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青木　慧 ｱｵｷ ｹｲ 美学および芸術論関連 江戸期音楽界における吉原遊廓-音楽的実態及
びその独自性を江戸文学の記述より探る-

東京藝術大学 音楽研究科 塚原　康子 教授

安積　柊二 ｱｻｶ ｼﾕｳｼﾞ 美術史関連 フランツ・フォン・シュトゥックの作品におけ
る音楽・演劇モチーフの研究

大阪大学 文学研究科 圀府寺　司 教授

阿部　彩乃 ｱﾍﾞ ｱﾔﾉ 日本文学関連 平安期から鎌倉期にかけての書写活動-御子左
家の書写工房を中心に-

関西大学 文学研究科 加藤　洋介 教授

天野　佑紀 ｱﾏﾉ ﾕｳｷ 史学一般関連 植民地体制下におけるサハラ砂漠と領域形成-
北西アフリカ・アルジェリアを事例に

京都大学 文学研究科 永原　陽子 教授

雨宮　健祥 ｱﾒﾐﾔ ｹﾝｼﾖｳ 考古学関連 2～4世紀における日中の青銅鏡の生産体制と交
流関係

東京大学 人文社会系研究科 設楽　博己 教授

荒井　啓汰 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 考古学関連 古墳時代の埋葬行為からみた「過去」と「伝
統」の規範性

筑波大学 人文社会科学研究
科

滝沢　誠 准教授

池山　史華 ｲｹﾔﾏ ﾌﾐｶ 考古学関連 押圧剥離法の変容と拡散-南コーカサス地方，
新石器時代の事例を中心に-

東京大学 人文社会系研究科 西秋　良宏 教授

石井　咲 ｲｼｲ ｻｷ ヨーロッパ文学関連 ロラン・バルトのエクリチュール概念の解明--
読むことと書くことの相関関係を中心に

学習院大学 人文科学研究科 鈴木　雅生 教授

岩佐　佳哉 ｲﾜｻ ﾖｼﾔ 地理学関連 湿潤変動帯における災害の発生履歴の解明に基
づく実効性のある防災教育の構築

広島大学 人間社会科学研究
科

熊原　康博 准教授

岩崎　崇雅 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾏｻ 言語学関連 パミール諸語の格配列の決定に関する研究--ル
シャン語を中心に

京都大学 文学研究科 千田　俊太
郎

文学研究科
准教授

榎戸　渉吾 ｴﾉｷﾄﾞ ｼﾖｳｺﾞ 日本文学関連 古代和歌と物語文学の連続性についての研究 早稲田大学 文学研究科 高松　寿夫 教授

王　歓 ｵｳ ｶﾝ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

中国絵画理論の転機としての徽宗朝--文人画・
院体画思想の史的展開--

京都大学 文学研究科 宇佐美　文
理

教授

大木　舞 ｵｵｷ ﾏｲ 美術史関連 ヒンドゥー教美術における複合図像：「一切の
姿を持つ」ヴィシュヌの彫刻作例を中心に

京都大学 文学研究科 横地　優子 教授

小関　健太郎 ｵｾﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 哲学および倫理学関連 オーストリア哲学における抽象的対象の一般性
の理論とその応用に向けた論理学的展開

慶應義塾大学 文学研究科 柏端　達也 教授

風間　勇助 ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 芸術実践論関連 刑事施設における芸術活動に関する研究 東京大学 人文社会系研究科 小林　真理 教授

河本　真夕 ｶﾜﾓﾄ ﾏﾕ 美術史関連 エル・エスコリアル修道院内部装飾の初期構想
-ナバレーテ作品を中心に

神戸大学 人文学研究科 宮下　規久
朗

教授

菊池　孝太朗 ｷｸﾁ ｺｳﾀﾛｳ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

中国思想史における鬼神観の変遷 大阪大学 文学研究科 湯浅　邦弘 教授

菊池　望 ｷｸﾁ ﾉｿﾞﾑ 考古学関連 弥生・古墳時代における青銅器生産体制の変容
と社会構造

京都大学 文学研究科 下垣　仁志 准教授
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木村　悠之介 ｷﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 宗教学関連 近代神道学のインテレクチュアル・ヒストリー
-「国家神道」研究の再構築のために-

東京大学 人文社会系研究科 西村　明 准教授

久納　早智 ｸﾉｳ ｻﾁ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

13世紀アラゴン連合王国における「分配記録」
の生成論的研究

広島大学 人間社会科学研究
科

足立　孝 准教授

呉人　花 ｸﾚﾋﾞﾄ ﾊﾅ 文化人類学および民俗学関連 流動し多様化する現代牧畜の人類学的研究-内
モンゴル牧畜地域を事例に-

京都大学 人間・環境学研究
科

風間　計博 教授

黒沢　祐人 ｸﾛｻﾜ ﾏｻﾄ 日本文学関連 目取真俊文学におけるケアと環境─社会的存在
論の構築へ向けて─

東京外国語大学 総合国際学研究科 岩崎　稔 教授

胡　安美 ｺ ｱﾝﾋﾞ 日本史関連 近代日本における〈政治的葬儀〉と民衆社会 京都大学 文学研究科 谷川　穣 准教授

木場　智之 ｺﾊﾞ ﾄﾓﾕｷ 思想史関連 伝統の継承と革新　フランシスコ・デ・ビトリ
アの国家・教会論

東京大学 法学政治学研究科 田口　正樹 教授

小林　優里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 日本史関連 近世後期日本社会における学問の特質の研究-
「考証」隆盛の具体像の検討から-

東京大学 人文社会系研究科 村　和明 准教授

呉　佩遙 ｺﾞ ﾊｲﾖｳ 宗教学関連 近代日本における信仰言説の研究-仏教・歴
史・国家

東北大学 国際文化研究科 ＫＬＡＵＴ
ＡＵ　Ｏｒ
ｉｏｎ

准教授

佐久間　祐惟 ｻｸﾏ ﾕｳｲ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

虎関師錬の禅思想の総合的研究 東京大学 人文社会系研究科 蓑輪　顕量 教授

佐野　亘 ｻﾉ ﾜﾀﾙ 地理学関連 琉球列島に分布する海草帯の完新世における形
成過程の解明

九州大学 地球社会統合科学
府

菅　浩伸 教授

塩野　麻子 ｼｵﾉ ｱｻｺ 科学社会学および科学技術史
関連

近代日本における結核の病因をめぐる言説の生
成--体質概念や精神衛生との関連から

立命館大学 先端総合学術研究
科

松原　洋子 立命館大学
大学院先端
総合学術研
究科教授

芝宮　尚樹 ｼﾊﾞﾐﾔ ﾅｵｷ 文化人類学および民俗学関連 未来の災害を「待つこと」の人類学的研究：不
確実性を受容する人間-環境関係の構築

東京大学 総合文化研究科 田辺　明生 教授

白尾　安紗美 ｼﾗｵ ｱｻﾐ 宗教学関連 アルザス・モーゼル地域の宗教教育に関する研
究

東京大学 総合文化研究科 伊達　聖伸 准教授

白坂　彩乃 ｼﾗｻｶ ｱﾔﾉ ヨーロッパ文学関連 20世紀前半のドイツ語圏における「精神的な
愛」の諸相

京都大学 人間・環境学研究
科

細見　和之 教授

杉浦　牧 ｽｷﾞｳﾗ ﾂｶｻ 英文学および英語圏文学関連 アメリカ南部文学における身体表象の諸相ー
ウィリアム・フォークナーの小説を中心に

東京大学 人文社会系研究科 諏訪部　浩
一

准教授

杉山　由里子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾘｺ 地域研究関連 ボツワナ再定住地に生きるサンの死生観の変容
に関する研究

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

高田　明 准教授
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鈴木　健吾 ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ 史学一般関連 思想史/社会運動史としての戦後考古学　1945
～1975

東京大学 総合文化研究科 山口　輝臣 東京大学大
学院総合文
化研究科准
教授

鈴木　裕也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 日本語学関連 日本漢字音を中心とした『類聚名義抄』に関す
る研究

京都大学 文学研究科 大槻　信 教授

陶　天龍 ﾀｵ ﾃｲｱﾝﾛﾝ 言語学関連 言語類型論研究に資する南琉球宮古語久松方言
の文法記述

東京外国語大学 大学院総合国際学
研究科

花薗　悟 准教授

高橋　稜央 ﾀｶﾊｼ ﾘﾖｳ アジア史およびアフリカ史関
連

８世紀から12世紀のアンダルス社会におけるキ
リスト教徒と改宗者

北海道大学 文学院 佐藤　健太
郎

准教授

高城　隆一 ﾀｷ ﾘﾕｳｲﾁ 言語学関連 鹿児島県大隅半島方言の記述的研究 東京大学 人文社会系研究科 小林　正人 教授

竹田　響 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 地域研究関連 北東アジアにおける在日コリアンを基点とした
親族ネットワークー国境を越えた相互関係

京都大学 人間・環境学研究
科

風間　計博 教授

立花　孝裕 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀｶﾋﾛ 日本史関連 戦時期日本における国家と歴史学 京都大学 文学研究科 塩出　浩之 准教授

田中　雅人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ アジア史およびアフリカ史関
連

オスマン朝・フランス委任統治転換期のレバノ
ン地域社会-法と移民と家族

東京大学 東京大学大学院人
文社会系研究科

守川　知子 准教授

棚橋　由賀里 ﾀﾅﾊｼ ﾕｶﾘ 宗教学関連 15-16世紀モロッコにおけるスーフィーの思想
潮流-前近代改革主義の視点から-

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

東長　靖 教授

谷口　奈々恵 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾅｴ ヨーロッパ文学関連 19世紀フランスの「人形文学」研究：女性間の
想像上のコミュニティ形成をめぐって

東京大学 総合文化研究科 田中　純 教授

趙　浩衍 ﾁﾖ ﾎﾖﾝ アジア史およびアフリカ史関
連

近世ベトナムにおける「東アジア小農社会論」
の検討

大阪大学 文学研究科 桃木　至朗 教授

張　彩薇 ﾁﾖｳ ｱﾔﾐ 史学一般関連 戦後初期の台湾「再解放」運動-「二つの中
国」の狭間における非同盟主義の可能性

京都大学 教育学研究科 駒込　武 教授

塚越　柚季 ﾂｶｺﾞｼ ﾕｽﾞｷ 言語学関連 印欧祖語と韻律学に基づいた、インド・アーリ
ア語の方言の同定

東京大学 人文社会系研究科 小林　正人 准教授

筒井　一穂 ﾂﾂｲ ｶｽﾞﾎ 哲学および倫理学関連 永遠真理創造説に着目したデカルト形而上学の
包括的研究

東京大学 人文社会系研究科 鈴木　泉 教授

寺崎　冬雅 ﾃﾗｻｷ ﾌｳｶﾞ 言語学関連 借用語の音韻的借入プロセスのモデル化 東京大学 総合文化研究科 田中　伸一 教授

天王寺谷　千裕 ﾃﾝﾉｳｼﾞﾔ ﾁﾋﾛ 美術史関連 ギュスターヴ・クールベの女性表象の包括的研
究-芸術理念とジェンダーの視点より-

京都大学 文学研究科 平川　佳世 教授

陶　一然 ﾄｳ ｲﾂｾﾞﾝ アジア史およびアフリカ史関
連

近代中国における日本ジャーナリズムの受容-
越境する「新聞学」から見る国際的公共圏

広島大学 広島大学文学研究
科

金子　肇 教授

直江　大河 ﾅｵｴ ﾀｲｶﾞ 言語学関連 高機能自閉症者の音声言語理解における多感覚
からのムード情報統合過程の神経基盤

東北大学 文学研究科 木山　幸子 准教授



ＤＣ１ 人文学 43922 令和2年度 74

氏名 カナ氏名 小区分 研究課題名 受入研究機関 部局 受入研究者 職名  

ＤＣ１・人文学　74名　令和2年度特別研究員採用者一覧

中江　優花 ﾅｶｴ ﾕｶ 地域研究関連 インド・ケーララ州における特別支援学校と障
害者の包摂-「憩いの場」としての可能性

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

中村　沙絵 准教授

中川　優子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｺ 美学および芸術論関連 日本近世前中期の儒学者における「楽」の解釈
とその史的展開

東京藝術大学 音楽研究科 塚原　康子 教授

中根　杏樹 ﾅｶﾈ ｱﾝｼﾞﾕ 哲学および倫理学関連 客観主義的な理由内在主義の可能性 慶應義塾大学 文学研究科 柏端　達也 教授

中村　徳仁 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 思想史関連 F・W・J・シェリングの政治思想と３つの革命 京都大学 人間・環境学研究
科

細見　和之 教授

仲村　怜 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ 日本語学関連 近代文章の形成に与えた西欧語翻訳の影響-文
構造の変化について-

明治大学 明治大学大学院
国際日本学研究科

田中　牧郎 教授

西口　暖乃 ﾆｼｸﾞﾁ ﾊﾙﾉ 英文学および英語圏文学関連 英国ゴシック小説の再考-フランス革命と女性
雑誌との連関性から-

大阪大学 文学研究科 服部　典之 教授

早川　英明 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 地域研究関連 中東における宗派対立と反宗派主義：レバノン
共産党に着目して

東京大学 総合文化研究科 杉田　英明 教授

原田　麻衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 美学および芸術論関連 フランソワ・トリュフォーと語り手ー映画にお
ける創造行為と語りの構造にかんする研究

京都大学 人間・環境学研究
科

木下　千花 准教授

バン　ミナ ﾊﾞﾝ ﾐﾅ 美術史関連 在朝鮮日本人画家の制作活動とその背景-加藤
松林人を中心に-

大阪大学 文学研究科 岡田　裕成 教授

坂東　晴妃 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾋ 美学および芸術論関連 サウンドスケープにおける美的鑑賞理論の構築 大阪大学 文学研究科 高安　啓介 教授

比護　遥 ﾋｺﾞ ﾊﾙｶ 図書館情報学および人文社会
情報学関連

宣伝国家の読書空間：知識人と大衆の近現代中
国メディア史

京都大学 教育学研究科 佐藤　卓己 教授

比内　晃介 ﾋﾅｲ ｺｳｽｹ 言語学関連 フランスの都市圏における若年層の言語使用の
実態的研究

筑波大学 人文社会科学研究
科

青木　三郎 教授

深谷　拓未 ﾌｶﾔ ﾀｸﾐ 文化人類学および民俗学関連 イタリア・ワインにおける味覚の生成と変容に
関する感覚人類学的研究

京都大学 人間・環境学研究
科

風間　計博 教授

許　豆任 ﾎ ﾄﾞｳｲﾑ 科学社会学および科学技術史
関連

帝国日本中等教育における科学ナショナリズム
の展開と戦後への受容-国際的観点から-

東京大学 学際情報学府 佐倉　統 教授

ＭＩＡＯ　ＳＨ
ＯＵＬＥ

ﾎﾞｸ ｼﾞﾕﾗｸ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

仏教論書『正理一滴論注』の研究-インド思想
史における法上の位置づけ-

広島大学 文学研究科 川村　悠人 准教授

前田　佳那 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 美術史関連 北宋前期開封における燕文貴山水の形成とその
系譜

九州大学 人文科学府 井手　誠之
輔

教授

松本　大貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 言語学関連 進化的に妥当な統語演算理論の構築ー学際的研
究を目指してー

京都大学 人間・環境学研究
科

藤田　耕司 教授

峯　沙智也 ﾐﾈ ｻﾁﾔ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

ドイツ全国議会設立に関する歴史学研究：政治
的市民エリートと官僚の関税議会構想

東京大学 総合文化研究科 石田　勇治 教授
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山下　泰生 ﾔﾏｼﾀ ﾀｲｾｲ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

ウィーン宮廷長官の見た啓蒙改革：ケーフェン
ヒュラー侯爵の『日記』の分析を通して

神戸大学 人文学研究科 小山　啓子 准教授

吉永　光貴 ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳｷ 日本史関連 中近世移行期の対外交渉にみる統一政権の性格 東京大学 人文社会系研究科 三枝　暁子 准教授

廖　嘉祈 ﾘﾖｳ ｶｷ 思想史関連 幕末日本における中国忠臣像の思想史的研究：
維新変革の朱子学的側面をめぐって

東京大学 東京大学大学院人
文社会系研究科

高山　大毅 准教授

渡邉　樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 日本文学関連 中世末期の和漢聯句の研究 京都大学 文学研究科 金光　桂子 教授
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青田　伊莉安 ｱｵﾀ ｲﾘｱ 実験心理学関連 カラスをモデルとした集団形成・維持のメカニ
ズムと機能の解明

慶應義塾大学 社会学研究科 伊澤　栄一 教授

阿部　眞子 ｱﾍﾞ ﾏﾕｺ 公共経済および労働経済関連 生活保護世帯の子どもの教育成果に関する実証
分析

大阪大学 国際公共政策研究
科

小原　美紀 教授

綾部　宏明 ｱﾔﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 教育工学関連 図表スキルの理論と応用に関する教育神経科学
的検討

総合研究大学院
大学

生命科学研究科 定藤　規弘 教授

ＡＲＡＹＡ　Ｏ
ＲＯＺＣＯ　Ｃ
ＬＡＵＤＩＡ

ｱﾗﾔ ｵﾛｽｺ ｸﾗｳﾃﾞｲ
ｱ

教育学関連 Hebb反復効果生起メカニズムの再検討 京都大学 教育学研究科 齊藤　智 教授

有井　優太 ｱﾘｲ ﾕｳﾀ 教育学関連 校内授業研究を核とした学校改善プロセスにお
ける研究部の機能に関する研究

東京大学 教育学研究科 秋田　喜代
美

教授

五十嵐　英梨香 ｲｶﾞﾗｼ ｴﾘｶ 経済史関連 第二次世界大戦前後の日本における婚姻数と出
生率の変動

東京大学 経済学研究科 岡崎　哲二 教授

池田　鮎美 ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 認知科学関連 超自然的存在を認知するメカニズムの解明 九州大学 人間環境学府 山田　祐樹 准教授

石田　智敬 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 教育学関連 コンピテンシーを育成する形成的アセスメント
の理論と実践

京都大学 教育学研究科 石井　英真 准教授

岩崎　達哉 ｲﾜｻｷ ﾀﾂﾔ 高等教育学関連 大学進学需要の形成メカニズム：階層への着目
による教育経済学アプローチの学際的展開

東北大学 教育学研究科 福田　亘孝 教授

ＯＵＹＡＮＧ
Ｓｈａｎｓｈａ
ｎ

ｵｳﾔﾝ ｼﾔﾝｼﾔﾝ 社会学関連 交差性を基盤した運動とその連帯-日台におけ
る「障害のある性的少数者」運動を事例に

立命館大学 先端総合学術研究
科

立岩　真也 教授

岡南　愛梨 ｵｶﾅﾐ ｱｲﾘ 子ども学および保育学関連 仲間との相互作用を支える１歳児保育のあり
方：遊びの持続過程と保育観に着目して

お茶の水女子大
学

人間文化創成科学
研究科

刑部　育子 准教授

奥田　修史 ｵｸﾀﾞ ｼﾕｳｼﾞ 教育学関連 幼年期を対象とした初等教育教員の専門性の理
論的基盤：専門職団体の議論に着目して

筑波大学 人間総合科学学術
院

濱田　博文 教授

小口　真奈 ｵｸﾞﾁ ﾏﾅ 臨床心理学関連 成人期ADHDの先延ばし行動への介入による，抑
うつ低減メカニズムの検討

早稲田大学 人間科学研究科 熊野　宏昭 教授

片岡　友香 ｶﾀｵｶ ﾕｶ 教育工学関連 授業運営効率化と学習効果向上を両立する大規
模・多国間日本語教育システムの構築

慶應義塾大学 政策・メディア研
究科

バンミー
ター　ロド
ニー

教授

片桐　勇人 ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ 社会学関連 農山漁村地域における住民の社会的ネットワー
クと社会関係資本に関する研究

大阪市立大学 文学研究科 川野　英二 教授

金子　周平 ｶﾈｺ ｼﾕｳﾍｲ 公共経済および労働経済関連 医療と家族の経済学-家族構成員間の資源配
分、意思決定の経済学的分析-

早稲田大学 経済学研究科 野口　晴子 教授

ＤＣ１・社会科学　73名　令和2年度特別研究員採用者一覧
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管　思清 ｶﾝ ｼｾｲ 臨床心理学関連 メンタルヘルス不調のリスク要因としてのマイ
ンドワンダリングの解明と介入法の開発

早稲田大学 人間科学研究科 熊野　宏昭 教授

祁　白麗 ｷ ﾊｸﾚｲ 教育学関連 日本における環境教育の理論と実践 京都大学 教育学研究科 西岡　加名
恵

教授

北村　柚葵 ｷﾀﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 特別支援教育関連 知的障害児における音楽能力アセスメントの開
発と認知・表出特性に基づく指導法の提案

九州大学 芸術工学府 Gerard　B.
Remijn

准教授

木下　豪 ｷﾉｼﾀ ｺﾞｳ 教育学関連 人口減少に伴う地域社会の変容下における地域
住民による学校参加モデルの再構築

筑波大学 人間総合科学学術
院

濱田　博文 教授

久納　源太 ｸﾉｳ ｹﾞﾝﾀ 地域研究関連 ジャカルタ首都圏における公共空間の政治とパ
ワーバランスの変遷:住民組織の視点から

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

岡本　正明 教授

栗川　治 ｸﾘｶﾜ ｵｻﾑ 社会福祉学関連 障害のある教員の当事者運動史の研究--1970年
代以降の日本の当事者団体を中心に

立命館大学 先端総合学術研究
科

立岩　真也 教授

小林　愛恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｴ 社会学関連 近代日本における「病気への対処」の様相と
生・死への態度

立命館大学 文学研究科 山崎　有恒 教授

近藤　大佑 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 実験心理学関連 自然画像の知覚における輝度・色・パタン情報
の統合的処理に関する研究

東京大学 東京大学大学院
総合文化研究科

本吉　勇 准教授

齋藤　あおい ｻｲﾄｳ ｱｵｲ ジェンダー関連 現代中国における性別役割分業の変遷--産後習
俗「坐月子」における男性の不在

一橋大学 一橋大学社会学研
究科

ルイス＝
ジョナサン

教授

坂田　千文 ｻｶﾀ ﾁﾌﾐ 教育心理学関連 他者と一緒に作業することが注意と学習に与え
る影響とその発達に関する検討

京都大学 文学研究科 森口　佑介 准教授

坂本　健介 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｽｹ 金融およびファイナンス関連 金融ネットワークとシステミックリスク 東京大学 経済学研究科 楡井　誠 教授

左高　慎也 ｻﾀﾞｶ ｼﾝﾔ ジェンダー関連 フェミニスト制度論における「ジェンダー化さ
れた制度」概念の理論的体系化

名古屋大学 法学研究科 田村　哲樹 教授

品川　和志 ｼﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞｼ 認知科学関連 統計モデルを用いたマインドワンダリングの気
づきの認知神経メカニズムの段階的解明

慶應義塾大学 社会学研究科 梅田　聡 教授

柴田　竜太郎 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾕｳﾀﾛｳ 公法学関連 議会による法の支配の実現 一橋大学 大学院　法学研究
科

只野　雅人 教授

柴辻　優樹 ｼﾊﾞﾂｼﾞ ﾕｳｷ 経済政策関連 地方自治体に着目した母子世帯の支援施策効
果：空間統計手法による分析

慶應義塾大学 経済学研究科 河端　瑞貴 教授

清水　祐弥 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 経済統計関連 Biased Samplingにおける母集団モーメントや
パラメータの推定

慶應義塾大学 経済学研究科 星野　崇宏 教授

周　文涛 ｼﾕｳ ﾌﾞﾝﾄｳ 政治学関連 1930年代陸軍省、参謀本部と教育総監部の権力
関係 :行政組織を中心に

東京大学 法学政治学研究科 五百旗頭
薫

教授
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庄司　清太 ｼﾖｳｼﾞ ｾｲﾀ 政治学関連 イギリス連合王国の選挙制度改革：スコットラ
ンドとウェールズの比較事例研究

北海道大学 法学研究科 山崎　幹根 教授

菅宮　恵美里 ｽｶﾞﾐﾔ ｴﾐﾘ 政治学関連 帝国から国民国家へ-宗主国の行政改革の比較
歴史分析

東京大学 法学政治学研究科 前田　健太
郎

准教授

鈴石　陽介 ｽｽﾞｲｼ ﾖｳｽｹ 実験心理学関連 動的な身体情報が効率的な視触覚相互作用と社
会性の認知に寄与するメカニズムの解明

立教大学 現代心理学研究科 日高　聡太 教授

須藤　玲 ｽﾄﾞｳ ﾚｲ 教育学関連 東ティモールの言語多様性に対応可能な教授言
語政策に関する地域間比較研究

東京大学 教育学研究科 北村　友人 准教授

ターン　有加里
ジェシカ

ﾀｰﾝ ﾕｶﾘｼﾞｴｼｶ 社会心理学関連 ボランティアのジレンマにおける公平な結果の
実現に関する検討

東京大学 人文社会系研究科 唐沢　かお
り

教授

ＴＡＩＭＵＲ
ＳＡＤＡＦ

ﾀｲﾑｰﾙ ｻﾀﾞﾌ 教育学関連 変形学習によるサステナビリティ教育メソッド
の改革

東京大学 新領域創成科学研
究科

小貫　元治 准教授

高宮　渉吾 ﾀｶﾐﾔ ｼﾖｳｺﾞ 実験心理学関連 多細胞同時記録と光遺伝学的制御を用いたメモ
リーエングラムのダイナミクスの解明

同志社大学 脳科学研究科 櫻井　芳雄 教授

瀧井　綾子 ﾀｷｲ ｱﾔｺ 臨床心理学関連 社会的養護施設における被虐待児支援内容の考
案と実践；職員を対象とした実証研究から

兵庫教育大学 連合学校教育学研
究科

伊藤　大輔 准教授

竹林　ひかり ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 認知科学関連 統計知覚と記憶・注意機能との相互作用の解明 京都大学 人間・環境学研究
科

齋木　潤 教授

舘石　和香葉 ﾀﾃｲｼ ﾜｶﾊﾞ 社会心理学関連 集団を越えた相互協力関係及び相互信頼関係の
構築に関する実証・理論的検討

北海道大学 文学院 高橋　伸幸 教授

東海林　拓人 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｸﾄ 政治学関連 権威主義体制崩壊後の政治過程における国際要
因の検討

東京大学 総合文化研究科 遠藤　貢 教授

富山　英之 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 経済政策関連 制度変更後における企業の限定合理性の解明ー
動学的モデルを用いた実証分析

慶應義塾大学 経済学研究科 中嶋　亮 教授

内藤　碧 ﾅｲﾄｳ ｱｵｲ 社会心理学関連 変化する社会環境で「集団の知恵」は成立する
か：心理・神経・生態学的基盤の検討

東京大学 人文社会系研究科 亀田　達也 教授

中上　晨介 ﾅｶｶﾞﾐ ｼﾝｽｹ 理論経済学関連 企業間提携のネットワーク形成ゲームによる理
論分析

一橋大学 経済学研究科 森田　穂高 教授

中田　星矢 ﾅｶﾀ ｾｲﾔ 社会心理学関連 教育による社会の発展をモデル化する-文化進
化研究による理論・実証アプローチ-

北海道大学 文学院 竹澤　正哲 准教授

中田　竜明 ﾅｶﾀﾞ ﾘﾕｳﾒｲ 経済統計関連 高次元平均及び分散のロバストな縮小推定と
ポートフォリオ選択問題への応用

東京大学 経済学研究科 久保川　達
也

教授

長戸　光 ﾅｶﾞﾄ ﾋｶﾙ 教育学関連 「再認」の研究による認識と生命の架橋-教育
学のエピステモロジーの構築に向けて-

東京大学 教育学研究科 田中　智志 教授
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西田　尚輝 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵｷ 社会学関連 失業・貧困の発見をめぐる国家と社会の相互構
成的関係-19世紀フランスを例として

東京大学 総合文化研究科 市野川　容
孝

教授

西塚　孝平 ﾆｼﾂﾞｶ ｺｳﾍｲ 教科教育学および初等中等教
育学関連

組織協働型ESDカリキュラムの効果的開発方略
に関する教育アセスメント論からの検討

東北大学 教育学研究科 有本　昌弘 教授

野村　圭史 ﾉﾑﾗ ｹｲｼ 認知科学関連 判断行動における個人差・集団差の理解のため
の認知モデルの開発

東京大学 教育学研究科 岡田　謙介 准教授

平岩　拓也 ﾋﾗｲﾜ ﾀｸﾔ 金融およびファイナンス関連 金融仲介機関に基づいた資産価格モデルの研究 一橋大学 大学院経営管理研
究科

三隅　隆司 教授

平沢　俊彦 ﾋﾗｻﾜ ﾄｼﾋｺ 理論経済学関連 受け手の情報取得コストを考慮した情報デザイ
ンの分析

東京大学 経済学研究科 松島　斉 教授

福市　彩乃 ﾌｸｲﾁ ｱﾔﾉ 教育心理学関連 神経発達障害者の困難への姿勢教育的アプロー
チ--マインドフルネスを用いて--

関西大学 心理学研究科 菅村　玄二 教授

藤井　碧 ﾌｼﾞｲ ｱｵ 外国語教育関連 1970年代以降のスイスにおける多言語主義と言
語教育政策

京都大学 人間・環境学研究
科

西山　教行 教授

藤田　和也 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 教育心理学関連 効率的に推定精度を向上させる項目選択法の開
発ーモデル選択の観点を導入してー

名古屋大学 情報学研究科 片平　健太
郎

准教授

伏島　光毅 ﾌｾｼﾞﾏ ｺｳｷ 経済統計関連 内生性のあるノンパラメトリックな回帰モデル
の研究

東京大学 経済学研究科 下津　克己 教授

古澤　卓也 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ 地域研究関連 ジョージアにおける一党支配体制の成立メカニ
ズム

東京大学 法学政治学研究科 松里　公孝 教授

Ｆｕｎｇ　Ｗａ
ｎ　Ｙｉｎ　Ｋ
ｉｍｂｅｒｌｙ

ﾌﾝ ﾜﾝ ｲﾝ ｷﾝﾊﾞﾘｰ 社会学関連 氏神鎮守を支える「地域」の持続と変動--東京
都小平市と山梨県北杜市を事例に--

一橋大学 大学院社会学研究
科

大杉　高司 教授

本間　桃里 ﾎﾝﾏ ﾄｳﾘ 教育学関連 フィリピンと日本の初等教育機関を通じたトラ
ンスナショナルな子どもの生活保障

京都大学 人間・環境学研究
科

倉石　一郎 教授

前澤　知輝 ﾏｴｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 実験心理学関連 行為・知覚ベースの聴空間表象形成に関わる要
因の特定と反響定位能力の推定

北海道大学 文学院 河原　純一
郎

教授

御子柴　みなも ﾐｺｼﾊﾞ ﾐﾅﾓ 経済政策関連 高齢者介護が少子高齢化社会にもたらす影響の
分析

東京大学 公共政策学教育部 植田　健一 准教授

村角　愛佳 ﾑﾗｶﾄﾞ ﾏﾅｶ 国際法学関連 同意に基づく武力行使における同意の有効性 京都大学 法学研究科 淺田　正彦 教授

森　勇斗 ﾓﾘ ﾕｳﾄ 民事法学関連 錯誤法再構成-英米，大陸，そしてその交錯を
参考に

一橋大学 大学院法学研究科 滝沢　昌彦 法学研究科
教授

山口　章浩 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 国際法学関連 武装集団の国際人道法および国際人権法上の義
務

神戸大学 国際協力研究科 林　美香 教授
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山口　飛翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 実験心理学関連 野生ニホンザルにおいて直接的・間接的な社会
関係が生存に及ぼす影響の検討

京都大学 理学研究科 中川　尚史 教授

山口　遼 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾖｳ 特別支援教育関連 知的障害児用教育診断テストの開発と学習支援
の類型化に関する研究

東京学芸大学 連合学校教育学研
究科

橋本　創一 教授

山田　航太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 実験心理学関連 行動・神経活動の網羅的計測から迫る学習過程 慶應義塾大学 社会学研究科 兎田　幸司 助教

ＹＡＮＧ　ＹＩ
ＮＧＸＵＥ

ﾔﾝ ｲﾝｼﾕｴ 教育学関連 中国変動社会における社区教育のあり方ー世代
間関係の変化からみるー

東京大学 教育学研究科 牧野　篤 教授

横田　一貴 ﾖｺﾀ ｶｽﾞｷ 経営学関連 研究開発者の組織間移動：人の移動が組織にも
たらす効果の実証研究

一橋大学 大学院経営管理研
究科

沼上　幹 教授

林　燦碩 ﾘﾝ ﾁﾔﾝｿｸ 認知科学関連 霊長類扁桃体への迅速な脅威信号伝達の視覚経
路における顔表情検出原理の解明

大阪大学 生命機能研究科 藤田　一郎 教授
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青山　一天 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

大光量Ar検出器による低エネルギー液体Ar蛍光
の理解と低質量暗黒物質探索

早稲田大学 先進理工学研究科 寄田　浩平 教授

赤池　広都 ｱｶｲｹ ﾋﾛﾄ 代数学関連 3次元ファイバー多様体の地誌学的研究 大阪大学 理学研究科 藤野　修 教授

赤松　祐哉 ｱｶﾏﾂ ﾕｳﾔ 固体地球科学関連 かんらん岩とはんれい岩の脆性変形実験に基づ
く海洋プレートの含水化モデルの検証

広島大学 先進理工系科学研
究科

片山　郁夫 教授

朝倉　一統 ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 天文学関連 X線偏光撮像とX線精密分光による活動銀河核
トーラスの構造の解明

大阪大学 理学研究科 松本　浩典 教授

阿部　克哉 ｱﾍﾞ ｶﾂﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

精密宇宙論観測による原始ブラックホール探査
と極小スケール原始ゆらぎの徹底解明

名古屋大学 理学研究科 市來　淨與 准教授

阿部　光 ｱﾍﾞ ﾐﾂﾙ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

広視野かつ低雑音なMeVガンマ線望遠鏡での観
測による系内拡散ガンマ線の起源解明

京都大学 理学研究科 谷森　達 教授

有沢　洋希 ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｷ 磁性、超伝導および強相関系
関連

スピンメカニクスに基づくスピン-力学相互変
換の学理構築

東北大学 理学研究科 藤原　航三 教授

ＬＥＥ　Ｃｈｕ
ｎｇｈｙｕｎ

ｲ ﾁﾕﾝﾋﾖﾝ 代数学関連 有理写像の高次力学系次数の計算および安定化
問題の部分的な解決

東京大学 大学院数理科学研
究科

小木曽　啓
示

教授

飯澤　優太朗 ｲｲｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

核媒質中のK中間子とカイラル対称性の部分的
回復におけるストレンジネスの役割

東京工業大学 理学院 慈道　大介 教授

石川　諒尚 ｲｼｶﾜ ｱｷﾋｻ 量子ビーム科学関連 高強度中性子場モニタリングのための新規中性
子シンチレーション検出器の開発

名古屋大学 工学研究科 瓜谷　章 教授

石川　彩香 ｲｼｶﾜ ｱﾔｶ 応用数学および統計数学関連 グラフゼータ函数の行列式表示から定まる量子
ウォークモデルの研究

横浜国立大学 理工学府 今野　紀雄 教授

石橋　篤季 ｲｼﾊﾞｼ ｱﾂｷ 宇宙惑星科学関連 極低温模擬星間塵表面に存在する超微量分子の
非破壊質量分析手法の開発

北海道大学 理学院 渡部　直樹 教授

井嶋　大輔 ｲｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

ジャムドマター混合系におけるレオロジーとそ
の制御における理論的研究

京都大学 理学研究科 早川　尚男 教授

礒山　和基 ｲｿﾔﾏ ｶｽﾞｷ 半導体、光物性および原子物
理関連

テラヘルツ光を用いた鉄系超伝導体における光
相制御および光誘起超伝導の研究

東京大学 理学系研究科 島野　亮 教授

伊知地　直樹 ｲﾁｼﾞ ﾅｵｷ 半導体、光物性および原子物
理関連

メタサーフェス構造による負屈折物質中におけ
る波束伝搬の実験的観測

筑波大学 理工情報生命学術
院

久保　敦 講師

井手　春希 ｲﾃﾞ ﾊﾙｷ 代数学関連 正標数関数体上の超越数論：Mahler関数と4指
数問題

慶應義塾大学 理工学研究科 田中　孝明 准教授

乾　聡介 ｲﾇｲ ｿｳｽｹ 磁性、超伝導および強相関系
関連

超流動ヘリウムにおける量子流体力学と量子乱
流の理論的および数値的研究

大阪市立大学 大学院理学研究科 坪田　誠 教授

ＤＣ１・数物系科学　114名　令和2年度特別研究員採用者一覧
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岩田　直幸 ｲﾜﾀ ﾅｵﾕｷ プラズマ応用科学関連 プラズマ活性アミノ酸の殺菌と植物生長促進の
同時達成過程解明と癌不活性化効果の検証

名古屋大学 名古屋大学大学院
工学研究科　電子
工学専攻

堀　勝 教授

Ｗｅｉ　Ｚｉｘ
ｉａ

ｳｴｲ ｽﾞｼﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

テンソルネットワークを用いたAdS/CFT双対の
研究

京都大学 理学研究科 高柳　匡 教授

上田　和茂 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

量子真空の基礎論と現象論による曲がった時空
の場の量子論の検証

九州大学 理学府 山本　一博 教授

植松　祐真 ｳｴﾏﾂ ﾕｳﾏ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

B中間子の輻射崩壊を用いた新物理の探索 東京大学 理学系研究科 後田　裕 併任教授

内田　光 ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

超弦理論におけるコンパクト空間の幾何学から
導かれる素粒子現象論的性質について

北海道大学 理学院 小林　達夫 教授

内山　しおり ｳﾁﾔﾏ ｼｵﾘ 固体地球科学関連 地層から読み取る津波イベントがエスチュア
リーシステムに及ぼす環境変化

信州大学 総合医理工学研究
科

保柳　康一 教授

大岩　陸人 ｵｵｲﾜ ﾘｸﾄ 磁性、超伝導および強相関系
関連

軌道自由度と空間反転対称性の破れが創出する
奇パリティ多極子秩序の理論

明治大学 明治大学大学院理
工学研究科

楠瀬　博明 教授

大城　隆之介 ｵｵｼﾛ ﾘﾕｳﾉｽｹ 応用数学および統計数学関連 超高精度カーネル求積法の効率的構成及び理論
の構築とその応用

東京大学 情報理工学系研究
科

田中　健一
郎

准教授

大橋　智典 ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾉﾘ 固体地球科学関連 地球内部における含水マグマの構造と挙動の総
合的理解

東北大学 理学研究科 鈴木　昭夫 准教授

岡　健太 ｵｶ ｹﾝﾀ 宇宙惑星科学関連 液体水素の状態図の決定と木星内部構造の制約 東京大学 理学系研究科 廣瀬　敬 教授

岡　知彦 ｵｶ ﾄﾓﾋｺ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

次世代ガンマ線望遠鏡CTAを用いた系内宇宙線
加速起源の解明

京都大学 理学研究科 窪　秀利 准教授

小川　将輝 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 幾何学関連 3次元多様体のハンドル体分解とその応用 埼玉大学 理工学研究科 下川　航也 教授

奥田　花也 ｵｸﾀﾞ ﾊﾅﾔ 固体地球科学関連 蛇紋岩の摩擦特性の解明に向けた理論計算およ
び摩擦実験

東京大学 理学系研究科 山口　飛鳥 准教授

奥津　明俊 ｵｸﾂ ｱｷﾄｼ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

極限QCD物質中の輸送現象への非摂動的アプ
ローチ

東京大学 理学系研究科 福嶋　健二 教授

小澤　佳祐 ｵｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 固体地球科学関連 高圧下その場XAFS測定によるマグマオーシャン
の酸化還元反応の検討

東京大学 理学系研究科 廣瀬　敬 教授

小田部　荘達 ｵﾀﾍﾞ ｿｳﾀﾂ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

高硬度光ばねを用いた次世代重力波検出器の実
現

東京工業大学 理学院 宗宮　健太
郎

准教授

小田川　高大 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

ニュートリノ混合角の精密測定による新しいレ
プトンセクター対称性の探索

京都大学 理学研究科 中家　剛 教授

小野　清志郎 ｵﾉ ｾｲｼﾛｳ 磁性、超伝導および強相関系
関連

対称性指標に基づくトポロジカル超伝導体探索
指針の提案と候補物質データベースの構築

東京大学 工学系研究科 渡邉　悠樹 准教授
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小野　高裕 ｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 数理解析学関連 カンパナト空間、BMOの理論の深化と応用 中央大学 理工学研究科 津川　光太
郎

教授

香川　渓一郎 ｶｶﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ 数理解析学関連 動的境界条件下における粘性項付きカーン・ヒ
リアード方程式の解析

早稲田大学 先進理工学研究科 山崎　義弘 教授

Ｃａｇｏｍｏｃ
Ｃｈａｒｉｓｓ
ｅ　Ｍａｒｉｅ

ｶｺﾞｰﾓｸ ﾁﾔﾘｽﾏﾘ プラズマ応用科学関連 3次元積層デバイス開発為の分子動力学計算に
よるプラズマエッチング反応の解析

大阪大学 工学研究科 浜口　智志 教授

梶原　唯加 ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｲｶ 数理解析学関連 変分法によるN体問題の周期解の存在証明と安
定性解析

京都大学 情報学研究科 柴山　允瑠 准教授

金久保　優花 ｶﾅｸﾎﾞ ﾕｳｶ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

統合的動的模型を用いたクォークグルーオンプ
ラズマの輸送的性質の研究

上智大学 理工学研究科 平野　哲文 教授

佳山　一帆 ｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

Ia型超新星の爆発機構の解明に向けた高い分光
性能のX線SOIピクセル検出器の開発

京都大学 理学研究科 鶴　剛 教授

川村　英彰 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 固体地球科学関連 高温高圧実験で探るマントル深部ダイヤモンド
の起源と形成場

愛媛大学 理工学研究科 大藤　弘明 教授

ＫＩＭ　Ｈｙｅ
Ｊｅｏｎｇ

ｷﾑ ﾍｼﾞﾖﾝ 固体地球科学関連 海底地震計を用いた海洋マントルの含水様式の
解明

東京大学 理学系研究科 竹内　希 准教授

ＱＩＵ　Ｚｅｂ
ｉｎ

ｷﾕ ｾﾞﾋﾞﾝ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

カイラル物質における量子異常カシミール効果 東京大学 理学系研究科 福嶋　健二 教授

櫛引　洸佑 ｸｼﾋﾞｷ ｺｳｽｹ 天文学関連 面分光ユニットSWIMS-IFUの開発とそれを用い
た近傍LIRGの観測的研究

東京大学 理学系研究科 本原　顕太
郎

併任教授

國嶋　友貴 ｸﾆｼﾏ ﾕｳｷ プラズマ応用科学関連 酸素原子供給型非自己維持直流放電プラズマに
よる高効率窒素固定の機構解明

東北大学 工学研究科 金子　俊郎 教授

粂　潤哉 ｸﾒ ｼﾞﾕﾝﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

極初期宇宙からの重力波の検出に向けた信号処
理手法の開発

東京大学 理学系研究科 横山　順一 教授

栗田　智貴 ｸﾘﾀ ﾄｼｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

宇宙大規模構造の潮汐力場と銀河形状及びダー
クマターハロー形状との物理的相関の研究

東京大学 理学系研究科 高田　昌広 教授

桑原　歩 ｸﾜﾊﾗ ｱﾕﾑ 宇宙惑星科学関連 ペブル降着モデルに基づいた連星系における惑
星形成理論の確立

東京工業大学 理学院 井田　茂 教授

児島　佑樹 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ 磁性、超伝導および強相関系
関連

容易面異方性を持つ量子三角格子反強磁性体に
おける磁場誘起量子相の実験的解明

東京工業大学 理学院 田中　秀数 教授

近藤　依央菜 ｺﾝﾄﾞｳ ｲｵﾅ 天文学関連 重力マイクロレンズ法による惑星存在頻度の主
星質量依存性及び惑星質量関数の解明

大阪大学 理学研究科 住　貴宏 教授



ＤＣ１ 数物系科学 43922 令和2年度 114

氏名 カナ氏名 小区分 研究課題名 受入研究機関 部局 受入研究者 職名  

ＤＣ１・数物系科学　114名　令和2年度特別研究員採用者一覧

後藤　慶太 ｺﾞﾄｳ ｹｲﾀ 代数学関連 Berkovich解析空間上の層を用いた代数多様体
の退化とトロピカル多様体の研究

京都大学 理学研究科 尾高　悠志 准教授

ＺＨＡ　Ｃｈｅ
ｎｇｈａｎ

ｻ ｼﾖｳｶﾝ 幾何学関連 二次元の半単純フロベニウス多様体の周期写像 東京大学 数理科学研究科 Ｍｉｌａｎ
ｏｖ　Ｔｏ
ｄｏｒ

准教授

笹谷　晃平 ｻｻﾔ ｺｳﾍｲ 基礎解析学関連 擬対称性を用いた複雑な距離空間上の解析 京都大学 理学研究科 熊谷　隆 教授

三野　巧 ｻﾝﾉ ﾀｸﾐ 磁性、超伝導および強相関系
関連

トポロジカル量子計算に及ぼす量子・熱ノイズ
の影響ーマヨラナ有効模型を越えた展開

大阪大学 基礎工学研究科 水島　健 准教授

柴崎　雄介 ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

カオティックなレヴナー発展の基本的性質の解
明と神経形態学への応用

日本大学 総合基礎科学研究
科

斎藤　稔 教授

清水　良輔 ｼﾐｽﾞ ﾘﾖｳｽｹ 基礎解析学関連 非線形ポテンシャル論と幾何構造の関わり 京都大学 情報学研究科 木上　淳 教授

鈴木　聡一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 基礎解析学関連 多重線形特異積分作用素の研究 名古屋大学 多元数理科学研究
科

杉本　充 教授

住本　尚之 ｽﾐﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

深層学習を用いたゲージ重力対応における時空
創発と重力の量子効果の研究

大阪大学 理学研究科 橋本　幸士 教授

ＴＳＥＮＧ　Ｓ
ｈｉｈＹｅｎ

ｿﾞﾝ ｼｰｲｴﾝ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

ニュートリノと宇宙の物質-反物質非対称性 東京大学 理学系研究科 濱口　幸一 准教授

高田　佳弘 ﾀｶﾀ ﾖｼﾋﾛ 半導体、光物性および原子物
理関連

単一格子点スピン測定によるSU(N)ハバード模
型量子磁性相の観測

京都大学 理学研究科 高橋　義朗 教授

瀧川　大地 ﾀｷｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 磁性、超伝導および強相関系
関連

Kitaevスピン液体における新奇量子相の探索及
び、新規物性の理論的提案

大阪大学 基礎工学研究科 藤本　聡 教授

竹市　学 ﾀｹｲﾁ ﾏﾅﾌﾞ 半導体、光物性および原子物
理関連

バレー自由度のもたらす特異な相の理論的探索 東京工業大学 理学院 村上　修一 教授

竹原　景子 ﾀｹﾊﾗ ｹｲｺ 地球生命科学関連 南極海ケープダンレー沖における粒径・有機物
分析を用いた底層水生成変遷の復元

高知大学 総合人間自然科学
研究科

池原　実 教授

田中　遥暁 ﾀﾅｶ ﾊﾙｱｷ 核融合学関連 合体加熱と中性粒子ビーム入射を用いた超高
ベータ球状トカマク生成と維持

東京大学 工学系研究科 小野　靖 教授

田中　洋平 ﾀﾅｶ ﾖｳﾍｲ 基礎解析学関連 量子ウォークの指数定理 信州大学 総合医理工学研究
科

鈴木　章斗 准教授

田之上　智宏 ﾀﾉｶﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 数理物理および物性基礎関連 熱伝導における相加性原理を用いた乱流ゆらぎ
の定式化

京都大学 理学研究科 佐々　真一 教授

垂水　勇太 ﾀﾙﾐ ﾕｳﾀ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

宇宙論的銀河形成シミュレーションを用いた宇
宙重元素合成過程の研究

東京大学 理学系研究科 吉田　直紀 教授

丹波　翼 ﾀﾝﾊﾞ ﾂﾊﾞｻ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

マグネターの放射機構の解明 東京大学 理学系研究科 馬場　彩 准教授
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千足　勇介 ﾁｱｼ ﾕｳｽｹ 半導体、光物性および原子物
理関連

超高速時間分解電子回折によるイオン伝導と結
晶ダイナミクスの研究

東京大学 工学系研究科 石坂　香子 教授

津久浦　健太 ﾂｸｳﾗ ｹﾝﾀ 数学基礎関連 Prikry型強制法の特異基数組合せ論への応用 筑波大学 理工情報生命学術
院

塩谷　真弘 准教授

恒任　優 ﾂﾈﾄｳ ﾕｳ 天文学関連 活動銀河核ジェットの磁気駆動メカニズム解明
～輻射輸送計算による偏光イメージ予測

京都大学 理学研究科 嶺重　慎 教授

徳田　将志 ﾄｸﾀﾞ ﾏｻｼ 半導体、光物性および原子物
理関連

トポロジカル超伝導体薄膜を用いた新奇量子デ
バイスの創製

大阪大学 理学研究科 新見　康洋 准教授

兎子尾　理貴 ﾄｼｵ ﾘｷ 磁性、超伝導および強相関系
関連

流体力学的手法を用いた強相関系特有の非線形
-非平衡現象の解明

京都大学 理学研究科 川上　則雄 教授

豊田　祥史 ﾄﾖﾀ ｼﾖｳｼﾞ 応用数学および統計数学関連 情報幾何学を用いた有本アルゴリズム及びイン
フォマックスの高速化

総合研究大学院
大学

複合科学研究科 福水　健次 教授

中沢　雄河 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

ミューオンg-２精密測定に向けた高品質ミュー
オンビーム入射技術の確立

茨城大学 理工学研究科 飯沼　裕美 准教授

中西　諒 ﾅｶﾆｼ ﾘﾖｳ 地球人間圏科学関連 泥質津波堆積物を用いた津波の越流判定と浸水
範囲の復元

東京大学 新領域創成科学研
究科

芦　寿一郎 准教授

中原　智弘 ﾅｶﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 応用数学および統計数学関連 ハイブリット数理モデリングを用いた非対称細
胞分裂の大域的なメカニズムの解明

広島大学 統合生命科学研究
科

李　聖林 准教授

西留　比呂幸 ﾆｼﾄﾞﾒ ﾋﾛﾕｷ 半導体、光物性および原子物
理関連

電子構造とフェルミレベル制御による高次高調
波発生の解明と制御

東京都立大学 大学院理学研究科 柳　和宏 教授

西脇　瑞紀 ﾆｼﾜｷ ﾐｽﾞｷ 固体地球科学関連 マグマの発泡現象における粘性の効果につい
て：室内減圧実験による理論予測の検証

九州大学 理学府 寅丸　敦志 教授

新田　魁洲 ﾆﾂﾀ ｶｲｼﾕｳ プラズマ応用科学関連 時空間制御型プラズマ誘起ミクロ液相反応：プ
ラズマ援用インクジェットプロセスの創製

東京大学 新領域創成科学研
究科

寺嶋　和夫 教授

濱野　誉 ﾊﾏﾉ ﾀｶｼ プラズマ応用科学関連 確率過程論に基づくプラズマ-材料原子スケー
ル相互作用の解明と材料特性制御への展開

京都大学 工学研究科 江利口　浩
二

教授

林　宏樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 磁性、超伝導および強相関系
関連

反強磁性体中のスピンダイナミクスに関する研
究

慶應義塾大学 理工学研究科 安藤　和也 准教授

林　優依 ﾊﾔｼ ﾕｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

伝播関数の複素解析的構造によるカラー閉じ込
め機構の探求

千葉大学 融合理工学府 近藤　慶一 教授

原田　健志 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｼ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

アクティブファイバー標的で拓くS = -2ハイ
パー核の精密分光

京都大学 理学研究科 永江　知文 教授

原田　将之 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

スーパーカミオカンデにおける超新星背景
ニュートリノ探索

岡山大学 自然科学研究科 小汐　由介 准教授
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久野　晋之介 ﾋｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 天文学関連 パルサーのグリッチ現象の解明とパルサータイ
ミングアレイへの応用

熊本大学 自然科学教育部 高橋　慶太
郎

准教授

平野　光 ﾋﾗﾉ ﾋｶﾙ 代数学関連 数論的Chern-Simons理論の多角的探求 九州大学 数理学府 森下　昌紀 教授

廣瀬　葉菜 ﾋﾛｾ ﾊﾅ 半導体、光物性および原子物
理関連

スピン軌道相互作用の大きな重金属における光
スピン変換現象の機構解明

東京大学 理学系研究科 林　将光 准教授

方　其亮 ﾌｱﾝ ﾁｰﾘﾔﾝ 天文学関連 後期スペクトルを軸とした超新星の親星進化と
爆発機構の解明

京都大学 理学研究科 前田　啓一 准教授

藤井　幹大 ﾌｼﾞｲ ﾐｷﾋﾛ 数理解析学関連 地球流体力学に現れる偏微分方程式の分散効果
に関する解析

九州大学 数理学府 瀬片　純市 教授

ＢＥＨＲＥＮＳ
ＢＥＴＨＡＮＹ

ﾍﾞﾚﾝｽ ﾍﾞｻﾆｰ 地球人間圏科学関連 海面下に着底した東南極氷床の安定性に関する
研究

東京大学 総合文化研究科 横山　祐典 教授

星　和久 ﾎｼ ｶｽﾞﾋｻ 磁性、超伝導および強相関系
関連

層状ビスマスカルコゲナイドにおけるネマ
ティック超伝導に関する研究

東京都立大学 大学院理学研究科 水口　佳一 准教授

前垣内　舜 ﾏｴｺﾞｳﾁ ｼﾕﾝ 磁性、超伝導および強相関系
関連

超伝導渦糸系における非平衡相転移の探究と固
体力学への適用

東京工業大学 理学院 大熊　哲 教授

増井　翔 ﾏｽｲ ｼﾖｳ 天文学関連 次世代電波望遠鏡に向けた広帯域導波管回路の
開発

大阪府立大学 理学系研究科 大西　利和 教授

松井　宏樹 ﾏﾂｲ ﾋﾛｷ 半導体、光物性および原子物
理関連

新たな原子種のボース凝縮体によって精査する
フェッシュバッハ共鳴の物理

東京工業大学 理学院 上妻　幹旺 教授

松本　圭峰 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾎｳ 代数学関連 p進コホモロジー論を用いた相対モチーフ理論
と代数的K群の研究

東京工業大学 理学院 Ｋｅｌｌｙ
Ｓｈａｎｅ

准教授

御堂岡　拓哉 ﾐﾄﾞｵｶ ﾀｸﾔ 天文学関連 低質量Ｘ線連星からの定常重力波初検出 東京大学 理学系研究科 海老沢　研 併任教授

宮本　恵介 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｽｹ 代数学関連 極小モデル理論とサルキソフ・プログラム 大阪大学 理学研究科 藤野　修 教授

村井　開 ﾑﾗｲ ｶｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

ビッグバン元素合成から探る暗黒物質 東京大学 理学系研究科 川崎　雅裕 教授

村上　友哉 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾔ 代数学関連 モジュラー関数のサイクル積分と実二次体の数
論との関係について

東北大学 理学研究科 山内　卓也 准教授

森　万由子 ﾓﾘ ﾏﾕｺ 宇宙惑星科学関連 赤色矮星まわりのスーパーアースの大気観測と
その統計的性質の調査

東京大学 理学系研究科 田村　元秀 教授

山岡　健 ﾔﾏｵｶ ｹﾝ 固体地球科学関連 貫入岩周辺の高精度熱履歴復元および地殻岩石
における粒成長メカニズムの解明

東京大学 理学系研究科 ＷＡＬＬＩ
Ｓ　Ｓｉｍ
ｏｎ

教授
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山崎　友裕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 半導体、光物性および原子物
理関連

周波数領域での大規模光量子計算の研究 大阪大学 基礎工学研究科 山本　俊 教授

山田　林介 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｽｹ 磁性、超伝導および強相関系
関連

強相関領域における新奇トポロジカル電子相の
探索

東京大学 工学系研究科 十倉　好紀 卓越教授

山本　和樹 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 半導体、光物性および原子物
理関連

散逸が誘起する強相関量子多体現象における物
性の解明

京都大学 理学研究科 川上　則雄 教授

ＹＡＮＧ　Ｈｏ
ｎｇ

ﾔﾝ ﾎﾝ 数理物理および物性基礎関連 スピノールBose-Hubbard模型におけるトポロジ
カルおよび多体局在相

東京大学 理学系研究科 桂　法称 准教授

湯山　孝雄 ﾕﾔﾏ ﾀｶｵ 数学基礎関連 一般のHilbertの第10問題と計算可能性理論 東京工業大学 理学院 加藤　文元 教授

吉村　勇紀 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｷ 天文学関連 分子化学組成比を用いた宇宙線イオン化度の測
定と宇宙線が銀河形成に及ぼす影響の解明

東京大学 理学系研究科 河野　孝太
郎

教授

米田　靖史 ﾖﾈﾀ ﾔｽｼ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

細胞内で生じる相分離現象の解明 東京大学 総合文化研究科 清水　明 教授

ＬＵＯ　ＷＥＮ
ＢＩＮ

ﾙｵ ｳｴﾝﾋﾞﾝ 代数学関連 アデリック直線束のヒルベルト・サミュエル公
式

京都大学 理学研究科 森脇　淳 教授

若藤　祐斉 ﾜｶﾌｼﾞ ﾕｳｻｲ 半導体、光物性および原子物
理関連

二次元層状物質を用いた赤外～テラヘルツ発光
素子の実現

東京大学 工学系研究科 町田　友樹 教授

渡邊　彬生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾐ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

量子代数を用いた超対称ゲージ理論と共形場理
論の探求

東京大学 理学系研究科 松尾　泰 教授

王　心月 ﾜﾝ ｼﾝﾕｴ 大気水圏科学関連 ハドレー循環と熱帯低気圧の数日規模の相互作
用

東北大学 理学研究科 岩渕　弘信 准教授
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青木　翼 ｱｵｷ ﾂﾊﾞｻ 有機機能材料関連 新規バレル型キラル有機リガンドを用いた無機
ナノ粒子の微細構造制御と新機能開拓

東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授

浅沼　佑哉 ｱｻﾇﾏ ﾕｳﾔ 有機機能材料関連 高性能 n 型有機半導体を志向したイミド部位
を有する含窒素多環芳香族化合物の開発

岡山大学 自然科学研究科 西原　康師 教授

淺原　光太郎 ｱｻﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 有機合成化学関連 SNAr/脱ニトロカップリング法による有用分子
骨格の迅速合成法の開発

早稲田大学 先進理工学研究科 山口　潤一
郎

教授

有川　忍 ｱﾘｶﾜ ｼﾉﾌﾞ 構造有機化学および物理有機
化学関連

m-キノジメタン骨格を有する開殻性分子の基底
スピン状態の制御と二次元的拡張

大阪大学 基礎工学研究科 新谷　亮 教授

池本　悟 ｲｹﾓﾄ ｻﾄﾙ 無機・錯体化学関連 高い格子酸素活性化能を示す新規Ce系複合酸化
物の合成と機能開拓

名古屋大学 理学研究科 唯　美津木 教授

伊藤　健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 分析化学関連 2つのシグナル増幅機構を組み込んだ免疫測定
系の創生：高感度とワイドレンジの実現

東北大学 環境科学研究科 珠玖　仁 教授

今村　祐亮 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｽｹ 有機合成化学関連 ラジカル反応を基盤とした高酸化度ジテルペン
の収束的合成戦略

東京大学 薬学系研究科 井上　将行 教授

上田　彩果 ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ 生物分子化学関連 植物ストレス突破分子の開発 名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一
郎

教授

宇賀田　洋介 ｳｶﾞﾀ ﾖｳｽｹ エネルギー関連化学 高濃度電解液中のリチウムイオンホッピング伝
導機構の解明と次世代蓄電池への展開

横浜国立大学 理工学府 獨古　薫 教授

生方　宏樹 ｳﾌﾞｶﾀ ﾋﾛｷ 無機・錯体化学関連 ヒドリドのサイズ柔軟性を活かした新規ヒドリ
ド導電物質の開発

京都大学 工学研究科 陰山　洋 教授

大平　征史 ｵｵﾋﾗ ﾏｻｼ 高分子化学関連 二本鎖DNAを利用した時空間制御ゲルの創製 東京大学 工学系研究科 酒井　崇匡 准教授

岡　勇気 ｵｶ ﾕｳｷ 無機・錯体化学関連 指向性多座配位と分子認識による環状分子の機
能化とポリカテナンのリビング超分子重合

東京大学 理学系研究科 寺尾　潤 教授

菓子田　惇輝 ｶｼﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｷ 構造有機化学および物理有機
化学関連

B-N結合の非ベンゼノイド芳香環への組み込み
による結合様式の変調と分子機能発現

東京工業大学 物質理工学院 福島　孝典 教授

川原　巧 ｶﾜﾊﾗ ｺｳ 有機合成化学関連 ヘテロナノカーボンの迅速合成を可能にする
hetero-APEX反応の開発

名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一
郎

教授

楠瀬　ひなの ｸｽﾉｾ ﾋﾅﾉ 無機・錯体化学関連 第一遷移系列元素による高効率な窒素分子活性
化を指向した異種金属多核錯体の創成

大阪大学 理学研究科 舩橋　靖博 教授

熊谷　悠平 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾍｲ 有機合成化学関連 単純アルカンの不斉C-Hアミノ化を実現する外
輪型キラル二核ルテニウム触媒の開発

北海道大学 生命科学院 松永　茂樹 教授

ＫＵＭＡＲ　Ｋ
ｕｎａｌ

ｸﾏﾙ ｸﾅﾙ 無機・錯体化学関連 非線形光学特性および多色発光を示す多機能単
分子磁石の構築

東京大学 理学系研究科 大越　慎一 教授

小池　太智 ｺｲｹ ﾀｲﾁ 構造有機化学および物理有機
化学関連

単離可能な14族0価化学種の創製 東北大学 理学研究科 岩本　武明 教授

ＤＣ１・化学　69名　令和2年度特別研究員採用者一覧
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越川　拓海 ｺｼｶﾜ ﾀｸﾐ 有機合成化学関連 ピリリウムカチオンを経由するイノン類の連続
環化反応

東京工業大学 物質理工学院 田中　健 教授

小林　柊司 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾕｳｼﾞ 機能物性化学関連 電気伝導特性とSERSの同時計測による単分子化
学反応の解明

東京工業大学 理学院 西野　智昭 准教授

小山　翔平 ｺﾔﾏ ｼﾖｳﾍｲ 無機・錯体化学関連 錯体化学の配位構造を利用した分子性ハニカム
構造の創造とそれに伴う量子物性の実現

東北大学 理学研究科 高石　慎也 准教授

西郷　将生 ｻｲｺﾞｳ ﾏｻｷ 基礎物理化学関連 超高速分光を用いた光機能性有機分子における
スピン変換過程の構造ダイナミクスの解明

九州大学 理学府 恩田　健 教授

坂井　美佳 ｻｶｲ ﾐｶ 構造有機化学および物理有機
化学関連

平面固定ホウ素π電子系の集合化制御による機
能開拓

名古屋大学 理学研究科 山口　茂弘 教授

坂本　佳那 ｻｶﾓﾄ ｶﾅ 有機合成化学関連 キラルヘテロ環式化合物の立体選択的合成のた
めの触媒的ヒドロアリール化反応の開発

大阪市立大学 大学院理学研究科 西村　貴洋 教授

佐藤　圭一郎 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 高分子化学関連 有機塩基を用いた低環境負荷型・精密重合法に
よるπ共役系高分子材料の開発

山形大学 大学院有機材料シ
ステム研究科

東原　知哉 教授

ＺＨＡＮＧ　Ｙ
ｏｕｙｕａｎ

ｻﾞﾝ ﾖｳﾕｱﾝ 基礎物理化学関連 強レーザー場において生成したイオンの光励起
の理論

東京大学 理学系研究科 山内　薫 教授

篠田　樹 ｼﾉﾀﾞ ﾀﾂｷ 無機物質および無機材料化学
関連

光触媒の欠陥状態と光触媒反応機構を解明する
新規光音響解析法の開発

九州工業大学 生命体工学研究科 村上　直也 准教授

菅原　一真 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 構造有機化学および物理有機
化学関連

キノジメタン型酸化還元系分子の動的構造変化
に基づく新奇応答系創出

北海道大学 大学院総合化学院 鈴木　孝紀 教授

鈴木　悠斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 構造有機化学および物理有機
化学関連

パイ共役分子を水素結合で組み上げた巨大自立
空孔をもつ機能性材料の自在構築

大阪大学 大学院基礎工学研
究科

久木　一朗 教授

瀬尾　珠恵 ｾｵ ﾀﾏｴ 有機合成化学関連 固体クロスカップリング反応による固相精密分
子変換手法の開発

北海道大学 大学院総合化学院 伊藤　肇 教授

多伊良　夏樹 ﾀｲﾗ ﾅﾂｷ 無機・錯体化学関連 低分子量ポリモリブデン酸コバルト酸素発生触
媒に関する動力学的研究

九州大学 理学府 酒井　健 教授

高橋　郁也 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ 有機合成化学関連 不飽和結合への電子移動に基づく有機ホウ素化
合物の新規合成法の開発

京都大学 理学研究科 依光　英樹 教授

瀧野　純矢 ﾀｷﾉ ｼﾞﾕﾝﾔ 生物分子化学関連 ゲノム編集を基軸とした巨大酵素の機能解析と
エンジニアリング

北海道大学 大学院総合化学院 及川　英秋 教授

竹田　光孝 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 有機合成化学関連 アルデヒドをα-アルコキシアルキルアニオン
として用いる新触媒反応の開発

金沢大学 医薬保健学総合研
究科

大宮　寛久 教授

田中　英也 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾔ 有機合成化学関連 アライン挿入分子数の精密制御による機能性π
共役分子の新規合成法の開拓

広島大学 先進理工系科学研
究科

吉田　拡人 教授
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田中　宏樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 有機機能材料関連 ポルフィリン骨格を基盤としたπ電子系イオン
ペアの創製

立命館大学 生命科学研究科 前田　大光 教授

田淵　雄大 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ ケミカルバイオロジー関連 アミロイドβの特異的分解を目的とした擬似ユ
ビキチン/プロテアソームシステムの開発

電気通信大学 情報理工学研究科 瀧　真清 准教授

ＣＨＥＮ　ＹＵ
ＧＥＮ

ﾁﾝ ﾕｰｹﾞﾝ 高分子化学関連 三脚型トリプチセン機能団が誘起する特異な高
分子自己集合化と機能発現

東京工業大学 物質理工学院 福島　孝典 教授

土本　晃久 ﾂﾁﾓﾄ ｱｷﾋｻ エネルギー関連化学 酸化物イオンの固相レドックスとナトリウムイ
オン電池への応用

東京大学 工学系研究科 山田　淳夫 教授

戸子臺　泰光 ﾄｺﾀﾞｲ ﾔｽｱｷ ケミカルバイオロジー関連 環状ペプチドを基盤とする遺伝子座特異的エピ
ゲノム制御分子の創製

北海道大学 生命科学院 市川　聡 教授

當波　孝凱 ﾄﾅﾐ ﾀｶﾖｼ 基礎物理化学関連 シングレットフィッションへの静電場印加効果
の理論的解明と新物質設計

大阪大学 基礎工学研究科 中野　雅由 教授

中井　彬人 ﾅｶｲ ｱｷﾄ 構造有機化学および物理有機
化学関連

ヘキサフィリンを主とした新規環拡張ポルフィ
リンの合成とその応用

京都大学 理学研究科 齊藤　尚平 准教授

中川　優磨 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾏ 有機機能材料関連 光応答性分子を用いた光新機能の創生とバイオ
フォトニクスへの応用

龍谷大学 理工学研究科 内田　欣吾 教授

中嶋　大輔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 有機合成化学関連 Yuzurimine系アルカロイドの合成研究 名古屋大学 創薬科学研究科 横島　聡 教授

中谷　佳萌 ﾅｶﾀﾆ ｶﾎ 基礎物理化学関連 金属錯体集積系の電子状態とその転移に関する
量子化学

京都大学 工学研究科 佐藤　啓文 教授

永井　瞭 ﾅｶﾞｲ ﾘﾖｳ 基礎物理化学関連 機械学習手法を応用した密度汎関数法の精度向
上

東京大学 理学系研究科 杉野　修 教授

長川　遥輝 ﾅｶﾞｶﾜ ﾊﾙｷ エネルギー関連化学 革新的複合技術による耐光腐食性光触媒の開発
と可視光下での高効率水分解への応用

東京理科大学 工学研究科 永田　衞男 准教授

西岡　季穂 ﾆｼｵｶ ｷﾎ エネルギー関連化学 リチウム空気電池の充放電サイクル特性に及ぼ
す正極表面化学修飾の効果検証

大阪大学 基礎工学研究科 中西　周次 教授

野村　幸汰 ﾉﾑﾗ ｺｳﾀ 生体関連化学 アミノチオアシッドを用いた糖タンパク質合成
法の開発

大阪大学 理学研究科 梶原　康宏 教授

白　桐暄 ﾊｸ ﾄｳｾﾝ 生物分子化学関連 糸状菌由来複雑骨格天然有機化合物の生合成研
究

東京大学 薬学系研究科 阿部　郁朗 教授

林　峻大 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 機能物性化学関連 光エネルギー集約場が織りなす異方的長距離電
荷輸送系の開拓

北海道大学 大学院総合化学院 村越　敬 教授

東　拓也 ﾋｶﾞｼ ﾀｸﾔ 有機合成化学関連 金属配位子協働的ホウ素ホウ素結合切断による
極性不飽和化合物の触媒的ジボリル化反応

東京大学 工学系研究科 野崎　京子 教授
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平井　遥 ﾋﾗｲ ﾊﾙ 基礎物理化学関連 配位子により共役した超原子複合体の合成と評
価

東京大学 理学系研究科 佃　達哉 教授

平尾　宏太郎 ﾋﾗｵ ｺｳﾀﾛｳ 生物分子化学関連 合成糖鎖の代謝取り込みを利用した好熱性古細
菌における翻訳後修飾糖鎖の機能解析

大阪大学 理学研究科 深瀬　浩一 教授

平島　眞吾 ﾋﾗｼﾏ ｼﾝｺﾞ ケミカルバイオロジー関連 蛍光性核酸塩基を用いたFRET系によるヌクレオ
ソームの構造解析

京都大学 理学研究科 杉山　弘 教授

平本　薫 ﾋﾗﾓﾄ ｶｵﾙ 分析化学関連 電気化学とOrgan-on-a-chipの融合によるがん
腫瘍モデル評価基盤の構築

東北大学 環境科学研究科 珠玖　仁 教授

福田　茉佑 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾕ 高分子化学関連 ラセン高分子の新奇時間反転特性が切り拓く次
世代型マテリアル

金沢大学 新学術創成研究科
ナノ生命科学専攻

前田　勝浩 教授

藤木　秀成 ﾌｼﾞｷ ｼﾕｳｾｲ 有機合成化学関連 反応場設計に基づく難溶性ナノカーボンの合成 名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一
郎

教授

本田　健士郎 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 高分子化学関連 微粒子の異方性を活用した新規ゲル微粒子集積
システムの開発

信州大学 総合医理工学研究
科

鈴木　大介 准教授

三ヶ木　彩芽 ﾐｶｷﾞ ｱﾔﾒ 分析化学関連 細菌識別機能を有するボロン酸型蛍光プローブ
複合体の開発

上智大学 理工学研究科 早下　隆士 教授

森本　晃平 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ 基礎物理化学関連 光応答性分子結晶中における光反応ナノ形態の
解明と制御

大阪市立大学 大学院工学研究科 小畠　誠也 教授

森山　広大 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 無機・錯体化学関連 無機化合物における量子臨界点近傍の物性およ
び新奇遍歴電子状態の探索

京都大学 理学研究科 吉村　一良 教授

山岸　拓幹 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛｷ 有機合成化学関連 新規シリルメタル前駆体ジシラノラートの開発
と利用

京都大学 理学研究科 依光　英樹 教授

山田　博之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 無機物質および無機材料化学
関連

環境半導体量子ドットの合成と発光素子の創製 北海道大学 大学院総合化学院 白幡　直人 客員教授

米澤　俊平 ﾖﾈｻﾞﾜ ｼﾕﾝﾍﾟｲ 機能物性化学関連 力学機能を有する超分子システムの構築 奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

河合　壯 教授

米村　開 ﾖﾈﾑﾗ ｶｲ 生体関連化学 酵素の基質誤認識を誘起するペプチドの創製 名古屋大学 理学研究科 荘司　長三 教授

ラッセル　豪
マーティン

ﾗﾂｾﾙ ｺﾞｳﾏｰﾃｲﾝ 高分子材料関連 多様な光物性を自在に光パターニング可能な革
新的相反光機能材料の創製

東京大学 総合文化研究科 寺尾　潤 教授

劉　東欣 ﾘﾕｳ ﾄｳｷﾝ 分析化学関連 透過電子顕微鏡を用いた直接観察による有機反
応機構の決定

東京大学 理学系研究科 中村　栄一 特任教授

渡部　拓馬 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｸﾏ 高分子材料関連 力学応答性デンドリマーの開発と機能材料への
展開

東京工業大学 物質理工学院 大塚　英幸 教授
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秋山　茉莉子 ｱｷﾔﾏ ﾏﾘｺ 航空宇宙工学関連 小型宇宙機向け大推力推進機：金属-水スラス
タの内部物理現象解明及び実証

東京大学 工学系研究科 小泉　宏之 准教授

明橋　弘樹 ｱｹﾊｼ ﾋﾛｷ 建築構造および材料関連 弾塑性極限外乱法と事前情報を用いた制振構造
物のロバスト最適設計法の高度化

京都大学 工学研究科 竹脇　出 教授

朝比奈　昂洋 ｱｻﾋﾅ ﾀｶﾋﾛ 生体医工学関連 BMIデコーディング高精度化に向けた神経活動
の局所的計測に基づく広域活動推定

東京大学 工学系研究科 神保　泰彦 教授

安宅　泰穂 ｱﾀｶ ﾔｽﾎ 航空宇宙工学関連 深宇宙探査に向けた超小型衛星用1W級水イオン
スラスタの研究

東京大学 工学系研究科 小泉　宏之 准教授

熱海　孝寿 ｱﾂﾐ ﾀｶﾄｼ 水工学関連 石礫河川の代表粒径の決め方および河床形状、
流砂量の評価手法に関する研究

中央大学 理工学研究科 樫山　和男 教授

阿部　拓也 ｱﾍﾞ ﾀｸﾔ 建築計画および都市計画関連 道義的建築論に基づく都市スラムの形成メカニ
ズムの解明と新たなスラム改善手法の開発

筑波大学 人間総合科学学術
院

山田　協太 准教授

荒畑　雅也 ｱﾗﾊﾀ ﾏｻﾔ 光工学および光量子科学関連 波長2～5μmの赤外-可視量子もつれ光源によ
る、広帯域赤外量子吸収分光法の実現

京都大学 工学研究科 竹内　繁樹 教授

Ｗｉｃａｋｓｏ
ｎｏ　Ｙｕｓｕ
ｆ

ｲｻｸｿﾉ ﾕｽﾌ 薄膜および表面界面物性関連 二次元材料に基づくスピントロニクスデバイス
の理論的研究

大阪大学 基礎工学研究科 草部　浩一 准教授

石田　美月 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 地球資源工学およびエネル
ギー学関連

重元素同位体および化学組成分析に基づく熱水
性金鉱床の起源の解明

東京大学 工学系研究科 加藤　泰浩 教授

市丸　裕晃 ｲﾁﾏﾙ ﾋﾛｱｷ 生体材料学関連 抗がん剤徐放能を有する組織接着性メッシュの
創製

筑波大学 理工情報生命学術
院

田口　哲志 教授

伊藤　滉二 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 電気電子材料工学関連 SiC MOSFETにおけるチャネル内キャリア散乱機
構の解明

京都大学 工学研究科 木本　恒暢 教授

伊東　達矢 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 金属材料物性関連 高ネール温度を有する新規ｂｃｃ型反強磁性合
金の開発

東北大学 工学研究科 貝沼　亮介 教授

井上　智好 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾖｼ 光工学および光量子科学関連 超高速動画並列イメージング顕微鏡法の創成と
その応用に関する研究

京都工芸繊維大
学

工芸科学研究科 粟辻　安浩 教授

岩泉　滉樹 ｲﾜｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ 応用物性関連 三次電池のための高分子の設計 筑波大学 理工情報生命学術
院

守友　浩 教授

岩永　薫 ｲﾜﾅｶﾞ ｶｵﾙ 建築史および意匠関連 近現代ノルウェー建築文化の特性に関する史的
研究

東京大学 工学系研究科 加藤　耕一 教授

上根　直也 ｳｴﾈ ﾅｵﾔ 流体工学関連 分子流体工学および反応工学の融合解析による
CVD/ALD法の成膜メカニズム解明

東北大学 工学研究科 徳増　崇 教授

上野　健祥 ｳｴﾉ ｹﾝｼﾖｳ 金属材料物性関連 分子動力学に基づく非平衡・動的界面物性導出
と合金組織形成過程の原子論的理解

東京大学 工学系研究科 澁田　靖 准教授

ＤＣ１・工学系科学　122名　令和2年度特別研究員採用者一覧
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宇田　恭太 ｳﾀﾞ ｷﾖｳﾀ 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自己組織化
電析と次世代デバイスへの展開

山形大学 大学院理工学研究
科

吉田　司 教授

大野　貴信 ｵｵﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ 電力工学関連 TABコンバータの過渡応答最適化及び高効率駆
動手法の検討

東京理科大学 理工学研究科 星　伸一 教授

大林　洋貴 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

異種細胞間の接着を可能とするナノ両面テープ
の創製とがん免疫療法への展開

九州大学 工学府 神谷　典穂 教授

大平　元希 ｵｵﾋﾗ ｹﾞﾝｷ 航空宇宙工学関連 超遠方天体への着陸実現のためのベクトル符号
相関法を用いた自律航法誘導制御

総合研究大学院
大学

物理科学研究科 津田　雄一 准教授

大屋　祐太 ｵｵﾔ ﾕｳﾀ 水工学関連 三次元風速場と海上可降水量を同化した領域気
象モデルによる豪雨再現性の向上

北海道大学 大学院工学院 山田　朋人 准教授

岡崎　大樹 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 光工学および光量子科学関連 Cr:ZnSを用いた中赤外超短パルス光源の開発と
アプリケーションの新規開拓

東京大学 工学系研究科 芦原　聡 准教授

女部田　勇介 ｵﾅﾌﾞﾀ ﾕｳｽｹ 構造材料および機能材料関連 負極界面における亜鉛結晶成長機構のマルチス
ケールシミュレーション及び実験的解析

早稲田大学 先進理工学研究科 本間　敬之 教授

小山田　伸明 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ ナノ構造化学関連 固液界面における光圧作用による分子捕捉技術
の創出

北海道大学 大学院総合化学院 村越　敬 教授

折笠　勇 ｵﾘｶｻ ｲｻﾑ 移動現象および単位操作関連 計算科学に基づく新規移流拡散制御・分離測定
技術の開発によるソーレ係数の高精度測定

早稲田大学 基幹理工学研究科 鈴木　進補 教授

帷子　健一 ｶﾀﾋﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 材料力学および機械材料関連 核融合用超伝導デバイスの健全性をモニタリン
グする絶縁型磁歪複合材料システムの創出

東北大学 工学研究科 成田　史生 教授

加藤　智大 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 地盤工学関連 土-水-化学物質の相互作用と地盤挙動を踏まえ
た吸着層の性能評価に関する研究

京都大学 地球環境学舎 勝見　武 教授

金澤　悠里 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾘ 電子デバイスおよび電子機器
関連

可視光からテラヘルツ領域までサポートする知
能情報処理イメージセンサの研究開発

北海道大学 情報科学院 池辺　将之 教授

川崎　大輝 ｶﾜｻｷ ﾀﾞｲｷ 生体医工学関連 プラズモニクスを利用した超高感度オプティカ
ルセンサの開発と遺伝子解析への展開

大阪府立大学 工学研究科 久本　秀明 教授

川田　拓弥 ｶﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ ナノ構造物理関連 スピン回転結合を用いた薄膜ナノ構造による振
動発電

東京大学 理学系研究科 林　将光 准教授

川本　弘樹 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛｷ 原子力工学関連 蛍光型線量計の基礎過程解明を通じた新規線量
計材料の創製

東北大学 工学研究科 浅井　圭介 教授

神田　晃充 ｶﾝﾀﾞ ｱｷﾐﾂ 原子力工学関連 RI利用による新規がん治療法に向けた超原子価
アスタチン化合物の開発・評価

大阪大学 理学研究科 吉村　崇 教授

我毛　智哉 ｶﾞｹ ﾄﾓﾔ 無機材料および物性関連 第一原理計算に基づいたp型半導体材料の設計
と探索

東京工業大学 物質理工学院 大場　史康 教授
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蒲生　浩憲 ｶﾞﾓｳ ﾋﾛﾉﾘ 電子デバイスおよび電子機器
関連

III-As/Sbナノワイヤヘテロ構造選択成長と立
体集積回路応用に関する研究

北海道大学 情報科学院 冨岡　克広 准教授

木村　拓哉 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ 無機材料および物性関連 全固体電池の実用化にむけた耐湿性硫化物系電
解質の開発

大阪府立大学 工学研究科 林　晃敏 教授

木村　萌 ｷﾑﾗ ﾓｴ 複合材料および界面関連 磁性金属-酸化物セラミックスナノコンポジッ
ト薄膜の新奇な機能変換材料の開発

東北大学 工学研究科 増本　博 教授

日下部　亮太 ｸｻｶﾍﾞ ﾘﾖｳﾀ 構造工学および地震工学関連 デジタルツインのための大規模解析プラット
ホームの開発

東京大学 工学系研究科 市村　強 教授

楠戸　宏城 ｸｽﾄﾞ ﾋﾛｷ 熱工学関連 ミクロとマクロの接続を介した，動的濡れ現象
の力学的・熱力学的解明

大阪大学 工学研究科 山口　康隆 准教授

窪田　航 ｸﾎﾞﾀ ﾜﾀﾙ ナノ構造化学関連 酸化グラフェンを触媒として用いた新規半導体
表面加工技術の開発

京都大学 工学研究科 杉村　博之 教授

厨川　和哉 ｸﾘﾔｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 機械要素およびトライボロ
ジー関連

水素含有窒化炭素膜の超低摩擦界面形成機構の
解明および次世代水素潤滑技術への展開

東北大学 工学研究科 足立　幸志 教授

桑原　佑典 ｸﾜﾊﾗ ﾕｳｽｹ 地球資源工学およびエネル
ギー学関連

多元素同位体比に基づく古第三紀環境変動と有
用元素濃集機構の因果律の解明

東京大学 工学系研究科 加藤　泰浩 教授

ＧＵＯ　ＲＵＬ
ＥＩ

ｸﾞｳｵ ﾙｰﾚｲ 熱工学関連 ポリマー繊維整然配列によってヒドロゲル熱伝
導率の研究について

東京大学 工学系研究科 塩見　淳一
郎

教授

玄地　真悟 ｹﾞﾝﾁ ｼﾝｺﾞ 薄膜および表面界面物性関連 遷移金属酸化物/2次元層状物質ファンデルワー
ルス構造・機能インテグレーション

大阪大学 基礎工学研究科 田中　秀和 教授

小阪　高広 ｺｻｶ ﾀｶﾋﾛ 生体材料学関連 がん免疫療法に資する光応答性材料を用いた１
細胞間相互作用解析技術の開発

東京大学 工学系研究科 岡本　晃充 教授

小橋　慶太 ｺﾊﾞｼ ｹｲﾀ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

微小重力環境における転がり・ホップ移動ロ
ボットの運動解析に基づく自律制御則の開拓

東北大学 工学研究科 吉田　和哉 教授

小林　里瑳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 建築計画および都市計画関連 動学的土地所有モデルを用いた都市空間形成メ
カニズムの解明

東京大学 工学系研究科 羽藤　英二 教授

コリス　インド
ラ　メンディ

ｺﾘｽ ｲﾝﾄﾞﾗ ﾒﾝﾃﾞｲ ナノバイオサイエンス関連 色原体包埋ナノキャリアを用いたシグナル増幅
型多重ウイルスの二元的検出技術の確立

静岡大学 自然科学系教育部 朴　龍洙 教授

是澤　秀紀 ｺﾚｻﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 光工学および光量子科学関連 波長/偏光変換を用いたモード分解光コムスペ
クトル計測手法の開発

徳島大学 大学院先端技術科
学教育部

安井　武史 教授

後藤　遼太 ｺﾞﾄｳ ﾘﾖｳﾀ 地球資源工学およびエネル
ギー学関連

超臨界地熱資源開発のための延性地殻の水圧破
砕メカニズムおよび水理特性の解明

東北大学 環境科学研究科 駒井　武 教授

齋藤　健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 電気電子材料工学関連 プラズマ励起加湿アルゴンを用いた低温原子層
堆積法に関する研究

山形大学 大学院理工学研究
科

廣瀬　文彦 教授
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佐伯　龍聖 ｻｴｷ ﾘﾕｳｾｲ 材料加工および組織制御関連 水溶液電解法を利用した高比表面積型強磁性ア
モルファス合金ナノピラー電極の室温合成

長崎大学 工学研究科 大貝　猛 准教授

酒井　高良 ｻｶｲ ﾀｶﾗ 土木計画学および交通工学関
連

都市高速道路網における渋滞パターン情報を活
用した交通制御：渋滞をもって渋滞を制す

東北大学 情報科学研究科 赤松　隆 教授

坂梨　昂平 ｻｶﾅｼ ｺｳﾍｲ ナノ構造物理関連 グラフェンモアレ超格子構造における量子伝導
現象の観測と量子デバイス応用

千葉大学 融合理工学府 青木　伸之 教授

佐久間　涼子 ｻｸﾏ ﾘﾖｳｺ 光工学および光量子科学関連 パッシブ型テラヘルツ近接場分光技術の確立 東京大学 工学系研究科 梶原　優介 准教授

渋川　季裕 ｼﾌﾞｶﾜ ﾄｼﾋﾛ 航空宇宙工学関連 準天頂衛星と協調した低軌道衛星群による測位
システムの設計とリモートセンシング応用

東京大学 工学系研究科 中須賀　真
一

教授

島村　勇徳 ｼﾏﾑﾗ ﾀｹﾉﾘ 光工学および光量子科学関連 ミリサイズ小型超高精度ミラー作製によるX線1
nm集光の実現

東京大学 工学系研究科 三村　秀和 准教授

志水　孝至 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 流体工学関連 流体システムに対する制御系設計論の構築 大阪工業大学 工学研究科 橋本　智昭 准教授

清水　杜織 ｼﾐｽﾞ ﾄｵﾘ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

内部力補償により微小操作力のみで変位を極高
把持力へ超連続的変換可能なグリッパ機構

東北大学 情報科学研究科 多田隈　建
二郎

准教授

清水　宏 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ ナノ構造物理関連 原子層ヘテロ界面における一次元電子系の実現 東京都立大学 大学院理学研究科 宮田　耕充 准教授

白川　大樹 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲｷ 土木環境システム関連 遺伝子封入ウイルス様粒子の創製とそれを用い
た培養困難なウイルスの浄水処理性評価

北海道大学 大学院工学院 松井　佳彦 教授

白鳥　大毅 ｼﾗﾄﾘ ﾀﾞｲｷ 無機材料および物性関連 フローティングゾーン炉を用いた新規高融点ガ
ラスの作製とその放射線誘起蛍光特性評価

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

柳田　健之 教授

新家　杏奈 ｼﾝｶ ｱﾝﾅ 防災工学関連 津波生存者・犠牲者の双方に着目した津波避難
行動発生・進行メカニズムの解明

東北大学 工学研究科 今村　文彦 教授

菅野　颯馬 ｽｶﾞﾉ ｿｳﾏ 建築環境および建築設備関連 建築の形態を考慮した居住者の環境適応の評価
に関する研究

早稲田大学 創造理工学研究科 田邉　新一 教授

杉江　謙治 ｽｷﾞｴ ｹﾝｼﾞ 電子デバイスおよび電子機器
関連

脳深部神経回路の高時空間分解能観察デバイス
の開発

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

太田　淳 教授

鈴木　聖弥 ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ 流体工学関連 振動および回転磁場中における非球状粒子のブ
ラウン動力学シミュレーション

秋田県立大学 システム科学技術
研究科　総合シス
テム科学専攻

佐藤　明 教授

鈴木　隆洸 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 流体工学関連 ディープラーニングとの融合による革新的な
CFDの高速化手法の開発

東京大学 新領域創成科学研
究科

鈴木　宏二
郎

教授

高橋　崇典 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾉﾘ 電子デバイスおよび電子機器
関連

透明酸化物薄膜トランジスタによるセンサ・オ
ン・フィルムの創成

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

浦岡　行治 教授

瀧川　瑞季 ﾀｷｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 土木材料、施工および建設マ
ネジメント関連

セメント系材料の流動性におよぼす化学混和剤
への熱刺激に関する研究

東海大学 総合理工学研究科 伊達　重之 教授
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田中　泰爾 ﾀﾅｶ ﾀｲｼﾞ 流体工学関連 気液二相乱流の特異脈動現象を機能強化する境
界層制御技術の開発

北海道大学 大学院工学院 村井　祐一 教授

田之村　亮汰 ﾀﾉﾑﾗ ﾘﾖｳﾀ 電子デバイスおよび電子機器
関連

集積光ユニタリ変換器を利用した次世代大容量
光通信システムの創出

東京大学 工学系研究科 中野　義昭 教授

千田　紘之 ﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 建築構造および材料関連 深層学習を用いた地震被災木造住宅の新画像診
断システム開発・高度化および普及促進

東北大学 工学研究科 高橋　典之 准教授

張　智翔 ﾁﾖｳ ﾁｼﾖｳ 生体医工学関連 iPS神経変性疾患モデル-ロボット結合系を利用
した経路探索機能再建の試み

東京大学 工学系研究科 神保　泰彦 教授

ＣＨＥＮ　ＹＵ
ＪＩＥ

ﾁﾝ ｷﾞﾖｸｹﾂ 土木環境システム関連 嫌気性微生物を用いた創エネルギー・低炭素型
下水処理システムの開発

東北大学 工学研究科 李　玉友 教授

辻村　光樹 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾋﾛｷ 航空宇宙工学関連 液体燃料の微粒化解析に向けた格子・粒子ハイ
ブリッド手法のための相変化モデルの開発

早稲田大学 基幹理工学研究科 佐藤　哲也 教授

角田　直樹 ﾂﾉﾀﾞ ﾅｵｷ 金属材料物性関連 多重計算を用いた半導体中での水素機能に関す
る系統的理解

東京工業大学 物質理工学院 大場　史康 教授

遠山　慧子 ﾄｵﾔﾏ ｻﾄｺ 無機材料および物性関連 微分位相コントラストSTEMによる高分解能電場
定量法の開発

東京大学 工学系研究科 柴田　直哉 教授

鳥本　万貴 ﾄﾘﾓﾄ ﾏｷ 触媒プロセスおよび資源化学
プロセス関連

電場中での低温メタン水蒸気改質における金
属・担体効果の解明

早稲田大学 先進理工学研究科 関根　泰 教授

永井　達也 ﾅｶﾞｲ ﾀﾂﾔ ナノ材料科学関連 シリコンナノ構造を駆使した光トラッピングに
基づく化学反応制御の開拓

大阪市立大学 理学研究科 坪井　泰之 教授

奈須　滉 ﾅｽ ｱｷﾗ 無機材料および物性関連 遷移金属硫化物におけるナトリウム含有型活物
質モデルの新規構築

大阪府立大学 工学研究科 林　晃敏 教授

名田　悠一郎 ﾅﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 航空宇宙工学関連 離散自由な多数宇宙機協調による無線かつ実時
間で機能する通信・観測システムの実現

東京大学 工学系研究科 大山　聖 准教授

新留　嘉彬 ﾆｲﾄﾞﾒ ﾖｼｱｷ ナノ材料科学関連 欠陥ドープ単層カーボンナノチューブの構造特
異的な発光特性解明と生体分子検出応用

九州大学 工学府 藤ヶ谷　剛
彦

教授

西田　竹志 ﾆｼﾀﾞ ﾀｹｼ 電気電子材料工学関連 モノライクIII-V族化合物薄膜をベースとした
高効率フレキシブル太陽電池の開発

筑波大学 理工情報生命学術
院

都甲　薫 准教授

西田　莉那 ﾆｼﾀﾞ ﾘﾅ 機械力学およびメカトロニク
ス関連

高速ステアリングミラー用多自由度圧電駆動セ
グメント鏡の開発

東京工業大学 工学院 進士　忠彦 教授

野田　康平 ﾉﾀﾞ ｺｳﾍｲ 光工学および光量子科学関連 外部変調方式を用いたブリルアン光相関領域反
射計（BOCDR）の性能向上

東京工業大学 工学院 中村　健太
郎

教授

長谷川　将 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾖｳ 結晶工学関連 GaNAsBiの結晶成長と温度無依存光通信用半導
体レーザへの応用

京都工芸繊維大
学

工芸科学研究科 吉本　昌広 理事・副学
長
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花田　隆文 ﾊﾅﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 移動現象および単位操作関連 高度分離膜への展開を指向した機能性イオン液
体の創製と貴金属分離への応用

九州大学 工学府 後藤　雅宏 教授

早川　健太郎 ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 建築構造および材料関連 多自由度メカニズムをもつ展開構造の解析と設
計手法

京都大学 工学研究科 大崎　純 教授

ＰＡＵＬ　ＳＯ
ＵＭＹＡＤＥＥ
Ｐ

ﾊﾟｳﾙ ｿｳﾓﾃﾞｰﾌﾟ 流体工学関連 固体ナノ細孔における気泡発生の解析と制御に
関する研究

東京大学 工学系研究科 大宮司　啓
文

教授

東　和樹 ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞｷ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

タスクを考慮したシナジーによる器用かつ低次
元制御可能な人型ハンドの開発

大阪大学 基礎工学研究科 原田　研介 教授

檜森　匠吾 ﾋﾓﾘ ｼﾖｳｺﾞ ナノバイオサイエンス関連 電気化学的手法により精密制御した分子鋳型を
内包する半導体バイオセンサの創製

東京大学 工学系研究科 坂田　利弥 准教授

平野　知之 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾕｷ 移動現象および単位操作関連 新規火炎法を利用したエアロゾルデポジション
による微粒子積層プロセスの開発

広島大学 先進理工系科学研
究科

荻　崇 准教授

福嶋　宏之 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 原子力工学関連 新規酸化ハフニウム系単結晶シンチレータの開
発

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

柳田　健之 教授

藤森　俊太郎 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼﾕﾝﾀﾛｳ ナノ構造物理関連 Si-Ge系量子ドットの単一光子発生に向けた発
光メカニズムの解明

名古屋大学 工学研究科 宮崎　誠一 教授

不動　愛理 ﾌﾄﾞｳ ｴﾘ 触媒プロセスおよび資源化学
プロセス関連

二重加速効果を付与した銅プラズモニック光触
媒の創製と近赤外物質変換反応

近畿大学 総合理工学研究科 古南　博 教授

古澤　岳 ﾌﾙｻﾜ ｶﾞｸ ナノマイクロシステム関連 ナノサイズの金属キラル構造による単層の光ア
イソレータ

電気通信大学 情報理工学研究科 菅　哲朗 准教授

増田　秀征 ﾏｽﾀﾞ ｼﾕｳｾｲ 加工学および生産工学関連 光コムパルス干渉法を用いた大型構造物の超精
密三次元絶対計測

東京大学 工学系研究科 高橋　哲 教授

松永　航 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾜﾀﾙ 材料力学および機械材料関連 CFRP接着接合部におけるウィークボンドを検出
可能な電磁誘導探傷法の開発

東京工業大学 工学院 水谷　義弘 准教授

松本　啓岐 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ 応用物性関連 反強磁性体薄膜における逆磁歪現象の探索 東京大学 理学系研究科 林　将光 准教授

Ｍｉｚａｎ　Ｍ
ａｈｍｕｄｕｌ
Ｈａｓａｎ

ﾐｻﾞﾝ ﾏｳﾑﾄﾞｳﾙ ﾊﾂ
ｻﾝ

土木材料、施工および建設マ
ネジメント関連

RC構造物の補強に用いるPCM-コンクリート界面
の革新的接着工法

北海道大学 大学院工学院 松本　浩嗣 准教授

水野　文菜 ﾐｽﾞﾉ ｱﾔﾅ 電子デバイスおよび電子機器
関連

表面プラズモンを利用した動的フルカラーフィ
ルタの開発

静岡大学 自然科学系教育部 小野　篤史 准教授

宮崎　雅大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾄ ナノ構造物理関連 ケルビンプローブ力顕微鏡による酸化チタン表
面の金ナノ構造体と電荷移動に関する研究

大阪大学 工学研究科 菅原　康弘 教授

茂澄　倫也 ﾓｽﾞﾐ ﾐﾁﾔ 医用システム関連 超高速超音波断層法による血管動態の革新的解
析法の開発

富山大学 大学院理工学教育
部

長谷川　英
之

教授
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持田　匠 ﾓﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ 機械力学およびメカトロニク
ス関連

筋肉を介して糖を電気エネルギーに変換する体
内発電システム

東京工業大学 工学院 土方　亘 准教授

森谷　文香 ﾓﾘﾔ ﾌﾐｶ 生体医工学関連 海馬での成体神経新生が空間パターン学習に及
ぼす影響のボトムアップ的解明

東京大学 工学系研究科 神保　泰彦 教授

安井　雄太 ﾔｽｲ ﾕｳﾀ 無機材料および物性関連 六方ペロブスカイト関連構造をもつ新型超イオ
ン伝導体の探索と構造物性研究

東京工業大学 理学院 八島　正知 教授

山栄　大樹 ﾔﾏｴ ﾀｲｷ 電子デバイスおよび電子機器
関連

超伝導可逆回路を用いた超低電力計算機の研究 横浜国立大学 理工学府 吉川　信行 教授

山川　雄大 ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 航空宇宙工学関連 長寿命宇宙探査機の実現に向けた高効率無電極
プラズマ推進システムの確立

東北大学 工学研究科 大西　直文 教授

山口　拓人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾄ 光工学および光量子科学関連 半導体フォトニック結晶における光の高次トポ
ロジカル相の発現

東京大学 工学系研究科 岩本　敏 教授

山下　尚人 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ 電子デバイスおよび電子機器
関連

シリコンスピントランジスタの高性能化に関す
る研究

京都大学 工学研究科 白石　誠司 教授

山田　伊織 ﾔﾏﾀﾞ ｲｵﾘ 構造材料および機能材料関連 微小悪性腫瘍の診断と治療を両立する光機能性
リン酸八カルシウムナノ結晶の創製

長岡技術科学大
学

大学院工学研究科 多賀谷　基
博

准教授

山本　美月 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

小分子結合ペプチドの分子進化工学的スクリー
ニング探索とバイオイメージングへの応用

山梨大学 医工農学総合教育
部

川上　隆史 助教

行宗　詳規 ﾕｷﾑﾈ ﾐﾂｷ 電気電子材料工学関連 希釈窒化物半導体ナノワイヤによる電流注入通
信帯域レーザの開発

愛媛大学 理工学研究科 石川　史太
郎

准教授

横井　れみ ﾖｺｲ ﾚﾐ 生体医工学関連 疾患iPS細胞由来ニューロンのオシレーション
を指標とした薬効評価系の開発

東北工業大学 工学研究科 鈴木　郁郎 准教授

吉田　道拓 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

アクティブコルセットの動的締付力制御開発に
向けた締付けによる負担軽減の機序解明

北海道大学 北海道大学 大学
院情報科学院 シ
ステム情報科学
コース

田中　孝之 准教授

吉村　僚一 ﾖｼﾑﾗ ﾘﾖｳｲﾁ 航空宇宙工学関連 ライダ観測データ同化および最適飛行制御を用
いた乱気流揺動低減技術の開発

東北大学 工学研究科 大林　茂 教授

ＬＩ　ＳＨＵＮ
ＹＩ

ﾘ ｼﾞﾕﾝｲ 生体材料学関連 ポリ酪酸ビニルナノ粒子を用いた抗アレルギー
ワクチンの合理的設計

九州大学 システム生命科学
府

片山　佳樹 教授

ＬＩＵ　ＺＩＹ
Ｉ

ﾘﾕｳ ｽﾞｲ 機械力学およびメカトロニク
ス関連

圧電微小超音波トランスデューサによるマルチ
モーダル指紋・静脈認証センサーの開発

東北大学 工学研究科 田中　秀治 教授

龍薗　一樹 ﾘﾕｳｿﾞﾉ ｶｽﾞｷ 材料力学および機械材料関連 超音波映像化技術とトポロジー最適化の融合に
よる複合材の損傷同定システムの開発

九州大学 工学府 矢代　茂樹 教授
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ＬＥＯＮＧ　Ｉ
ＡＴ　ＷＡＩ

ﾘﾖｳ ｲﾂﾜｲ ナノマイクロシステム関連 液液界面アシストナノポアを用いた１粒子検出
法の創成

大阪大学 理学研究科 谷口　正輝 教授

両川　厚輝 ﾘﾖｳｶﾜ ｱﾂｷ 建築計画および都市計画関連 ラテンアメリカ都市部インフォーマル地区にお
ける住民主体の生活圏構築に関する研究

東京大学 新領域創成科学研
究科

岡部　明子 教授

渡邉　大貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 構造工学および地震工学関連 マルチマテリアル3D-printerでつくる未来の社
会インフラ設計法の開発

名古屋大学 工学研究科 加藤　準治 教授
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阿部　香央莉 ｱﾍﾞ ｶｵﾘ 知能情報学関連 テーマ型対話における対話マネジメントの方法
論解明およびマネジメントシステムの構築

東北大学 情報科学研究科 乾　健太郎 教授

天野　領太 ｱﾏﾉ ﾘﾖｳﾀ 生命、健康および医療情報学
関連

活動量から眠気を生成するモデルによる睡眠制
御状態の追跡とライフスタイル個別最適化

東北大学 情報科学研究科 三分一　史
和

客員准教授

井倉　幹大 ｲｸﾗ ﾐｷﾋﾛ 知能ロボティクス関連 高速画像処理を用いた飛行ロボットの適応的高
速空間センシングと安全着陸制御システム

東京大学 工学系研究科 山下　淳 准教授

石川　晴也 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾔ 知覚情報処理関連 空間知能化に向けた能動的画像センシングによ
るマッピング技術の研究

慶應義塾大学 理工学研究科 青木　義満 教授

ＷＵ　ＥＲＷＩ
Ｎ

ｳｰ ｴｱｳｲﾝ ヒューマンインタフェースお
よびインタラクション関連

深層学習を用いた実時間の三次元人間姿勢予測
とそのスポーツ応用

東京工業大学 情報理工学院 小池　英樹 教授

上原　康平 ｳｴﾊﾗ ｺｳﾍｲ 知能ロボティクス関連 実世界理解に向けた，対話に基づく画像中の未
知物体に関する情報獲得

東京大学 情報理工学系研究
科

原田　達也 教授

上原　美夏 ｳｴﾊﾗ ﾐｶ 生命、健康および医療情報学
関連

腸内細菌叢メタゲノム解析手法の構築と霊長類
コモンマーモセットを用いた実験

慶應義塾大学 理工学研究科 榊原　康文 教授

内田　絢斗 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ ソフトコンピューティング関
連

確率モデルに基づくBlack-Box最適化フレーム
ワークの理論解析とその応用

横浜国立大学 環境情報学府 白川　真一 講師

江利口　礼央 ｴﾘｸﾞﾁ ﾚｵ 情報セキュリティ関連 一般アクセス構造を持つ秘密分散法の効率性及
び機能性の向上

東京大学 情報理工学系研究
科

縫田　光司 准教授

大西　悠貴 ｵｵﾆｼ ﾕｷ ヒューマンインタフェースお
よびインタラクション関連

知的生産作業の支援を促す動的壁面型デバイス
による視覚・聴覚情報伝達制御手法の探索

東北大学 情報科学研究科 北村　喜文 教授

大伏　仙泰 ｵｵﾌﾞｼ ﾉﾘﾔｽ ヒューマンインタフェースお
よびインタラクション関連

スケール可変環境における身体性インタラク
ションに関する研究

東京大学 工学系研究科 稲見　昌彦 教授

奥村　圭祐 ｵｸﾑﾗ ｹｲｽｹ 知能情報学関連 移動エージェント群の協調行動を誘発する環境
による計算支援

東京工業大学 情報理工学院 ＤＥＦＡＧ
Ｏ　Ｘａｖ
ｉｅｒ

教授

小野　智寛 ｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 知能ロボティクス関連 知能処理の回路化とロボットプラットフォーム
への適用

九州工業大学 生命体工学研究科 田向　権 准教授

大日方　孝輝 ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｷ ソフトコンピューティング関
連

ベイズ推定による信頼度評価を伴った特徴量選
択手法の開発

東京大学 理学系研究科 岡田　真人 教授

金森　憲太朗 ｶﾅﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 知能情報学関連 解釈可能な予測モデル獲得のための離散最適化
に基づく効率良い学習アルゴリズムの研究

北海道大学 情報科学院 有村　博紀 教授

金子　征太郎 ｶﾈｺ ｾｲﾀﾛｳ ヒューマンインタフェースお
よびインタラクション関連

テクスチャ面上における皮膚変形計測を用いた
質感的触感の解明

電気通信大学 情報理工学研究科 梶本　裕之 教授

亀岡　嵩幸 ｶﾒｵｶ ﾀｶﾕｷ ヒューマンインタフェースお
よびインタラクション関連

圧力分布計を用いた粘着感の定量化と再現系の
開発

電気通信大学 情報理工学研究科 梶本　裕之 教授

ＤＣ１・情報学　53名　令和2年度特別研究員採用者一覧



ＤＣ１ 情報学 43922 令和2年度 53

氏名 カナ氏名 小区分 研究課題名 受入研究機関 部局 受入研究者 職名  

ＤＣ１・情報学　53名　令和2年度特別研究員採用者一覧

粥川　青汰 ｶﾕｶﾜ ｾｲﾀ ヒューマンインタフェースお
よびインタラクション関連

視覚障害者の社会的行動を促進するための環境
認識支援システム

早稲田大学 先進理工学研究科 森島　繁生 教授

ガラムカリ　和 ｶﾞﾗﾑｶﾘ ｶｽﾞ 数理情報学関連 情報幾何に基づく半順序集合上の対数線形モデ
ルによる量子統計物理学へのアプローチ

総合研究大学院
大学

複合科学研究科 杉山　磨人 准教授

栗林　樹生 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ 知能情報学関連 テクストの数理的モデリングと、数理モデルを
通したテクストらしさの解明への挑戦

東北大学 情報科学研究科 乾　健太郎 教授

小泉　透 ｺｲｽﾞﾐ ﾄｵﾙ 計算機システム関連 超高効率実行を実現する距離指定型命令セット
アーキテクチャの研究

東京大学 情報理工学系研究
科

入江　英嗣 准教授

小松　瑞果 ｺﾏﾂ ﾐｽﾞｶ 数理情報学関連 時系列データの微分代数に基づくモデリング手
法の構築と実問題への応用

神戸大学 システム情報学研
究科

谷口　隆晴 准教授

斎藤　菜美子 ｻｲﾄｳ ﾅﾐｺ 知能ロボティクス関連 ロボットによる操作対象物体の外見的・内面的
特徴に合わせた道具使用学習モデルの構築

早稲田大学 創造理工学研究科 菅野　重樹 教授

阪本　光星 ｻｶﾓﾄ ｺｳｾｲ 情報セキュリティ関連 軽量共通鍵暗号の設計，およびその安全性評価 兵庫県立大学 応用情報科学研究
科

五十部　孝
典

准教授

嵯峨　拓真 ｻｶﾞ ﾀｸﾏ 知能情報学関連 実環境下におけるヒューマンエラーの脳波によ
る定量評価法の確立

大阪大学 生命機能研究科 柳田　敏雄 特任教授
（常勤）

佐瀬　文一 ｻｾﾞ ﾌﾐｶｽﾞ 認知科学関連 片耳難聴者の音空間知の解明と最適補聴システ
ムの実用化

東京都立大学 大学院システムデ
ザイン研究科

大久保　寛 准教授

新藤　光 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 知能情報学関連 論理を用いた解釈性の高い機械学習アルゴリズ
ムの開発

京都大学 情報学研究科 山本　章博 教授

神宮司　明良 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｱｷﾗ 計算機システム関連 静的と動的な枝刈りを組み合わせた高速なCNN
システムの実現

東京工業大学 工学院 中原　啓貴 准教授

末竹　裕貴 ｽｴﾀｹ ﾋﾛﾀｶ ヒューマンインタフェースお
よびインタラクション関連

バイオインフォマティクスにおける解析のため
のインタラクション

東京大学 情報理工学系研究
科

五十嵐　健
夫

教授

鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 情報セキュリティ関連 現実的に利用可能な関数型暗号の実現 筑波大学 理工情報生命学術
院

面　和成 准教授

ＳＯＡＲＥＳ
ＯＬＩＶＥＩＲ
Ａ　ＦＡＲＬＥ
Ｙ

ｿｱﾚｽ ｵﾘﾍﾞｲﾗ ﾌｱﾙ
ﾚｲ

情報学基礎論関連 超立方体のオリエンテーションの列挙による単
体法への新展開

東京大学 情報理工学系研究
科

今井　浩 教授

高橋　怜子 ﾀｶﾊｼ ﾚｲｺ 知能ロボティクス関連 ユニバーサルデザイン製品設計支援のためのデ
ジタルハンドによる把持姿勢生成

横浜国立大学 理工学府 前田　雄介 准教授

田辺　広樹 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 情報学基礎論関連 不確実データを含む多目的最適化問題に対する
効率的解法の開発と多クラス判別への応用

京都大学 情報学研究科 山下　信雄 教授
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塚田　峰登 ﾂｶﾀﾞ ﾐﾈﾄ 計算機システム関連 オンデバイス学習による環境適応型異常検知手
法の提案とAIハードウェア化

慶應義塾大学 理工学研究科 松谷　宏紀 准教授

中井　雄士 ﾅｶｲ ﾀｹｼ 情報セキュリティ関連 カードベース暗号とマルチパーティ計算の相互
変換に関する研究

電気通信大学 情報理工学研究科 岩本　貢 准教授

中野　萌士 ﾅｶﾉ ｷｻﾞｼ ヒューマンインタフェースお
よびインタラクション関連

VR技術を用いた食物種類の認知操作による味覚
知覚メカニズムの解明

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

清川　清 教授

中村　絢斗 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ ソフトコンピューティング関
連

分散的な推定・行動システムの最適性に基づく
生物の探索行動の理解

東京大学 情報理工学系研究
科

小林　徹也 准教授

西川　広記 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛｷ 計算機システム関連 マルチコア/メニーコアにおけるタスクスケ
ジューリング

立命館大学 理工学研究科 冨山　宏之 教授

原　彰良 ﾊﾗ ｱｷﾖｼ ヒューマンインタフェースお
よびインタラクション関連

電流刺激下での脳波計測法並びに効果的な経頭
蓋交流電流刺激法の開発

大阪大学 情報科学研究科 前田　太郎 教授

舩越　満 ﾌﾅｺｼ ﾐﾂﾙ 情報学基礎論関連 編集操作に対応した動的な文字列処理アルゴリ
ズムの開発

九州大学 システム情報科学
府

竹田　正幸 教授

松尾　玲央馬 ﾏﾂｵ ﾚｵﾏ 計算機システム関連 逆デュアルフロー形式の応用によるGPUの高性
能・高電力効率化

東京大学 情報理工学系研究
科

塩谷　亮太 准教授

松谷　太郎 ﾏﾂﾀﾆ ﾀﾛｳ 生命、健康および医療情報学
関連

深層学習を用いた形質推定アルゴリズムの開発
と有用品種のデザイン

早稲田大学 先進理工学研究科 浜田　道昭 教授

松永　悠斗 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾄ エンタテインメントおよび
ゲーム情報学関連

音響機器の特性を利用した劣化の無い新しい情
報ハイディング手法の開発

北海道大学 情報科学院 土橋　宜典 准教授

ＭＡＷＡＬＩＭ
ＣＡＮＤＹ　Ｏ
ＬＩＶＩＡ

ﾏﾜﾘﾑ ｷﾔﾝﾃﾞｲ ｵﾘﾌ
ｲｱ

知覚情報処理関連 位相変調に関する聴覚特性に基づいた音響情報
ハイディング

北陸先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

鵜木　祐史 教授

水丸　和樹 ﾐｽﾞﾏﾙ ｶｽﾞｷ 認知科学関連 複数体コミュニケーションロボットを用いたイ
ンタラクションに関する研究

北海道大学 情報科学院 小野　哲雄 教授

宮嵜　貴之 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 情報学基礎論関連 実用的な構文解析技術と形式言語理論をつなぐ
統一的な理論基盤の構築

東京工業大学 情報理工学院 南出　靖彦 教授

村山　友理 ﾑﾗﾔﾏ ﾕﾘ 知能情報学関連 ニューラルネットワークモデルによる文脈と知
識を用いた日本語対話システムの構築

お茶の水女子大
学

人間文化創成科学
研究科

小林　一郎 教授

本橋　春香 ﾓﾄﾊｼ ﾊﾙｶ 生命、健康および医療情報学
関連

毒性を考慮したp53標的放射線防護剤のスク
リーニング手法の開発

東京理科大学 理工学研究科 大和田　勇
人

教授

安見　嘉人 ﾔｽﾐ ﾋﾛﾄ 情報学基礎論関連 低性能デバイスに有効な分散アルゴリズムの開
発

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

井上　美智
子

教授

山口　直也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 知能ロボティクス関連 着衣と分布振動覚による全身接触滑り制御を利
用したヒューマノイドの入り込み行動

東京大学 情報理工学系研究
科

岡田　慧 教授
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山崎　遼也 ﾔﾏｻｷ ﾘﾖｳﾔ 統計科学関連 モードを活用する統計手法の解析及び開発 京都大学 情報学研究科 田中　利幸 教授

山本　賢太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 知覚情報処理関連 対話タスク・ユーザに適したキャラクタを表現
する音声対話システム

京都大学 情報学研究科 河原　達也 教授

郁　青 ﾕｰ ﾁﾝ 知覚情報処理関連 実世界データのための既知・未知データの同時
訓練による深層学習に関する研究

東京大学 情報理工学系研究
科

相澤　清晴 教授
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秋山　健太郎 ｱｷﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 植物分子および生理科学関連 単細胞緑藻由来の葉緑体ATP合成酵素完全複合
体のワンステップ単離と制御機構の解析

東京工業大学 生命理工学院 久堀　徹 教授

ＬＥＥ　ＳＵＪ
Ｉ

ｲ ｽｼﾞ ゲノム生物学関連 病院性変異の修正を目的としたアレル特異的ゲ
ノム編集方法の確立

京都大学 医学研究科 齊藤　博英 教授

石山　玄樹 ｲｼﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 多様性生物学および分類学関
連

深海底生生物における多様化プロセス：分岐年
代と遺伝的分化要因の解明

東京大学 理学系研究科 狩野　泰則 准教授

市原　知哉 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 分子生物学関連 ユビキチン修飾による鉄代謝制御系の最上流因
子の探索

九州大学 医学系学府 中山　敬一 教授

伊藤　慶 ｲﾄｳ ｹｲ 神経機能学関連 初期視覚野における行動目的依存的な神経細胞
が担う認知機能の解明

名古屋大学 創薬科学研究科 小坂田　文
隆

准教授

井元　宏明 ｲﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 生物物理学関連 分岐理論に基づいたErbBシグナル伝達系による
細胞周期制御の解明

大阪大学 理学研究科 岡田　眞里
子

教授

岩井　碩慶 ｲﾜｲ ﾋﾛﾉﾘ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

マルチオミクス解析による社会寄生アリのコロ
ニー創設に関わる分子メカニズムの解明

慶應義塾大学 政策・メディア研
究科

冨田　勝 教授

浦　朋人 ｳﾗ ﾄﾓﾄ 生物物理学関連 代謝における酵素集合体の液滴による再現と制
御

筑波大学 理工情報生命学術
院

白木　賢太
郎

教授

大石　紗友美 ｵｵｲｼ ｻﾕﾐ 進化生物学関連 昆虫共生器官の形態形成機構および進化発生的
起源の解明

東京大学 理学系研究科 深津　武馬 併任教授

大泉　祐介 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 分子生物学関連 染色体末端構造から紐解くヒトと大型類人猿の
相違性の解明

大阪大学 理学研究科 小布施　力
史

教授

大久保　祐里 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾘ 植物分子および生理科学関連 ペプチドホルモンCEPを介した全身的な窒素取
り込み制御機構の解明

名古屋大学 理学研究科 松林　嘉克 教授

大場　柾樹 ｵｵﾊﾞ ﾏｻｷ 細胞生物学関連 オートファジー抑制因子Rubiconが加齢に伴い
増加するメカニズムの解明

芝浦工業大学 理工学研究科 福井　浩二 教授

大宮　英恵 ｵｵﾐﾔ ﾊﾅｴ 神経科学一般関連 脳発生における成体神経幹細胞と上衣細胞の系
譜選択機構の解明

東京大学 薬学系研究科 後藤　由季
子

教授

片山　彩 ｶﾀﾔﾏ ｻｴ 生態学および環境学関連 火山灰土壌-植物系のリンの挙動　-自然植生に
おけるリン獲得と根圏発達機構の解明-

東京大学 理学系研究科 舘野　正樹 准教授

上浦　六十 ｶﾐｳﾗ ﾘｸﾄ 生物物理学関連 シミュレーションと進化実験による宿主と寄生
体の競争・共存のフェーズ遷移の理解

東京大学 総合文化研究科 市橋　伯一 教授

川口　也和子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾔﾜｺ 進化生物学関連 接合藻ヒメミカヅキモの生殖様式の進化：生殖
様式転換実験と全ゲノム解析から探る

千葉大学 融合理工学府 綿野　泰行 教授

川越　聡一郎 ｶﾜｺﾞｴ ｿｳｲﾁﾛｳ 構造生物化学関連 常磁性NMRとCryo-EMにより明らかにする分子
シャペロン複合体の協働機構

北海道大学 総合化学院 石森　浩一
郎

教授

ＤＣ１・生物系科学　69名　令和2年度特別研究員採用者一覧
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神林　千晶 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ 多様性生物学および分類学関
連

異質三倍体ブラーミニメクラヘビの現生親種系
統の探索とミトゲノム両性遺伝現象の実証

長浜バイオ大学 バイオサイエンス
研究科

倉林　敦 准教授

北尾　晃一 ｷﾀｵ ｺｳｲﾁ ゲノム生物学関連 転写後遺伝子発現制御における内在性ウイルス
由来配列の寄与

京都大学 医学研究科 朝長　啓造 教授

小林　里帆 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

Sik3による睡眠調節機構の解析 名古屋市立大学 薬学研究科 粂　和彦 教授

齋藤　健吾 ｻｲﾄｳ ｹﾝｺﾞ 神経科学一般関連 神経線維連絡による脳回形成メカニズムの解明 金沢大学 医薬保健学総合研
究科

河崎　洋志 教授

齋藤　元文 ｻｲﾄｳ ﾓﾄﾌﾐ 進化生物学関連 Clp1の分子進化を模倣した人工キメラClp1の機
能検証

慶應義塾大学 政策・メディア研
究科

金井　昭夫 教授

坂口　峻太 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾕﾝﾀ システムゲノム科学関連 １細胞遺伝子発現情報を用いた上皮形態形成に
おける細胞動態の制御機構の解明

京都大学 生命科学研究科 上村　匡 教授

坂本　貴洋 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 進化生物学関連 理論構築とゲノム解析から種分化の謎を解き明
かす

総合研究大学院
大学

先導科学研究科 印南　秀樹 教授

坂本　優希 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ 植物分子および生理科学関連 シロイヌナズナ葉肉プロトプラストを用いた細
胞の分化可塑性の機構解析

東京大学 理学系研究科 杉本　慶子 併任教授

佐藤　英明 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 進化生物学関連 パターン形成数理モデルを用いた軟体動物の貝
殻模様の理論的研究

東京大学 理学系研究科 佐々木　猛
智

准教授

佐藤　由宇 ｻﾄｳ ﾕｳ 神経機能学関連 情動記憶固定化時における海馬-扁桃体間の同
調活動機構の解明

東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

柴田　ゆき野 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷﾉ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

異種間ハイブリッドソングバードにおける生得
的に高い学習能力の神経分子基盤解明

北海道大学 生命科学院 和多　和宏 准教授

関口　太一朗 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲﾁﾛｳ 構造生物化学関連 巨大ウイルスにおける糖鎖修飾の実態解明とそ
の生物学的意義の探究

総合研究大学院
大学

物理科学研究科 加藤　晃一 教授

高木　舜晟 ﾀｶｷ ﾐﾂｱｷ 生物物理学関連 ビッグデータと多階層モデルを駆使したがん進
化動態の定量的研究

東京大学 新領域創成科学研
究科

鈴木　絢子 特任准教授

舘花　美沙子 ﾀﾃﾊﾅ ﾐｻｺ 発生生物学関連 加齢により変化し次世代表現型に影響を与える
精子ヒストン修飾の解明

東北大学 医学系研究科 大隅　典子 教授

田中　祥貴 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ 発生生物学関連 ヒレから四肢への進化における鰭条/指骨格の
Turingパターン共通性の解明

東北大学 生命科学研究科 田村　宏治 教授

多部田　弘光 ﾀﾍﾞﾀ ﾋﾛﾐﾂ 植物分子および生理科学関連 植物の葉器官のサイズ制御を司る内生代謝プロ
グラムの解明

東京大学 総合文化研究科 阿部　光知 准教授

ＣＨＥＮＧ　Ｚ
ｉｘｉｎ

ﾃｲ ｼｷﾝ 多様性生物学および分類学関
連

雌がペニスを持つ昆虫の交尾器機能の総合的理
解

北海道大学 農学院 吉澤　和徳 准教授
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出岐　大空 ﾃﾞｷ ｵｵｿﾞﾗ 生態学および環境学関連 卵胎生魚類における繁殖干渉至近メカニズムの
初実証：雌の性選択が決める競争の結末

鹿児島大学 連合農学研究科 辻　瑞樹 教授

傳保　聖太郎 ﾃﾞﾝﾎﾞ ｾｲﾀﾛｳ 進化生物学関連 細胞接着の起源-単細胞ホロゾアのラミニン・
カドヘリン様遺伝子の機能解明

県立広島大学 総合学術研究科 菅　裕 准教授

富永　貴哉 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶﾔ 植物分子および生理科学関連 アーバスキュラー菌根共生の制御メカニズムは
外生菌根共生の成立に関与するのか？

鳥取大学 連合農学研究科 上中　弘典 准教授

ドル　有生 ﾄﾞﾙ ﾕｳｷ 植物分子および生理科学関連 気孔幹細胞の多様なふるまいを生み出す分子基
盤の解明

東京大学 理学系研究科 塚谷　裕一 教授

中林　ゆい ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 生態学および環境学関連 共生関係における可塑性は分布拡大時の拘束を
取り払えるか？

京都府立大学 生命環境科学研究
科

大島　一正 准教授

中溝　真未 ﾅｶﾐｿﾞ ﾏﾐ 神経科学一般関連 逃避行動の時間枠を生み出す神経基盤の解明 東京大学 理学系研究科 榎本　和生 教授

中村　真悠子 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 発生生物学関連 ミドリシリスにおけるストロンの頭部形成機構
の分子発生学的研究

東京大学 理学系研究科 三浦　徹 教授

長崎　真治 ﾅｶﾞｻｷ ｼﾝｼﾞ 細胞生物学関連 近赤外光と青色光を用いた新規遺伝子発現の光
操作技術の開発と神経発生・再生への応用

京都大学 京都大学 大学院
生命科学研究科

今吉　格 教授

西奈美　卓 ﾆｼﾅﾐ ｽｸﾞﾙ 生物物理学関連 酵母プリオンタンパク質Sup35の線維化を制御
する新規添加剤の開発

筑波大学 理工情報生命学術
院

白木　賢太
郎

教授

長谷川　葉月 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 植物分子および生理科学関連 シアノバクテリアの高温耐性機構の理解とその
応用

東京工業大学 生命理工学院 田中　寛 教授

秦　有輝 ﾊﾀ ﾕｳｷ 植物分子および生理科学関連 コケ植物の幹細胞と分化細胞の相互作用に着目
した、植物の新規幹細胞維持機構の解明

東北大学 生命科学研究科 経塚　淳子 教授

半沢　真帆 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾏﾎ 自然人類学関連 サバンナ霊長類の遊動のダイナミクスと群間交
渉によって維持される群内の協力性

京都大学 理学研究科 中川　尚史 教授

平野　航太郎 ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾛｳ 細胞生物学関連 骨格筋幹細胞における新規細胞力覚機構の役割
解明

京都大学 工学研究科 森　泰生 教授

Ｐｅｔｅｒｓｏ
ｎ　Ｍｉｌｅｓ
ＩＳＡＯ

ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ ﾏｲﾙｽﾞ ｲ
ｻｵ

生態学および環境学関連 河川での外来種コクチバスの侵入プロセスとそ
の在来魚への影響

信州大学 総合医理工学研究
科

井田　秀行 准教授

福本　紘大 ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 生物物理学関連 真核生物の転写伸長を制御するトリガー反応の
1分子観察

大阪大学 理学研究科 原田　慶恵 教授

藤田　博昭 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 生態学および環境学関連 複雑細菌群集の時系列データを用いた安定性予
測と操作実験による群集動態の制御

京都大学 理学研究科 東樹　宏和 准教授

星野　史規 ﾎｼﾉ ﾌﾐ 機能生物化学関連 微量生理活性脂質ホスファチジン酸分子種の標
的探索：脂質多様性の生理的意義に迫る

千葉大学 融合理工学府 坂根　郁夫 教授
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前田　玉青 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾏｵ 生態学および環境学関連 野生ウマにみられる重層社会：群れの集結と規
則的空間配置の成立メカニズム

京都大学 理学研究科 平田　聡 教授

松原　周蔵 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾕｳｿﾞｳ 神経科学一般関連 加齢に伴う神経幹細胞機能低下の分子基盤解明
とその改善法の創出

九州大学 医学系学府 中島　欽一 教授

宮野　里菜子 ﾐﾔﾉ ﾘﾅｺ 神経機能学関連 海馬苔状線維シナプス前終末からの直接記録に
よる短期シナプス可塑性の生理学

同志社大学 脳科学研究科 坂場　武史 教授

牟禮　あゆみ ﾑﾚ ｱﾕﾐ 発生生物学関連 ショウジョウバエの成長を支える共生微生物に
よる栄養基盤の解明

京都大学 生命科学研究科 上村　匡 教授

森安　大地 ﾓﾘﾔｽ ﾀﾞｲﾁ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

新規スパースラベル法を用いた生体リズム維持
形成の基盤となる神経回路構造の解明

京都大学 薬学研究科 土居　雅夫 教授

矢井田　友暉 ﾔｲﾀﾞ ﾕｳｷ 生態学および環境学関連 過去の土地利用が植物群集組成を長期的に規定
するメカニズム：スキー場草原に着目して

神戸大学 人間発達環境学研
究科

丑丸　敦史 教授

矢ヶ崎　怜 ﾔｶﾞｻｷ ﾚｲ 発生生物学関連 腸の蠕動運動を支える細胞間同調性の確立機構 京都大学 理学研究科 高橋　淑子 教授

安垣　進之助 ﾔｽｶﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 神経機能学関連 レム睡眠の生理的作用の解明-うつ病の発症へ
着目して-

筑波大学 人間総合科学研究
科

森川　一也 教授

谷戸　崇 ﾔﾄ ﾀｶｼ 形態および構造関連 齧歯類における陰茎骨遠位部の三叉構造に関す
る比較形態学的研究

京都大学 理学研究科 本川　雅治 教授

山内　悠至 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｼﾞ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

線虫行動と神経ネットワークの連関を網羅的に
解明する機能的セルオミックス法の開発

京都大学 農学研究科 植田　充美 教授

山田　晴也 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾔ 神経科学一般関連 Nwd1遺伝子によるプリノソーム形成を介した新
たな大脳皮質発生機構の解明

早稲田大学 人間科学研究科 榊原　伸一 教授

山本　楠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞﾝ システムゲノム科学関連 物理的相互作用情報を用いたタンパク質の新規
進化系統解析と進化モデルの構築

慶應義塾大学 政策・メディア研
究科

冨田　勝 教授

善岡　祐輝 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ ゲノム生物学関連 比較ゲノムによるサンゴ共生系を生み出すゲノ
ム基盤の解明

東京大学 新領域創成科学研
究科

井上　広滋 教授

吉田　一貴 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 生態学および環境学関連 スピロプラズマによる晩期型オス殺し原因遺伝
子の特定およびメカニズムの解明

鹿児島大学 連合農学研究科 徳田　誠 准教授

Ｌａｃａｖａ
Ｓａｌｖａｔｏ
ｒｅ　Ａｎｄｒ
ｅａ

ﾗｶｳﾞｱ ｻﾙﾊﾞﾄｰﾚ ｱ
ﾝﾄﾞﾚｱ

動物生理化学、生理学および
行動学関連

マウスの尻尾を用いたバランス機能の解明 沖縄科学技術大
学院大学

科学技術研究科 ウーシサー
リ　マルリ
カ・ヨエ

准教授

ＬＩ　ＳＩＨＡ
Ｎ

ﾘ ｼｶﾝ 分子生物学関連 リボソームRNAの異常に起因するリボソーム分
解系18S NRDの分子機構の解明

東北大学 薬学研究科 稲田　利文 教授

渡邊　耕平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

オオクロコガネにおける2日リズムの分子神経
機構の解析

大阪大学 理学研究科 志賀　向子 教授
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ＷＡＮＧ　Ｈｓ
ｉｎ　Ｔｚｕ

ﾜﾝ ｼﾝ ﾂｰ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

概日リズム機能を担う新規カルシウムシグナル
制御因子

東京大学 理学系研究科 深田　吉孝 教授
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浅野　航輝 ｱｻﾉ ｺｳｷ 作物生産科学関連 サゴヤシを商品作物として持続的に栽培するた
めのアーバスキュラー菌根菌利用技術開発

名古屋大学 生命農学研究科 江原　宏 教授

足立　大宜 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｷ 応用生物化学関連 持続可能な社会を実現する生物電気化学的エネ
ルギー変換系の基盤構築と応用展開

京都大学 農学研究科 白井　理 准教授

嵐田　遥 ｱﾗｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 植物栄養学および土壌学関連 根粒菌共生アイランドの動的構造の解明：宿主
を騙す根粒菌の生成機構とその意義

東北大学 生命科学研究科 佐藤　修正 准教授

荒田　洋平 ｱﾗﾀ ﾖｳﾍｲ 森林科学関連 地震に伴う複合災害の対策に向けた水文地形学
的アプローチによる流域土砂動態の解明

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

五味　高志 教授

伊東　昇紀 ｲﾄｳ ｼﾖｳｷ 応用生物化学関連 モデルラン藻のバイオプラスチック原料生成経
路の重点的解析

明治大学 明治大学大学院農
学研究科

小山内　崇 准教授

伊藤　大裕 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾕｳ 実験動物学関連 フリーズドライ精子の室温保存を実用化するた
めの新規技術開発

山梨大学 医工農学総合教育
部

若山　照彦 教授

猪鼻　真理 ｲﾉﾊﾅ ﾏﾘ 獣医学関連 水圏由来の非結核性抗酸菌の有する健康障害の
解明

日本獣医生命科
学大学

獣医生命科学研究
科

和田　新平 教授

今井松　健也 ｲﾏｲﾏﾂ ｹﾝﾔ 獣医学関連 哺乳類の雌雄生殖腺支持細胞における性的２型
の可塑性と堅牢性の分子機序解明

東京大学 農学生命科学研究
科

金井　克晃 准教授

今田　舜介 ｲﾏﾀﾞ ｼﾕﾝｽｹ 昆虫科学関連 ヒゲナガゾウムシ科の口器と寄主利用の進化と
多様性

九州大学 生物資源環境科学
府

丸山　宗利 准教授

内富　蘭 ｳﾁﾄﾐ ﾗﾝ 食品科学関連 加齢性筋萎縮・肥満の予防改善におけるビタミ
ンDと大豆イソフラボンの作用機序解明

京都府立大学 生命環境科学研究
科

亀井　康富 教授

太田　遥子 ｵｵﾀ ﾖｳｺ 地域環境工学および農村計画
学関連

既設老朽開水路の圧力パイプライン化による施
設の長寿命化に関する研究

神戸大学 農学研究科 河端　俊典 教授

大本　敬之 ｵｵﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 応用分子細胞生物学関連 脊椎動物におけるシアル酸の結合様式多様性の
生物学的意義の解明

名古屋大学 生命農学研究科 北島　健 教授

尾関　未帆 ｵｾﾞｷ ﾐﾎ 遺伝育種科学関連 カブの核遺伝子型雄性不稔の機構解明及び育種
への応用

東京農業大学 農学研究科 三井　裕樹 准教授

小野　晶子 ｵﾉ ｱｷｺ 応用生物化学関連 冬虫夏草（サナギタケ）のレクチンに関する生
体内機能の解明

東京農工大学 連合農学研究科 鈴木　智大 准教授

尾山　輝 ｵﾔﾏ ﾋｶﾙ 水圏生命科学関連 新たなTTX保有生物の発見およびTTX獲得機構の
解明

日本大学 生物資源科学研究
科

糸井　史朗 教授

川崎　真由 ｶﾜｻｷ ﾏﾕ 応用生物化学関連 核内受容体群をターゲットする活性制御化合物
の高速スクリーニング法の確立と応用

静岡県立大学 静岡県立大学　薬
食生命科学総合学
府　食品栄養科学
専攻

伊藤　創平 准教授

ＤＣ１・農学・環境学　57名　令和2年度特別研究員採用者一覧
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ガロン　エロイ
ザ　メイ

ｶﾞﾛﾝ ｴﾛｲｻﾞ ﾒｲ 獣医学関連 東南アジアにおける家畜バベシア症に対するゲ
ノム疫学調査と制御戦略の確立

帯広畜産大学 畜産学研究科 玄　学南 教授

木下　有羽 ｷﾉｼﾀ ﾕｳ 園芸科学関連 非開花性を記憶したキャベツにおける原因遺伝
子の特定および遺伝子初期化技術の開発

京都大学 農学研究科 土井　元章 教授

小西　堯生 ｺﾆｼ ﾀｶｵ 昆虫科学関連 シロアリにおける社会レベルの免疫システムと
しての巣仲間認識・排他行動の機構解明

京都大学 農学研究科 松浦　健二 教授

櫻井　裕真 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾏ 水圏生産科学関連 左右性とゆらぎが創出するイカ類の超個体視覚 琉球大学 理工学研究科 池田　譲 教授

佐藤　拓哉 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 環境動態解析関連 太平洋外洋域における窒素固定生物の多様性と
生態学的役割の解明

東京大学 農学生命科学研究
科

高橋　一生 教授

清水　拓海 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾐ 環境影響評価関連 複数の猛禽類を対象とした多次元的なニッチ解
明と生物多様性指標としての価値の再検証

慶應義塾大学 政策・メディア研
究科

一ノ瀬　友
博

教授

菅原　遼 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾖｳ 生物資源保全学関連 カノシタ属菌をモデルケースとした、外生菌根
菌資源の多様化過程の解明

鳥取大学 連合農学研究科 中桐　昭 教授

鈴木　颯 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾃ 実験動物学関連 マウス原腸胚の三胚葉形成において遺伝子発現
を制御するクロマチン構造変化の解明

筑波大学 人間総合科学研究
科

杉山　文博 教授

須藤　竜大朗 ｽﾄﾞｳ ﾘﾕｳﾀﾛｳ 木質科学関連 木質系面材料が円形接合具による支圧を受けた
時の、力学的特性の把握と影響因子の解明

東京大学 農学生命科学研究
科

稲山　正弘 教授

ＸＵＥ　ＹＩ ｾﾂ ｲ 環境負荷低減技術および保全
修復技術関連

新規一槽式窒素除去とリン回収プロセスの開発 東北大学 環境科学研究科 李　玉友 教授

相馬　純 ｿｳﾏ ｼﾞﾕﾝ 昆虫科学関連 グンバイムシの多様化と分布形成に地理的隔
離・寄主転換・植物の多様化が与えた影響

九州大学 生物資源環境科学
府

三田　敏治 助教

平良　尚梧 ﾀｲﾗ ｼﾖｳｺﾞ 木質科学関連 リグニンを原料とした蓄電デバイス用セパレー
タの開発

北海道大学 農学院 浦木　康光 教授

高橋　祐人 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 応用分子細胞生物学関連 細胞老化における核内アクチン繊維の役割：機
構解明と人為的操作法の基盤確立

東北大学 農学研究科 原田　昌彦 教授

竹重　龍一 ﾀｹｼｹﾞ ﾘﾕｳｲﾁ 森林科学関連 伐採後熱帯雨林回復速度の非線形性・空間変異
を生む要因の解明と広域レジリエンス評価

京都大学 農学研究科 北山　兼弘 教授

手良村　知功 ﾃﾗﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 水圏生産科学関連 深海性魚類のDNAバーコーディングと集団構造
解析～種多様性の実態と要因に迫る～

東京大学 農学生命科学研究
科

菊池　潔 教授

徳田　遼佑 ﾄｸﾀﾞ ﾘﾖｳｽｹ 植物保護科学関連 免疫抑制エフェクターを介したファイトプラズ
マの昆虫媒介機構の解明

東京大学 農学生命科学研究
科

山次　康幸 教授

栃木　香帆子 ﾄﾁｷﾞ ｶﾎｺ 森林科学関連 ブナ科堅果の結実豊凶がツキノワグマの個体群
動態に及ぼす影響の解明

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

小池　伸介 准教授

富原　健太 ﾄﾐﾊﾗ ｹﾝﾀ 昆虫科学関連 クワコとカイコの行動活性の差異を決定する家
畜化遺伝子の同定と機能解析

東京大学 農学生命科学研究
科

勝間　進 准教授
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中沢　真帆 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾎ 獣医学関連 食物アレルギーにおけるトリプターゼ/PAR-2シ
グナルの役割の解明

東京大学 農学生命科学研究
科

桃井　康行 教授

中島　壽視 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾐ 環境動態解析関連 放射性同位体による沿岸海底湧水を介した栄養
塩輸送量と低次生態系への影響の解明

福井県立大学 生物資源学研究科 杉本　亮 准教授

中村　暢宏 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 獣医学関連 バクテリオファージの細菌叢制御を介した次世
代型細菌感染症治療戦略の確立

酪農学園大学 獣医学研究科 岩野　英知 教授

難波　貴志 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶｼ 獣医学関連 動物の腎-骨連関を繋ぐIL-36：分子病態の解明
から臨床応用へ

北海道大学 大学院獣医学院 昆　泰寛 教授

西尾　拓哉 ﾆｼｵ ﾀｸﾔ 環境動態解析関連 腕足動物の化学組成を用いた新たな古炭酸系指
標の開発～海洋の全炭酸系解読に向けて～

東北大学 理学研究科 井龍　康文 教授

西川　雅展 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 応用分子細胞生物学関連 RNA修飾を介した植物ウイルス免疫機構に関す
る研究

東京大学 農学生命科学研究
科

山次　康幸 教授

野口　創一朗 ﾉｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ 植物保護科学関連 統合分類学的アプローチによるアザミウマ類の
農業に与える影響の探索と評価

北海道大学 農学院 吉澤　和徳 准教授

濱崎　甲資 ﾊﾏｻﾞｷ ｺｳｽｹ 遺伝育種科学関連 強化学習を応用した育種計画を最適化するフ
レームワークの構築

東京大学 農学生命科学研究
科

岩田　洋佳 准教授

林　凌也 ﾊﾔｼ ﾘﾖｳﾔ 動物生産科学関連 ヒストン修飾による母性エピゲノム遺伝機構の
解明

東京都立大学 大学院理学研究科 川原　裕之 教授

晴山　陽平 ﾊﾚﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 植物保護科学関連 植物成分を用いて耐性菌を生じさせずにカビ毒
を防除する方法に関する基礎的研究

東京農工大学 大学院　生物シス
テム応用科学府

豊田　剛己 教授

久岡　知輝 ﾋｻｵｶ ﾄﾓｷ 植物保護科学関連 繁殖干渉を利用した世界的大害虫ミバエ類の防
除技術の開発

滋賀県立大学 環境科学研究科 西田　隆義 教授

深井　悠里 ﾌｶｲ ﾕｳﾘ 水圏生産科学関連 太平洋側北極海における海底堆積物中の珪藻類
休眠期細胞に関する研究

北海道大学 環境科学院 鈴木　光次 教授

藤澤　宗太郎 ﾌｼﾞｻﾜ ｿｳﾀﾛｳ 獣医学関連 抗ワクモワクチン開発に向けた新規抗原の探索
とその効果検討

北海道大学 国際感染症学院 大橋　和彦 教授

藤田　忠文 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞﾌﾐ 生物有機化学関連 骨芽細胞の増殖に関わる天然ポリケチドの立体
化学決定と全合成

東京大学 農学生命科学研究
科

滝川　浩郷 教授

星　尚志 ﾎｼ ﾀｶﾕｷ 化学物質影響関連 メチル水銀による傷害性ミクログリアへの活性
化機構の解明

東北大学 薬学研究科 斎藤　芳郎 教授

益村　晃司 ﾏｽﾑﾗ ｺｳｼﾞ 応用分子細胞生物学関連 酵母のメチオニン代謝による寿命制御機構の解
明

広島大学 統合生命科学研究
科

水沼　正樹 教授

宮田　椋 ﾐﾔﾀ ﾘﾖｳ 食品科学関連 インドネシア産プロポリス由来成分を利用する
痛風抑制を目指した機能性食品素材の開発

静岡県立大学 薬食生命科学総合
学府食品栄養科学
専攻

熊澤　茂則 教授
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本平　航大 ﾓﾄﾋﾗ ｺｳﾀﾞｲ 環境負荷およびリスク評価管
理関連

適切なベクターコントロールを目指した殺虫剤
の生体・生態影響評価とその手法の確立

北海道大学 大学院獣医学院 石塚　真由
美

教授

山田　寛之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 生物資源保全学関連 堰堤上流区間に生息するサケ科魚類の隔離個体
群における増水耐性適応に関する研究

北海道大学 水産科学院 和田　哲 教授

Ｌａｕ　Ｌｉｋ
Ｍｉｎｇ

ﾗｳ ﾘﾂ ﾐﾝ 水圏生命科学関連 魚類独自のCD4-2陽性Ｔ細胞サブセットに関す
る研究

東京海洋大学 大学院海洋科学技
術研究科

佐野　元彦 教授

渡辺　祥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾖｳ 食品科学関連 骨格筋エクソソームの生理的役割及び生活習慣
がその機能性に与える影響の解明

東京大学 農学生命科学研究
科

佐藤　隆一
郎

教授

渡邊　日向 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅ 環境動態解析関連 アデリーペンギンの採餌行動から推定する南極
沿岸域のオキアミ３次元空間分布

総合研究大学院
大学

複合科学研究科 高橋　晃周 准教授

ＮＧ　ＳＵ　Ｐ
ＩＮＧ

ﾝ ｽｰﾋﾟﾝ 応用分子細胞生物学関連 解糖系代謝物の脂肪細胞における新規な役割：
脂質代謝を制御するシグナル分子

京都大学 農学研究科 後藤　剛 准教授
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麻　実乃莉 ｱｻ ﾐﾉﾘ 免疫学関連 MHCクラスI分子による「リポペプチド」抗原提
示機構の解明～アカゲザルからヒトへ

京都大学 生命科学研究科 杉田　昌彦 教授

麻生　啓文 ｱｿｳ ﾋﾛﾌﾐ ウイルス学関連 生体内におけるエイズウイルス感染細胞の異質
性と運命決定機構の解明

京都大学 薬学研究科 小柳　義夫 教授

Ａｂｄ　Ｅｌｗ
ａｋｉｌ　Ｍａ
ｈｍｏｕｄ

ｱﾌﾞﾄﾞﾜｷﾙ ﾏﾊﾓﾄﾞ 生体材料学関連 中枢神経疾患治療を目指した血液脳関門透過型
人工ナノ粒子の創製

北海道大学 生命科学院 原島　秀吉 教授

安部　佳亮 ｱﾍﾞ ﾖｼｱｷ 血液および腫瘍内科学関連 シングルセル解析を用いた血液がんモデルの解
析

筑波大学 人間総合科学研究
科

千葉　滋 教授

荒井　真也 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 免疫学関連 末梢由来制御性T細胞の分化機構とその動態の
解明

大阪大学 医学系研究科 坂口　志文 特任教授
（常勤）

家村　知樹 ｲｴﾑﾗ ﾄﾓｷ 免疫学関連 中分子OX40アゴニスト開発における抗腫瘍活性
評価法の確立

京都大学 医学研究科 高折　晃史 教授

石井　圭介 ｲｼｲ ｹｲｽｹ 薬系衛生および生物化学関連 海馬層構造の形成と維持に関わる新規メカニズ
ムの解明と、その疾患治療への応用

名古屋市立大学 薬学研究科 服部　光治 教授

石井　卓也 ｲｼｲ ﾀｸﾔ 薬系化学および創薬科学関連 有機分子触媒によるアルデヒドのラジカル型
カップリング反応の開発

金沢大学 医薬保健学総合研
究科

大宮　寛久 教授

伊藤　紗代 ｲﾄｳ ｻﾖ 医療薬学関連 脂質関連分子による薬物動態と薬効の制御～
PCSK9阻害薬の新規薬物間相互作用～

東京大学 薬学系研究科 鈴木　洋史 教授

今吉　菜月 ｲﾏﾖｼ ﾅﾂｷ 腫瘍診断および治療学関連 BRD4及びCBP/p300を標的とした小児MLL白血病
に対する新規治療法の開発

京都薬科大学 京都薬科大学大学
院　薬学研究科

芦原　英司 教授

海野　健斗 ｳﾐﾉ ｹﾝﾄ 血液および腫瘍内科学関連 B細胞性リンパ腫による可溶性インターロイキ
ン-2受容体の誘導メカニズムの解明

自治医科大学 医学研究科 神田　善伸 教授

越膳　真弓 ｴﾁｾﾞﾝ ﾏﾕﾐ 生理学関連 プルキンエ細胞と登上線維のタイムラプス観察
によるシナプス刈り込み機構の解明

東京医科歯科大
学

大学院医歯学総合
研究科

内田　篤治
郎

教授

大橋　路弘 ｵｵﾊｼ ﾐﾁﾋﾛ 栄養学および健康科学関連 概日リズムの日々の変動とその要因に関する探
索的研究

九州大学 統合新領域学府 樋口　重和 教授

大森　徳貴 ｵｵﾓﾘ ｻﾄﾀｶ 栄養学および健康科学関連 個体老化予防を目指した老化細胞の蓄積メカニ
ズムの解明

東京大学 理学系研究科 中西　真 教授

小野　雄基 ｵﾉ ﾕｳｷ 薬系衛生および生物化学関連 人工GPCRと合成リガンドを利用したG12シグナ
ルの個体での機能解析と創薬応用

東北大学 薬学研究科 井上　飛鳥 准教授

尾幡　穂乃香 ｵﾊﾞﾀ ﾎﾉｶ 放射線科学関連 次世代標的アイソトープ療法の開拓に向けた
オージェ電子治療の効果検証

北海道大学 生命科学院 小川　美香
子

教授

折田　健 ｵﾘﾀ ｹﾝ 薬理学関連 人工知能によるてんかんモデル動物の行動パ
ターン解析

東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

ＤＣ１・医歯薬学　90名　令和2年度特別研究員採用者一覧
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海渡　智史 ｶｲﾄ ｻﾄｼ 血液および腫瘍内科学関連 ポリコーム群複合体関連遺伝子の機能喪失型変
異に対する合成致死誘導遺伝子の探索

東京大学 大学院医学系研究
科

岩間　厚志 教授

抱　将史 ｶｶｴ ﾏｻｼ 薬理学関連 グリア細胞連関に着目した慢性脳低灌流の病態
メカニズムの解明

京都大学 薬学研究科 金子　周司 教授

笠間　健太郎 ｶｻﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 細菌学関連 日本紅斑熱リケッチア研究への挑戦：新規ゲノ
ム疫学手法の確立と増殖必須遺伝子の同定

九州大学 医学系学府 林　哲也 教授

加藤　辰弥 ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ スポーツ科学関連 上肢と下肢の協調に関わる神経基盤とその神経
学的結合特性の解明

東京大学 総合文化研究科 中澤　公孝 教授

加藤　直也 ｶﾄｳ ﾅｵﾔ 生体材料学関連 血液脳関門透過能を有する新規ペプチドの探索
とDDSキャリアへの展開

長崎大学 医歯薬学総合研究
科

川上　茂 教授

要石　就斗 ｶﾅﾒｲｼ ｼﾕｳﾄ 皮膚科学関連 寒冷暴露による皮膚免疫応答変化のメカニズム
解明

京都大学 医学研究科 椛島　健治 教授

唐崎　航平 ｶﾗｻｷ ｺｳﾍｲ リハビリテーション科学関連 運動療法による腹部大動脈瘤進展抑制効果とそ
の分子生物学的機序の解明

広島大学 医系科学研究科 池上　浩司 教授

河合　秀紀 ｶﾜｲ ﾋﾃﾞｷ リハビリテーション科学関連 低出力超音波パルス療法による末梢神経再生促
進メカニズムの解明と治療方法の開発

京都大学 医学研究科 黒木　裕士 教授

ＨＡＮ　ＹＵＸ
ＵＡＮ

ｶﾝ ｳｹﾝ 外科学一般および小児外科学
関連

luminal乳がん特異的転移マーカーの探索 早稲田大学 先進理工学研究科 仙波　憲太
郎

教授

木本　雄大 ｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 体育および身体教育学関連 巧緻運動技能の機序解明と神経筋訓練法の開発 上智大学 理工学研究科 田中　昌司 教授

黒宮　敬介 ｸﾛﾐﾔ ｹｲｽｹ 医化学関連 メカニカルストレスを介した正常上皮細胞とが
ん変異細胞との新規細胞間認識機構の解明

京都大学 大学院医学研究科 藤田　恭之 教授

桑水　隆多 ｸﾜﾐｽﾞ ﾘﾕｳﾀ スポーツ科学関連 超低強度運動による実行機能向上の生理機構：
ドーパミン作動性神経系の関与

筑波大学 人間総合科学学術
院

征矢　英昭 教授

河野　有香 ｺｳﾉ ﾕｶ 腫瘍診断および治療学関連 多能性幹細胞技術を用いた固形がんに対する他
家移植のキメラ抗原受容体T細胞療法

京都大学 医学研究科 小川　修 教授

小林　和弘 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 医化学関連 クライオ電子顕微鏡を用いたClass B GPCRの単
粒子構造解析

東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授

小松　彩夏 ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 常態系口腔科学関連 アストロサイトを起点とした認知機能破綻とそ
の制御

新潟大学 大学院医歯学総合
研究科

照沼　美穂 教授

近藤　知大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ 消化器内科学関連 合成致死による胆道癌に対する新たな治療戦略
の確立

京都大学 医学研究科 武藤　学 教授

齋藤　和輝 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 細菌学関連 HA非産生型ボツリヌス菌の病態形成機構の解明 金沢大学 医薬保健学総合研
究科

藤永　由佳
子

教授

齋藤　泰輝 ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ 薬系衛生および生物化学関連 タンパク質の分泌経路において糖鎖修飾を規定
する分子暗号の解読と制御

名古屋市立大学 薬学研究科 加藤　晃一 教授
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佐々木　晴香 ｻｻｷ ﾊﾙｶ 外科系歯学関連 睡眠時における気管支喘息急性増悪機構の解明 東北大学 歯学研究科 水田　健太
郎

教授

笹瀬　人暉 ｻｻｾ ﾋﾄｷ 病態神経科学関連 ストレスによるてんかん発作誘発における内側
前頭前野ノルアドレナリンの役割

金沢大学 医薬保健学総合研
究科

金田　勝幸 教授

佐藤　圭一郎 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 薬理学関連 活動依存的かつ出力特異的な新規細胞標識法の
確立と適切な社会性行動の脳内機構解明

北海道大学 生命科学院 南　雅文 教授

佐藤　月花 ｻﾄｳ ﾂｷｶ 病態神経科学関連 新規誘導法における患者由来iPS細胞を用いた
前頭側頭型認知症の病態モデリング

慶應義塾大学 医学研究科 岡野　栄之 教授

佐藤　元重 ｻﾄｳ ﾓﾄｼｹﾞ 基盤脳科学関連 人工知能が駆動する神経活動操作と知能開拓 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

佐分　雄祐 ｻﾌﾞ ﾕｳｽｹ 医療薬学関連 肝移植適応外の小児肝臓難病の克服に向けた病
態解明研究

東京大学 薬学系研究科 楠原　洋之 教授

柴田　智華子 ｼﾊﾞﾀ ﾁｶｺ 病態医化学関連 肝星細胞由来の分泌膜小胞の超精密分析を基盤
とした老化に伴う肝疾患の病態解明

東京大学 大学院医学系研究
科

小池　和彦 教授

ＪＵＮＧ　ＳＵ
ＮＧＭＯＫ

ｼﾞﾖﾝ ｽﾝﾓﾂｸ 衛生学および公衆衛生学分野
関連：実験系を含まない

インフルエンザと細菌性肺炎の相互流行動態の
解明とインフルエンザワクチンの効果推定

北海道大学 医学院 西浦　博 教授

鈴木　崇允 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾌﾞ 病態神経科学関連 アルツハイマー病治療を目指した光酸素化触媒
による凝集タウ動態制御

東京大学 薬学系研究科 富田　泰輔 教授

鈴木　碧 ｽｽﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 薬系衛生および生物化学関連 ストレス受容体としてのタンパク質凝集体ALIS
による新たな細胞死誘導機構の解明

東北大学 薬学研究科 松沢　厚 教授

孫　麗萍 ｿﾝ ﾚｲﾍｲ 整形外科学関連 患者由来iPS細胞を用いた進行性骨化性線維異
形成症における異所性骨化形成の解析

京都大学 医学研究科 戸口田　淳
也

教授

谷　春佳 ﾀﾆ ﾊﾙｶ 免疫学関連 グアノシン二リン酸（GDP）分解酵素E-NTPD6に
よる腸管恒常性維持機構の解明

大阪大学 医学系研究科 竹田　潔 教授

田沼　将人 ﾀﾇﾏ ﾏｻﾄ 薬理学関連 単一細胞解析を用いたストレス応答に関わる神
経メカニズムの解明

大阪大学 薬学研究科 橋本　均 教授

田畑　耕史郎 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾛｳ 衛生学および公衆衛生学分野
関連：実験系を含む

抗フラビウイルス抗体の結合プロファイルを用
いたフラビウイルスの血清診断法の確立

北海道大学 国際感染症学院 澤　洋文 教授

田山　舜一 ﾀﾔﾏ ｼﾕﾝｲﾁ 免疫学関連 T細胞におけるイオウ代謝の機能解明 東北大学 医学系研究科 石井　直人 教授

陳　維力 ﾁｴﾝ ｳｴｲﾘｰ 外科学一般および小児外科学
関連

移植片対宿主反応を用いた小腸移植への免疫寛
容導入療法の確立と機序の解明

日本医科大学 医学研究科 解析
人体病理学

清水　章 大学院教授

寺田　一貴 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ 薬系分析および物理化学関連 分子のサイズに着眼したがん光免疫療法のメカ
ニズム解明と適用拡大を目指した新薬開発

北海道大学 生命科学院 小川　美香
子

教授

冨永　貴輝 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶｷ スポーツ科学関連 運動時の持久力に関わる免疫細胞の役割の解明 早稲田大学 スポーツ科学研究
科

鈴木　克彦 教授

中井　紀 ﾅｶｲ ﾉﾘ 解剖学関連 蛍光偏光顕微鏡ライブイメージングによるビメ
ンチン動態制御機構の解明

東京医科歯科大
学

医歯学総合研究科 寺田　純雄 教授
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中村　幸太郎 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 病態神経科学関連 炎症が制御する脳神経回路の同定と分子メカニ
ズムの解明

東京大学 新領域創成科学研
究科

正井　久雄 客員教授

中村　晃大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ スポーツ科学関連 骨格筋量制御における性差の分子基盤 熊本大学 医学教育部 小野　悠介 准教授

長野　文彦 ﾅｶﾞﾉ ﾌﾐﾋｺ 医療薬学関連 致死性血栓症の克服を目指した補体3型受容体
の機能解明

名古屋大学 医学系研究科 丸山　彰一 教授

沼　知里 ﾇﾏ ﾁｻﾄ 薬理学関連 マウスうつ病モデルでの前頭前皮質の樹状突起
ミトコンドリア変化と機能的意義の解明

神戸大学 医学研究科 古屋敷　智
之

教授

沼崎　研人 ﾇﾏｻﾞｷ ｹﾝﾄ 病態系口腔科学関連 歯周病原細菌による好中球細胞外トラップ誘導
を基軸とした破骨細胞活性化機構の解明

東北大学 歯学研究科 溝口　到 教授

野口　朝子 ﾉｸﾞﾁ ｱｻｺ 薬理学関連 記憶固定化を可能にする複数の神経細胞の膜電
位動態の解明

東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

橋本　佳典 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 薬系化学および創薬科学関連 金属カルベン反応に立脚したアミド化学の新展
開と生物活性分子の合成

千葉大学 医学薬学府 根本　哲宏 教授

林　和寿 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾄｼ 薬系化学および創薬科学関連 有機超塩基触媒が拓く不活性炭素ー酸素結合の
直截的変換反応

東北大学 薬学研究科 根東　義則 教授

久野　元気 ﾋｻﾉ ｹﾞﾝｷ リハビリテーション科学関連 大腿切断者における角運動量の全身制御メカニ
ズム解明と歩行訓練への応用

東京工業大学 工学院 中島　求 教授

平井　勇祐 ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ 薬系化学および創薬科学関連 抗体及び機能性ペプチド内封型脂質ナノ粒子開
発による抗体の細胞内抗原への展開

京都大学 薬学研究科 二木　史朗 教授

平岩　茉奈美 ﾋﾗｲﾜ ﾏﾅﾐ 腫瘍生物学関連 がん幹細胞のタンパク質分解系を標的とした革
新的抗がん剤創成の基礎研究

岐阜薬科大学 薬学研究科 檜井　栄一 教授

平賀　大一 ﾋﾗｶﾞ ﾀｲﾁ スポーツ科学関連 低強度運動で高まる海馬可塑性の神経基盤:
ドーパミン作動性神経の関与

筑波大学 人間総合科学学術
院

征矢　英昭 教授

廣瀬　修平 ﾋﾛｾ ｼﾕｳﾍｲ 栄養学および健康科学関連 腫瘍増悪因子NRF3によるアミノ酸取り込みを介
したがん免疫系抑制機構の解明

同志社大学 生命医科学研究科 小林　聡 教授

藤岡　麻友 ﾌｼﾞｵｶ ﾏﾕ 外科学一般および小児外科学
関連

乳がんにおけるPD-1陽性濾胞性T細胞の抗がん
機構解明と制御

京都大学 医学研究科 上野　英樹 教授

藤河　香奈 ﾌｼﾞｶﾜ ｶﾅ 病態神経科学関連 一酸化窒素によるアミノ酸センサーＧＣＮ２活
性化を介した神経細胞死惹起機構の解明

岡山大学 医歯薬学総合研究
科

上原　孝 教授

古田　将大 ﾌﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ 薬系化学および創薬科学関連 遺伝子転写を活性化する細胞内ヒストンアシル
化触媒系の開発

東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授

方　凌艶 ﾎｳ ﾘﾖｳｴﾝ 解剖学関連 神経幹細胞の運命制御におけるTIMP3 の機能解
析

東京大学 薬学系研究科 後藤　由季
子

教授

前田　紘奈 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾅ 産婦人科学関連 卵管采・卵巣におけるクローンの時間的空間的
ダイナミクスの解明

京都大学 医学研究科 小川　誠司 教授
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増岡　宏哉 ﾏｽｵｶ ﾋﾛﾔ 基盤脳科学関連 数理モデルを用いた小脳運動学習を支える神経
メカニズムの解明

東京大学 理学系研究科 榎本　和生 教授

松井　公宏 ﾏﾂｲ ﾏｻﾋﾛ スポーツ科学関連 CKD患者における運動の抑うつ改善効果とその
機序の解明：FGF21に着目して

筑波大学 人間総合科学学術
院

前田　清司 教授

松岡　慶太郎 ﾏﾂｵｶ ｹｲﾀﾛｳ 薬系化学および創薬科学関連 セラノスティクスを指向した求核的なアスタチ
ン-211アニオンによる標識反応の開発

北海道大学 生命科学院 松永　茂樹 教授

松下　和揮 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｷ 循環器内科学関連 Ｈｉｐｐo経路を制御する因子の解明 京都大学 医学研究科 木村　剛 教授

松本　卓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ リハビリテーション科学関連 運動肢と同側の運動野を賦活する神経基盤の解
明とリハビリテーションへの応用

広島大学 総合健康科学専攻 桐本　光 教授

三浦　智徳 ﾐｳﾗ ﾄﾓﾉﾘ 医療薬学関連 生理学的薬物動態モデリング手法による化学物
質リスク評価のためのヒト体内動態予測

昭和薬科大学 薬学研究科 山崎　浩史 昭和薬科大
学薬物動態
学研究室教
授

三須　政康 ﾐｽ ﾏｻﾔｽ ウイルス学関連 重症熱性血小板減少症候群ウイルスに対する感
染阻止モノクローナル抗体の探索

奈良県立医科大
学

医学研究科 吉川　正英 教授

光石　彬史 ﾐﾂｲｼ ｱｷﾌﾐ 呼吸器内科学関連 小細胞肺癌オルガノイドを用いた個別化治療の
実現

慶應義塾大学 医学研究科 福永　興壱 教授

峯岸　雄基 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳｷ リハビリテーション科学関連 運動療法が末梢神経損傷後の中枢神経回路の可
塑的変化と機能回復を促進する機構の解明

埼玉県立大学 保健医療福祉学研
究科

金村　尚彦 研究科長・
教授

六車　宜央 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾖｼｵ 薬系分析および物理化学関連 認知症の早期判別を目的とする新たな簡易的層
別化検査の開発と一滴の血液への応用

立命館大学 薬学研究科、薬学
専攻

井之上　浩
一

准教授

村尾　直哉 ﾑﾗｵ ﾅｵﾔ 代謝および内分泌学関連 膵β細胞代謝を活性化する新規インスリン分泌
促進化合物の標的の同定と作用機序の解明

神戸大学 医学研究科 南　康博 教授

森　俊輔 ﾓﾘ ｼﾕﾝｽｹ 免疫学関連 ウイルスの免疫逃避機構を標的にした自己免疫
疾患発症機構の解明

大阪大学 医学系研究科 荒瀬　尚 教授

森田　真梨 ﾓﾘﾀ ﾏﾘ 腫瘍診断および治療学関連 KIRアリル多型に基づく難治性造血器腫瘍に対
する移植ドナーの最適化

京都大学 京都大学医学研究
科

高折　晃史 教授

森本　渓音 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾄ 栄養学および健康科学関連 生理的に重要な尿酸輸送体候補の探索 東京大学 薬学系研究科 鈴木　洋史 教授

山口　達生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｵ 衛生学および公衆衛生学分野
関連：実験系を含む

KSHV複製におけるウイルス性キナーゼORF21の
機能解析

京都薬科大学 京都薬科大学大学
院薬学研究科

藤室　雅弘 教授

山田　幸平 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 医療薬学関連 微粒子の表面物性改変技術を基盤とする革新的
DDS 製剤の開発

静岡県立大学 薬食生命科学総合
学府 薬食生命科
学専攻

尾上　誠良 教授

吉藤　康太 ﾖｼﾌｼﾞ ｺｳﾀ 血液および腫瘍内科学関連 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫における遺伝
子異常の網羅的機能解析

東京医科歯科大
学

医歯学総合研究科 三浦　修 教授
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吉原　勇作 ﾖｼﾜﾗ ﾕｳｻｸ 薬系化学および創薬科学関連 高配位ケイ素を基盤とする無保護カルボン酸の
直截的かつ触媒的不斉反応の開発

熊本大学 薬学教育部 中島　誠 教授
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