石丸　華子 ｲｼﾏﾙ ﾊﾅｺ 衛生学および公衆衛生学分野 抗HSV-1活性を有する新規化合物の探索と開 京都薬科大学 京都薬科大学大学 藤室　雅弘 教授
関連：実験系を含む 発 院　薬学研究科

板谷　崇央 ｲﾀﾔ ﾀｶﾋﾛ 衛生学および公衆衛生学分野 臨床疫学的手法を用いた診療ガイドライン遵 京都大学 医学研究科 福原　俊一 教授
関連：実験系を含まない 守割合と治療アウトカムの定量的評価

市村　裕輝 ｲﾁﾑﾗ ﾕｳｷ 皮膚科学関連 自己免疫学的機序に基づく皮膚線維化疾患に 筑波大学 人間総合科学研究 千葉　滋 教授
おけるB細胞の機能解析 科

伊藤　洋人 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 病態神経科学関連 オレキシン神経とその上流の神経回路がカタ 名古屋大学 医学系研究科 山中　章弘 教授
プレキシーを抑制するメカニズムの解明

稲垣　拓哉 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｸﾔ ウイルス学関連 ジカウイルスアジア型株間の比較に基づくジ 早稲田大学 先進理工学研究科 竹山　春子 教授
カウイルスの病態発現機序の解明

井上　貴博 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ リハビリテーション科学関連 薬理的ニューロモジュレーションを伴う運動 北海道大学 大学院保健科学院 前島　洋 教授
療法が脳卒中後の中枢神経系に与える影響

植田　潤 ｳｴﾀﾞ ｼﾞﾕﾝ 薬系化学および創薬科学関連 銀カルベノイド種の特性を利活用した反応開 千葉大学 医学薬学府 根本　哲宏 教授
発と未利用天然物の合成

上野　弘聖 ｳｴﾉ ﾋﾛﾏｻ スポーツ科学関連 ランニング障害発生に関与する筋・腱・骨・ 日本体育大学 体育科学研究科 杉田　正明 教授
関節における形態学的特徴の解明

植松　沙織 ｳｴﾏﾂ ｻｵﾘ 医化学関連 ライブイメージングと数理モデルを用いたTA 東京大学 新領域創成科学研 黒田　真也 教授
K1の時間情報コード解析 究科

内野　加穂 ｳﾁﾉ ｶﾎ 常態系口腔科学関連 基質硬さを感知するイオンチャネルによる新 佐賀大学 医学部 城戸　瑞穂 教授
たな骨形成機構

内海　翔平 ｳﾂﾐ ｼﾖｳﾍｲ 薬系化学および創薬科学関連 アプタマー-核酸コンジュゲートの合成と抗 北海道大学 生命科学院 市川　聡 教授
がん活性評価
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衛藤　舜一 ｴﾄｳ ｼﾕﾝｲﾁ 医療技術評価学関連 非晶質ナノシリカの獲得免疫を介したハザー 大阪大学 薬学研究科 堤　康央 教授
ド発現機序解明とハザード回避の方法論確立

大迫　優真 ｵｵｻｺ ﾕｳﾏ 認知脳科学関連 視覚的気づきに重要なトップダウン回路の機 同志社大学 脳科学研究科 櫻井　芳雄 教授
能解明

大橋　佳奈 ｵｵﾊｼ ｶﾅ 薬理学関連 オリゴデンドロサイト前駆細胞による脳内炎 京都大学 薬学研究科 金子　周司 教授
症制御機構の解明

大村　佳之 ｵｵﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 認知脳科学関連 長期記憶の形成過程における記憶痕跡細胞の 富山大学 生命融合科学教育 井ノ口　馨 教授
生成・成熟過程とニューラルデコーディング 部

岡　毅寛 ｵｶ ﾀｹﾙ 腫瘍生物学関連 静止期維持因子p57を指標としたがん幹細胞 九州大学 医学系学府 中山　敬一 教授
の網羅的探索と治療抵抗メカニズムの解明

岡田　咲耶 ｵｶﾀﾞ ｻﾔ 生体材料学関連 細胞外べシクルGPMVs の生化学的特徴の解析 熊本大学 自然科学教育部 斉藤　寿仁 教授
と生体機能素材への応用

加世田　将大 ｶｾﾀﾞ ｼﾖｳﾀ 薬理学関連 糸球体シングルセル解析を用いた遺伝性腎炎 熊本大学 生命科学研究部 甲斐　広文 学部長
の病態形成の分子基盤の解明とその治療応用

金森　万里子 ｶﾅﾓﾘ ﾏﾘｺ 衛生学および公衆衛生学分野 農村地域の自殺に関係する社会環境要因の解 東京大学 大学院医学系研究 近藤　尚己 准教授
関連：実験系を含まない 明と地域活動モデルの構築 科

金子　直嗣 ｶﾈｺ ﾅｵﾂｸﾞ リハビリテーション科学関連 歩行動作の観察とイメージの併用における神 東京大学 総合文化研究科 中澤　公孝 教授
経活動の解明とリハビリテーションへの応用

金城　那香 ｶﾈｼﾛ ﾅﾅｶ 病態神経科学関連 アルツハイマー病における小胞輸送障害機構 岡山大学 医歯薬学総合研究 高杉　展正 准教授
の解明 科

川崎　純菜 ｶﾜｻｷ ｼﾞﾕﾝﾅ ウイルス学関連 内在性ウイルス様配列（EVE）に由来する機 京都大学 生命科学研究科 朝長　啓造 教授
能性配列についての体系的解析

神田　雄大 ｶﾝﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 生体材料学関連 次世代ボルナウイルスベクターの開発と遺伝 京都大学 医学研究科 朝長　啓造 教授
子治療への応用

顔　明露 ｶﾞﾝ ﾐﾝﾙ 実験病理学関連 関節リウマチの骨破壊を誘導する滑膜線維芽 東京大学 大学院医学系研究 高柳　広 教授
細胞サブセットの同定 科

木村　出海 ｷﾑﾗ ｲﾂﾞﾐ ウイルス学関連 HIV-1感染における内因性免疫と獲得免疫の 東京大学 新領域創成科学研 川口　寧 教授
相反原理の解明 究科

栗原　拓丸 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾏﾙ 薬系化学および創薬科学関連 金属錯体と有機触媒間の二次的相互作用を鍵 北海道大学 生命科学院 松永　茂樹 教授
とする触媒的不斉C-H官能基化法の開拓
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黒木　崇央 ｸﾛｷ ﾀｶﾋﾛ ウイルス学関連 インフルエンザウイルス粒子の質保証機構と 筑波大学 人間総合科学研究 川口　敦史 准教授
ウイルス生存戦略上の意義の解明 科

黒澤　修兵 ｸﾛｻﾜ ｼﾕｳﾍｲ 血液および腫瘍内科学関連 マウスモデルを用いたダウン症候群関連急性 東京大学 大学院医学系研究 岩間　厚志 教授
巨核芽球性白血病の病態解明 科

近藤　優太 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 薬系化学および創薬科学関連 窒素上無保護イミンを用いた非天然アミノ酸 九州大学 薬学府 大嶋　孝志 教授
類の新規触媒的直接合成法の開発

斎藤　優樹 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 消化器内科学関連 消化器癌における潜在的構造異常の網羅的解 慶應義塾大学 医学研究科 金井　隆典 教授
析

坂井　健太郎 ｻｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ 薬系化学および創薬科学関連 基質認識による触媒活性スイッチを鍵とした 東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授
位置選択的な炭素-水素結合変換触媒の開発

佐々木　睦 ｻｻｷ ｱﾂｼ スポーツ科学関連 車椅子アスリートの体幹制御機構の解明-ハ 東京大学 総合文化研究科 中澤　公孝 教授
イパフォーマンスを実現する神経機序とは-

笹森　瞳 ｻｻﾓﾘ ﾋﾄﾐ 薬理学関連 ノルアドレナリン神経からのドパミン遊離機 北海道大学 医学院 吉岡　充弘 教授
構とD5受容体による衝動性制御機構の解明

佐宗　若奈 ｻｿｳ ﾜｶﾅ ウイルス学関連 NTCP吸着後のB型肝炎ウイルス細胞進入機構 東京大学 新領域創成科学研 俣野　哲朗 教授
の解析 究科

澤井　恵 ｻﾜｲ ﾒｸﾞﾐ 薬系衛生および生物化学関連 ドライアイ防止に働く極長鎖ワックスエステ 北海道大学 生命科学院 木原　章雄 教授
ルの生合成機構の解明

澤頭　亮 ｻﾜｶﾞｼﾗ ﾘﾖｳ 認知脳科学関連 霊長類モデルを用いた作業記憶を更新する神 北海道大学 医学院 田中　真樹 教授
経メカニズムの解明

下田　翔 ｼﾓﾀﾞ ｶｹﾙ 薬系衛生および生物化学関連 プリン作動性P2Y6受容体多量体形成の生理学 総合研究大学院 生命科学研究科 西田　基宏 教授
的意義の解明 大学

下村　誠志 ｼﾓﾑﾗ ﾏｻｼ 薬系化学および創薬科学関連 ベンザインの連続発生法を基盤とした芳香環 東北大学 薬学研究科 徳山　英利 教授
修飾法の開発とアルカロイド合成への応用

白木　敦子 ｼﾗｷ ｱﾂｺ 麻酔科学関連 オピオイド受容体-βアレスチン2経路を介す 京都大学 医学研究科 福田　和彦 教授
るシグナル伝達機構の解明

新谷　勇介 ｼﾝﾀﾆ ﾕｳｽｹ 薬理学関連 新規低分子性PACAP受容体リガンドを用いた 大阪大学 薬学研究科 橋本　均 教授
脳疾患創薬のための薬理学的研究

新谷　優歩 ｼﾝﾔ ﾕﾎ 実験病理学関連 炎症性腸疾患の病態における活性化受容体の 筑波大学 人間総合科学研究 渋谷　彰 教授
機能解明と治療応用の検討 科
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関田　哲也 ｾｷﾀ ﾃﾂﾔ 整形外科学関連 TNIK阻害による骨肉腫新規治療薬の探索，分 慶應義塾大学 医学研究科 中村　雅也 教授
化転換誘導の機序解明

園尾　萌香 ｿﾉｵ ﾓｴｶ リハビリテーション科学関連 膝OAの進行予防に向けた膝筋活動増大メカニ 埼玉県立大学 保健医療福祉学研 金村　尚彦 教授
ズムの解明と治療指針の提供 究科

高橋　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 生理学関連 能動的低代謝（休眠）を誘導する神経経路の 筑波大学 人間総合科学研究 櫻井　武 教授
解明 科

高柳　早希 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻｷ 医化学関連 新規キナーゼプルダウン法を活用したASK1の 東京大学 薬学系研究科 一條　秀憲 教授
細胞種特異的機能の解明

田中　津久志 ﾀﾅｶ ﾂｸｼ 薬系化学および創薬科学関連 1電子移動型クロスカップリング反応による 九州大学 薬学府 大嶋　孝志 教授
カルボン酸の官能基化反応

Ｔｓｅ　Ｋａ　 ﾁｴ ｶﾒﾝ ｶｰﾒﾝ 免疫学関連 免疫疾患におけるRNA分解酵素Regnase-1調節 京都大学 医学研究科 竹内　理 教授
Ｍａｎ　Ｃａｒ
ｍａｎ

機構解明とその操作法の開発

塚本　康寛 ﾂｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 精神神経科学関連 クロマチンリモデリング因子CHD8の動態追跡 金沢大学 医薬保健学総合研 西山　正章 教授
と自閉症治療への応用 究科

月岡　惠惟 ﾂｷｵｶ ｹｲ スポーツ科学関連 運動限界を決める脳内機序の探索: 運動時の 順天堂大学 スポーツ健康科学 和気　秀文 教授
循環調節における扁桃体の役割 研究科

富山　優介 ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳｽｹ 眼科学関連 CREB/CRTC1シグナリングによる多領野間視覚 東京大学 大学院医学系研究 尾藤　晴彦 教授
情報処理制御の解明 科

中宿　文絵 ﾅｶｽｶ ﾌﾐｴ 腫瘍生物学関連 上皮間葉転換におけるアミノ酸代謝とオート 東京大学 新領域創成科学研 山田　泰広 教授
ファジーの相互作用の解明 究科

中西　智子 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓｺ 呼吸器内科学関連 多施設コホートを用いた特発性肺線維症にお 京都大学 医学研究科 平井　豊博 教授
ける新規遺伝子多型の同定

中西　智也 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓﾔ リハビリテーション科学関連 障碍者スポーツによる障害からの身体適応と 東京大学 総合文化研究科 中澤　公孝 教授
背景にある脳機能再編メカニズムの解明

仲吉　朝希 ﾅｶﾖｼ ﾄﾓｷ 薬系分析および物理化学関連 タンパク質中アミノ酸残基の非酵素的立体反 名城大学 薬学研究科 小田　彰史 教授
転についての計算化学的研究

永井　利也 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾔ 薬系化学および創薬科学関連 抗HIV薬を指向したアガロフラン類の統一的 東京大学 薬学系研究科 井上　将行 教授
合成研究

長岡　峻平 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾕﾝﾍﾟｲ ウイルス学関連 生体内のHIV-1複製を制御するエピジェネテ 東京大学 新領域創成科学研 川口　寧 教授
ィックネットワークの解明 究科
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西田　達 ﾆｼﾀﾞ ｲﾀﾙ 病態神経科学関連 アルツハイマー病におけるタウ伝播機構の解 東京大学 大学院医学系研究 岩坪　威 教授
明 科

根本　侑 ﾈﾓﾄ ﾕｳ 神経内科学関連 タウ蓄積病態の制御を目指した異常タウ伝播 東京大学 薬学系研究科 富田　泰輔 教授
機構の網羅的解析

納田　遼太郎 ﾉｳﾀﾞ ﾘﾖｳﾀﾛｳ ウイルス学関連 自然宿主コウモリにおけるレオウイルスの特 大阪大学 医学系研究科 小林　剛 准教授
異的な複製制御機構の解明

橋場　月 ﾊｼﾊﾞ ｱｶﾘ 生体材料学関連 モデル解析と遺伝子改変による腫瘍標的化バ 北海道大学 生命科学院 原島　秀吉 教授
クテリアDDSの構築

濱本　裕美 ﾊﾏﾓﾄ ﾕﾐ 栄養学および健康科学関連 脳機能イメージングおよび視線計測を用いた 東北大学 医学系研究科 杉浦　元亮 教授
摂食障害治療法開発への挑戦

半谷　まゆみ ﾊﾝｶﾞｲ ﾏﾕﾐ 胎児医学および小児成育学関 小児白血病の発症リスクと治療反応性に関す 東京大学 大学院医学系研究 岡　明 教授
連 るゲノムワイド関連解析 科

ＢＡＫ　Ｊｕｎ ﾊﾞｸ ｼﾞﾕﾝﾊ 栄養学および健康科学関連 腸管免疫の活性化に資する硫酸化多糖類の多 九州大学 生物資源環境科学 松井　利郎 教授
ｅｈａ 面的品質・機能解明 府

朴　貴煥 ﾊﾟｸ ｷﾊﾝ 薬系化学および創薬科学関連 不均一系白金族触媒的重水素標識法の開発と 岐阜薬科大学 薬学研究科 佐治木　弘 教授
連続フロー式重水素標識法への応用 尚

日浦　史隆 ﾋｳﾗ ﾌﾐﾀｶ 常態系口腔科学関連 骨吸収を制御する新たな分子基盤の解明 九州大学 歯学府 自見　英治 教授
郎

彦坂　幹斗 ﾋｺｻｶ ﾐｷﾄ スポーツ科学関連 随意運動発現機構の階層性を考慮したtDCSが 中京大学 体育学研究科 荒牧　勇 教授
運動能力に及ぼす影響の解明

日向　綾子 ﾋﾕｳｶﾞ ｱﾔｺ 衛生学および公衆衛生学分野 アフリカにおける糞線虫駆虫に関する研究： 長崎大学 医歯薬学総合研究 平山　謙二 教授
関連：実験系を含む 人獣共通感染症の視点も含めた対策に向けて 科

藤田　大樹 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｷ 薬系化学および創薬科学関連 医薬品保護基フリー合成を指向したカルボン 東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授
酸α位ラジカル活性化法の開発

布施　拡 ﾌｾ ﾋﾛﾑ 薬系化学および創薬科学関連 複雑医薬の後期誘導体化を志向したハイブリ 東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授
ッド触媒による脱水素型Heck反応の開発

古庄　仰 ﾌﾙｼﾖｳ ｱｵｸﾞ 薬系分析および物理化学関連 キラルアミノ酸の三次元HPLC一斉分析法開発 九州大学 薬学府 濱瀬　健司 教授
と腎・心不全の新規診断マーカー探索

堀井　雄真 ﾎﾘｲ ﾕｳﾏ 薬理学関連 組織の線維化を促進する転写共役因子の機能 九州大学 薬学府 黒瀬　等 教授
解析
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堀江　哲寛 ﾎﾘｴ ﾃﾂﾋﾛ 薬理学関連 中枢性Erk5シグナルによる肥満調節メカニズ 金沢大学 医薬保健学総合研 檜井　栄一 准教授
ムの解明 究科

前田　信太郎 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 薬系化学および創薬科学関連 GPCRバイアスド・アゴニズム機構解明への構 京都大学 医学研究科 成宮　周 特任教授
造生物学的アプローチと創薬への応用

増田　孝充 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾐﾂ 放射線科学関連 患者体内中の実線量分布推定技術による革新 東京女子医科大 医学研究科 西尾　禎治 教授
的陽子線治療法の研究 学

水田　賢 ﾐｽﾞﾀ ｹﾝ 解剖学関連 霊長類始原生殖細胞を卵母細胞に誘導する体 京都大学 医学研究科 斎藤　通紀 教授
外培養系の確立

水田　夕稀 ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｷ 腫瘍診断および治療学関連 癌微小環境を標的化する革新的アルブミンナ 熊本大学 薬学教育部 丸山　徹 教授
ノ粒子の開発と難治性癌治療への展開

藪下　知宏 ﾔﾌﾞｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 血液および腫瘍内科学関連 骨髄異形成症候群における共通の分子基盤の 東京大学 大学院医学系研究 北村　俊雄 教授
解明 科

山下　智起 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 医療薬学関連 ラミニン分子がヒト小腸オルガノイドの増殖 大阪大学 薬学研究科 水口　裕之 教授
と安定性に与える影響の解析とその創薬応用

山本　尚輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 細菌学関連 休眠状態からの覚醒ーサルモネラ菌覚醒因子 早稲田大学 先進理工学研究科 常田　聡 教授
の探索とその治療ー

湯泉　直也 ﾕｲｽﾞﾐ ﾅｵﾔ 解剖学関連 神経幹細胞の運命制御におけるリソソームの 東京大学 薬学系研究科 後藤　由季 教授
新規機能の解明 子

吉岡　祥平 ﾖｼｵｶ ｼﾖｳﾍｲ 薬系化学および創薬科学関連 隣接位にケイ素を有するオレフィンを利用し 大阪大学 薬学研究科 有澤　光弘 准教授
た含ケイ素環状化合物の合成とその応用


