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相磯　尚子 ｱｲｲｿ ﾅｵｺ アジア史およびアフリカ史関
連

近世オスマン海軍の活動と人材-造船所長官と
県総督に注目して

慶應義塾大学 文学研究科 長谷部　史
彦

教授

阿部　晃平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 思想史関連 初期中世から盛期中世における学問観の変遷 立教大学 文学研究科 小澤　実 教授

有江　賢志朗 ｱﾘｴ ｹﾝｼﾛｳ 地理学関連 飛騨山脈における山腹氷河の特徴に関する研究 新潟大学 自然科学研究科 奈良間　千
之

教授

飯田　朋子 ｲｲﾀﾞ ﾄﾓｺ 日本語教育関連 技能実習生の日本語教育カリキュラムモデルの
研究 -送出し、監理、受入れの観点から

筑波大学 人文社会ビジネス
科学学術院

小野　正樹 教授

五十嵐　智哉 ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓﾔ 図書館情報学および人文社会
情報学関連

21世紀型公共図書館が与えるインパクトの評価
手法の構築

筑波大学 人間総合科学学術
院

吉田　右子 教授

池北　眞帆 ｲｹｷﾀ ﾏﾎ 地域研究関連 排外主義の解決をみすえたスペイン右翼ポピュ
リズム政党VOXに対する支持感情の解析

東京大学 総合文化研究科 宮地　隆廣 准教授

池田　健人 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ 哲学および倫理学関連 心への言語的アプローチ--カール・ポパーの三
世界論をもとに

大阪大学 人間科学研究科 森田　邦久 准教授

石野　隆美 ｲｼﾉ ﾀｶﾖｼ 文化人類学および民俗学関連 越境する法的身分と身体の民族誌的研究：フィ
リピンの訪日観光とビザ申請を事例に

立教大学 観光学研究科 門田　岳久 准教授

磯島　浩貴 ｲｿｼﾏ ｺｳｷ 哲学および倫理学関連 ベルクソンとラッセルの空間論-20世紀初頭の
幾何学思想との対話を中心に

大阪大学 人間科学研究科 檜垣　立哉 教授

一瀬　真平 ｲﾁﾉｾ ｼﾝﾍﾟｲ 英文学および英語圏文学関連 英米文学作家の影響関係の研究-作品に内在す
る先行作品の再評価-

北海道大学 文学院 竹内　康浩 教授

伊藤　智弘 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 日本文学関連 「字鏡集」の研究 大阪大学 文学研究科 岡島　昭浩 教授

伊藤　靖浩 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ ヨーロッパ文学関連 コレットのアレゴリー的身体観と文学史の創造 東京大学 総合文化研究科 森元　庸介 准教授

伊藤　涼 ｲﾄｳ ﾘﾖｳ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

魏晋玄学史研究 早稲田大学 文学研究科 渡邉　義浩 教授

岩永　紘和 ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 日本史関連 戦国期宗教における受容基盤の解明 京都大学 文学研究科 上島　享 教授

氏原　賢人 ｳｼﾞﾊﾗ ｹﾝﾄ 哲学および倫理学関連 前期ドゥルーズ哲学における「永遠回帰の経験
論」の生成史と哲学史的意義

東京大学 総合文化研究科 原　和之 教授

江原　聡子 ｴﾊﾗ ｻﾄｺ 思想史関連 都市ハランのサービア教とサービア教徒につい
て

東京大学 総合文化研究科 大塚　修 准教授

閻　志翔 ｴﾝ ｼｼﾖｳ 美術史関連 鑑真渡来を視点とする日中彫刻史の研究 東京藝術大学 美術研究科 松田　誠一
郎

教授

大倉　子南 ｵｵｸﾗ ｽﾅﾝ 言語学関連 ２０世紀前半のドイツにおける日常的「文字景
観」-ドイツ語史とドイツ史の交点を探る

学習院大学 人文科学研究科 高田　博行 教授

太田　知宏 ｵｵﾀ ﾄﾓﾋﾛ 日本史関連 近代日本の地域社会と技術 東京大学 人文社会系研究科 鈴木　淳 教授

ＤＣ２・人文学　112名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧



ＤＣ２ 人文学 44287 令和3年度(2021年度) 112

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  

ＤＣ２・人文学　112名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧

大平　理紗 ｵｵﾋﾗ ﾘｻ 考古学関連 製作技術の分析を主軸とした魏晋南北朝隋唐陶
俑の考古学的研究

京都府立大学 文学研究科 諫早　直人 准教授

岡部　晋也 ｵｶﾍﾞ ｼﾝﾔ 地理学関連 低標高性動物と高標高性動物における動物地理
の比較、地理的障壁という概念の再検討

京都大学 京都大学総合博物
館

本川　雅治 教授

柏倉　優一 ｶｼｸﾗ ﾕｳｲﾁ アジア史およびアフリカ史関
連

先秦期の楚における権力構造の研究 東京大学 人文社会系研究科 小寺　敦 教授

梶　彩子 ｶｼﾞ ｱﾔｺ 美学および芸術論関連 20世紀バレエ史における振付家レオニード・ヤ
コプソンの位置づけ

東京外国語大学 総合国際学研究科 前田　和泉 教授

片倉　峻平 ｶﾀｸﾗ ｼﾕﾝﾍﾟｲ 言語学関連 用字避複を中心とした、上古中国語の用字法に
関する研究

東京大学 人文社会系研究科 大西　克也 教授

加藤　剛史 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 外国語教育関連 日本人英語学習者のライティングにおける複雑
性の発達過程：複雑系理論に基づく予測

筑波大学 人文社会科学研究
科

小野　雄一 教授

上遠野　翔 ｶﾄｵﾉ ｼﾖｳ 思想史関連 ヘルヴァエウス・ナターリスにおけるトマス主
義の形成と発展

東京大学 総合文化研究科 山本　芳久 教授

河底　佑佳 ｶﾜｿｺ ﾕｶ 宗教学関連 近世イギリスにおける比較宗教とreligion概念
の形成

東京大学 人文社会系研究科 藤原　聖子 教授

木下　実紀 ｷﾉｼﾀ ﾐｷ 文学一般関連 ガージャール朝イランにおける文学の近代化の
諸相--外国語文学の翻案から--

大阪大学 言語文化研究科 藤元　優子 教授

木部　未帆子 ｷﾍﾞ ﾐﾎｺ 地域研究関連 ラオス北部の少数民族における性的分業と肥満
の男女間差

東京大学 大学院医学系研究
科

梅崎　昌裕 教授

木村　遥 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 美学および芸術論関連 ハーディ・ガーディ受容に関する音楽学的研究
-18世紀の演奏習慣の比較を通して-

関西学院大学 文学研究科 小石　かつ
ら

教授

キョウ　麗坤 ｷﾖｳ ﾚｲｺﾝ 中国文学関連 9-12世紀西域対音資料の研究 京都大学 文学研究科 池田　巧 教授

黒川　茉莉 ｸﾛｶﾜ ﾏﾘ 日本語学関連 イベリア半島文典類に遡及する、キリシタン版
日本語文典統語論の総合的研究

上智大学 文学研究科 豊島　正之 教授

桑林　賢治 ｸﾜﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 人文地理学関連 近現代日本におけるアイヌの「場所と過去の表
象」に関する地理学的研究

京都大学 文学研究科 米家　泰作 教授

児島　啓祐 ｺｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 日本文学関連 慈円における学問体系の研究 総合研究大学院
大学

文化科学研究科 落合　博志 教授

児玉　瑛子 ｺﾀﾞﾏ ｴｲｺ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

他学派との論争から見たインド大乗仏教におけ
る論証式の形成と展開

大正大学 仏教学研究科 種村　隆元 教授

近藤　森音 ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾘﾈ 言語学関連 強調の促音挿入に関する実験的研究 東京大学 総合文化研究科 大関　洋平 講師

後藤　恵 ｺﾞﾄｳ ﾒｸﾞﾐ ヨーロッパ文学関連 フェルナンド・ペソーアの詩学における「異
名」と劇の構造-メタ的観点に即して-

東京外国語大学 総合国際学研究科 武田　千香 教授

齊藤　瑠花 ｻｲﾄｳ ﾙｶ 日本文学関連 鎌倉時代中期における和歌活動の研究-後嵯峨
院歌壇を中心に

早稲田大学 教育学研究科 田渕　句美
子

教授
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酒向　渓一郎 ｻｺｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 文化人類学および民俗学関連 スンバ島における社会変容に関する人類学的研
究ー価値論と複ゲーム状況をてがかりにー

立命館大学 立命館大学大学院
先端総合学術研究
科

小川　さや
か

教授

佐近　優太 ｻｺﾝ ﾕｳﾀ 言語学関連 用法基盤モデルに基づくインドネシア語の多機
能性を有する接辞の研究

東京外国語大学 総合国際学研究科 降幡　正志 准教授

佐藤　嘉晃 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 英語学関連 asの下位用法に結びつく構文的特徴ー言語知識
と言語理論の整合へ向けてー

京都大学 人間・環境学研究
科

谷口　一美 教授

佐藤　らな ｻﾄｳ ﾗﾅ 言語学関連 名詞と形容動詞の連続性ー認知言語学の観点か
らー

東京大学 人文社会系研究科 西村　義樹 教授

澤井　啓 ｻﾜｲ ｹｲ 地域研究関連 焼畑農耕民社会における持続的森林管理に向け
た課題：脱焼畑の影響に着目して

北海道大学 文学院 笹岡　正俊 准教授

澁谷　美和 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾜ 文化人類学および民俗学関連 多元的認知症ケアアプローチに関する人類学的
考察

総合研究大学院
大学

文化科学研究科 平井　京之
介

教授

清水　麻里奈 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘﾅ 史学一般関連 プトレマイオス朝エジプトにおける動物崇拝の
史的研究

名古屋大学 人文学研究科 周藤　芳幸 教授

下田　麻里子 ｼﾓﾀﾞ ﾏﾘｺ 考古学関連 ポスト・アンコール期王都の都市構造にみる中
世カンボジアの国家構造変革

早稲田大学 文学研究科 田畑　幸嗣 教授

實谷　美咲 ｼﾞﾂﾀﾆ ﾐｻｷ ヨーロッパ文学関連 シャルル・ノディエにおける「精神主義」の総
合的研究

京都大学 文学研究科 永盛　克也 教授

鈴木　修斗 ｽｽﾞｷ ｼﾕｳﾄ 人文地理学関連 現代日本におけるライフスタイル・マイグレー
ションの進展による地域再編のメカニズム

筑波大学 生命環境科学研究
科

呉羽　正昭 教授

鈴木　実香子 ｽｽﾞｷ ﾐｶｺ 美学および芸術論関連 19世紀仏・英を中心とする初期写真史の再構
築：芸術性とマネジメントの相関から

東京大学 総合文化研究科 今橋　映子 教授

須田　佳実 ｽﾀﾞ ﾖｼﾐ 日本史関連 戦後沖縄における沖縄戦体験記録運動と歴史意
識の形成過程

一橋大学 大学院社会学研究
科

中野　聡 教授

角田　哲朗 ｽﾐﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ アジア史およびアフリカ史関
連

ポスト・モンゴル期における宗教的権威の構
築：フルーフィー教団のメシア主義的展開

京都大学 文学研究科 磯貝　健一 教授

宋　新亜 ｿｳ ｼﾝｱ 中国文学関連 「知日派」中国知識人の日本認識の変容ーー
1925～1937年の上海を中心に

大阪大学 言語文化研究科 今泉　秀人 准教授

曹　瑞 ｿｳ ﾙｲ 言語学関連 動詞の意味と構文に関する理論的・実験的研究
- 構文交替を通じて-

東京大学 総合文化研究科 大関　洋平 講師

高城　建人 ﾀｶｼﾛ ｹﾝﾄ 思想史関連 李承晩政権期（1948‐1960）韓国における民主
主義の形成と展開

京都大学 人間・環境学研究
科

小倉　紀蔵 教授

高橋　駿仁 ﾀｶﾊｼ ｼﾕﾝｼﾞ 思想史関連 初期啓蒙の歴史研究：ニコラ・フレレの歴史論
とその展開

一橋大学 大学院社会学研究
科

森村　敏己 教授



ＤＣ２ 人文学 44287 令和3年度(2021年度) 112

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  

ＤＣ２・人文学　112名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧

武正　泰史 ﾀｹﾏｻ ﾔｽﾌﾐ 科学社会学および科学技術史
関連

和算家・有馬頼ユキとその業績に関する歴史的
研究

東京大学 総合文化研究科 橋本　毅彦 東京大学大
学院総合文
化研究科教
授

武本　宗一郎 ﾀｹﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

最澄・徳一論争を視座とした仏性思想史の解明 早稲田大学 文学研究科 大久保　良
峻

教授

辰己　一輝 ﾀﾂﾐ ｲﾂｷ 哲学および倫理学関連 ジル・ドゥルーズの哲学を通した身体障害に関
する研究

大阪大学 人間科学研究科 檜垣　立哉 教授

舘内　魁生 ﾀﾃｳﾁ ｶｲ 考古学関連 日本古代中世移行期における地域間交流の考古
学的研究

東北大学 文学研究科 鹿又　喜隆 教授

谷口　雅弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 言語学関連 漸進的構文解析のための多相組み合わせ範疇文
法

北陸先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

東条　敏 教授

瑞秀　昭葉 ﾀﾏﾋﾃﾞ ｼﾖｳﾊ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

世紀転換期ドイツにおける男性同性愛と友情の
境界：オイレンブルク事件をめぐる考察

東京大学 総合文化研究科 石田　勇治 教授

近　大志 ﾁｶ ﾀｲｼ 言語学関連 一次複合名詞を例とした、複合表現の符号化さ
れた概念に関する研究

京都大学 人間・環境学研究
科

谷口　一美 教授

Ｃｈａｌａｋｏ
ｖａ　Ｍａｒｉ
ａ

ﾁﾔﾗｺｳﾞｱ ﾏﾘｱ 文学一般関連 漱石とドストエフスキーにおける近代文明批判 東京外国語大学 総合国際学研究科 沼野　恭子 教授

張　倩倩 ﾁﾖｳ ｾｲｾｲ 言語学関連 サンスクリット語の従属節の歴史研究 東京大学 人文社会系研究科 小林　正人 教授

土取　俊輝 ﾂﾁﾄﾘ ﾄｼｷ 文化人類学および民俗学関連 なぜ空き家に仏壇を維持するのか-新潟県佐渡
市の村落における死者のエージェンシー-

神戸大学 国際文化学研究科 梅屋　潔 教授

坪田　さより ﾂﾎﾞﾀ ｻﾖﾘ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

『ヴァードゥーラ・シュラウタスートラ』新写
本群に基づくヴァージャペーヤ祭の研究

大阪大学 文学研究科 堂山　英次
郎

教授

飛田　優樹 ﾄﾋﾞﾀ ﾕｳｷ 美術史関連 董其昌を中心とする明末清初画家の絵画制作と
古典意識・鑑蔵活動

東京大学 人文社会系研究科 板倉　聖哲 東京大学東
洋文化研究
所教授

中川　亮 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾖｳ 言語学関連 17-18世紀イギリスにおける新教徒難民の仏
語・英語使用の歴史社会言語学的研究

東京大学 総合文化研究科 渡邊　淳也 准教授

中西　志門 ﾅｶﾆｼ ｼﾓﾝ 言語学関連 古ゲルマン語における副詞的格の用法とその史
的発展

京都大学 人間・環境学研究
科

河崎　靖 教授

長藤　美佑紀 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ﾐﾕｷ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

近世帝国都市フランクフルトの救貧政策と都市
共同体の再編

早稲田大学 文学研究科 甚野　尚志 教授
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西岡　千尋 ﾆｼｵｶ ﾁﾋﾛ 哲学および倫理学関連 アリストテレス『メタフュシカ』ＭＮ巻の包括
的研究

東京大学 人文社会系研究科 納富　信留 東京大学大
学院人文社
会系研究科
教授

西川　雄太 ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾀ 英文学および英語圏文学関連 中英語宗教文学に引用されるラテン語箴言の修
辞学的機能と文化史的背景に関する研究

慶應義塾大学 文学研究科 松田　隆美 教授

萩原　亮 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 言語学関連 露文資料を用いた近代中国語の研究 神戸市外国語大
学

外国語学研究科 竹越　孝 教授

白　那日蘇 ﾊｸ ﾅﾙｽ アジア史およびアフリカ史関
連

蒙疆政権における軍事組織の研究 神戸大学 国際文化学研究科 萩原　守 教授

長谷川　拓也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 言語学関連 漢語から見る語形成の解明 東京大学 総合文化研究科 大関　洋平 講師

濱野　未来 ﾊﾏﾉ ﾐｷ 科学社会学および科学技術史
関連

地震認識の変遷にみる災害対応と中近世日本 立命館大学 文学研究科 東島　誠 教授

林　いのり ﾊﾔｼ ｲﾉﾘ 芸術実践論関連 G．ヴェルディの歌劇作品における「朗唱」の
記譜法と機能の研究

お茶の水女子大
学

人間文化創成科学
研究科

井上　登喜
子

准教授

范　艶芬 ﾊﾝ ｴﾝﾌﾝ 史学一般関連 冷戦期東南アジアにおける国際関係と日本外交
-メコン川開発を中心に-

京都大学 文学研究科 小野澤　透 教授

馬場　智也 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾔ ヨーロッパ文学関連 マルグリット・デュラス作品にみる他者受容
-映画制作・舞台演出の観点から

京都大学 人間・環境学研究
科

中筋　朋 准教授

Ｖａｒｅｌａ
Ａｌｍｉｒｏｎ
Ｐａｔｒｉｃｉ
ｏ

ﾊﾞﾚﾗ ｱﾙﾐﾛﾝ ﾊﾟﾄﾘ
ｼｵ

言語学関連 パピアメント語記述文法-コーパスを用いた記
述研究-

東京外国語大学 総合国際学研究科 風間　伸次
郎

教授

二重作　和代 ﾌﾀｴｻｸ ｶｽﾞﾖ 地域研究関連 インドネシアにおける地方社会と同胞意識の再
構築-オンライン時代の文化実践を事例に

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

岡本　正明 教授

星野　佐和 ﾎｼﾉ ｻﾜ 文化人類学および民俗学関連 イスラームの宗教歌手をめぐる文化人類学的研
究：セネガル・ニアセン教団を事例に

京都大学 人間・環境学研究
科

石井　美保 准教授

Ｍａ　Ｓｅｓｅ ﾏ ｾｲｾｲ 地域研究関連 ネパール・ヒマラヤ山地における人間-動物関
係の変容ーランタンの事例から

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

藤倉　達郎 教授

前田　春香 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 哲学および倫理学関連 アルゴリズムによる差別の悪質さに関する研究
──人間とアルゴリズムの共創に着目して

東京大学 学際情報学府 佐倉　統 教授

松原　理佐 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｻ 言語学関連 日本語母語話者による英語黙読時における心内
辞書への母語の音韻的干渉の解明

東京大学 総合文化研究科 広瀬　友紀 教授

南　倉輔 ﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ 地域研究関連 カメルーン南東部の熱帯雨林地域における食肉
目の生態と人間活動の関係

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

山越　言 教授
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宮下　拓也 ﾐﾔｼﾀ ﾀｸﾔ ヨーロッパ文学関連 中世フランス語版セネカ『倫理書簡集』の文献
学的研究

京都大学 文学研究科 永盛　克也 教授

宮武　衛 ﾐﾔﾀｹ ﾏﾓﾙ 日本文学関連 和漢朗詠集の研究 京都大学 文学研究科 金光　桂子 教授

明星　つきこ ﾐﾖｳｼﾞﾖｳ ﾂｷｺ 文化人類学および民俗学関連 伝統的地域産業の生存戦略：インドネシア南ス
ラウェシの木造船生産を事例に

金沢大学 人間社会環境研究
科

田村　うら
ら

准教授

六車　楓 ﾑｸﾞﾙﾏ ｶｴﾃﾞ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

中国医学思想の身体観-出土資料を用いて- 大阪大学 文学研究科 湯浅　邦弘 教授

宗　周太郎 ﾑﾈ ｼﾕｳﾀﾛｳ アジア史およびアフリカ史関
連

中国古代の流通構造の解明 京都大学 文学研究科 吉本　道雅 教授

村井　涼 ﾑﾗｲ ﾘﾖｳ 哲学および倫理学関連 分散知識概念の証明論的研究 北海道大学 文学院 佐野　勝彦 准教授

村中　大樹 ﾑﾗﾅｶ ﾀﾞｲｼﾞﾕ 史学一般関連 日本人移民の集団地形成と変容に関する社会史
的研究：移民のローカリティに着目して

大阪大学 文学研究科 安岡　健一 准教授

村山　雄紀 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 美学および芸術論関連 フランスの古典主義時代から啓蒙時代にかけて
の絵画論における観者の位置をめぐる研究

早稲田大学 文学研究科 橋本　一径 教授

森田　和樹 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ アジア史およびアフリカ史関
連

朝鮮戦争～ベトナム戦争期の韓国における軍隊
忌避の社会史

同志社大学 社会学研究科 板垣　竜太 教授

森田　智惠 ﾓﾘﾀ ﾄﾓｴ 日本史関連 総力戦体制期と植民地観光：帝国日本の朝鮮観
光を中心に

同志社大学 グローバル・スタ
ディーズ研究科

太田　修 教授

諸隈　夕子 ﾓﾛｸﾏ ﾕｳｺ 言語学関連 実験的手法を取り入れたケチュア語方向接尾辞
の記述と類型論的分析

東京大学 人文社会系研究科 長屋　尚典 准教授

矢島　由佳 ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｶ 美学および芸術論関連 花結びのデザイン-江戸期の茶道および香道を
中心として-

大阪大学 文学研究科 高安　啓介 大阪大学文
学研究科教
授

山岸　哲也 ﾔﾏｷﾞｼ ﾃﾂﾔ 文化人類学および民俗学関連 共存をめぐる在来知--インド・シッキム州にお
ける宗教的諸実践の社会人類学的研究

東京都立大学 大学院人文科学研
究科

綾部　真雄 教授

山崎　かれん ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾚﾝ 哲学および倫理学関連 心を説明する機能主義の再検討と明確化 東京大学 総合文化研究科 鈴木　貴之 准教授

山下　耕平 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ 日本史関連 近世前期日本における「儒者」の登場と定着 京都大学 文学研究科 三宅　正浩 准教授

山田　祐 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｽｸ 地域研究関連 マダガスカルの森林破壊と住民による保護活動
の内発性に関する研究

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

大山　修一 教授

山田　実季 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 文化人類学および民俗学関連 現代タイの秘境を生きる出家者の民族誌-営利
と禁欲の積徳経済をめぐって

京都大学 人間・環境学研究
科

石井　美保 准教授

山根　息吹 ﾔﾏﾈ ｲﾌﾞｷ 思想史関連 ニュッサのグレゴリオスの万物回復論-人類的
連帯を創生するパトスと自由論をめぐって

東京大学 総合文化研究科 高橋　英海 教授

山本　尋 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛ 地域研究関連 「文化の政治性」の多面的考察へ：ボリビア・
アンデス農村マチャ村の文化運動を事例に

東京大学 総合文化研究科 宮地　隆廣 准教授
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吉田　拓矢 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 日本史関連 日本古代における日蝕記録にみる国家の時間支
配の実態に関する研究

北海道大学 文学院 小倉　真紀
子

准教授

吉田　瞳 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

中世後期ニュルンベルクにおける侮辱と名誉規
範

京都大学 文学研究科 小山　哲 教授

吉本　裕史 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 日本語学関連 擬声語に由来する副詞の歴史的研究 名古屋大学 人文学研究科 宮地　朝子 名古屋大学
大学院人文
学研究科教
授

依田　哲朗 ﾖﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ ヨーロッパ文学関連 ヨーゼフ・ロート　後ろ向きのモダニスト 早稲田大学 文学研究科 山本　浩司 教授

リン　ジン
イェンジン

ﾘﾝ ｼﾞﾝ ｲｴﾝｼﾞﾝ 美学および芸術論関連 文化的性質を含む作品の鑑賞パターンの分類-
文化的借用の議論を手がかりに

東京大学 人文社会系研究科 三浦　俊彦 教授

綿貫　竜史 ﾜﾀﾇｷ ﾘﾕｳｼﾞ 地域研究関連 バングラデシュのデジタル化が世帯内ジェン
ダー格差に与えた影響に関する研究

名古屋大学 国際開発研究科 伊東　早苗 教授

渡　勇輝 ﾜﾀﾘ ﾕｳｷ 思想史関連 近代神道における柳田民俗学の思想とその射程 佛教大学 文学研究科 斎藤　英喜 教授
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相澤　大輝 ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 経済政策関連 多様な財供給を行う供給者と家計の二次元空間
立地に関する分岐解析と均衡の厚生分析

東北大学 情報科学研究科 河野　達仁 教授

相場　郁人 ｱｲﾊﾞ ｲｸﾄ 経済政策関連 空間経済学による観光政策の分析 東京大学 経済学研究科 佐藤　泰裕 教授

青池　歌子 ｱｵｲｹ ｳﾀｺ 家政学および生活科学関連 アフリカ都市における食品ゴミの再利用と保存
食による飢餓への対処

京都大学 京都大学大学院ア
ジア・アフリカ地
域研究研究科

大山　修一 教授

安家　叶子 ｱｹ ｶﾅｺ 認知科学関連 共同繁殖種リカオンにおける社会交渉と協力～
社会的認知能力の解明に向けて～

総合研究大学院
大学

先導科学研究科 沓掛　展之 教授

浅見　祐香 ｱｻﾐ ﾕｶ 臨床心理学関連 窃盗犯の再犯防止に対する「自動化」改善方略
を加えた認知行動療法の体系化

早稲田大学 人間科学研究科 嶋田　洋徳 教授

安藤　和久 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋｻ 教育学関連 学校改革としてのイエナ・プランの実証的研究 広島大学 人間社会科学研究
科

吉田　成章 准教授

生田　美希 ｲｸﾀ ﾐｷ 実験心理学関連 第二言語における比喩処理メカニズムの解明 名古屋大学 人文学研究科 三輪　晃司 准教授

生駒　忠大 ｲｺﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 地域研究関連 農村課題解決のための実践型地域研究の応用ー
ブータンにおける有機農業普及実践からー

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

坂本　龍太 准教授

石川　祐実 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾐ 経済政策関連 母親の教育が子供に与える長期的影響とその背
景

大阪大学 国際公共政策研究
科

小原　美紀 教授

伊藤　悠 ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 経済史関連 近代日本の薪炭燃料と地域資源管理 東京大学 経済学研究科 谷本　雅之 教授

井上　俊克 ｲﾉｳｴ ﾄｼｶﾂ 理論経済学関連 高齢化が賃金プロファイルに与える影響の分析 一橋大学 大学院経済学研究
科

阿部　修人 教授

井上　直美 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾐ 国際関係論関連 アフリカでのビジネスと人権の課題におけるス
テークホルダーの役割

東京外国語大学 大学院総合国際学
研究科

武内　進一 教授

井上　滉人 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾄ 教育学関連 初期近代の西欧における養育論文献に関する研
究

北海道大学 北海道大学大学院
教育学院

白水　浩信 北海道大学
大学院教育
学研究院教
授

岩田　貴帆 ｲﾜﾀ ﾀｶﾎ 教育工学関連 学生の自律性を促す自己評価力を育成する教育
方法の開発と効果検証

京都大学 教育学研究科 田口　真奈 准教授

臼井　香 ｳｽｲ ｶｵﾘ 社会福祉学関連 精神的不調を抱える思春期・青年期のリカバ
リー促進に注目した早期支援法の開発

東京大学 大学院医学系研究
科

笠井　清登 教授

内村　慶士 ｳﾁﾑﾗ ﾔｽｼ 臨床心理学関連 働く人の主体的な切り替えを支援するICTプロ
グラムの開発：反芻の防止に着目して

東京大学 教育学研究科 下山　晴彦 教授

宇野　あかり ｳﾉ ｱｶﾘ 臨床心理学関連 緩和ケア従事者の死のとらえ方に対する心理的
介入の試みー時間的展望に着目してー

東北大学 教育学研究科 安保　英勇 准教授

ＤＣ２・社会科学　117名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧
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遠藤　勇哉 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 政治学関連 不安感情は有権者のジェンダーステレオタイプ
を活性化させるのか？

東北大学 情報科学研究科 河村　和徳 准教授

王　令薇 ｵｳ ﾚｲﾋﾞ 教育社会学関連 教育改革をめぐる社会的合意形成のメディア社
会学：ＮＨＫ『中学生日記』に着目して

京都大学 教育学研究科 佐藤　卓己 教授

太田　知彩 ｵｵﾀ ｶｽﾞｻ 教育社会学関連 「グローバル人材」のライフコースに関する教
育社会学的研究

名古屋大学 教育発達科学研究
科

内田　良 准教授

大坪　健太 ｵｵﾂﾎﾞ ｹﾝﾀ 子ども学および保育学関連 子どもの体力・学力の発達と生育環境との関係
性ー文武両道を育む子育てモデルの解明ー

兵庫教育大学 連合学校教育学研
究科

春日　晃章 教授

大茂矢　由佳 ｵｵﾓﾔ ﾕｶ 社会学関連 データ分析にもとづいたメディア情報の影響力
に関する実証研究-日本の難民を事例に

筑波大学 人文社会ビジネス
科学学術院

明石　純一 准教授

大屋　里佳 ｵｵﾔ ﾘｶ 実験心理学関連 触覚感情表出の普遍性に迫る：文化内共通性と
個別性からのアプローチ

東京女子大学 人間科学研究科 田中　章浩 教授

奥村　俊樹 ｵｸﾑﾗ ﾄｼｷ 認知科学関連 脳波・核磁気共鳴画像法を用いたヒトの嗅覚に
おける脳内情報表現の解明

東京大学 農学生命科学研究
科

東原　和成 教授

小野　未琴 ｵﾉ ﾐｺﾄ 実験心理学関連 質感形成における視覚・聴覚・触覚の多感覚統
合処理の解明

九州大学 システム情報科学
府

森　周司 教授

小野島　昂洋 ｵﾉｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 教育心理学関連 順序カテゴリデータから計算される相関係数の
バイアスおよびその対処法の評価

早稲田大学 教育学研究科 椎名　乾平 教授

海沼　修平 ｶｲﾇﾏ ｼﾕｳﾍｲ 経済史関連 20世紀初頭の日本における選挙権拡大の政治的
帰結：政治家の属性・行動からの検討

東京大学 経済学研究科 岡崎　哲二 教授

加反　真帆 ｶｿﾘ ﾏﾎ 地域研究関連 泥炭保全ガバナンスによる泥炭社会の変動：イ
ンドネシア，リアウ州の事例

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

岡本　正明 教授

片岡　純也 ｶﾀｵｶ ｼﾞﾕﾝﾔ 経営学関連 企業内研究者の人脈ネットワークとイノベー
ションの動的な相互作用についての分析

一橋大学 大学院経営管理研
究科

沼上　幹 教授

門田　圭祐 ｶﾄﾞﾀ ｹｲｽｹ 認知科学関連 日常的な手渡しにおける渡し手／受け取り手選
択規範の会話分析による解明

早稲田大学 人間科学研究科 古山　宣洋 教授

門田　美貴 ｶﾄﾞﾀ ﾐｷ 公法学関連 集会の「場」への権利 慶應義塾大学 法学研究科 小山　剛 教授

金久保　響子 ｶﾅｸﾎﾞ ｷﾖｳｺ 教科教育学および初等中等教
育学関連

外国人児童生徒在籍学級における社会科授業に
関する研究

筑波大学 人間総合科学学術
院

井田　仁康 教授

鎌田　祥輝 ｶﾏﾀﾞ ﾖｼｷ 教育学関連 英国における市民育成のための科学教育の成立
と展開

京都大学 教育学研究科 西岡　加名
恵

教授

川北　瞳 ｶﾜｷﾀ ﾋﾄﾐ 社会福祉学関連 緊急入院した認知症高齢者の生活自立度を悪化
させる要因の探索

京都大学 医学研究科 十一　元三 教授

木田　千裕 ｷﾀﾞ ﾁﾋﾛ 社会心理学関連 「障がい」観の構造解明と差別解消方法の探求
-原因・責任の認知を手がかりとして-

名古屋大学 情報学研究科 唐沢　穣 教授
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鬼頭　みなみ ｷﾄｳ ﾐﾅﾐ 経済統計関連 航空機の寿命推定を通した航空産業の二酸化炭
素排出分析

九州大学 経済学府 加河　茂美 教授

金　旻慶 ｷﾑ ﾐﾝｷﾞﾖﾝ 特別支援教育関連 肢体不自由のある児童生徒のボディーイメージ
の特性と形成過程に関する研究

筑波大学 人間総合科学学術
院

川間　健之
介

教授

黒川　智恵美 ｸﾛｶﾜ ﾁｴﾐ 教育社会学関連 スーダン往還移住民のライフコースと教育ー母
国への貢献意識に着目してー

広島大学 国際協力研究科 日下部　達
哉

准教授

黒田　尚輝 ｸﾛﾀﾞ ﾅｵｷ 実験心理学関連 高齢者の身体運動表象の特異性の解明 熊本大学 社会文化科学教育
部

寺本　渉 教授

黒宮　寛之 ｸﾛﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 教育工学関連 ラーニングアナリティクスによるエビデンスに
基づく学習支援

京都大学 情報学研究科 緒方　広明 教授

小泉　愛美 ｺｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾐ 特別支援教育関連 知的障害児の障害種別による統語発達影響要因
の分析と言語指導・支援の開発

筑波大学 人間総合科学研究
科

小島　道生 准教授

高　暁彦 ｺｳ ｷﾞﾖｳｹﾞﾝ 地域研究関連 中国共産党のガバナンスと民兵に関する研究ー
毛沢東政権期を中心としてー

東北大学 法学研究科 阿南　友亮 教授

小林　宇宙 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｽﾓ 公法学関連 憲法における「人を選ぶ」選挙の意義 一橋大学 大学院法学研究科 渡辺　康行 特任教授

小林　流基 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾕｳｷ 経済政策関連 衰退産業における産業政策 -企業間の戦略的撤
退行動に対する政府の役割-

慶應義塾大学 経済学研究科 中嶋　亮 教授

小松　翔 ｺﾏﾂ ｼﾖｳ 経済政策関連 中国農村における電子商取引が農村住民の生活
に与える影響

東京大学 新領域創成科学研
究科

鈴木　綾 教授

古村　真帆 ｺﾑﾗ ﾏﾎ 特別支援教育関連 同級生に対する個別支援への他児童の捉え方と
その変容過程

神戸大学 人間発達環境学研
究科

赤木　和重 准教授

小柳　伊代 ｺﾔﾅｷﾞ ｲﾖ 実験心理学関連 睡眠中のシナプス可塑性が記憶固定化に果たす
役割の解明

筑波大学 人間総合科学学術
院

坂口　昌徳 准教授

小山　誠南 ｺﾔﾏ ｾﾅ 教育学関連 セバスティアン・カステリオンの思想とその教
育的意義

北海道大学 教育学院 白水　浩信 教授

近藤　聡太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀﾛｳ 認知科学関連 音楽的拍子の知覚と脳活動：多義的拍子刺激に
よる研究

東京大学 総合文化研究科 岡ノ谷　一
夫

教授

後藤　聡美 ｺﾞﾄｳ ｻﾄﾐ 教育学関連 多文化共生社会の創成に資する＜当事者性の邂
逅＞理論の構築

神戸大学 人間発達環境学研
究科

松岡　広路 教授

佐竹　壮一郎 ｻﾀｹ ｿｳｲﾁﾛｳ 地域研究関連 「政体」としてのEUの成果と課題-制度的発展
とEU市民の意識をめぐって

同志社大学 法学研究科 鷲江　義勝 教授

佐藤　知菜 ｻﾄｳ ﾁﾅﾐ 教育社会学関連 学校給食における「教育」に関する歴史社会学
的研究--栄養科学者の活動に着目して

筑波大学 人文社会科学研究
科

森　直人 准教授

佐藤　友紀 ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 地域研究関連 近代エジプトを事例とする政治と宗教をめぐる
言説と権力

東京大学 総合文化研究科 秋葉　淳 准教授
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柴田　翔平 ｼﾊﾞﾀ ｼﾖｳﾍｲ 認知科学関連 ヒト科におけるオスの共存メカニズムの進化：
Pan属2種の比較

京都大学 理学研究科 古市　剛史 教授

柴田　侑秀 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷﾋﾃﾞ 社会心理学関連 犯罪不安の生起メカニズムの検討：実験的手法
に基づいて

同志社大学 心理学研究科 中谷内　一
也

教授

柴田　里彩 ｼﾊﾞﾀ ﾘｻ 教育学関連 「高校魅力化」政策の批判的検討-首長・教育
行政間関係に焦点を当てて

九州大学 人間環境学府 元兼　正浩 教授

白石　大輝 ｼﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 基礎法学関連 明治末期・大正期における民法典と家族法学の
展開

慶應義塾大学 法学研究科 岩谷　十郎 教授

徐　沈文 ｼﾞﾖ ﾁﾝﾌﾞﾝ 認知科学関連 チンパンジーの動画理解：いまここにない事象
に対する表象能力の認知基盤の実験的検討

京都大学 理学研究科 足立　幾磨 准教授

杉山　智風 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｶｾﾞ 臨床心理学関連 抑うつリスクが高い高校生を対象としたストレ
スマネジメントの抑うつ低減効果の検討

桜美林大学 国際学研究科 石川　利江 教授

助川　桃枝 ｽｹｶﾞﾜ ﾓﾓｴ 実験心理学関連 周囲環境及び環境変化への暴露が行動に及ぼす
影響のマウスモデル実験による検討

京都大学 生命科学研究科 ＣＡＲＬＴ
ＯＮ　Ｐｅ
ｔｅｒ

准教授

鈴木　繁聡 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｻﾄ 教育学関連 「学校と学習塾の連携」の両義性の検討：理論
的枠組みの構築と事例への適用を通して

東京大学 教育学研究科 牧野　篤 教授

鈴木　南音 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾄ 社会学関連 演劇制作における相互行為：芸術の知覚の社会
学的解明

千葉大学 人文公共学府 西阪　仰 教授

瀬戸　健太郎 ｾﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 社会学関連 労働市場構造からみる賃金・地位達成に関する
実証研究-二重労働市場に着目して-

早稲田大学 教育学研究科 吉田　文 教授

瀬戸　麗 ｾﾄ ﾚｲ 教育社会学関連 進路保障における地域と学校の協働：外国ルー
ツの子どもの地域学習支援に着目して

大阪大学 人間科学研究科 志水　宏吉 教授

田岡　大樹 ﾀｵｶ ﾀﾞｲｷ 認知科学関連 無謀な賭けの心理的メカニズムの解明 京都大学 教育学研究科 楠見　孝 教授

高橋　知子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 国際関係論関連 国際制度と権威主義国の外交 東京大学 総合文化研究科 川島　真 教授

谷口　明日香 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｽｶ 家政学および生活科学関連 大麦粉生地の力学特性に及ぼす諸因子の影響を
ふまえた加水指標の確立

東京家政大学 人間生活学総合研
究科

小林　理恵 准教授

田伏　良幸 ﾀﾌﾞｾ ﾖｼﾕｷ 実験心理学関連 野生ニホンザルの社会的伝達に群れの凝集性が
与える影響-休息場所に着目して-

京都大学 理学研究科 中川　尚史 教授

丹治　伶峰 ﾀﾝｼﾞ ﾚｲｵ 公共経済および労働経済関連 日本の年金制度と中高齢者の就業形態・引退の
意思決定：動学離散選択モデルによる分析

大阪大学 経済学研究科 佐々木　勝 教授

銭　俊華 ﾁﾝ ﾁﾕﾝﾜ 地域研究関連 香港住民のアイデンティティにとっての「日
本」：戦争の記憶と記憶の政治

東京大学 総合文化研究科 谷垣　真理
子

教授

津田　壮章 ﾂﾀﾞ ﾀｹｱｷ 社会学関連 戦後日本における民軍関係と自衛隊退職者-隊
友会活動に関する総合的研究

京都大学 人間・環境学研究
科

吉田　純 教授
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ＺＨＥＮＧ　Ｓ
ＨＡＯＦＥＮＧ

ﾃｲ ｼﾕｳﾎｳ 社会心理学関連 共感的関心や社会的支援による精神的健康への
効果：文化・遺伝的要因を含めた検討

名古屋大学 情報学研究科 石井　敬子 准教授

得居　千照 ﾄｸｲ ﾁｱｷ 教科教育学および初等中等教
育学関連

哲学対話における子どもと教師の学習プロセス
に関する研究

筑波大学 人間総合科学研究
科

唐木　清志 教授

徳宮　俊貴 ﾄｸﾐﾔ ﾄｼｷ 社会学関連 日本における市民的価値の内発的実現をめざし
て-社会構想の社会学

神戸大学 人文学研究科 白鳥　義彦 教授

鳥羽山　莉沙 ﾄﾊﾞﾔﾏ ﾘｻ 実験心理学関連 投射型と連想型の比較に基づく色字共感覚の生
起過程の解明

東京大学 人文社会系研究科 横澤　一彦 教授

冨田　健司 ﾄﾐﾀ ｹﾝｼﾞ 地域研究関連 欧州における政党の越境的連携-左右の『反
EU・ポピュリスト』に着目して-

九州大学 地球社会統合科学
府

松井　康浩 教授

中石　知晃 ﾅｶｲｼ ﾄﾓｱｷ 経済政策関連 限界削減費用を考慮した中国石炭火力発電所の
戦略的な二酸化炭素削減政策

九州大学 経済学府 加河　茂美 教授

中川　雄大 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 社会学関連 「都市計画」の歴史社会学--戦前期東京の「緑
地」をめぐる統治と権利から

東京大学 学際情報学府 吉見　俊哉 教授

仲里　慎司 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾝｼﾞ 理論経済学関連 レジームスイッチによる意思決定形成メカニズ
ムの探求およびその応用

東京理科大学 経営学研究科 下川　哲矢 教授

中武　優子 ﾅｶﾀｹ ﾕｳｺ 実験心理学関連 共感とストレス緩和を担うオキシトシン神経回
路の解明

東京理科大学 薬学研究科 秋本　和憲 教授

中村　信之 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 経済政策関連 一時的移住者の経済的行動と途上国の公的扶助
に関する実証分析

東京大学 新領域創成科学研
究科

鈴木　綾 教授

長尾　悠里 ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾘ 教育学関連 小規模特認校制度の導入における政策意図の検
証と教育活動への影響に関する調査研究

神戸大学 人間発達環境学研
究科

山下　晃一 准教授

西田　明日香 ﾆｼﾀﾞ ｱｽｶ 教科教育学および初等中等教
育学関連

思春期の心の健康を支えるつながりの構築に向
けて：体型と体型認知への支援の可能性

東京大学 教育学研究科 佐々木　司 教授

二宮　一水 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾄﾐ 特別支援教育関連 弱視児童における教科学習において活用する道
具の習得に関する研究

筑波大学 人間総合科学学術
院

佐島　毅 准教授

野崎　祐人 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾄ 社会学関連 施設養護のエスノグラフィ：家族の言説を用い
た相互行為に着目して

京都大学 人間・環境学研究
科

倉石　一郎 教授

羽生　奈央 ﾊﾆﾕｳ ﾅｵ 実験心理学関連 時が流れる""感覚の神経基盤の解明"" 大阪大学 生命機能研究科 北澤　茂 教授

早木　祥夏 ﾊﾔｷ ｼﾖｳｶ 金融およびファイナンス関連 株式市場間の国際的統合とリスク態度 神戸大学 経営学研究科 畠田　敬 准教授

原科　颯 ﾊﾗｼﾅ ﾊﾔﾃ 政治学関連 近代日本の皇室と政治--明治期における宮中・
府中関係の展開--

慶應義塾大学 法学研究科 小川原　正
道

教授

原田　和治 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾊﾙ 経済統計関連 超高次元かつ分布多様なデータに対応できる統
計的因果探索の開発

総合研究大学院
大学

複合科学研究科 藤澤　洋徳 教授



ＤＣ２ 社会科学 44287 令和3年度(2021年度) 117

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  

ＤＣ２・社会科学　117名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧

原田　弘隆 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 民事法学関連 21世紀における所有権理論の再構築--「データ
所有権」論を一つの契機として--

立命館大学 法学研究科 臼井　豊 教授

馬場　正太郎 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾖｳﾀﾛｳ 教育心理学関連 テスト活用を志向した英語学習観の形成過程の
検討と指導法の提案：過去問観に着目して

東京外国語大学 総合国際学研究科 田島　充士 准教授

廣康　衣里紗ま
り

ﾋﾛﾔｽ ｴﾘｻﾏﾘ 実験心理学関連 高齢者の時間知覚特性と関連する脳機能の研究 東京大学 総合文化研究科 四本　裕子 准教授

尾藤　央延 ﾋﾞﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 社会学関連 家事分担の「緩やかな」平等化に関するフレー
ミング理論を用いた因果メカニズムの解明

大阪大学 人間科学研究科 川端　亮 教授

黄　若翔 ﾌｳｱﾝ ﾙｵｼｲｱﾝ 社会法学関連 転職の自由とその制限法理に関する研究 東京大学 法学政治学研究科 荒木　尚志 東京大学大
学院法学政
治学研究科
教授

深田　愛乃 ﾌｶﾀﾞ ｱｲﾉ 教育学関連 宮沢賢治の「生命」教育思想：新教育・近代仏
教・農業との関係への思想史的考察

慶應義塾大学 社会学研究科 真壁　宏幹 教授

堀江　和正 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾏｻ 社会学関連 都市地域における専門機関と住民との媒介に関
する社会学的研究

東京大学 人文社会系研究科 祐成　保志 准教授

前田　楓 ﾏｴﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 社会心理学関連 インクルーシブ教育に対する消極的態度の解
明ー社会・文化心理学的アプローチー

安田女子大学 文学研究科 池田　智子 教授

松井　有美 ﾏﾂｲ ﾕﾐ 社会法学関連 労組法上の「使用者」概念-合同労組の視点か
ら「使用者」概念を再構成する

大阪大学 法学研究科 水島　郁子 教授

松浦　優 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳ 社会学関連 「現実の他者に性的魅力を感じない人々」の不
可視化と抵抗に関する研究

九州大学 人間環境学府 高野　和良 教授

松下　旦 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾗ 理論経済学関連 情報デザインによる混雑分散の研究 東京大学 経済学研究科 神取　道宏 教授

三浦　慎司 ﾐｳﾗ ｼﾝｼﾞ 実験心理学関連 美しさや楽しさを増幅させる身体基盤の解明 名古屋大学 情報学研究科 川合　伸幸 教授

三上　純 ﾐｶﾐ ｼﾞﾕﾝ ジェンダー関連 運動部活動におけるホモフォビアとミソジニー
に関する研究

大阪大学 人間科学研究科 木村　涼子 教授

溝内　亮佑 ﾐｿﾞｳﾁ ﾘﾖｳｽｹ 教育学関連 識字教育における文化表現活動に関する実証的
研究-オラリティ概念に着目して-

九州大学 人間環境学府 岡　幸江 教授

三津田　悠 ﾐﾂﾀﾞ ﾕｳ 社会学関連 「道徳回帰」現象の現代的形態：「道徳教育」
制度・言説に関する日独比較研究

早稲田大学 文学研究科 竹中　均 教授

宮前　健太郎 ﾐﾔﾏｴ ｹﾝﾀﾛｳ 社会学関連 コレラの流行と流言蜚語 筑波大学 人文社会科学研究
科

奥山　敏雄 教授

村井　史香 ﾑﾗｲ ﾌﾐｶ 教育心理学関連 現代青年によるキャラ""を介した友人関係に関
する研究""

北海道大学 教育学院 加藤　弘通 准教授
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村川　友哲 ﾑﾗｶﾜ ﾄﾓｱｷ 実験心理学関連 生理学的性周期と行動学的発情が合致するメカ
ニズムの解明

筑波大学 人間総合科学研究
科

小川　園子 教授

八鍬　加容子 ﾔｸﾜ ｶﾖｺ 社会学関連 対抗的公共圏の可能性の検討ーー「ストリー
ト・マガジン」を事例として

京都大学 文学研究科 丸山　里美 准教授

山岸　紫 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｶﾘ 観光学関連 「江戸的なもの」の再構築と観光的消費--江戸
切子の表象の変遷から

北海道大学 国際広報メディ
ア・観光学院

岡本　亮輔 准教授

山中　仁吉 ﾔﾏﾅｶ ｼﾞﾝｷﾁ 政治学関連 「法の統一」過程における家族政策の再編-19
世紀日本を事例として

北海道大学 北海道大学大学院
法学研究科

前田　亮介 准教授

山本　明日香 ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ 経済政策関連 インドにおける宗教と経済行動：宗教の経済学
からのアプローチ

神戸大学 経済学研究科 佐藤　隆広 教授

山本　みずき ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 政治学関連 戦間期英国ファシズムの政治史的研究-オズワ
ルド・モーズリーと自由主義の危機-

慶應義塾大学 法学研究科 細谷　雄一 教授

叶　鵬 ﾖｳ ﾎｳ 新領域法学関連 特許制度の公示機能低下対策という観点から見
た先使用権制度の比較制度論研究

東京大学 法学政治学研究科 田村　善之 教授

横井川　美佳 ﾖｺｲｶﾞﾜ ﾐｶ 子ども学および保育学関連 乳幼児期の自己認識を支える発達連関～両手同
時・交互開閉操作と実行機能に着目して～

京都大学 人間・環境学研究
科

田中　真介 准教授

李　愛慶 ﾘ ｴｷﾞﾖﾝ 教科教育学および初等中等教
育学関連

キリスト教系学校の研究-宗教科教員の葛藤対
処に影響を与える組織文化に注目して-

東京大学 教育学研究科 勝野　正章 教授

和崎　夏子 ﾜｻｷ ﾅﾂｺ 実験心理学関連 学習環境の充実度に関与する認知メカニズムの
解明

日本女子大学 人間社会研究科 竹内　龍人 教授

Ｗａｔａｎａｐ
ｏｎｇｖａｎｉ
ｃｈ　Ｓｏｍｔ
ｉｐ

ﾜﾀﾅﾎﾟﾝｳﾞｱﾆﾂﾁ ｿﾝ
ﾃｲﾂﾌﾟ

公共経済および労働経済関連 家計行動に関する研究 広島大学 人間社会科学研究
科

角谷　快彦 教授
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秋山　進一郎 ｱｷﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

符号問題がある3+1次元物理系のテンソル繰り
込み群による数値的研究

筑波大学 数理物質科学研究
科

藏増　嘉伸 教授

麻田　晴香 ｱｻﾀﾞ ﾊﾙｶ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

ジェイプサイ中間子を用いたトップクォーク質
量の精密測定

名古屋大学 理学研究科 戸本　誠 特任教授

足立　宏幸 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

ローレンツ共変性が明白なM理論の行列模型の
解析

筑波大学 理工情報生命学術
院

伊敷　吾郎 准教授

安部　清尚 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾖｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

大強度加速器と大型液体シンチレータ検出器で
紐解くニュートリノ原子核反応

東北大学 理学研究科 清水　格 准教授

天野　香菜 ｱﾏﾉ ｶﾅ 宇宙惑星科学関連 始原隕石の鉱物・有機物組成と反射スペクトル
特性に基づく含水小惑星の多様性の解明

東北大学 理学研究科 中村　智樹 教授

天野　雄輝 ｱﾏﾉ ﾕｳｷ 天文学関連 宇宙X線観測と地上プラズマ実験で切り拓く超
新星残骸の精密分光

京都大学 理学研究科 鶴　剛 教授

安藤　慧 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 宇宙惑星科学関連 電離圏下部における金属イオン層の形態と動態
に関する数値的研究

京都大学 理学研究科 齊藤　昭則 准教授

飯野　隼平 ｲｲﾉ ｼﾕﾝﾍﾟｲ 数理物理および物性基礎関連 テンソルネットワーク法による2次元量子系の
トポロジカル相転移の研究

東京大学 理学系研究科 川島　直輝 教授

井口　大幹 ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 幾何学関連 曲線複体を用いた Heegaard 分解の写像類群の
研究

広島大学 先進理工系科学研
究科

古宇田　悠
哉

教授

池田　侑平 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 磁性、超伝導および強相関系
関連

空間反転対称性の破れた超伝導体における新奇
輸送現象の解明

京都大学 理学研究科 柳瀬　陽一 教授

石井　竣 ｲｼｲ ｼﾕﾝ 代数学関連 Drinfeld加群のねじれ点に対する普遍上界予想 京都大学 理学研究科 玉川　安騎
男

教授

石井　宙志 ｲｼｲ ﾋﾛｼ 応用数学および統計数学関連 非局所反応拡散方程式に現れる空間パターンの
時間変化の解析

北海道大学 理学院 栄　伸一郎 教授

石原　滉大 ｲｼﾊﾗ ｺｳﾀ 磁性、超伝導および強相関系
関連

ウラン系超伝導体におけるカイラル超伝導状態
の検証

東京大学 新領域創成科学研
究科

芝内　孝禎 教授

板橋　勇輝 ｲﾀﾊｼ ﾕｳｷ 磁性、超伝導および強相関系
関連

ファンデルワールス結晶における新奇超伝導非
線形電荷輸送現象

東京大学 工学系研究科 岩佐　義宏 教授

伊藤　健吾 ｲﾄｳ ｹﾝｺﾞ 宇宙惑星科学関連 Fe-Ti酸化物を用いた塩基性岩鉛熱年代計の開
発：地球-月の初期熱史解明に向けて

東京大学 理学系研究科 飯塚　毅 准教授

伊東　直洋 ｲﾄｳ ﾅｵﾋﾛ 数理物理および物性基礎関連 相対論的グリーン関数法を用いた異常ホール効
果における元素ドープ効果の解明

東北大学 理学研究科 是常　隆 准教授

稲垣　慶修 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ プラズマ応用科学関連 プラズマ気液界面反応場における溶媒和電子の
診断と反応過程の解明

北海道大学 大学院工学院 佐々木　浩
一

教授

ＤＣ２・数物系科学　150名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧
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井上　健一 ｲﾉｳｴ ｹﾝｲﾁ プラズマ応用科学関連 高密度環境プラズマが拓く二次元ヘテロ構造材
料の新展開

東京大学 新領域創成科学研
究科

寺嶋　和夫 教授

井上　順平 ｲﾉｳｴ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ 数理解析学関連 拡散ロジスティック方程式の定常問題における
最適棲息分布の研究

早稲田大学 基幹理工学研究科 久藤　衡介 教授

井上　奉紀 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾉﾘ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

量子グラフの位相的構造の解明と標準模型を超
えた理論への応用

神戸大学 理学研究科 坂本　眞人 准教授

今井　渉平 ｲﾏｲ ｼﾖｳﾍｲ 磁性、超伝導および強相関系
関連

時間反転ダイナミクスを利用した多体系のスペ
クトロスコピー

東北大学 理学研究科 是常　隆 准教授

ＩＬＶＥＳ　Ｊ
ＥＳＰＥＲ

ｲﾙｳﾞｴｽ ｲｴｽﾍﾟﾙ 半導体、光物性および原子物
理関連

量子フィードバックを用いたマイクロ波タイム
ビン量子もつれの生成

東京大学 工学系研究科、先
端学際工学専攻

中村　泰信 教授

岩切　友希 ｲﾜｷﾘ ﾄﾓｷ 大気水圏科学関連 多年ラニーニャ現象の持続メカニズムと予測可
能性

東京大学 理学系研究科 渡部　雅浩 教授

潮田　理沙 ｳｼｵﾀﾞ ﾘｻ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

LHC-ATLAS実験における質量が縮退した電弱
ゲージーノの探索

東京工業大学 理学院 陣内　修 教授

江島　圭祐 ｴｼﾏ ｹｲｽｹ 固体地球科学関連 小規模岩体のマグマ過程および成長過程の大規
模深成岩体への展開

山口大学 創成科学研究科 大和田　正
明

教授

榎　優一 ｴﾉｷ ﾕｳｲﾁ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

Heterotic-Type IIA弦理論双対性の体系的理解
と幾何学への応用

東京大学 理学系研究科 渡利　泰山 准教授

榎本　一輝 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

レプトン数非保存の多角的検証を用いた新物理
探究についての理論的研究

大阪大学 理学研究科 兼村　晋哉 教授

江本　一磨 ｴﾓﾄ ｶｽﾞﾏ プラズマ科学関連 電子加熱から磁気ノズル加速に至る一連のエネ
ルギー輸送と運動量変換の物理解明

横浜国立大学 理工学府 鷹尾　祥典 准教授

遠藤　いずみ ｴﾝﾄﾞｳ ｲｽﾞﾐ 天文学関連 実験的及び観測的手法に基づく星間有機物の物
性解明

東京大学 理学系研究科 相川　祐理 教授

及川　元己 ｵｲｶﾜ ｹﾞﾝｷ 固体地球科学関連 波形解析に基づく火山型深部低周波地震のエネ
ルギー放射プロセスの解明

東京工業大学 理学院 中島　淳一 教授

大橋　健 ｵｵﾊｼ ｹﾝ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

宇宙線原子核種決定のための荷電パイ中間子交
換事象を用いたパイ中間子陽子衝突の測定

名古屋大学 理学研究科 伊藤　好孝 教授

大橋　良伊 ｵｵﾊｼ ﾘﾖｳｲ 半導体、光物性および原子物
理関連

量子異常ホール絶縁体/超伝導体ハイブリッド
系におけるエキゾチック励起

名古屋大学 工学研究科 田仲　由喜
夫

教授

大平　龍太郎 ｵｵﾋﾗ ﾘﾕｳﾀﾛｳ 半導体、光物性および原子物
理関連

冷却イオンのフォノンを用いた量子シミュレー
タの研究

大阪大学 基礎工学研究科 向山　敬 教授

岡林　一賢 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏｻ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

重力崩壊過程における熱源の解明 大阪市立大学 大阪市立大学　大
学院理学研究科

中尾　憲一 教授
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小川　翔司 ｵｶﾞﾜ ｼﾖｳｼﾞ 天文学関連 多波長観測と輻射輸送計算で確立する活動銀河
核の新たな統一描像

京都大学 理学研究科 上田　佳宏 准教授

奥野　大地 ｵｸﾉ ﾀﾞｲﾁ 半導体、光物性および原子物
理関連

2電子原子のリドベルグ状態による量子計算の
実現

京都大学 理学研究科 高橋　義朗 教授

奥谷　彩香 ｵｸﾔ ｱﾔｶ 天文学関連 将来観測を見据えた「解体」する系外固体惑星
のガス・ダストテイル形成モデルの構築

東京工業大学 理学院 井田　茂 教授

小澤　直也 ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

レーザー冷却重元素を用いた電子の電気双極子
能率探索

東京大学 理学系研究科 酒見　泰寛 教授

柿中　晋治 ｶｷﾅｶ ｼﾝｼﾞ 応用数学および統計数学関連 特性関数に基づく統計的評価手法の確立による
金融価格変動のべき乗則の解明

京都大学 情報学研究科 梅野　健 教授

春日　知明 ｶｽｶﾞ ﾄﾓｱｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

超小型人工衛星で明らかにする銀河系内最強レ
プトン加速器の磁場環境

東京大学 理学系研究科 馬場　彩 准教授

片桐　健登 ｶﾀｷﾞﾘ ｹﾝﾄ 量子ビーム科学関連 衝撃圧縮による金属化ダイヤモンドのナノ秒生
成

大阪大学 工学研究科 尾崎　典雅 准教授

加藤　健太 ｶﾄｳ ｹﾝﾀ 半導体、光物性および原子物
理関連

空間構造をデザインされた電磁波とスピン波の
非局所応答理論

大阪大学 基礎工学研究科 石原　一 教授

加藤　慎也 ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 固体地球科学関連 超高解像度でみる断層帯の地震学的構造 : 断
層帯における流体分布の解明にむけて

京都大学 理学研究科 飯尾　能久 教授

金丸　善朗 ｶﾈﾏﾙ ﾖｼｱｷ 天文学関連 カニ星雲のサブ秒角スケールでの精密Ｘ線分光
による電磁流体加速機構の解明

宮崎大学 農学工学総合研究
科

森　浩二 准教授

神山　晃範 ｶﾐﾔﾏ ｱｷﾉﾘ 半導体、光物性および原子物
理関連

光学的実空間観測による量子ホールエッジ状態
の伝播特性解明

東北大学 理学研究科 遊佐　剛 教授

亀岡　健太郎 ｶﾒｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ 数理解析学関連 散乱共鳴と量子カオスの数理解析 東京大学 数理科学研究科 伊藤　健一 准教授

河合　敏輝 ｶﾜｲ ﾄｼｷ 宇宙惑星科学関連 幅広いエネルギー範囲における太陽フレアとコ
ロナ加熱の関係の解明

名古屋大学 理学研究科 草野　完也 教授

川井　直樹 ｶﾜｲ ﾅｵｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

格子場の理論におけるトポロジカルな構造の研
究

大阪大学 理学研究科 大野木　哲
也

教授

川島　桜也 ｶﾜｼﾏ ｵｳﾔ 宇宙惑星科学関連 太陽系探査を目指した小型イオントラップフー
リエ変換型質量分析器の開発

東京大学 理学系研究科 笠原　慧 准教授

川又　将大 ｶﾜﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 幾何学関連 外微分式系により一般化したモンジュ・アン
ペール方程式の研究と幾何学的特異解の構成

広島大学 理学研究科 澁谷　一博 准教授

北折　曉 ｷﾀｵﾘ ｱｷ 磁性、超伝導および強相関系
関連

電流駆動可能な新規らせん磁性体の創製による
創発電磁誘導効果の開拓

東京大学 工学系研究科 十倉　好紀 卓越教授

北野　修平 ｷﾀﾉ ｼﾕｳﾍｲ 基礎解析学関連 完全非線形微分積分方程式における粘性解の正
則性

早稲田大学 先進理工学研究科 小池　茂昭 教授
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木下　稔基 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｷ 核融合学関連 装置間比較を通じた磁場閉じ込め高温プラズマ
の同位体効果の解明

九州大学 総合理工学府 田中　謙治 客員教授

草ノ瀬　優香 ｸｻﾉｾ ﾕｶ 磁性、超伝導および強相関系
関連

非磁性二重項の電気四極子が誘起する強相関量
子現象に関する研究

広島大学 先進理工系科学研
究科

鬼丸　孝博 教授

久保　孝太 ｸﾎﾞ ｺｳﾀ 地球生命科学関連 白亜紀獣脚類における移動能力の進化傾向ー環
境変動との対応を探る試みー

北海道大学 理学院 小林　快次 教授

熊谷　駿 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾕﾝ 幾何学関連 折り紙を用いた絶対ガロア群の研究とその平坦
曲面への一般化

東北大学 情報科学研究科 須川　敏幸 教授

栗栖　実 ｸﾘｽ ﾐﾉﾙ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

ミニマルセルの創成に基づく分子集合系と生命
を繋ぐ組織化現象の解明

東北大学 理学研究科 今井　正幸 教授

桑山　昂典 ｸﾜﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 磁性、超伝導および強相関系
関連

キュービックアンビルセルを用いた超高圧NMR
による鉄セレンの超伝導発現原理の解明

京都大学 人間・環境学研究
科

藤原　直樹 准教授

Ｇｕｐｔａ　Ｐ
ｒｉｔｉ

ｸﾞﾌﾟﾀ ﾌﾟﾘﾃｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

重力理論検証のための大質量比連星インスパイ
ラルのモデル化

京都大学 京都大学大学院理
学研究科物理学・
宇宙物理学専攻

田中　貴浩 教授

Ｋｅｌｌｅｒ
Ｔｉｍ

ｹﾗｰ ﾃｲﾑ 半導体、光物性および原子物
理関連

相互作用する系の量子熱力学 沖縄科学技術大
学院大学

科学技術研究科 ＢＵＳＣＨ
Ｔｈｏｍａ
ｓ

教授

小内　貴祥 ｺｳﾁ ﾀｶﾖｼ 磁性、超伝導および強相関系
関連

同位体NMR法を用いた電子の複合揺らぎが創発
する超伝導現象の探索

大阪大学 基礎工学研究科 椋田　秀和 准教授

児島　一輝 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

B中間子のセミレプトニック崩壊を用いた新物
理相互作用の検証

名古屋大学 理学研究科 飯嶋　徹 教授

小林　鮎子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕｺ 磁性、超伝導および強相関系
関連

機能性反強磁性体におけるスピン流生成機構の
開拓

東京大学 新領域創成科学研
究科

大谷　義近 教授

小林　志鳳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾎ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

CTA大口径望遠鏡によるガンマ線バーストの
ジェット生成モデルの検証

東京大学 理学系研究科 手嶋　政廣 教授

紺野　峻矢 ｺﾝﾉ ｼﾕﾝﾔ 半導体、光物性および原子物
理関連

汎用光量子コンピュータの実現に向けた三次位
相ゲートの研究

東京大学 工学系研究科 古澤　明 教授

齊藤　天晴 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾊﾙ 宇宙惑星科学関連 HED隕石の高精度年代測定により解き明かす原
始地球型小惑星ベスタの初期分化過程

名古屋大学 環境学研究科 日高　洋 教授

齊藤　巧真 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ 磁性、超伝導および強相関系
関連

スピン格子相互作用を持つ絶縁体における熱輸
送の理論的研究

東京大学 工学系研究科 永長　直人 教授

坂田　遼弥 ｻｶﾀ ﾘﾖｳﾔ 宇宙惑星科学関連 磁気流体シミュレーションに基づいた太古火星
における電離大気の散逸機構の解明

東京大学 理学系研究科 関　華奈子 教授
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佐藤　樹 ｻﾄｳ ﾀﾂｷ 磁性、超伝導および強相関系
関連

磁気光学イメージングを用いた多極子分域壁の
研究

東京大学 新領域創成科学研
究科

有馬　孝尚 教授

Ｚｈａｎｇ　Ｙ
ｏｕｙｕｅ

ｻﾞﾝ ﾖｰﾕｴ 固体地球科学関連 惑星深部物質の熱伝導率に対する水と化学不純
物の影響：地球型惑星の熱進化の探求

岡山大学 自然科学研究科 芳野　極 教授

柴田　直幸 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾕｷ 数理物理および物性基礎関連 散逸やスカーを伴う量子多体系の非平衡ダイナ
ミクスの解明

東京大学 理学系研究科 桂　法称 准教授

島崎　拓哉 ｼﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

超高強度電磁場と相対論的高渦度が織りなす
クォーク物質物性の探究

東京大学 理学系研究科 福嶋　健二 教授

清水　真 ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ 磁性、超伝導および強相関系
関連

強相関効果を考慮した電子構造計算と超伝導の
理論研究

岡山大学 自然科学研究科 大槻　純也 准教授

清水　陵嗣 ｼﾐｽﾞ ﾘﾖｳｼﾞ 代数学関連 制限分岐版ノイキルヒ・内田の定理とその周辺 京都大学 理学研究科 玉川　安騎
男

教授

白石　薫平 ｼﾗｲｼ ｸﾝﾍﾟｲ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

ダイマー粒子を用いたガラスのJohari-
Goldstein beta緩和の理解

東京大学 総合文化研究科 池田　昌司 准教授

ＪＩＡＮ　Ｍｉ
ｎｇｊｉｅ

ｼﾞｴﾝ ﾐﾝｼﾞｴ 天文学関連 近赤外域の彩層吸収線を用いた恒星ヘリウム量
の直接測定

東京大学 理学系研究科 田村　元秀 教授

菅原　隆介 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾕｳｽｹ 代数学関連 無限次元代数群とリー代数の構造および表現と
その応用

筑波大学 数理物質科学研究
科

佐垣　大輔 教授

杉山　素直 ｽｷﾞﾔﾏ ｽﾅｵ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

重力レンズによる宇宙の大規模構造と原始ブ
ラックホールから探る暗黒物質の包括的研究

東京大学 理学系研究科 高田　昌広 教授

鈴木　康太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 固体地球科学関連 超高温変成岩の昇温過程の変成温度-圧力-時間
-溶融履歴の構築

京都大学 理学研究科 河上　哲生 准教授

鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 数理物理および物性基礎関連 量子アルゴリズムと開放量子系の時間発展 早稲田大学 先進理工学研究科 中里　弘道 教授

曽我部　太郎 ｿｶﾞﾍﾞ ﾀﾛｳ 基礎解析学関連 ホモトピー論を用いた作用素環の研究 京都大学 京都大学理学研究
科数学教室

泉　正己 教授

高倉　隼人 ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ 天文学関連 宇宙マイクロ波背景放射の偏光観測に向けた広
視野冷却望遠鏡の開発

東京大学 理学系研究科 関本　裕太
郎

併任教授

高倉　龍 ﾀｶｸﾗ ﾘﾖｳ 数理物理および物性基礎関連 一般確率論を通した量子論の不確定性・非局所
性の更なる理解

京都大学 工学研究科 宮寺　隆之 准教授

高津　大樹 ﾀｶﾂ ﾀｲｷ 代数学関連 幾何学的群論とK3曲面 --- Gromov双曲性によ
る自己同型群へのアプローチ

東京工業大学 理学院 加藤　文元 教授

高野　哲 ﾀｶﾉ ｻﾄﾙ 固体地球科学関連 重力場変動観測による地震即時検知に向けたね
じれ振り子型重力勾配計の開発

東京大学 理学系研究科 安東　正樹 准教授

武井　勇樹 ﾀｹｲ ﾕｳｷ 天文学関連 超新星光度曲線の輻射輸送シミュレーションで
解き明かす星の最後の一年間

東京大学 理学系研究科 茂山　俊和 教授
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武田　雅広 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 幾何学関連 ゲージ群とリー群の可換元のなす空間のホモト
ピー論

京都大学 理学研究科 岸本　大祐 准教授

田中　翔也 ﾀﾅｶ ｼﾖｳﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

多核子移行反応から探る核分裂のスピン依存性 近畿大学 総合理工学研究科 有友　嘉浩 准教授

田中　正法 ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

ヒッグスセクターで探る非摂動解スファレロン
の性質～加速器と重力波による検証～

大阪大学 理学研究科 兼村　晋哉 教授

谷口　大輔 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 天文学関連 赤色超巨星を用いた銀河系円盤の二次元金属量
分布の解明

東京大学 理学系研究科 小林　尚人 准教授

田村　健祐 ﾀﾑﾗ ｹﾝｽｹ 数理物理および物性基礎関連 強相関フェルミオン系の基底状態およびダイナ
ミクスの数理物理的アプローチによる解明

東京大学 理学系研究科 桂　法称 准教授

臺信　直人 ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾅｵﾄ 代数学関連 楕円曲線に付随する非可換拡大における新たな
数論の研究

慶應義塾大学 理工学研究科 栗原　将人 教授

千葉　侑哉 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾔ 数理物理および物性基礎関連 孤立量子系の熱平衡化の一般化感受率を用いた
研究

東京大学 総合文化研究科 清水　明 教授

張　天逸 ﾁﾖｳ ﾃﾝｲﾁ 地球生命科学関連 火成活動・気候変動・生物進化の関係解明に向
けたカーニアン期多雨事象の詳細解析

早稲田大学 創造理工学研究科 太田　亨 教授

鎮西　弘毅 ﾁﾝｾﾞｲ ｺｳｷ 数理物理および物性基礎関連 開放フロケ系における新奇非平衡相の探索とそ
の機構の解明

東京大学 理学系研究科 常次　宏一 教授

塚田　大河 ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 大気水圏科学関連 新世代気象衛星を用いた台風内部コア領域の風
速推定手法開発と台風の変動過程の解明

北海道大学 環境科学院 堀之内　武 教授

土川　拓朗 ﾂﾁｶﾜ ﾀｸﾛｳ 天文学関連 赤外線観測を用いたアストロミネラロジーで挑
むAGN活動史の理解

名古屋大学 理学研究科 金田　英宏 教授

筒井　拓也 ﾂﾂｲ ﾀｸﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

コンパクト連星合体起源の非等方背景重力波を
用いた非テンソルモード重力波の探査

東京大学 理学系研究科 Ｃａｎｎｏ
ｎ　Ｋｉｐ
ｐ

教授

筒井　勇樹 ﾂﾂｲ ﾕｳｷ 幾何学関連 超ケーラー多様体のトロピカル類似における
リーマン=ロッホの定理の研究

東京大学 数理科学研究科 植田　一石 准教授

内藤　晋 ﾅｲﾄｳ ｼﾝ 核融合学関連 上下位置不安定性を抑制した高縦長度トカマク
装置の実現

東京工業大学 環境・社会理工学
院

筒井　広明 准教授

中島　爽太 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

非超対称なストリング理論によるトップダウン
アプローチ

大阪市立大学 大学院理学研究科 糸山　浩 教授

中村　幸輝 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

相対論的磁気流体を用いたクォーク・グルーオ
ンプラズマの物性研究

名古屋大学 理学研究科 野中　千穂 准教授

長瀬　准平 ﾅｶﾞｾ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ 応用数学および統計数学関連 深層学習モデルの非線形構造についての表現能
力に基づいた数理解析

芝浦工業大学 理工学研究科 石渡　哲哉 教授
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夏目　祥揮 ﾅﾂﾒ ﾋﾛｷ 核融合学関連 ガス種依存性に着目した核融合非接触プラズマ
中の輸送増大機構の解明

名古屋大学 工学研究科 大野　哲靖 教授

新山　颯大 ﾆｲﾔﾏ ｿｳﾀ 地球生命科学関連 南西諸島における介形虫の古生物地理学的研究
-進化過程の解明と古地理の復元-

金沢大学 自然科学研究科 神谷　隆宏 教授

波多野　修也 ﾊﾀﾉ ﾅｵﾔ 数学基礎関連 Morrey-Lorentz空間に対する分解 中央大学 理工学研究科 澤野　嘉宏 教授

早川　亮大 ﾊﾔｶﾜ ﾘﾖｳﾀ 天文学関連 超伝導遷移端X線分光器による新しい宇宙地上
実験手法の確立

東京都立大学 大学院理学研究科 石崎　欣尚 准教授

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

真空相転移を含む重力熱力学への拡張 東京大学 理学系研究科 横山　順一 教授

林　利憲 ﾊﾔｼ ﾄｼﾉﾘ 天文学関連 相対論的効果を考慮した重力三体系の力学進化
とその連星ブラックホール探査への応用

東京大学 理学系研究科 須藤　靖 教授

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

一般化されたリノーマロン除去法の開発とフ
レーバー物理予言への応用

東北大学 理学研究科 隅野　行成 准教授

春名　純一 ﾊﾙﾅ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

イレレバント変形された場の量子論とその非摂
動的側面のラージN極限による解析

京都大学 理学研究科 福間　将文 准教授

福島　碧都 ﾌｸｼﾏ ｱｵﾄ 天文学関連 超軽量・広視野・高角度分解能望遠鏡による大
質量星形成領域の広がったX線放射の解明

東京都立大学 大学院理学研究科 江副　祐一
郎

准教授

福島　省吾 ﾌｸｼﾏ ｼﾖｳｺﾞ 数理物理および物性基礎関連 第一原理分子動力学法に基づいた機械学習によ
る銀カルコゲナイドの熱伝導度計算

熊本大学 熊本大学大学院自
然科学教育部理学
専攻

下條　冬樹 教授

藤本　大仁 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾅﾄ 磁性、超伝導および強相関系
関連

原子層の層間スライドによる電荷輸送現象の理
論的解明

大阪大学 理学研究科 越野　幹人 教授

部谷　謙太郎 ﾍﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 半導体、光物性および原子物
理関連

超伝導量子ビット間結合に対する相互作用選択
性フィルタの提案と実装

東京大学 工学系研究科 中村　泰信 教授

ベ　星旻 ﾍﾞ ｿﾝﾐﾝ 半導体、光物性および原子物
理関連

低次元ペロブスカイトにおける励起子自己捕獲
による白色発光の原理解明

横浜国立大学 理工学府 ＲＡＥＢＩ
ＧＥＲ　Ｈ
ａｎｎｅｓ

准教授

別所　拓実 ﾍﾞﾂｼﾖ ﾀｸﾐ 半導体、光物性および原子物
理関連

非平衡・開放系特有のギャップレス構造に関す
るトポロジカル理論及びその物理的応用

京都大学 理学研究科 佐藤　昌利 教授

堀田　陽香 ﾎﾂﾀ ﾊﾙｶ 大気水圏科学関連 全球雲解像モデルを用いた微物理過程に基づく
氷雲ーエアロゾル相互作用の解明

東京大学 理学系研究科 鈴木　健太
郎

准教授

松浦　孝弥 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾔ 数理物理および物性基礎関連 代数的場の量子論上の量子通信路の研究 東京大学 工学系研究科 小芦　雅斗 教授

松岡　知紀 ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｷ 天文学関連 IIn型超新星に付随するトーラス状の星周物質
の起源と観測的診断法の確立

京都大学 理学研究科 前田　啓一 准教授
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松野　仁樹 ﾏﾂﾉ ﾏｻｷ 代数学関連 非可換超曲面と非可換不変式環の幾何学的およ
び表現論的性質に関する研究

静岡大学 自然科学系教育部 毛利　出 教授

松本　徳文 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾌﾐ 数理物理および物性基礎関連 非平衡開放多体系における非ユニタリー量子臨
界現象に関する理論的研究

東京大学 理学系研究科 上田　正仁 教授

真辺　幸喜 ﾏﾅﾍﾞ ｺｳｷ 半導体、光物性および原子物
理関連

冷却原子分子気体を用いたQCD多体系の量子シ
ミュレーションの実現に向けた理論研究

慶應義塾大学 理工学研究科 大橋　洋士 教授

丸石　崇史 ﾏﾙｲｼ ﾀｶﾌﾐ 固体地球科学関連 火山噴火における変形や合体をともなう気泡運
動の理論的研究

九州大学 理学府 寅丸　敦志 教授

丸山　修平 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾕｳﾍｲ 幾何学関連 擬準同型とファイバー束の特性類 名古屋大学 多元数理科学研究
科

森吉　仁志 教授

三嶋　洋介 ﾐｼﾏ ﾖｳｽｹ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

拡張された重力理論による宇宙の加速膨張機構
の探求

立教大学 理学研究科 小林　努 教授

三谷　啓人 ﾐﾀﾆ ﾋﾛﾄ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

ガス惑星の大気散逸過程及び長時間進化の中心
星依存性の統一的理解

東京大学 理学系研究科 吉田　直紀 教授

村上　浩大 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀ 代数学関連 場の量子論に現れる代数構造と量子群の表現論 京都大学 理学研究科 加藤　周 教授

森　祥仁 ﾓﾘ ｱｷﾋﾄ 幾何学関連 量子不変量と場の理論の相互連関に関する研究 東北大学 理学研究科 寺嶋　郁二 教授

森下　侑哉 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳﾔ 核融合学関連 データ同化を用いた核融合プラズマの統合輸送
シミュレーション

京都大学 工学研究科 村上　定義 教授

山川　智嗣 ﾔﾏｶﾜ ﾄﾓﾂｸﾞ 宇宙惑星科学関連 内部磁気圏における環電流イオンによるULF波
動の励起機構の研究

東京大学 理学系研究科 関　華奈子 教授

山口　永悟 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｶﾞﾉﾘ 代数学関連 代数曲線のm次可解Grothendieck予想について 京都大学 理学研究科 玉川　安騎
男

教授

山崎　大輝 ﾔﾏｻｷ ﾀﾞｲｷ 天文学関連 太陽光球・彩層磁場観測と先進的な数値モデリ
ングから迫る太陽フレアの発生機構の解明

京都大学 理学研究科 一本　潔 教授

山崎　一哉 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 大気水圏科学関連 雲システムの階層構造の存在理由に関する数理
的研究

東京大学 理学系研究科 三浦　裕亮 准教授

山崎　雄太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 天文学関連 ｒ元素の起源および宇宙時間進化と超新星・コ
ラプサー・中性子星連星系合体の発生頻度

東京大学 理学系研究科 中村　文隆 併任准教授

山田　恭平 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖｳﾍｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

連続回転式低温半波長板による高精度インフ
レーション探索

東京大学 理学系研究科 日下　暁人 准教授

山戸　康祐 ﾔﾏﾄ ｺｳｽｹ 基礎解析学関連 拡散過程の長時間挙動に関する極限定理 京都大学 理学研究科 矢野　孝次 准教授

山本　祐輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 代数学関連 p進簡約群の表現のgenericityについて 東京大学 東京大学大学院
数理科学研究科

今井　直毅 准教授

山本　理香子 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶｺ 磁性、超伝導および強相関系
関連

ネオジム化合物における磁気的な2チャンネル
近藤効果の実験的検証

広島大学 先進理工系科学研
究科

鬼丸　孝博 教授
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湯地　智紀 ﾕｼﾞ ﾄﾓｷ 代数学関連 スキームや代数多様体の圏論的復元問題につい
て

京都大学 数理解析研究所 望月　新一 教授

横倉　伶奈 ﾖｺｸﾗ ﾚﾅ 固体地球科学関連 下部マントルの窒素から探る地球の始原隕石 北海道大学 理学院 圦本　尚義 教授

吉井　究 ﾖｼｲ ｷﾜﾑ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

濡れた粉体系におけるレオロジーの理論：ミク
ロとマクロな視点から包括的理解に向けて

大阪大学 基礎工学研究科 後藤　晋 教授

吉川　祐紀 ﾖｼｶﾜ ﾕｳｷ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

ゴム状高分子ゲルにおける負のエネルギー弾性
の系統的理解

東京大学 工学系研究科 鄭　雄一 教授

吉田　奈央 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 宇宙惑星科学関連 火星から流出する大気の組成に対して大気上下
結合が与える影響の解明

東北大学 理学研究科 寺田　直樹 教授

吉野　聖人 ﾖｼﾉ ｷﾖﾄ 数学基礎関連 極値組合せ論を応用した等差数列とグラフの複
雑さについての研究

東北大学 情報科学研究科 宗政　昭弘 教授

米山　瑛仁 ﾖﾈﾔﾏ ｱｷﾋﾄ 数理物理および物性基礎関連 量子計算に指数加速を許す約束問題の性質の探
究

東京大学 総合文化研究科 国場　敦夫 教授

少林　文孝 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾀｶ 数理解析学関連 Navier-Stokes方程式における動的特異点の除
去可能性に関する研究

早稲田大学 基幹理工学研究科 小薗　英雄 教授

渡辺　展正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾏｻ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

行列模型から探るホログラフィー原理と非閉じ
込め相転移

筑波大学 数理物質科学研究
科

伊敷　吾郎 准教授

和田　拓道 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾄﾞｳ 半導体、光物性および原子物
理関連

光操作による粒子輸送選別機構及び新奇非線形
感受率測定手法の理論的提案

大阪府立大学 工学研究科 石原　一 教授

ＷＡＮＧ　Ｌｏ
ｎｇ

ﾜﾝ ﾛﾝ 代数学関連 カラビ・ヤウ多様体の錐予想について 東京大学 数理科学研究科 小木曽　啓
示

教授
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浅輪　泰允 ｱｻﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ ケミカルバイオロジー関連 深層学習を用いたPPI制御分子の創出 東京工業大学 生命理工学院 中村　浩之 教授

飯塚　知也 ｲｲﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 高分子材料関連 MOFとの複合による力学特性に優れた新規高分
子ネットワーク材料の創製

東京大学 新領域創成科学研
究科

植村　卓史 教授

池田　京 ｲｹﾀﾞ ｹｲ 無機・錯体化学関連 計算化学が主導する窒素の光還元反応を駆動力
とした新規アンモニア燃料電池の開発

九州大学 工学府 吉澤　一成 教授

井上　恵希 ｲﾉｳｴ ｹｲｷ 高分子材料関連 柔軟性ラダーポリマーを基盤とした革新的刺激
応答性材料の開発

東京工業大学 物質理工学院 福島　孝典 教授

岩野　司 ｲﾜﾉ ﾂｶｻ 無機・錯体化学関連 ポリ酸を基盤とした高速イオン輸送を可能とす
るモレキュラーアロイ結晶の創製

東京大学 総合文化研究科 内田　さや
か

准教授

上岡　史人 ｳｴｵｶ ﾌﾐﾄ 有機合成化学関連 キラルボラート触媒によるカチオン制御に基づ
く精密分子変換のための基盤構築

名古屋大学 工学研究科 大井　貴史 教授

上田　悠介 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 有機合成化学関連 光駆動不斉銅触媒反応の開発 北海道大学 大学院総合化学院 澤村　正也 教授

麻植　雅裕 ｵｴ ﾏｻﾋﾛ ケミカルバイオロジー関連 がん幹細胞イメージングとピルビン酸脱水素酵
素イメージングのための蛍光プローブ開発

京都大学 工学研究科 大江　浩一 教授

大崎　脩仁 ｵｵｻｷ ｼﾕｳﾄ 分析化学関連 唾液バイオマーカー計測デバイス開発とヘルス
ケア診断への応用

大阪大学 工学研究科 藤田　克昌 教授

大松　照政 ｵｵﾏﾂ ﾃﾙﾏｻ 分析化学関連 イオン性物質の細胞膜透過理論の確立と高効率
細胞導入への応用

京都工芸繊維大
学

工芸科学研究科 吉田　裕美 准教授

岡内　宏樹 ｵｶｳﾁ ﾋﾛｷ 生物分子化学関連 DNAを用いた進化可能な自己複製系の確立 東京大学 総合文化研究科 市橋　伯一 教授

岡田　隼輔 ｵｶﾀﾞ ｼﾕﾝｽｹ 生体関連化学 反応点と相互作用面の連結に基づく蛋白質酸化
的フォールディング促進剤の開発

東京農工大学 大学院工学府 村岡　貴博 教授

岡安　祥徳 ｵｶﾔｽ ﾖｼﾉﾘ 無機・錯体化学関連 刺激応答キラル希土類錯体の創出と 光リソグ
ラフィー材料への応用

東京理科大学 理学研究科化学専
攻

湯浅　順平 准教授

小笠原　気八 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｷﾔ 無機物質および無機材料化学
関連

新規ペロブスカイト型酸窒化物を用いた高性能
なアンモニア分解触媒の開発

東京工業大学 物質理工学院 北野　政明 准教授

奥出　諒 ｵｸﾃﾞ ﾘﾖｳ 有機合成化学関連 高歪み多環式炭化水素の変換を鍵とする新奇三
次元物質群の多様性指向型合成

名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一
郎

教授

尾関　優香 ｵｾﾞｷ ﾕｳｶ 分析化学関連 イオンモビリティー質量分析法を用いた分子量
数万の共重合体の新規分析手法の開発

名古屋工業大学 工学研究科 北川　慎也 教授

越智　純毅 ｵﾁ ｼﾞﾕﾝｷ 構造有機化学および物理有機
化学関連

1対1の水素結合を鍵としたカルボラン類の発光
機構制御と三色同時発光性分子への展開

京都大学 地球環境学舎 田中　一生 教授

風間　茜 ｶｻﾞﾏ ｱｶﾈ 高分子化学関連 加水分解による主鎖切断が可能なビニルポリ
マーの戦略的合成

信州大学 総合医理工学研究
科

高坂　泰弘 准教授

鎌田　健司 ｶﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 無機・錯体化学関連 金属錯体とタンパク質の複合化による新規二酸
化炭素還元システムの創製

名古屋大学 理学研究科 斎藤　進 教授

ＤＣ２・化学　106名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧
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嘉村　匠人 ｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 生体関連化学 mRNAの高次構造形成誘導を利用した核酸医薬の
開発

熊本大学 自然科学教育部 井原　敏博 教授

川合　茉利奈 ｶﾜｲ ﾏﾘﾅ 生体関連化学 細胞内分子を標的とした環状β-アミノ酸含有
ヘリカルペプチド薬剤の開発

東京大学 理学系研究科 菅　裕明 教授

河上　直也 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾔ ケミカルバイオロジー関連 大環状ペプチドへの融合による大環状ペプチド
-ユビキチン融合型阻害剤の開発

東京大学 理学系研究科 菅　裕明 教授

河崎　泰林 ｶﾜｻｷ ﾀｲﾘﾝ 有機合成化学関連 光とニッケルによるアルデヒドとアルケンの脱
水素アシルHeck反応の開発

京都大学 工学研究科 村上　正浩 教授

神崎　千沙子 ｶﾝｻﾞｷ ﾁｻｺ 構造有機化学および物理有機
化学関連

マイクロ流体の力学的エネルギーを利用したブ
ロック型超分子の創製

京都府立大学 生命環境科学研究
科

沼田　宗典 准教授

Ｇａｒｉｆｕｌ
ｌｉｎａ　Ａｉ
ｎａｓｈ

ｶﾞﾘﾌﾙﾘﾅ ｱｲﾅﾂｼﾕ 分析化学関連 分子間相互作用の超高感度測定のための新しい
マイクロ流体プラットフォーム

沖縄科学技術大
学院大学

科学技術研究科 ＳＨＥＮ
Ａｍｙ

教授

岸野　真之 ｷｼﾉ ﾏｻﾕｷ 高分子材料関連 中立面移動抑制戦略：非線形力学応答液晶フィ
ルムによる高耐久湾曲デバイスの創製

東京工業大学 物質理工学院 宍戸　厚 教授

ＫＯＯ　ＹＵＮ
ＨＥＥ

ｸ ﾕﾝﾌｲ 基礎物理化学関連 単分子電気伝導度測定を用いた開核性有機材料
のスピンフィルター特性の評価

京都大学 工学研究科 関　修平 教授

栗澤　尚瑛 ｸﾘｻﾜ ﾅｵｱｷ 生物分子化学関連 抗トリパノソーマ活性を示す新規海洋天然物の
探索と作用メカニズム解明

慶應義塾大学 理工学研究科 末永　聖武 教授

車田　怜史 ｸﾙﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 構造有機化学および物理有機
化学関連

炭素置換アルミニウムアニオンを応用した新規
化合物の合成と反応性についての研究

名古屋大学 工学研究科 山下　誠 教授

黒崎　澪 ｸﾛｻｷ ﾘﾖｳ 構造有機化学および物理有機
化学関連

大環状ピレン骨格を基盤とした湾曲ナノカーボ
ンの精密合成

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

山田　容子 教授

Ｇｏｏ　Ｚｉ
Ｌａｎｇ

ｸﾞｰ ｼﾞｰ ﾗﾝ 無機・錯体化学関連 チオラト錯体配位子で保護した金属硫化物クラ
スターの精密合成

大阪大学 理学研究科 今野　巧 教授

小杉　健斗 ｺｽｷﾞ ｹﾝﾄ 基礎物理化学関連 プロトンの量子効果と反応場の能動的制御に立
脚した錯体触媒の開発：理論と実験の融合

大阪大学 工学研究科 正岡　重行 教授

小林　吉彰 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ 高分子材料関連 光重合を駆動原理とする三次元微細配向膜の作
製とアクチュエータへの展開

東京工業大学 物質理工学院 宍戸　厚 教授

榊原　えりか ｻｶｷﾊﾞﾗ ｴﾘｶ 生体関連化学 合成金属錯体と蛋白質複合体の新規応用法の確
立

名古屋大学 理学研究科 荘司　長三 教授

坂口　周悟 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾕｳｺﾞ 高分子材料関連 粒子飛跡内線形重合反応による普遍的ナノ材料
形成と機能開拓

京都大学 工学研究科 関　修平 教授

佐々木　遼馬 ｻｻｷ ﾘﾖｳﾏ エネルギー関連化学 高濃度電解液系二次電池における電解液/電極
界面のイオン伝導機構の理論的解明

東京工業大学 物質理工学院 一杉　太郎 教授
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佐藤　優樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ エネルギー関連化学 特異な酸化耐久性を有するナノ構造炭素の耐食
機構解明

北海道大学 大学院総合化学院 幅崎　浩樹 教授

澤村　瞭太 ｻﾜﾑﾗ ﾘﾖｳﾀ 分析化学関連 近赤外吸収錯体を基体としたがんへピンポイン
トに作用するセラノスティクス試薬の創製

東北大学 環境科学研究科 壹岐　伸彦 教授

白井　宏明 ｼﾗｲ ﾋﾛｱｷ 無機物質および無機材料化学
関連

新規な優環境型青色または緑色無機顔料の開発 大阪大学 工学研究科 今中　信人 教授

白岩　和樹 ｼﾗｲﾜ ｶｽﾞｷ 生体関連化学 生きたマウス脳内における亜鉛イオンの変動を
解析する可視化ツールの開発

京都大学 工学研究科 浜地　格 教授

鄭　成佑 ｼﾞｮﾝ ｿﾝｳ エネルギー関連化学 プロトンポンピングを活用した材料の高機能化
と高効率水素膜型燃料電池の開発

北海道大学 大学院総合化学院 青木　芳尚 准教授

杉野目　駿 ｽｷﾞﾉﾒ ｼﾕﾝ 無機・錯体化学関連 磁場で穴を開閉可能なポーラスナノグラフェン
結晶

東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授

杉山　博信 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ エネルギー関連化学 ヒドリディックな水素が具現する低温メタノー
ル合成

東京工業大学 物質理工学院 細野　秀雄 特命教授

鈴木　祥央 ｽｽﾞｷ ｻﾁｵ 生体関連化学 ゲノム編集技術を活用した細胞内在性蛋白質の
化合物・光操作技術の開発

名古屋工業大学 工学研究科 築地　真也 教授

鈴木　隆平 ｽｽﾞｷ ﾘﾕｳﾍｲ 有機合成化学関連 水素原子移動触媒の分子設計にもとづく末端C-
H選択的官能基化反応

名古屋大学 工学研究科 大井　貴史 教授

春原　晴香 ｽﾉﾊﾗ ﾊﾙｶ 無機・錯体化学関連 可視光応答性中空錯体による空孔内配座制御を
利用した特異的可視光反応

東京大学 工学系研究科 藤田　誠 教授

角谷　凌 ｽﾐﾀﾆ ﾘﾖｳ 機能物性化学関連 外部刺激で可逆な構造・物性転換を起こす金属
錯体系イオン液体高分子の開発

神戸大学 理学研究科 持田　智行 教授

関川　卓也 ｾｷｶﾜ ﾀｸﾔ 基礎物理化学関連 第一原理計算および朝永-ラッティンジャー理
論に基づくDNAの電子状態と超伝導

新潟大学 自然科学研究科 大野　義章 教授

Ｃａｏ　Ｙｕ ｿｳ ｳ 無機物質および無機材料化学
関連

前期遷移金属ヒドリド化合物触媒の開拓と機構
解明

京都大学 工学研究科 陰山　洋 教授

高　夏海 ﾀｶ ﾅﾂﾐ 生体関連化学 光受容体蛋白質を用いた組織特異的なDNA脱メ
チル化法の開発

東京工科大学 バイオ・情報メ
ディア研究科

吉田　亘 講師

高木　太尊 ﾀｶｷﾞ ﾀｹﾙ ケミカルバイオロジー関連 スピロ環化平衡を利用した、細胞が発生する力
を測定・検出するメカノフォアの開発

東京大学 薬学系研究科 浦野　泰照 教授

滝沢　繁和 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｹﾞｶｽﾞ 基礎物理化学関連 圧縮センシングを用いたビデオレート広帯域ラ
マン分光イメージング

東京大学 理学系研究科 合田　圭介 教授

瀧本　和誉 ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 無機・錯体化学関連 生体内D-アミノ酸イメージングを指向したキラ
ルイリジウム錯体発光プローブの開拓

愛媛大学 理工学研究科 佐藤　久子 教授

田中　裕介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 機能物性化学関連 新奇円偏光発光性分子の探索と機能開発 東京大学 薬学系研究科 内山　真伸 教授
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辻　優依 ﾂｼﾞ ﾕｲ 高分子材料関連 変形下における高分子ゲルの静的および動的構
造解析

東京大学 理学系研究科 山室　修 教授

手島　慶和 ﾃｼﾏ ﾖｼｶｽﾞ 有機機能材料関連 チアゾールを基調とする新規n型半導体ポリ
マーの開発

広島大学 先進理工系科学研
究科

尾坂　格 教授

冨崎　真衣 ﾄﾐｻｷ ﾏｲ 機能物性化学関連 ダイヤモンド電極による二酸化炭素の有用物質
への電気化学的変換

慶應義塾大学 理工学研究科 栄長　泰明 教授

土居内　大樹 ﾄﾞｲｳﾁ ﾀﾞｲｷ 有機合成化学関連 高難度C-H酸化法の開発：不活性C-H結合の位置
選択的酸化と省資源化

九州大学 理学府 内田　竜也 准教授

内藤　理 ﾅｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 高分子化学関連 共役アルデヒドとビニルモノマーによる主鎖構
造・配列の制御された新規ポリマーの合成

大阪大学 理学研究科 青島　貞人 教授

中窪　圭佑 ﾅｶｸﾎﾞ ｹｲｽｹ グリーンサステイナブルケミ
ストリーおよび環境化学関連

環境配慮型有害金属吸着剤の開発 金沢大学 自然科学研究科 長谷川　浩 教授

中澤　廣宣 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 有機合成化学関連 ヘテロフラーレンのボトムアップ合成 大阪大学 工学研究科 櫻井　英博 教授

中西　大志 ﾅｶﾆｼ ﾀｲｼ 有機合成化学関連 データ駆動型科学による合理的な触媒設計に基
づく不斉反応系の探索

東北大学 理学研究科 寺田　眞浩 教授

長野　倫 ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾞｲ ケミカルバイオロジー関連 タンパク質間相互作用の時空間選択的標識を指
向したリレー触媒反応

京都大学 工学研究科 松原　誠二
郎

教授

西尾　宗一郎 ﾆｼｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 基礎物理化学関連 π共役分子集合体の光物性制御に向けた高精度
電子状態計算の開発

京都大学 理学研究科 林　重彦 教授

西村　和敏 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ 有機合成化学関連 新規多価カチオン種による元素埋め込み反応を
利用した三次元パイ共役分子の迅速構築

大阪大学 工学研究科 平野　康次 准教授

西村　亘生 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 機能物性化学関連 光励起三重項を活用した水の超核偏極化による
新規高感度NMR技術の創出

九州大学 工学府 君塚　信夫 教授

新田　菜摘 ﾆﾂﾀ ﾅﾂﾐ 高分子化学関連 自己集合カプセルの分子認識により誘導される
超分子共重合体の機能創成

広島大学 理学研究科 灰野　岳晴 教授

糠澤　拓実 ﾇｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 構造有機化学および物理有機
化学関連

π型単結合を基軸とした新規π電子系の創製 東北大学 理学研究科 岩本　武明 教授

野崎　真衣 ﾉｻﾞｷ ﾏｲ 高分子材料関連 ラセン構造制御に基づくテーラーメイド型力学
応答材料の創製

金沢大学 新学術創成研究科 前田　勝浩 教授

濱口　和馬 ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 高分子材料関連 キラルチャネルを有する液晶ナノ構造分離膜の
開発と光学分割への応用

東京大学 工学系研究科 加藤　隆史 教授

林　裕貴 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 構造有機化学および物理有機
化学関連

剛直なπ骨格に基づく異性体創出：外部刺激に
よるHOMO/LUMO準位の自在制御

北海道大学 大学院総合化学院 鈴木　孝紀 教授

坂野　文香 ﾊﾞﾝﾉ ｱﾔｶ 生体関連化学 mRNAの完全化学合成を指向した新規化学的
キャップ化法とRNA鎖連結法の確立

名古屋大学 理学研究科 阿部　洋 教授
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久野　尚之 ﾋｻﾉ ﾅｵﾕｷ 高分子化学関連 ビスポルフィリンの分子認識により生じる超分
子ポリマーネットワークの創製と機能

広島大学 理学研究科 灰野　岳晴 教授

菱川　湧輝 ﾋｼｶﾜ ﾕｳｷ 生体関連化学 分子挙動リアルタイム追跡のためのケージ空間
の構築

東京工業大学 生命理工学院 上野　隆史 教授

Ｈｕ　Ｓｈｕａ
ｉｆｅｎｇ

ﾌ ｼﾕｱｲﾌｴﾝ エネルギー関連化学 高性能Snペロブスカイト太陽電池のための半導
体材料開発

京都大学 理学研究科 若宮　淳志 教授

ＨＵ　Ｌｉｎｇ
ｙｕｎ

ﾌｰ ﾘﾝｸﾞﾝ 生体関連化学 アニオン性ヘテロキレート配位子を用いた複製
可能な金属錯体型人工DNA塩基対の開発

東京大学 理学系研究科 塩谷　光彦 教授

福田　将大 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 機能物性化学関連 酸化グラフェンから創製する機能性ダイヤモン
ドの開発

熊本大学 自然科学教育部 速水　真也 教授

福田　真幸 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 無機物質および無機材料化学
関連

Aサイトcolumnar秩序型ペロブスカイト型化合
物における極性構造の制御

東京工業大学 物質理工学院 東　正樹 教授

藤井　郁哉 ﾌｼﾞｲ ｲｸﾔ 有機合成化学関連 分極した金属-金属結合を利用した不活性シグ
マ結合活性化反応の開発

京都大学 工学研究科 中尾　佳亮 教授

藤本　智広 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 無機・錯体化学関連 構造制御に基づく遷移金属酸化物の機能化と高
難度酸化反応への応用

大阪大学 工学研究科 伊東　忍 教授

藤原　歩 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕﾐ 無機物質および無機材料化学
関連

三元触媒の起動および劣化機構に関するオペラ
ンド解析

熊本大学 自然科学教育部 町田　正人 教授

細野　裕基 ﾎｿﾉ ﾕｳｷ 構造有機化学および物理有機
化学関連

環状ペプチドの膜透過における主鎖柔軟性が与
える効果の研究

東京大学 工学系研究科 山東　信介 教授

増澤　樹 ﾏｽｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 生体関連化学 神経変性疾患の原因となるグアニン四重鎖RNA
凝集体の形成機構と作用機序の解明

静岡大学 自然科学系教育部 大吉　崇文 准教授

松原　聡志 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾄｼ 構造有機化学および物理有機
化学関連

八員環構築を要とした周期性三次元ナノカーボ
ンの精密合成

名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一
郎

教授

松村　祐希 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷ 基礎物理化学関連 マルチパラメター制御熱測定を使った分子性物
質のエントロピー科学

大阪大学 理学研究科 中澤　康浩 教授

眞部　夢大 ﾏﾅﾍﾞ ﾕﾒﾋﾛ 構造有機化学および物理有機
化学関連

柔軟な脂肪族ポリケトンを用いた面内芳香族性
を示す新奇環状π共役系の構築

北海道大学 大学院総合化学院 猪熊　泰英 准教授

丸山　和也 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 高分子化学関連 環状アセタールのカチオン重合を基盤とした新
規配列制御高分子合成法の開拓

大阪大学 理学研究科 青島　貞人 教授

美尾　樹 ﾐｵ ﾀﾂﾙ 構造有機化学および物理有機
化学関連

多角形集積戦略による巨大ナノカーボン凹面内
空間の精密設計・構築

東京大学 理学系研究科 磯部　寛之 教授

水津　了 ﾐｽﾞﾂ ﾘﾖｳ 有機機能材料関連 光ルイス酸発生剤による高反応性かつ高選択性
な高圧向山アルドール反応の開発

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

河合　壯 教授
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宮岸　拓路 ﾐﾔｷﾞｼ ﾋﾛﾐﾁ 有機機能材料関連 非平衡な[1]ロタキサン型熱/力学センサ分子の
開発とそれによる材料内イメージング

東京大学 総合文化研究科 寺尾　潤 教授

村西　和佳 ﾑﾗﾆｼ ｶｽﾞﾖｼ 生体関連化学 病原菌特有の金属取り込み機構を標的とした新
規抗菌薬の開発

北海道大学 大学院総合化学院 石森　浩一
郎

教授

森　圭太 ﾓﾘ ｹｲﾀ 生体関連化学 酸化還元による金属錯体型人工DNAの会合制御
と自律振動型DNA分子マシンの創成

東京大学 理学系研究科 塩谷　光彦 教授

盛田　雅人 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾄ 有機機能材料関連 ハロゲン結合を利用した重金属を含まない効率
的な近赤外発光材料の創製

京都工芸繊維大
学

工芸科学研究科 山田　重之 准教授

森山　隼人 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾔﾄ 無機・錯体化学関連 金属伝導性を示す多孔性配位高分子の合成とそ
の物性探索

京都大学 理学研究科 北川　宏 教授

八木　篤実 ﾔｷﾞ ｱﾂﾐ 構造有機化学および物理有機
化学関連

新奇ジヘテロポルフィリノイドの合成と性質 名古屋大学 工学研究科 忍久保　洋 教授

八木　魁人 ﾔｷﾞ ｶｲﾄ 有機合成化学関連 触媒的タンデムC(sp3)-H変換で拓く環境調和型
有機合成の新展開

京都大学 工学研究科 杉野目　道
紀

教授

安田　拓海 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 無機物質および無機材料化学
関連

時空間パターン形成由来の螺旋ナノ構造体が持
つキラル分子応答性の理解

京都大学 工学研究科 邑瀬　邦明 教授

矢田　哲治 ﾔﾀ ﾃﾂｼﾞ 有機合成化学関連 ヘテロインジウム化を活用した新奇炭素-フッ
素結合変換反応の開発

大阪大学 工学研究科 安田　誠 教授

矢野　喜男 ﾔﾉ ﾖｼｵ 機能物性化学関連 ニオイ分子を選別・視覚認知できる人工嗅覚受
容体の創製

九州大学 工学府 久枝　良雄 教授

山下　優太郎 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 無機・錯体化学関連 局所構造変化の増幅による多孔性配位高分子結
晶のらせん反転と不斉認識スイッチング

東京大学 理学系研究科 塩谷　光彦 教授

梁　承民 ﾔﾝ ｽﾝﾐﾝ 有機機能材料関連 ヘテロ原子の自在ドープによるキラルナノ
チューブの精密設計と応用

東京大学 理学系研究科 磯部　寛之 教授

吉田　裕斗 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 機能物性化学関連 不斉機能点を有するAgナノクラスターの開発 奈良先端科学技
術大学院大学

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

劉　思雨 ﾘﾕｳ ｼﾕ 構造有機化学および物理有機
化学関連

反芳香族分子の積層を鍵とする新規超分子集合
体の構築と機能探索

名古屋大学 工学研究科 忍久保　洋 教授

ロッラッタナダ
ムロン　ラチャ
パン

ﾛﾂﾗﾂﾀﾅﾀﾞﾑﾛﾝ ﾗﾁﾔ
ﾊﾟﾝ

ケミカルバイオロジー関連 機械学習による大規模核酸配列データ解析を利
用したリボザイム活性の最適化

沖縄科学技術大
学院大学

科学技術研究科 横林　洋平 教授

若杉　択人 ﾜｶｽｷﾞ ﾀｸﾄ 無機物質および無機材料化学
関連

可視光応答性と強誘電性をもつ酸窒化物単結晶
自立膜の開発と光触媒応用

東京大学 理学系研究科 長谷川　哲
也

教授
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ＷＡＲＤＨＡＮ
Ａ　ＡＵＦＡＮ
ＤＲＡ　ＣＡＫ
ＲＡ

ﾜﾙﾀﾞﾅ ｱｳﾌｱﾝﾄﾞﾗ
ﾁﾔｸﾗ

エネルギー関連化学 界面の光励起プロセスを利用した可視光駆動型
光触媒の開発

東京工業大学 物質理工学院 宮内　雅浩 教授



ＤＣ２ 工学系科学 44287 令和3年度(2021年度) 218

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  

相川　脩 ｱｲｶﾜ ｼﾕｳ 光工学および光量子科学関連 遷移金属イオン添加カルコゲン化物を用いた中
赤外パルス動作フェムト秒レーザーの開発

東京理科大学 理学研究科 和田　智之 客員教授

赤池　良太 ｱｶｲｹ ﾘﾖｳﾀ 光工学および光量子科学関連 点欠陥制御による非輻射再結合中心の抑制と低
抵抗p型AlGaNの実現

京都大学 工学研究科 川上　養一 教授

明石　優志 ｱｶｲｼ ﾕｳｼﾞ ナノ材料科学関連 ペロブスカイトナノ結晶を用いた超解像イメー
ジング用光スイッチの開発

熊本大学 自然科学教育部 木田　徹也 教授

秋葉　貴輝 ｱｷﾊﾞ ﾀｶｷ 熱工学関連 宇宙実験と数理科学計算の融合による希薄燃焼
限界近傍における特異火炎挙動の新理論

東北大学 工学研究科 丸田　薫 教授

安達　有輝 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ ナノ構造物理関連 次世代型ラマン分光原子間力顕微鏡で拓く金ナ
ノ構造体上の原子レベル触媒反応機構解明

大阪大学 工学研究科 李　艶君 准教授

厚川　健太朗 ｱﾂｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 複合材料および界面関連 新規固相分散融液晶析法によって形成された微
細構造を利用した高溶解性固体の創製

東京農工大学 大学院工学府 滝山　博志 教授

安倍　紘平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 移動現象および単位操作関連 粒子安定化エマルションの電荷濃度が乾燥起因
の油滴合一に及ぼす影響のメカニズム解明

東京農工大学 大学院生物システ
ム応用科学府

稲澤　晋 准教授

ＬＥＥ　ＳＵＪ
ＩＮ

ｲ ｽｼﾞﾝ 構造材料および機能材料関連 電子線ホログラフィーによる磁場解析の高度化
と磁石材料への応用

九州大学 工学府 村上　恭和 教授

李　度胤 ｲ ﾄﾞﾕﾝ 建築環境および建築設備関連 空調熱源システムの最適運用における人工知能
を用いたモデル予測制御手法の開発

東京大学 工学研究科 大岡　龍三 教授

飯塚　昭博 ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ 金属生産および資源生産関連 希土類金属の脱酸能を利用する新しいTi粉末の
焼結法の開発

東京大学 工学系研究科 岡部　徹 教授

五十嵐　喜寅 ｲｶﾗｼ ﾖｼﾄ 材料力学および機械材料関連 織物SiC繊維/SiC複合材料のX線CT観察に基づく
き裂進展シミュレーション

東京農工大学 大学院工学府 小笠原　俊
夫

教授

池田　啓 ｲｹﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 地球資源工学およびエネル
ギー学関連

スマートマイニングを先導する地下鉱山におけ
る原位置応力モニタリングシステムの開発

秋田大学 国際資源学研究科 川村　洋平 教授

池田　寛 ｲｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 熱工学関連 強制対流冷却と発電を統合したフロー熱電発電
の性能向上と作動流体特性の研究

東京工業大学 工学院 村上　陽一 准教授

池田　遼 ｲｹﾀﾞ ﾘﾖｳ 原子力工学関連 MCFゴムセンサを用いた超高感度・低遅延セン
シング技術の開発と原子力分野への応用

東京工業大学 環境・社会理工学
院

木倉　宏成 准教授

石井　秋光 ｲｼｲ ｱｷﾐﾂ 材料力学および機械材料関連 次世代超伝導材料開発への新アプローチ：計算
と実験の融合による粒界制御技術の確立

東京農工大学 大学院工学府 山中　晃徳 准教授

石田　康平 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ 建築計画および都市計画関連 建築プロセスにおける対話ツールとしてのMRの
活用に関する研究

東京大学 工学系研究科 野城　智也 教授

石丸　太一 ｲｼﾏﾙ ﾀｲﾁ 地盤工学関連 ため池堤体の細粒分流出を再現した実験システ
ムの構築と流出進行メカニズムの解明

山口大学 創成科学研究科 鈴木　素之 教授

ＤＣ２・工学系科学　218名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧
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市川　健太 ｲﾁｶﾜ ｹﾝﾀ 機械力学およびメカトロニク
ス関連

エレクトレットを用いた超薄型口腔内発電シス
テム

東京工業大学 工学院 土方　亘 准教授

伊藤　海斗 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 制御およびシステム工学関連 データ活用制御手法の信頼性向上にむけた確率
雑音の効用解析

京都大学 情報学研究科 加嶋　健司 准教授

伊藤　亘輝 ｲﾄｳ ｺｳｷ 電力工学関連 磁気的相互作用を考慮した磁気ギヤードモータ
の定量解析モデル構築と最適制御法の確立

東北大学 工学研究科 中村　健二 教授

井藤　浩明 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 無機材料および物性関連 微細粒子の低温固相合成法による新規固体電解
質の創出

北海道大学 大学院総合化学院 三浦　章 准教授

伊藤　友里 ｲﾄｳ ﾕﾘ 土木環境システム関連 水安全性に影響を与える住民の適応力の評価手
法の検討

山梨大学 医工農学総合教育
部

西田　継 教授

井上　涼 ｲﾉｳｴ ﾘﾖｳ 建築構造および材料関連 小・中地震による繰り返し変形が木造住宅の耐
震性能に及ぼす影響

広島大学 先進理工系科学研
究科

森　拓郎 准教授

今井　健太郎 ｲﾏｲ ｹﾝﾀﾛｳ 加工学および生産工学関連 ディープニューラルネットワークを用いた光弾
性ＣＴ法の開発

千葉大学 融合理工学府 松坂　壮太 准教授

Ｌｉｍ　Ｓｕａ ｲﾑ ｽｱ 建築構造および材料関連 超高強度繊維補強コンクリート(UFC)パネルを
利用した損傷した柱の耐震補強工法

京都大学 工学研究科 西山　峰広 教授

岩城　将人 ｲﾜｷ ﾏｻﾄ 無機材料および物性関連 太陽電池用ダウンシフト蛍光体の創製および発
光メカニズムの解明

新潟大学 自然科学系 戸田　健司 准教授

上野　安澄 ｳｴﾉ ｱｽﾞﾐ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

内燃レシプロエンジンと高分子を活用した温柔
な人体触感再現ロボットの研究

東京農工大学 大学院工学府 水内　郁夫 教授

梅原　裕太郎 ｳﾒﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 熱工学関連 伝熱・流動現象の高分解能同時計測による高温
面冷却時のクエンチ現象の解明

電気通信大学 情報理工学研究科 大川　富雄 教授

海野　城衣 ｳﾝﾉ ｼﾞﾖｳｲ 移動現象および単位操作関連 パーシャルシーディングとプログラム冷却のコ
ンビナトリアル手法による結晶品質最適化

早稲田大学 先進理工学研究科 平沢　泉 教授

江口　卓弥 ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 電力工学関連 広い充放電電圧範囲を有する超高エネルギー密
度Liイオンキャパシタの開発

秋田大学 理工学研究科 熊谷　誠治 教授

ＷＡＮＧ　ＹＵ
ＳＨＥＮＧ

ｵｳ ｷﾞﾖｸｾｲ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

音響カメラを用いた極限水中環境センシング 東京大学 工学系研究科 山下　淳 准教授

王　真金 ｵｳ ｼﾝｷﾝ 材料力学および機械材料関連 フレキシブル圧電・磁歪複合材料の設計・開発
と環境発電IoTシステムへの展開

東北大学 工学系研究科 成田　史生 教授

ＯＵＹＡＮＧ
Ｚｈｉｙｏｎｇ

ｵｳﾖｳ ﾁﾖｳ 加工学および生産工学関連 ピコ秒パルスレーザを用いたガラスと半導体材
料の高品位微細接合法に関する研究

岡山大学 自然科学研究科 岡田　晃 教授

大川　将志 ｵｵｶﾜ ﾏｻｼ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

ヒアルロン酸結合タンパクを基点とした革新的
医用材料開発

東京大学 工学系研究科 伊藤　大知 教授
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大木　悠一朗 ｵｵｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

クリック反応可能なマイクロカプセルを用いた
幹細胞の増殖・分化誘導プロセスの開発

東京大学 工学系研究科 伊藤　大知 教授

大下　雅昭 ｵｵｼﾀ ﾏｻｱｷ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

金回折格子上の伝搬型プラズモンを用いた超小
型分光器の研究

電気通信大学 情報理工学研究科 菅　哲朗 准教授

大竹　真央 ｵｵﾀｹ ﾏｵ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

網羅的１分子力学解析法におけるナノ力学の究
明とがんマーカー分子診断応用

山梨大学 医工農学総合教育
部

浮田　芳昭 准教授

大塚　里美 ｵｵﾂｶ ｻﾄﾐ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

機能プロテオミクスを用いた薬剤リポジショニ
ング法の開発

岡山大学 ヘルスシステム統
合科学研究科

徳光　浩 教授

大畑　考司 ｵｵﾊﾀ ﾀｶｼ ナノ構造化学関連 芳香族分子吸着により電気伝導が発現するMOF
ナノシートの創製とセンサー応用

大阪府立大学 工学研究科 牧浦　理恵 准教授

荻野　靖之 ｵｷﾞﾉ ﾔｽﾕｷ 原子力工学関連 核融合炉ブランケットの中性子輸送とトリチウ
ム増殖現象の実験解析の研究

京都大学 エネルギー科学研
究科

小西　哲之 教授

奥野　亮太 ｵｸﾉ ﾘﾖｳﾀ 無機材料および物性関連 コア-シェル型多孔質シリコン負極の酸化物系
全固体リチウムイオン電池への応用

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

高橋　雅也 客員教授

各務　響 ｶｶﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ 電子デバイスおよび電子機器
関連

トポロジカルフォトニクスを利用したチップ
ベースの光渦・偏波デマルチプレクサの提案

東京工業大学 工学院 西山　伸彦 教授

景政　柊蘭 ｶｹﾞﾏｻ ｼﾕｳｶ 土木環境システム関連 廃水処理汚泥中に存在する未培養な超微小微生
物の生態学的特性の解明

東北大学 工学研究科 李　玉友 教授

梶本　健太郎 ｶｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 薄膜および表面界面物性関連 時間分解静電気力顕微鏡によるネットワーク型
デバイスの電荷追跡

大阪大学 理学研究科 松本　卓也 教授

加藤　慎 ｶﾄｳ ﾏｺﾄ 加工学および生産工学関連 CFRP適用工作機械の熱変形-動特性連成解析に
よる省エネルギー加工システムの開発

慶應義塾大学 理工学研究科 柿沼　康弘 教授

亀井　智子 ｶﾒｲ ｻﾄｺ 原子力工学関連 電荷識別型ミュオン検出器の開発と低エネル
ギー宇宙線ミュオンの測定

九州大学 総合理工学府 渡辺　幸信 教授

川口　美沙 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｻ 流体工学関連 分散系懸濁液のレオロジーコントロールに向け
た微視的レオロジー評価方法の確立

京都工芸繊維大
学

工芸科学研究科 森西　晃嗣 教授

河瀬　理貴 ｶﾜｾ ﾘｷ 土木計画学および交通工学関
連

災害時における人道支援物流に関する最適化の
数理

東北大学 情報科学研究科 井料　隆雅 教授

神田　循大 ｶﾝﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ ナノマイクロシステム関連 階層的構造制御に基づく材料機能化が実現する
革新的生体吸収性マイクロデバイス構築

東京大学 工学系研究科 一木　隆範 教授

菅野　寛志 ｶﾝﾉ ﾋﾛｼ 光工学および光量子科学関連 ３次元蛍光寿命イメージングフローサイトメー
ターの開発とがん細胞群の薬剤応答解析

東京大学 理学系研究科 合田　圭介 教授
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ＧＯＵＮＤＡＲ
ＪＯＷＥＳＨ
ＡＶＩＳＨＥＩ
Ｋ

ｶﾞｳﾝﾀﾞｰ ｼﾞﾖｳｴｼｴ
ｱﾋﾞｼｴｸ

材料力学および機械材料関連 歪み制御マルチダンベル型グラフェンナノリボ
ン構造太陽光発電デバイスの開発

東北大学 工学研究科 三浦　英生 教授

蒲生　浩忠 ｶﾞﾓｳ ﾋﾛﾀﾀﾞ 無機材料および物性関連 活物質-固体電解質界面をその場形成した全固
体リチウム硫黄電池の作製と電池特性評価

豊橋技術科学大
学

工学研究科 松田　厚範 教授

ＫＩＭ　Ｋｉ
Ｂｅｏｍ

ｷﾑ ｷ ﾎﾞﾑ 熱工学関連 層流・乱流噴霧火炎のマークシュタイン長さに
関する数値解析的研究

京都大学 工学研究科 黒瀬　良一 教授

金　和妍 ｷﾑ ﾌｱﾖﾝ 水工学関連 最先端マルチ周波数レーダーを用いた山岳流域
の出水予測

京都大学 工学研究科 中北　英一 教授

金　惠美 ｷﾑ ﾍﾐ 建築環境および建築設備関連 データドリブン方式を利用した空調システムシ
ミュレーション自動生成ツールの開発

九州大学 人間環境学府 住吉　大輔 准教授

草間　慎也 ｸｻﾏ ｼﾝﾔ ナノマイクロシステム関連 皮膚オスモシスによる超高効率なウェアラブル
投薬システムの創出

東北大学 工学研究科 西澤　松彦 教授

窪田　博愛 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｴ 触媒プロセスおよび資源化学
プロセス関連

オペランド分光・計算によるNH3-SCR反応の動
的機構解析と触媒反応場設計

北海道大学 大学院総合化学院 清水　研一 教授

倉田　英司 ｸﾗﾀ ｴｲｼﾞ 建築史および意匠関連 伝統的建造物群の特性を踏まえた制度設計と運
用のありかたに関する考察

大阪市立大学 大学院工学研究科 嘉名　光市 教授

栗間　淳 ｸﾘﾏ ｼﾞﾕﾝ 構造工学および地震工学関連 地盤が液状化に至る変相メカニズムの解明とそ
の解析手法

京都大学 工学研究科 澤田　純男 教授

黒澤　未來 ｸﾛｻﾜ ﾐｸ 建築構造および材料関連 建築物の継続使用の実現に向けた金属パネル外
壁システムの地震時損傷抑制方法の解明

東京工業大学 環境・社会理工学
院

吉敷　祥一 准教授

桑野　太郎 ｸﾜﾉ ﾀﾛｳ 金属生産および資源生産関連 極薄フラックスを利用したカルコパイライト型
リン化物薄膜のＭＢＥ成長

京都大学 工学研究科 野瀬　嘉太
郎

准教授

顧　建成 ｺ ｹﾝｾｲ 構造工学および地震工学関連 熱画像とAIを活用した社会インフラ構造物の劣
化損傷自動診断システムの開発への挑戦

東北大学 工学研究科 運上　茂樹 教授

小池　康太 ｺｲｹ ｺｳﾀ ナノバイオサイエンス関連 超高感度誘導ラマン顕微鏡技術の開発 大阪大学 工学研究科 藤田　克昌 教授

小池　優巴 ｺｲｹ ﾕｳﾊ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

ハイブリッド型光駆動アクチュエータを用いた
超高速単一細胞解析

中央大学 理工学研究科 早川　健 准教授

小泉　光司 ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ 生体医工学関連 記憶機能回復を目指したニューロモジュレー
ション手法の開発

東京大学 工学系研究科 中尾　政之 教授

ＨＵＡＮＧ　Ｙ
ＩＸＵＡＮ

ｺｳ ｲｾﾝ 生体材料学関連 長寿命・高効率な生体埋め込み型燃料電池に向
けた生体適合ゲル材料の創製

東京大学 工学系研究科 高井　まど
か

教授

ＨＵＡＮＧ　Ｘ
ＩＮ

ｺｳ ｼﾝ ナノ構造物理関連 固体材料における第二音波の実験的検討 東京大学 工学系研究科 野村　政宏 准教授
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河野　聖 ｺｳﾉ ｻﾄｼ ナノ構造化学関連 極低温までの光吸収・解離分光で解明する銀ク
ラスターの集団励起発現過程

九州大学 理学府 寺嵜　亨 教授

小鯖　匠 ｺｻﾊﾞ ﾀｸﾐ 材料加工および組織制御関連 異材接合部の耐食性・強度を飛躍的に向上させ
る革新的高機能Al合金の創製

東北大学 工学研究科 武藤　泉 教授

小松　遊矢 ｺﾏﾂ ﾕｳﾔ 無機材料および物性関連 水素の荷電状態制御に基づく高速電子物性ス
イッチング

東京工業大学 物質理工学院 一杉　太郎 教授

小森　太郎 ｺﾓﾘ ﾀﾛｳ 電気電子材料工学関連 レアアースフリー磁性窒化物単結晶におけるス
ピン軌道トルクを用いた超高効率磁壁移動

筑波大学 理工情報生命学術
院

末益　崇 教授

近藤　吉史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ 構造材料および機能材料関連 構造欠陥とバイメタル活性点を導入した新規金
属有機構造体光触媒の創成

大阪大学 工学研究科 山下　弘巳 教授

ＧＡＯ　ＳＨＡ
Ｎ

ｺﾞｳ ｻﾝ 生体材料学関連 がんや脈管系疾患を対象とした超分子製剤の開
発

東京工業大学 生命理工学院 西山　伸宏 教授

柴　亜東 ｻｲ ｱﾄｳ 構造材料および機能材料関連 骨組織の補填と再生を両立・促進する配向コ
ラーゲン/アパタイト複合ナノ構造体の創製

長岡技術科学大
学

大学院工学研究科
博士後期課程　エ
ネルギー・環境工
学専攻

多賀谷　基
博

物質材料工
学専攻　准
教授

坂井　浩紀 ｻｶｲ ﾋﾛｷ 熱工学関連 マイクロ空間内における合金の特異な相転移現
象の解明と潜熱蓄熱材料の開発

北海道大学 大学院工学院 能村　貴宏 准教授

坂中　勇太 ｻｶﾅｶ ﾕｳﾀ 移動現象および単位操作関連 ゲート型吸着材料を活用した新規吸着分離プロ
セスの構築

京都大学 工学研究科 宮原　稔 教授

崎田　晃基 ｻｷﾀ ｺｳｷ 防災工学関連 3次元レーザ計測による斜面点検の効率化に関
する研究

岡山大学 環境生命科学研究
科

西山　哲 教授

佐古　憲孝 ｻｺ ﾉﾘﾀｶ 熱工学関連 宇宙機燃焼室壁の熱拡散特性時間を考慮したパ
ルス冷却によるヒートソークバックの抑制

京都大学 エネルギー科学研
究科

川那辺　洋 教授

佐々木　康雄 ｻｻｷ ﾔｽｵ 制御およびシステム工学関連 流体場に対する機械学習と制御の融合的手法に
よる制御則設計

名古屋大学 工学研究科 椿野　大輔 講師

佐藤　魁星 ｻﾄｳ ｶｲｾｲ 機械要素およびトライボロ
ジー関連

その場観察手法を用いた潤滑油添加剤としての
イオン液体の潤滑メカニズムに関する研究

東京理科大学 工学研究科機械工
学専攻

佐々木　信
也

教授

佐藤　崚 ｻﾄｳ ﾘﾖｳ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

架橋酵素反応によるマルチコンポーネントワク
チン創製のための基盤技術の開発

九州大学 工学府 神谷　典穂 教授

ＳＡＲＫＥＲ
ＭＤ　ＳＨＡＭ
ＩＭ

ｻﾙｶｰ ﾓﾊﾏﾂﾄﾞ ｼﾔﾐ
ﾑ

電気電子材料工学関連 量子計算応用のためのスピン波干渉デバイスの
研究

東京大学 工学系研究科 田畑　仁 Professor

塩津　勇作 ｼｵﾂ ﾕｳｻｸ 電子デバイスおよび電子機器
関連

CMOSロジックの低消費電力技術に関する研究 東京工業大学 工学院 菅原　聡 准教授
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篠原　航平 ｼﾉﾊﾗ ｺｳﾍｲ 金属材料物性関連 組合せ最適化に基づく結晶構造探索 京都大学 工学研究科 田中　功 教授

柴　康太 ｼﾊﾞ ｺｳﾀ 電子デバイスおよび電子機器
関連

TSVレス三次元積層SRAM 東京大学 工学系研究科 黒田　忠広 教授

島田　佑太朗 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 地球資源工学およびエネル
ギー学関連

熱帯地域における地中熱ヒートポンプの経済・
環境面に基づく導入適合性評価

東京工業大学 環境・社会理工学
院

時松　宏治 准教授

島本　雄介 ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 応用物性関連 キラルスピンソリトン格子を用いたマイクロ波
デバイスの機能開拓とダイナミクスの解明

大阪府立大学 工学研究科 戸川　欣彦 教授

下条　裕 ｼﾓｼﾞﾖｳ ﾕｳ 医用システム関連 ピコ秒レーザー皮膚治療における作用機序の解
明と計算的評価手法の実証

大阪大学 工学研究科 粟津　邦男 教授

周　雨奇 ｼﾕｳ ｳｷ 医用システム関連 超高速撮像法と情報科学の融合による血栓症の
病態理解と抗血栓薬の薬効評価

東京大学 理学系研究科 合田　圭介 教授

小司　優陸 ｼﾖｳｼﾞ ﾕﾀｶ 建築環境および建築設備関連 複雑形状地中熱交換器を伴う地中熱利用システ
ムのシミュレーション及び制御モデル開発

北海道大学 大学院工学院 葛　隆生 准教授

白鳥　弘英 ｼﾗﾄﾘ ﾋﾛﾋﾃﾞ 材料力学および機械材料関連 湾曲繊維を有する3DプリントCFRPに適用可能な
破壊基準の創成

東京工業大学 工学院 轟　章 教授

白倉　孝典 ｼﾛｸﾗ ﾀｶﾉﾘ ナノ材料科学関連 トポロジカル半金属を用いた高性能純スピン注
入源の開発

東京工業大学 工学院 ＰＨＡＭ
ＮＡＭ・Ｈ
ＡＩ

准教授

ＳＨＥＮ　ＷＥ
ＩＱＩ

ｼﾝ ｲｷ 機械要素およびトライボロ
ジー関連

先進トライボ界面分析によるエンジンオイルの
省燃費性向上に向けた潤滑添加剤の最適化

京都大学 工学研究科 平山　朋子 教授

ＸＩＮＧ　ＤＩ ｼﾝ ﾃﾞｲ 電子デバイスおよび電子機器
関連

ペロブスカイトのナノ加工・再結晶化法を用い
たオンチップレーザアレイ

東京大学 工学系研究科 Ｄｅｌａｕ
ｎａｙ
ＪーＪ

准教授

新楯　諒 ｼﾝﾀﾃ ﾘﾖｳ 生体材料学関連 超高解像光音響・光学イメ-ジングによる癌標
的造影剤の細胞内動態評価技術の開発

東北大学 医工学研究科 西條　芳文 教授

神保　康紀 ｼﾞﾝﾎﾞ ｺｳｷ 設計工学関連 繊維強化材料押出法の積層造形で製作される新
しい機能構造の効率的な最適化設計法

明治大学 明治大学大学院理
工学研究科

舘野　寿丈 教授

杉本　真 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｺﾄ 流体工学関連 複雑界面における蒸発液滴の包括的移動現象解
析ツールの開発

大阪府立大学 工学研究科 須賀　一彦 教授

杉山　直輝 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｷ 機械要素およびトライボロ
ジー関連

排ガス浄化システムの性能向上を目的とした液
滴挙動の可視化実験と解析

東海大学 総合理工学研究科 落合　成行 教授

鈴木　杏奈 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 光工学および光量子科学関連 Tm添加媒質を用いた波長2μm帯超短パルスレー
ザーの開発

電気通信大学 情報理工学研究科 戸倉川　正
樹

准教授

鈴木　智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 安全工学関連 複合物理-非因果モデルに基く先端技術システ
ムの革新的リスクアセスメント手法の構築

横浜国立大学 環境情報学府 三宅　淳巳 教授
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鈴木　遥介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 土木環境システム関連 新制御理論に基づくライニング地中熱交換器を
利用したGSHPシステムの高度化検討

福井大学 工学研究科 藤本　明宏 准教授

鈴本　遼 ｽｽﾞﾓﾄ ﾘﾖｳ 航空宇宙工学関連 人工衛星群の編隊飛行による合成開口望遠鏡の
ための高精度位置・姿勢制御に関する研究

東京大学 工学系研究科 中須賀　真
一

教授

隅田　圭 ｽﾐﾀ ｹｲ 電気電子材料工学関連 3次元集積III-V-On-Insulatorデバイスに関す
る研究

東京大学 工学系研究科 高木　信一 東京大学・
教授

関口　叡範 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

動的環境に対してリアルタイムに適応可能な冗
長多関節ロボットにおける動作計画

東京都立大学 大学院システムデ
ザイン研究科

武居　直行 准教授

瀬野　宏 ｾﾉ ﾋﾛｼ 生体医工学関連 頻脈性不整脈の根治に向けたin silico学習に
よる焼灼治療戦略最適化の検討

東京大学 工学系研究科 佐久間　一
郎

教授

ＳＥＯ　ＰＯＯ
ＲＥＵＮ

ｿ ﾌﾟﾙﾝ 原子力工学関連 照射下その場計測法による電子励起/はじき出
し損傷のシナジー効果に関する研究

九州大学 工学府 安田　和弘 准教授

Ｚｅｎｇ　Ｊｉ
ｎｆｅｎｇ

ｿｳ ｷﾝﾎｳ 生体材料学関連 人工基底膜による細胞の区画化技術の創製を秩
序構造を有よる三次元組織体の構築

大阪大学 工学研究科 松崎　典弥 教授

孫　永烈 ｿﾝ ｴｲﾚﾂ ナノ構造物理関連 GeSnコアシェルナノワイヤアレイの作製、評価
とデバイス応用

筑波大学 数理物質科学研究
科

深田　直樹 教授

宋　瑞瑞 ｿﾝ ﾙｲﾙｲ 金属材料物性関連 金属溶湯脱成分法によるナノポーラスモリブデ
ン合金の製造と応用

東北大学 工学研究科 加藤　秀実 教授

高田　敦 ﾀｶﾀ ｱﾂｼ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

化学繊維ロープを用いた長尺多関節ロボット
アームの研究

東京工業大学 工学院 遠藤　玄 教授

高橋　幸宏 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ 構造工学および地震工学関連 データマイニング手法を用いた地震動予測地図
の高度化

岐阜大学 工学研究科 能島　暢呂 教授

竹島　滉 ﾀｹｼﾏ ｱｷﾗ 水工学関連 洪水被害の確率的評価に基づく新たな洪水防御
計画策定の枠組みの提案

東京大学 工学系研究科 芳村　圭 教授

竹山　知志 ﾀｹﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 原子力工学関連 ウラン錯体の酸化還元挙動を可視化する～直接
観察が拓くアクチニド錯体化学の新境地～

東京工業大学 物質理工学院 鷹尾　康一
朗

准教授

田中　絢也 ﾀﾅｶ ｹﾝﾔ 応用物性関連 室温動作超広帯域光検出器の実現に向けた量子
物質赤外応答の解明

京都大学 エネルギー科学研
究科

松田　一成 教授

田中　聖也 ﾀﾅｶ ｾｲﾔ 航空宇宙工学関連 月資源のその場製錬を実現するレーザーアルミ
ナ還元技術の研究

東京大学 工学系研究科 小紫　公也 教授

谷　和磨 ﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 航空宇宙工学関連 極低温推進薬の軌道上貯蔵・輸送に向けた減圧
沸騰現象の解明と予測手法の開発

東京大学 工学系研究科 姫野　武洋 准教授

田畑　邦佳 ﾀﾊﾞﾀ ｸﾆﾖｼ 航空宇宙工学関連 大電力ミリ波源ジャイロトロンを用いたマイク
ロ波ロケットの推力生成過程の解明

東京大学 工学系研究科 小紫　公也 教授
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田端　祥太 ﾀﾊﾞﾀ ｼﾖｳﾀ 建築計画および都市計画関連 都市構造に制約される現代的社会インフラ敷設
に対するシュタイナー問題の発展的適用

東京大学 工学系研究科 今井　公太
郎

教授

田部　広風海 ﾀﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 流体工学関連 多成分・非平衡系における液体分子の蒸発メカ
ニズムの解明

北海道大学 大学院工学院 小林　一道 准教授

ＣＨＥＮ　ＫＡ
ＮＧ

ﾁｴﾝ ｶﾝ 電子デバイスおよび電子機器
関連

二重放物面集束構造を有する導波路型振動子
(DPLUS)による医用応用デバイス

東京大学 新領域創成科学研
究科

森田　剛 教授

陳　建霖 ﾁｴﾝ ｼﾞﾔﾝﾘﾝ 機械力学およびメカトロニク
ス関連

革新的調整機構を持ったモードマッチ型MEMS
ジャイロスコープ

東北大学 工学研究科 塚本　貴城 准教授

Ｃｈａｎ　Ｓａ
ｎ　Ｔｏ

ﾁﾔﾝ ｻﾝﾄ 流体工学関連 降伏応力粘弾性流体の高精度高速プリンティン
グ手法の開発

沖縄科学技術大
学院大学

科学技術研究科 ＳＨＥＮ
Ａｍｙ

教授

ＺＨＡＮＧ　Ｊ
ＩＮＧＷＥＩ

ﾁﾖｳ ｹｲｲ 加工学および生産工学関連 3次元複合材料コアとメタルシートからなる軽
量高剛性の複層構造薄板の創製と塑性加工

東京大学 工学系研究科 柳本　潤 教授

張　裴之 ﾁﾖｳ ﾍﾟｲｼﾞ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

機能性材料を用いた接触、硬軟度、テクス
チャーを同時表現するハプティックスの研究

早稲田大学 創造理工学研究科 菅野　重樹 教授

附田　良太 ﾂｸﾀﾞ ﾘﾖｳﾀ 構造材料および機能材料関連 ニッケル基水素吸蔵合金を利用したパラジウム
代替触媒の開発

東北大学 工学研究科 亀岡　聡 教授

辻　勲平 ﾂｼﾞ ｸﾝﾍﾟｲ 防災工学関連 粒子法に基づくマルチスケール・相転移型地盤
崩壊シミュレータの構築

九州大学 工学府 浅井　光輝 准教授

土田　亮 ﾂﾁﾀﾞ ﾘﾖｳ 建築計画および都市計画関連 在来知を利活用したレジリエントな復興と減災
地域社会を構築する条件の解明と実現

京都大学 総合生存学館 寶　馨 教授

ＴＵＢＥＩ　Ｖ
ａｌａｒｙ

ﾂﾍﾞｲ ｳﾞｱﾗﾘ 材料力学および機械材料関連 3DイメージベースCPFEMによるTi-6Al-4Vの微小
疲労亀裂閉口挙動の評価

九州大学 工学府 戸田　裕之 教授

露久保　淳 ﾂﾕｸﾎﾞ ｱﾂｼ 生体医工学関連 高精度肝細胞アッセイを実現する自立浮遊ス
フェロイド培養系の開発

筑波大学 グローバル教育院 金森　敏幸 教授（協働
大学院）

寺島　康平 ﾃﾗｼﾏ ｺｳﾍｲ 建築環境および建築設備関連 持続可能な社会を実現する太陽エネルギーの高
効率利用・無廃熱化システムの開発

慶應義塾大学 理工学研究科 伊香賀　俊
治

教授

寺村　拓磨 ﾃﾗﾑﾗ ﾀｸﾏ 光工学および光量子科学関連 固体の高強度場科学のための波動関数理論の開
発

東京大学 東京大学工学系研
究科

石川　顕一 教授

寺山　裕 ﾃﾗﾔﾏ ﾕﾀｶ 加工学および生産工学関連 表面局在光を用いたWet洗浄現象観測に伴う離
脱ナノ粒子への作用エネルギー解析

九州工業大学 大学院情報工学府 鈴木　恵友 教授

遠山　諒 ﾄｵﾔﾏ ﾘﾖｳ ナノ構造物理関連 シリコン基板上ナノ構造誘起L10規則化強磁性
体の実現と単電子スピンデバイスの創製

東京工業大学 物質理工学院 真島　豊 教授

徳田　冬樹 ﾄｸﾀﾞ ﾌﾕｷ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

力学的境界条件によって形状変化する一般的な
物体の操りに関する研究

東北大学 工学研究科 平田　泰久 教授
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冨澤　森生 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾓﾘｵ 加工学および生産工学関連 燃料電池微細構造の最適設計のための成膜プロ
セス・インフォマティクス

東京大学 工学系研究科 長藤　圭介 准教授

富田　夏奈 ﾄﾐﾀ ｶﾅ 無機材料および物性関連 光化学反応用プラットフォームとなるガラス積
層リアクタ作製における基盤技術の開発

東京工業大学 物質理工学院 矢野　哲司 教授

冨田　昇平 ﾄﾐﾀ ｼﾖｳﾍｲ 地球資源工学およびエネル
ギー学関連

海底熱水鉱床の成因解明のための熱水流動シ
ミュレーション法の開発と応用

京都大学 工学研究科 小池　克明 教授

中岡　梨々子 ﾅｶｵｶ ﾘﾘｺ 生体医工学関連 電子スピン共鳴分光による悪性腫瘍のpHマッピ
ングと予後予測モデルの開発

北海道大学 情報科学院情報科
学専攻生体情報工
学コース

平田　拓 教授

中川　嵩章 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｱｷ 建築計画および都市計画関連 道路敷地と沿道・周辺地域の一体計画を目指し
た近代「道路」制度の成立プロセスの解明

東京工業大学 環境・社会理工学
院

真田　純子 准教授

中城　世宣 ﾅｶｼﾞﾖｳ ﾄｼﾉﾌﾞ ナノ構造化学関連 DNAの位置認識能力に基づくナノポーラス金属
錯体の高次構造体作製および機能開拓

名古屋大学 工学研究科 松田　亮太
郎

教授

中出　博暁 ﾅｶﾃﾞ ﾋﾛｱｷ 金属材料物性関連 イットリア安定化ジルコニアにおける応力誘起
マルテンサイト変態のTEM内その場観察

東京大学 工学系研究科 幾原　雄一 教授

中野　高毅 ﾅｶﾉ ｺｳｷ 無機材料および物性関連 計算・情報統合型研究による未知材料探索 名古屋工業大学 工学研究科 中山　将伸 教授

中村　信 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝ 電力工学関連 パワーモジュール絶縁劣化現象 東京大学 工学系研究科 熊田　亜紀
子

教授

永廣　怜平 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾘﾖｳﾍｲ 熱工学関連 機能性粒子を用いたナノ構造化および金属ドー
ピングによるバルク熱電材料の高性能化

東京大学 工学系研究科 塩見　淳一
郎

教授

ＮＡＪＭＩＮＡ
ＭＡＺＡＹＡ

ﾅｼﾞﾐﾅ ﾏｻﾞﾔ 生体材料学関連 乳がん転移モデルのための流動性を有する動的
細胞培養基材の開発

筑波大学 理工情報生命学術
院

荏原　充宏 准教授

難波江　佑介 ﾅﾊﾞｴ ﾕｳｽｹ 流体工学関連 エネルギー利用の高効率化のための乱流摩擦抵
抗低減手法の提案

慶應義塾大学 理工学研究科 深潟　康二 教授

西本　宗矢 ﾆｼﾓﾄ ｿｳﾔ 材料加工および組織制御関連 階層的マルチモーダル微細組織制御によるマグ
ネシウム合金の強靭性化

熊本大学 自然科学教育部 山崎　倫昭 教授

新田　亮介 ﾆﾂﾀ ﾘﾖｳｽｹ 無機材料および物性関連 高性能フレキシブルガスセンサー応用へ向けた
酸化銅ナノ構造体の形態制御

東京工業大学 物質理工学院 松下　伸広 教授

野土　翔登 ﾉﾄﾞ ｼﾖｳﾄ 薄膜および表面界面物性関連 磁気近接効果によってPtに誘起される微小磁気
モーメントと巨大な異常ホール効果

北海道大学 大学院総合化学院 長浜　太郎 准教授

野原　智裕 ﾉﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 反応工学およびプロセスシス
テム工学関連

弱酸性高分子被覆フィラー充填による固体高分
子電解質膜作製プロセスの開発

山形大学 大学院理工学研究
科

増原　陽人 教授

野場　考策 ﾉﾊﾞ ｺｳｻｸ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

グラム陰性細菌の膜タンパク質挿入機構を模倣
した人工細胞の創出

名古屋大学 工学研究科 堀　克敏 教授
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ＨＡＯ　ＹＩＮ
ＧＱＵＡＮ

ﾊｵ ｴｲｾﾝ 反応工学およびプロセスシス
テム工学関連

分子情報を機械学習に融合した共結晶スクリー
ニング手法の構築

東京工業大学 物質理工学院 下山　裕介 教授

羽根田　崚 ﾊﾈﾀﾞ ﾘﾖｳ 電力工学関連 SiC-MOSFETモジュールを使用した大容量絶縁形
DC-DCコンバータの研究

東京工業大学 工学院 藤田　英明 教授

早内　玄 ﾊﾔｳﾁ ｹﾞﾝ 土木計画学および交通工学関
連

需要側の特性を踏まえた斜面市街地の交通計画
における地形条件評価に関する研究

横浜国立大学 都市イノベーショ
ン学府

田中　伸治 准教授

林　和典 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾉﾘ 建築計画および都市計画関連 紀伊半島における木材生産の圏域化計画と大災
害への木造仮設住宅供給システムの構築

大阪大学 工学研究科 木多　道宏 教授

林　拓巳 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 制御およびシステム工学関連 次世代露光装置のための無線電力伝送で駆動す
る精密ステージの高効率化の提案と実証

東京大学 工学系研究科 藤本　博志 准教授

春田　優貴 ﾊﾙﾀ ﾕｳｷ 応用物理一般関連 低線量での透過画像診断を実現するペロブスカ
イトX線撮像素子の開発

京都大学 エネルギー科学研
究科

平藤　哲司 教授

パームパッデー
チャークン
ティティパット

ﾊﾟｰﾑﾊﾟﾂﾃﾞｰﾁﾔｰｸﾝ
ﾃｲﾃｲﾊﾟﾂﾄ

加工学および生産工学関連 局所磁場制御によるSiC自由曲面形成へのナノ
粒子剥離加工技術の確立

九州工業大学 大学院情報工学府 鈴木　恵友 教授

Ｐａｍａｒｔｉ
Ｖｉｓｗａｎａ
ｔｈ

ﾊﾟﾏﾙﾃｲ ﾋﾞｽﾜﾅｽ 薄膜および表面界面物性関連 PVDFを用いたトンネル接合の作製とメモリス
ター特性の評価

豊田工業大学 工学研究科 吉村　雅満 教授

樋口　靖浩 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 熱工学関連 ロケット燃焼器を想定した定量的レーザー計測
の確立による極限環境現象の解明

東北大学 工学研究科 小林　秀昭 教授

平川　大希 ﾋﾗｶﾜ ﾀｲｷ 触媒プロセスおよび資源化学
プロセス関連

ハイエントロピー触媒物質を用いる貴金属代替
に関する研究

熊本大学 自然科学教育部 町田　正人 教授

平田　圭佑 ﾋﾗﾀ ｹｲｽｹ 無機材料および物性関連 銀カルコゲナイドの異常熱伝導度の起源解明と
それを利用した熱流制御デバイスの開発

豊田工業大学 工学研究科 竹内　恒博 教授

ＰＨＡＭ　ＴＨ
ＡＮＨ　ＮＧＯ
Ｃ

ﾌｱﾑ ｺﾞﾂｸ ﾀﾝ ナノ材料科学関連 第一原理マルチスケールシミュレーションによ
るNO還元反応過程の解明とデザイン

大阪大学 工学研究科 森川　良忠 教授

福井　太一郎 ﾌｸｲ ﾀｲﾁﾛｳ 電子デバイスおよび電子機器
関連

半導体光フェーズドアレイによる高分解能画像
取得技術とそのLiDAR応用

東京大学 工学系研究科 種村　拓夫 准教授

福嶋　岳 ﾌｸｼﾏ ｶﾞｸ 流体工学関連 衝撃波‐乱流干渉による圧力変調の統計的挙動
の解明

名古屋大学 工学研究科 佐宗　章弘 教授

福田　貴斉 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾅﾘ 原子力工学関連 MPS法-VOF法CrosswalkによるMCCIに伴う凝固偏
析機構の解明

早稲田大学 先進理工学研究科 山路　哲史 准教授

藤田　知樹 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｷ ナノ構造物理関連 Ｘ線自由電子レーザーを用いた時分割ナノ材料
合成その場観察法の開発

筑波大学 数理物質科学研究
科

西堀　英治 教授
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藤田　悠 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 建築計画および都市計画関連 子育て支援社会に向けた保育施設と地域社会と
の関係構築に関する建築的方法論の提示

東京工業大学 環境・社会理工学
院

那須　聖 准教授

冨士本　学 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 建築構造および材料関連 日本近代における建築技術および構法の輸入と
解釈に関する研究　木骨煉瓦造を例に

東京大学 工学系研究科 腰原　幹雄 教授

船田　晋作 ﾌﾅﾀﾞ ｼﾝｻｸ 電子デバイスおよび電子機器
関連

フェリ磁性体を用いたスピン波偏光子の作製 京都大学 理学研究科 小野　輝男 教授

ＦＡＮＧ　ＷＥ
ＩＣＨＥＮＧ

ﾎｳ ｲｾｲ 電子デバイスおよび電子機器
関連

Si基板上半導体薄膜光集積回路の高効率と高温
化動作に関する研究

東京工業大学 工学院 西山　伸彦 教授

ＰＥＮＧ　ＺＵ
ＧＵＩ

ﾎｳ ｿｷ 生体医工学関連 DNAナノチューブを利用した高い生体適合性を
有する細胞内刺激電極アレイの研究開発

東京工業大学 工学院 八木　透 准教授

本田　竜介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾖｳｽｹ 応用物理一般関連 液相中プラズマと電場印加を複合利用した超高
品質遺伝子導入法の開発

東北大学 工学研究科 金子　俊郎 教授

前　匡鴻 ﾏｴ ﾏｻﾋﾛ 制御およびシステム工学関連 多入力多出力の精密位置決め装置に対するモデ
ルとデータを融合した制御器自動設計

東京大学 工学系研究科 藤本　博志 准教授

前田　有輝 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 材料加工および組織制御関連 格子欠陥制御と電気化学処理の融合による新規
金属/SiC複合材料の創製

京都大学 工学研究科 邑瀬　邦明 教授

益田　快理 ﾏｽﾀﾞ ｶｲﾘ 材料力学および機械材料関連 転位固有のひずみ集中場を用いたナノ強誘電演
算素子の力学的創出

京都大学 工学研究科 平方　寛之 教授

松田　拓也 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

組換え昆虫細胞によるウイルス様粒子生産への
ゲノム編集技術の応用

神戸大学 工学研究科 山地　秀樹 教授

松本　昭源 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾖｳｹﾞﾝ 無機材料および物性関連 高速化学気相析出とその場観察を用いた気相か
らの相分離成長プロセス確立

横浜国立大学 環境情報学府 伊藤　暁彦 准教授

丸山　直也 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾔ 建築環境および建築設備関連 多群会話空間における快適性創出のための音環
境設計指針の構築

熊本大学 自然科学教育部 川井　敬二 教授

丸山　正晴 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

時系列メタボロミクスによる薬剤処理乳がん細
胞の代謝制御の解明

大阪大学 情報科学研究科 松田　史生 教授

三浦　大明 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲﾒｲ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

ウェアラブル機器の安全性および有用性評価に
寄与する皮膚模倣デバイスの開発

東京農工大学 大学院工学府 浅野　竜太
郎

准教授

水穴　裕真 ﾐｽﾞｱﾅ ﾕｳﾏ 電力工学関連 脱調後に再始動可能な誘導同期磁気ギヤの開発
とその再始動法の確立

東北大学 工学研究科 中村　健二 教授

水田　涼介 ﾐｽﾞﾀ ﾘﾖｳｽｹ 生体材料学関連 ナノDDSのための無機融合人工エクソソームの
開発

京都大学 工学研究科 秋吉　一成 教授

水谷　建 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｹﾙ 加工学および生産工学関連 加工時の温度上昇を抑制する骨切除用医療機器
の開発

大阪大学 工学研究科 榎本　俊之 教授
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水野　芳規 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼｷ 防災工学関連 粒子法に基づく多変量ガウス過程エミュレータ
を用いた津波予測とリスク評価

東京大学 工学系研究科 越塚　誠一 教授

三谷　亮介 ﾐﾀﾆ ﾘﾖｳｽｹ 移動現象および単位操作関連 異形粒子の気相中ダイナミクスと粒子の肺内挙
動の解析への応用

大阪府立大学 工学研究科 綿野　哲 教授(工学
域長)

南之園　彩斗 ﾐﾅﾐﾉｿﾉ ｱﾔﾄ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

機能性流路形成法による身体を拡張するソフト
ロボットの研究

芝浦工業大学 理工学研究科 前田　真吾 教授

宮谷　俊輝 ﾐﾔﾀﾆ ﾄｼｷ 薄膜および表面界面物性関連 タンタル酸化物を用いたアナログ抵抗変化型メ
モリの動作メカニズム解明

京都大学 工学研究科 木本　恒暢 教授

武藤　裕花 ﾑﾄｳ ﾕｶ 水工学関連 流域の地理特性と人工林管理状況の関係性及び
それらが流量・土砂生産に及ぼす影響

東京大学 工学系研究科 知花　武佳 准教授

村上　俊太郎 ﾑﾗｶﾐ ｼﾕﾝﾀﾛｳ 無機材料および物性関連 無機金属イオンを用いた放射線検知クロミック
液材の創生

北海道大学 大学院工学院 渡辺　精一 教授

本倉　健吾 ﾓﾄｸﾗ ｹﾝｺﾞ 光工学および光量子科学関連 多層膜系におけるFano共鳴と光機能性色素の融
合による光物性と応用に関する研究

神戸大学 工学研究科 藤井　稔 教授

百崎　龍成 ﾓﾓｻｷ ﾘﾕｳｾｲ 電子デバイスおよび電子機器
関連

光学的二軸性液晶を用いた偏光回折格子の偏光
回折特性と偏光エレクトロニクス素子応用

長岡技術科学大
学

工学研究科 小野　浩司 教授

安井　碧 ﾔｽｲ ﾐﾄﾞﾘ 土木環境システム関連 水中ウイルス物理除去における表面特性の影響
および支配的因子の探索

東京大学 工学系研究科 片山　浩之 教授

安村　駿作 ﾔｽﾑﾗ ｼﾕﾝｻｸ 触媒プロセスおよび資源化学
プロセス関連

卑金属ヒドリド種を基盤とした触媒設計指針の
構築と高効率脱水素触媒の開発

北海道大学 大学院総合化学院 清水　研一 教授

山岸　奎佑 ﾔﾏｷﾞｼ ｹｲｽｹ 構造材料および機能材料関連 Mg-Sc系超弾性合金のY添加誘起規則化による常
温回復ひずみ量の極大化

東北大学 工学研究科 須藤　祐司 教授

山栗　祐樹 ﾔﾏｸﾘ ﾕｳｷ 地盤工学関連 数値塑性力学に基づく3次元解析が拓く地盤の
支持性能評価法の新たな展開に関する研究

金沢大学 自然科学研究科 小林　俊一 准教授

山口　実奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾅ 無機材料および物性関連 プラズマ支援パルスレーザー蒸着による高耐熱
オールセラミックス黒色絶縁薄膜の開発

東北大学 工学研究科 高村　仁 教授

山下　駿野 ﾔﾏｼﾀ ｼﾕﾝﾔ 制御およびシステム工学関連 限定合理的意思決定を考慮したサイバーフィジ
カルソーシャルシステムの設計

東京工業大学 工学院 畑中　健志 准教授

山下　優 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

不定形電気回路のオンデマンド3D描画のための
帯電マイクロバブルの時空間生成

九州大学 工学府 山西　陽子 教授

山田　祐也 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 薄膜および表面界面物性関連 新規多機能ナノプローブ法の開発とナノトライ
ボロジーへの応用

京都大学 工学研究科 杉村　博之 教授

山中　章文 ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾌﾐ 電力工学関連 発送変電設備の耐雷設計合理化のための雷サー
ジ解析

同志社大学 理工学研究科 長岡　直人 教授
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Ｙａｎｇ　Ｊｉ
ｎｂｉｎ

ﾔﾝ ｼﾞﾝﾋﾞﾝ ナノマイクロシステム関連 ナノ流体デバイス用いた単一エクソソームの複
数成分の並列分析

大阪府立大学 工学研究科 許　岩 准教授

楊　倩 ﾔﾝ ﾁｴﾝ 無機材料および物性関連 固体電解質を用いたコバルト酸ストロンチウム
薄膜の電気化学プロトン化

北海道大学 情報科学院 太田　裕道 教授

尹　桐翊 ﾕﾝ ﾄﾞﾝｲｸ 流体工学関連 気液二相乱流境界層の３次元効果を利用した革
新的な抵抗低減技術の開発

北海道大学 大学院工学院 村井　祐一 教授

吉川　友孝 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾀｶ 地盤工学関連 廃棄物由来地盤材料の固化処理技術の開発とそ
の強度予測モデルの構築

東京理科大学 理工学研究科 菊池　喜昭 教授

吉見　拓展 ﾖｼﾐ ﾋﾛﾉﾌﾞ 光工学および光量子科学関連 光トポロジカル相の動的制御を用いた集積光素
子の開拓

東京大学 工学系研究科 岩本　敏 教授

李　昊 ﾘ ｺﾞｳ 設計工学関連 熱・流体システムを対象とした大規模マルチ
フィジックストポロジー最適化

京都大学 工学研究科 西脇　眞二 教授

ＬＩ　ＨＡＮ ﾘ ﾊﾝ ナノ材料科学関連 高効率赤外光駆動水分解を可能とするプラズモ
ニック光電極の開発

京都大学 理学研究科 寺西　利治 教授

李　玲穎 ﾘ ﾘﾝｲﾝ 電気電子材料工学関連 全印刷フレキシブル電子デバイスの実現に向け
たナノ材料の機能性制御

筑波大学 数理物質科学研究
科

中山　知信 教授

ＬＩＵ　ＮＩＡ
Ｎ

ﾘﾕｳ ﾈﾝ 加工学および生産工学関連 プラズマを援用した単結晶ダイヤモンド基板の
高能率ダメージフリー研磨法の開発

大阪大学 工学系研究科 山村　和也 教授

ＬＩＮＤＬＥＹ
Ｍａｔｔｈｅｗ
Ｍａｒｋ

ﾘﾝﾄﾞﾘ ﾏｼﾕ ﾏｰｸ ナノバイオサイエンス関連 ラマン・蛍光イメージングフローサイトメト
リーとセルソーティング

東京大学 理学系研究科 合田　圭介 教授

ＲＵＰＡＭ　Ｔ
ＡＨＭＩＤ　Ｈ
ＡＳＡＮ

ﾙﾎﾟﾑ ﾀﾊﾐﾄﾞ ﾊｻﾝ 熱工学関連 吸着式ヒートポンプのためのハイブリッド機能
性吸着剤の合成に関する研究

九州大学 総合理工学府 Ｓ・Ｂ　Ｂ
ｉｄｙｕｔ

教授

ＬＯＮＧＪＡＭ
ＳＯＮＩＡ

ﾛﾝｼﾞﾔﾑ ｿﾆｱ 建築構造および材料関連 建築物の高耐震化のための制振構造用パッシブ
負剛性装置の創出

北海道大学 大学院工学院 白井　和貴 准教授

ＷＡＮＧ　ＭＡ
ＮＮＡ

ﾜｰﾝ ﾏﾝﾅｰ 土木環境システム関連 下水消毒後の細菌再増殖を対象とした多面的評
価と予測モデル

東京工業大学 環境・社会理工学
院

吉村　千洋 准教授

渡部　慎也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 構造工学および地震工学関連 画像処理を利用した鋼部材の塗膜除去を不要と
した亀裂探傷法に関する研究

京都大学 工学研究科 杉浦　邦征 教授

渡邉　智洋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

振動による地盤変化を利用した探査ローバの移
動方法に関する研究

芝浦工業大学 理工学研究科 飯塚　浩二
郎

教授

渡邊　佑紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 構造材料および機能材料関連 全固体Li電池の高出力化に向けた有機結晶固体
電解質による電池の内部抵抗低減

東京工業大学 物質理工学院 一杉　太郎 教授
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渡部　龍一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾕｳｲﾁ 土木環境システム関連 ソフトセンシングおよび機械学習を統合した数
学モデルによる次世代型排水処理制御

京都大学 地球環境学舎 越後　信哉 教授
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雨坂　宇宙 ｱﾒｻｶ ﾀｶｼ 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

頑健なアクティブ音響センシング手法の開発と
衣服インタフェース化技術への適用

筑波大学 理工情報生命学術
院

志築　文太
郎

教授

池本　隼也 ｲｹﾓﾄ ｼﾞﾕﾝﾔ 数理情報学関連 安全性を保証したヘテロジニアスなマルチロ
ボットシステムの学習制御

大阪大学 基礎工学研究科 潮　俊光 教授

伊澤　侑祐 ｲｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ ソフトウェア関連 実行速度と汎用性を両立する次世代JITコンパ
イラの研究

東京工業大学 情報理工学院 増原　英彦 教授

石井　綾郁 ｲｼｲ ｱﾔｶ 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

電気分解を利用したユビキタスなディスプレイ
手法の研究

お茶の水女子大
学

人間文化創成科学
研究科

椎尾　一郎 教授

石塚　天 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶｼ 情報学基礎論関連 不動点定理に基づく計算量クラスの細分化に関
する研究

九州大学 数理学府 神山　直之 教授

礒本　俊弥 ｲｿﾓﾄ ﾄｼﾔ 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

視線に基づく操作の実用化を目指した、想起性
に優れるジェスチャセットと認識システム

筑波大学 理工情報生命学術
院

志築　文太
郎

教授

伊藤　聡志 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 情報セキュリティ関連 レコードの削除や追加を必要としない匿名加工
手法の提案

明治大学 明治大学大学院先
端数理科学研究科

菊池　浩明 教授

伊藤　拓海 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 知能情報学関連 英語論文執筆における推敲過程の数理的モデリ
ング

東北大学 情報科学研究科 乾　健太郎 教授

岩渕　祥璽 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼﾖｳｼﾞ 生命、健康および医療情報学
関連

脂質膜貫通型DNAオリガミを用いた選択的分子
輸送システムの創成

東北大学 工学研究科 野村　慎一
郎

准教授

岩本　哲 ｲﾜﾓﾄ ﾃﾂ ソフトコンピューティング関
連

ネットワークの低速な時間的変化が誘発する振
動抑制現象

大阪府立大学 工学研究科 小西　啓治 教授

上野　洋典 ｳｴﾉ ﾖｳｽｹ 計算機システム関連 超電導回路を用いたスケーラブルな量子誤り訂
正手法の研究

東京大学 情報理工学系研究
科

中村　宏 教授

遠藤　克浩 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋﾛ 計算科学関連 分子シミュレーションを用いた研究開発の深層
学習による高効率化

慶應義塾大学 理工学研究科 泰岡　顕治 教授

大内　翔平 ｵｵｳﾁ ｼﾖｳﾍｲ 知覚情報処理関連 深層学習とMRIの融合による撮像の高速化と高
画質化の研究

宇都宮大学 工学研究科 伊藤　聡志 教授

大須賀　彩希 ｵｵｽｶ ｻｷ 情報セキュリティ関連 物理攻撃による真性乱数生成器のセキュリティ
低下メカニズムの解明と対策技術の開発

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

林　優一 教授

大友　広幸 ｵｵﾄﾓ ﾋﾛﾕｷ 高性能計算関連 低精度・混合精度演算を用いた大規模量子計算
機シミュレータの研究

東京工業大学 情報理工学院 横田　理央 准教授

大西　南斗 ｵｵﾆｼ ﾐﾅﾄ 計算科学関連 昆虫羽ばたき飛行操縦性のマルチシステム強連
成解析手法の開発

九州工業大学 大学院情報工学府 石原　大輔 准教授

大平　修慈 ｵｵﾋﾗ ｼﾕｳｼﾞ 情報セキュリティ関連 車載ネットワークにおける電圧・遅延特性を用
いた高精度・低コストな送信者識別手法

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

藤川　和利 教授
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桶本　まどか ｵｹﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 感性情報学関連 音響特徴量に基づいた音楽聴取者の感動遷移モ
デルの推定

国立音楽大学 音楽研究科 三浦　雅展 国立音楽大
学　准教授

金子　竜也 ｶﾈｺ ﾀﾂﾔ ソフトコンピューティング関
連

エッジAIに向けた高効率学習アーキテクチャに
関する研究

北海道大学 情報科学院 浅井　哲也 教授

河合　洋弥 ｶﾜｲ ﾋﾛﾔ 情報セキュリティ関連 個人性を保持した画像変換に基づくプライバ
シー保護を備えた顔認証技術の実現

東北大学 情報科学研究科 青木　孝文 教授

カン　スイン ｶﾝ ｽｲﾝ 生命、健康および医療情報学
関連

小領域血流量計測用取り囲みアレイ型PPGマッ
ピングセンサーの開発

東京大学 学際情報学府 森　武俊 教授

北　健太朗 ｷﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 情報ネットワーク関連 Middleboxを活用する将来インターネットの通
信セキュリティに関する研究

大阪大学 情報科学研究科 長谷川　亨 教授

北田　俊輔 ｷﾀﾀﾞ ｼﾕﾝｽｹ 知能情報学関連 摂動に頑健で解釈可能な深層学習モデルの開発
とその解釈性の評価

法政大学 理工学研究科 彌冨　仁 教授

金塚　裕也 ｷﾝﾂﾞｶ ﾕｳﾔ 認知科学関連 瞳孔反応による知覚時間の抽出とLC-NAシステ
ム活動に基づく時間知覚モデルの確立

豊橋技術科学大
学

工学研究科 中内　茂樹 教授

久保田　祐貴 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｷ 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

奥行き錯誤状況下における知覚拡張と行動変容 東京大学 情報理工学系研究
科

稲見　昌彦 教授

内藏　理史 ｸﾗ ｻﾄｼ ソフトウェア関連 述語変換子による合成性を活かした自動検証手
法の圏論的意味論を経由した拡張

総合研究大学院
大学

複合科学研究科 蓮尾　一郎 准教授

小杉　哲 ｺｽｷﾞ ｻﾄｼ 知覚情報処理関連 単一深層特徴量生成による高速なVisual
Attribute Transfer

東京大学 情報理工学系研究
科

山崎　俊彦 准教授

小森田　祐一 ｺﾓﾘﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 情報学基礎論関連 観測モードに依らないシステム解析アルゴリズ
ムの開発：ファイバー圏によるアプローチ

総合研究大学院
大学

複合科学研究科 蓮尾　一郎 准教授

呉　益明 ｺﾞ ｲﾐﾝ 知能情報学関連 認識・生成過程の統合に基づく深層ベイズ音楽
理解

京都大学 情報学研究科 吉井　和佳 准教授

ＣＵＩ　ＺＨＥ
ＮＧＨＡＮＧ

ｻｲ ｼﾖｳｺｳ 統計科学関連 相対比較情報を用いた機械学習アルゴリズムの
開発

東京大学 情報理工学系研究
科

佐藤　一誠 准教授

佐竹　祐樹 ｻﾀｹ ﾕｳｷ 計算科学関連 大規模行列方程式に対する反復解法のためのテ
ンソル構造保存型前処理の開発

名古屋大学 工学研究科 張　紹良 教授

佐藤　文昭 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ 認知科学関連 情報統合理論を用いた意識内容に寄与する脳部
位の調査

豊橋技術科学大
学

工学研究科 南　哲人 教授

鈴木　藍雅 ｽｽﾞｷ ｱｲｶﾞ 知能情報学関連 古典数理モデルと深層学習モデル間の知識転移
に関する研究

筑波大学 システム情報工学
研究科

坂無　英徳 教授 (連携
大学院)

仙田　涼摩 ｾﾝﾀﾞ ﾘﾖｳﾏ 情報学基礎論関連 データ値付きプログラムに対するモデル検査理
論の構築と実装

名古屋大学 情報学研究科 関　浩之 教授
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高橋　ともみ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 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

対話型AIエージェントの社会的存在感を強化す
る音楽的感情表現システムの開発

京都工芸繊維大
学

工芸科学研究科 岡　夏樹 教授

高橋　昌希 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 情報ネットワーク関連 5G連携衛星通信システムにおける機械学習駆動
型通信リソース制御の自動最適化

東北大学 情報科学研究科 加藤　寧 教授

竹野　思温 ﾀｹﾉ ｼｵﾝ 知能情報学関連 出力空間情報量に基づくマルチフィデリティベ
イズ最適化とその材料分野への応用

名古屋工業大学 工学研究科 烏山　昌幸 准教授

田中　幹大 ﾀﾅｶ ﾐｷﾋﾛ 知覚情報処理関連 動画像内の未知事象に対する，人に分かりやす
い説明文生成システムの研究

東京大学 情報理工学系研究
科

原田　達也 教授

Ｚｈｕ　Ｌｉｎ
ｇｗｅｉ

ﾁﾕ ﾘﾝｳｴｲ 知能ロボティクス関連 スケーラブル安全強化学習と高リスクなロボッ
トタスク応用

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

杉本　謙二 教授

ＺＨＡＮＧ　Ｋ
ＡＩＰＥＮＧ

ﾁﾖｳ ｶﾞｲﾎｳ 知覚情報処理関連 逐次型セマンティックセグメンテーション学習 東京大学 情報理工学系研究
科

佐藤　洋一 教授

ＤＥＣＡＭＰＯ
ＳＡＦＦＯＮＳ
Ｏ　ＧＵＩＬＨ
ＥＲＭＥ

ﾃﾞｶﾝﾎﾟｽｱﾂﾌｵﾝｿ
ｷﾞﾘｴﾙﾒ

知能ロボティクス関連 エラー許容プログラミングと常識に基く特徴量
検出によるロボットの動的行動獲得と修正

東京大学 情報理工学系研究
科

稲葉　雅幸 教授

ＤＵ　ＸＩＮ ﾄ ｷﾝ 知能情報学関連 深層学習による言語情報を統合した金融市場モ
デルの構築とその応用

東京大学 工学系研究科 田中　久美
子

教授

中川　恒二 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 生命、健康および医療情報学
関連

多次元生理挙動を捉えるサイバニック化バイタ
ルセンシングシステムに関する研究

筑波大学 理工情報生命学術
院

山海　嘉之 教授

中川　聡 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 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

QOL推定を基軸とした高齢者見守りのための知
的ロボットのインタラクション体系構築

東京大学 情報理工学系研究
科

國吉　康夫 教授

中嶋　一貴 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ ウェブ情報学およびサービス
情報学関連

ランダムウォークサンプリングに基づくソー
シャルグラフ構造の高精度な解析手法の確立

東京工業大学 情報理工学院 首藤　一幸 准教授

中村　晃大 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 生命、健康および医療情報学
関連

ヒト立位姿勢制御と神経疾患による変容の脳内
メカニズムのシステム・情報学的探究

大阪大学 基礎工学研究科 野村　泰伸 教授

中村　悦郎 ﾅｶﾑﾗ ｴﾂﾛｳ 知覚情報処理関連 口唇の特徴を用いた屋内作業業務の効率化支援
システムに関する研究

秋田大学 理工学研究科 景山　陽一 教授

中村　朋生 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ 計算機システム関連 超効率近似計算アーキテクチャを実現する適応
型アプロキシメイト・メモリシステム

東京大学 情報理工学系研究
科

坂井　修一 教授

中村　文彦 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾋｺ 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

HMD組み込み型光センサを用いた表情認識にお
ける生成型学習

慶應義塾大学 理工学研究科 杉本　麻樹 教授

長野　匡隼 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾄｼ 知能ロボティクス関連 時系列マルチモーダル情報の分節化に基づくロ
ボットの適応的な行動学習と生成

電気通信大学 情報理工学研究科 中村　友昭 准教授

七島　幹人 ﾅﾅｼﾏ ﾐｷﾄ 情報学基礎論関連 学習階層の解析と計算論的学習理論の新展開 東京工業大学 情報理工学院 伊東　利哉 教授
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丹羽　彩奈 ﾆﾜ ｱﾔﾅ 知能情報学関連 言語生成のためのテンプレートの構造化および
語彙知識の獲得

東京工業大学 情報理工学院 岡崎　直観 教授

野口　敦裕 ﾉｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾛ 知能情報学関連 三次元・ダイナミクスを制御可能な画像・動画
像生成モデルの教師無し学習による構築

東京大学 情報理工学系研究
科

原田　達也 教授

橋本　健 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 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

運動方程式に基づいたヒトの把持物体に関する
形状知覚メカニズムの解明と工学的応用

東京大学 情報理工学系研究
科

鳴海　拓志 准教授

濱　優人 ﾊﾏ ﾕｳﾄ 情報ネットワーク関連 Massive MIMOシステムにおける低演算符号化変
調方式に関する研究

横浜国立大学 理工学府 落合　秀樹 教授

濱園　侑美 ﾊﾏｿﾞﾉ ﾕﾐ 知能情報学関連 データ解釈に基づく説明可能な文章生成技術の
確立

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

原田　翔太 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾖｳﾀ 生命、健康および医療情報学
関連

ニューラル非定常系列モデルの構築と医用デー
タ応用

九州大学 システム生命科学
府

内田　誠一 教授

原田　将之介 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾖｳﾉｽｹ 知能情報学関連 少数データからの意思決定を支える因果効果推
定法の開発

京都大学 情報学研究科 鹿島　久嗣 教授

平尾　悠太朗 ﾋﾗｵ ﾕｳﾀﾛｳ 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

感覚統合における触覚情報の寄与率制御を用い
た頑健なクロスモーダル触知覚提示の研究

東京大学 情報理工学系研究
科

鳴海　拓志 准教授

平賀　元彰 ﾋﾗｶﾞ ﾓﾄｱｷ ソフトコンピューティング関
連

群ロボットのためのリザーバコンピューティン
グに基づく進化的制御器設計法の開発

広島大学 工学研究科 大倉　和博 教授

平間　友大 ﾋﾗﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 知覚情報処理関連 深層学習を用いた音響画像に基づく魚群量推定
システムの開発

北海道大学 情報科学院 川村　秀憲 教授

廣瀬　雄基 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 知覚情報処理関連 Real/Fakeな歩容動画による情報拡散を防ぐリ
スク軽減システムの構築

大阪大学 工学研究科 馬場口　登 教授

藤澤　将広 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 知能情報学関連 統計モデリングの社会実装を加速する柔軟で信
頼性の高い近似自動推論法の確立

東京大学 新領域創成科学研
究科

佐藤　一誠 准教授

藤本　健二 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 生命、健康および医療情報学
関連

動態特徴をフィードバックした細胞追跡と軌跡
解析による細胞動画像の時空間解析法

大阪大学 情報科学研究科 松田　秀雄 教授

布施　陽太郎 ﾌｾ ﾖｳﾀﾛｳ 感性情報学関連 人間集団内の距離感規範アウェアな自律移動型
ロボットの開発

関西大学 理工学研究科 徳丸　正孝 教授

Ｐｈｕａ　Ｙｉ
ｎ　Ｊｕｎ

ﾎﾟｱ ｲﾝｼﾞﾕﾝ 知能情報学関連 記号論理機械学習と深層機械学習の融合による
理解可能なモデルを構築する研究

総合研究大学院
大学

複合科学研究科 井上　克巳 教授

真壁　佑 ﾏｶﾍﾞ ﾀｽｸ 知能ロボティクス関連 脱着構造可変機構を備えた多環境適応ロボット
における認識行動制御システムの構成法

東京大学 情報理工学系研究
科

稲葉　雅幸 教授

松尾　亮祐 ﾏﾂｵ ﾘﾖｳｽｹ 計算機システム関連 光論理回路の性能を最大限に引き出す設計支援
技術の研究

京都大学 情報学研究科 湊　真一 教授
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松木　彩星 ﾏﾂｷ ｱｶﾘ 生命、健康および医療情報学
関連

神経活動のモデル化による歩行障害の機構解明 東京大学 情報理工学系研究
科

郡　宏 教授

ＭＡＳＳＡＲＯ
ＬＩ　ＳＴＥＦ
ＡＮＯ

ﾏﾂｻﾛﾘ ｽﾃﾌｱﾉ 知能情報学関連 無限に深い神経モデルと動的システム 東京大学 工学系研究科 淺間　一 教授

松森　匠哉 ﾏﾂﾓﾘ ｼﾖｳﾔ 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

低ストレスな目標指向対話処理アルゴリズムに
関する研究

慶應義塾大学 理工学研究科 今井　倫太 教授

三河　祐梨 ﾐｶﾜ ﾕﾘ 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

ミラーアレイ制御を用いた広域遠方空中像提示
による拡張現実ディスプレイの研究

東京大学 情報理工学系研究
科

篠田　裕之 教授

宮崎　邦洋 ﾐﾔｻﾞｷ ｸﾆﾋﾛ ウェブ情報学およびサービス
情報学関連

ソーシャルメディアにおける画像データを用い
た流行トピックの検出・予測に関する研究

東京大学 工学系研究科 田中　謙司 准教授

宮本　友樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓｷ 認知科学関連 対話システムにおけるリスクテイクに着目した
ポライトネス制御モデルの研究

東京工芸大学 工学研究科 片上　大輔 教授

森崎　汰雄 ﾓﾘｻｷ ﾀｵ 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

受容器の選択刺激に基づいた超音波によるテク
スチャ感の非接触提示

東京大学 新領域創成科学研
究科

篠田　裕之 教授

守谷　共起 ﾓﾘﾔ ﾄﾓｷ 情報セキュリティ関連 量子計算機に耐性のある同種写像暗号の統一的
な高速化

東京大学 情報理工学系研究
科

高木　剛 教授

八木　拓真 ﾔｷﾞ ﾀｸﾏ 知覚情報処理関連 手操作に着目した物体状態変化検出および人物
行動予測

東京大学 情報理工学系研究
科

佐藤　洋一 教授

山内　雅明 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｱｷ 情報ネットワーク関連 プライバシ保護とデータの相互活用を両立可能
なスマートシティプラットフォームの研究

大阪大学 情報科学研究科 村田　正幸 教授

吉村　直也 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 情報ネットワーク関連 ウェアラブルセンサを用いたOne-model-fits-
all行動認識の研究開発

大阪大学 情報科学研究科 原　隆浩 教授

李　康穎 ﾘ ｺｳｴｲ 図書館情報学および人文社会
情報学関連

マルチモーダル表現学習による浮世絵検索支援
システムの構築

立命館大学 情報理工学研究科 前田　亮 教授

ＬＩＡＯ　ＷＥ
ＩＨＡＮＧ

ﾘﾖｳ ｳｴｲﾊﾝ 生命、健康および医療情報学
関連

劣化したハイパースペクトル光音響イメージの
復元に関する研究

東京工業大学 工学院 佐藤　いま
り

特定教授

渡　大地 ﾜﾀﾘ ﾀﾞｲﾁ ウェブ情報学およびサービス
情報学関連

ダイナミックプライシングに基づく次世代エネ
ルギープラットフォームの研究

大阪大学 情報科学研究科 谷口　一徹 准教授

王　子洋 ﾜﾝ ｽﾞｰﾔﾝ 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

機械学習に基づく一対多遠隔協調作業における
共通基盤共有システムの開発

筑波大学 システム情報工学
研究科

葛岡　英明 客員教授
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天野　英輝 ｱﾏﾉ ﾋﾃﾞｷ 自然人類学関連 化石脳の数理形態学的復元に基づく初期ホモ属
の脳機能進化過程の推定

東京大学 理学系研究科 荻原　直道 教授

綾野　貴仁 ｱﾔﾉ ﾀｶﾋﾄ 分子生物学関連 GTP 枯渇に応答したエピジェネティックな遺伝
子発現制御機構の解明

福井大学 工学研究科 沖　昌也 教授

石坂　優人 ｲｼｻﾞｶ ﾏｻﾄ 生物物理学関連 鉄硫黄クラスターを持つtRNA硫黄修飾酵素が異
なる二つの反応を制御する機構の解明

北海道大学 生命科学院 姚　閔 教授

磯田　珠奈子 ｲｿﾀﾞ ﾐﾅｺ 植物分子および生理科学関連 ウキクサ植物の個体間花成誘導制御機構の解明 京都大学 理学研究科 小山　時隆 准教授

板垣　ひより ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾖﾘ 多様性生物学および分類学関
連

植物に潜在する腐生菌における生態的多能性の
進化の解明

東京大学 理学系研究科 細矢　剛 併任准教授

板倉　拓海 ｲﾀｸﾗ ﾀｸﾐ 神経機能学関連 オス特異的フェロモンからオスの認知を生み出
す神経基盤の解析

東京大学 農学生命科学研究
科

東原　和成 教授

伊藤　舜 ｲﾄｳ ｼﾕﾝ 生態学および環境学関連 群集内の形質進化にみるドミノ効果: 島嶼陸産
貝類を例として

東北大学 生命科学研究科 千葉　聡 教授

井上　翔太 ｲﾉｳｴ ｼﾖｳﾀ 多様性生物学および分類学関
連

アリヅカムシ亜科のもつ小顎肢の形態的多様性
と機能解明

九州大学 生物資源環境科学
府

丸山　宗利 准教授

井上　太貴 ｲﾉｳｴ ﾀｲｷ 生態学および環境学関連 過去の植生履歴が植物-蝶相互作用系を規定す
るメカニズムの解明

筑波大学 理工情報生命学術
院

田中　健太 准教授

植田　健介 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 進化生物学関連 一つの遺伝子をもつ２種類のRNA集団が融合RNA
へ進化するための環境条件の解明

東京大学 総合文化研究科 市橋　伯一 教授

宇田川　澄生 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｽﾐｵ 進化生物学関連 棘皮動物の新奇形質である五放射相称体制の発
生機構探索

東京大学 理学系研究科 三浦　徹 教授

Ａｕｄｉｓｉｏ
Ｔｒａｃｙ　Ｌ
ｙｎｎ

ｴﾃﾞｲｼｵ ﾄｳﾚｲｼｲｰ
ﾘﾝ

ゲノム生物学関連 シロアリにおけるゲノム構造と化学受容体遺伝
子族の進化

沖縄科学技術大
学院大学

科学技術研究科 ブギーニョ
ン　トマ

准教授

江端　拓志 ｴﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 分子生物学関連 ストレスフリーな実時間計測で核外テロメラー
ゼ逆転写酵素の細胞死制御に迫る

東京大学 理学系研究科 上村　想太
郎

教授

大崎　晴菜 ｵｵｻｷ ﾊﾙﾅ 生態学および環境学関連 植物群集の分布の多様性が植食者群集に与える
影響

岩手大学 連合農学研究科 山尾　僚 助教

大角　健 ｵｵｽﾐ ｹﾝ 分子生物学関連 ヘテロクロマチンを形成するヒストンメチル化
酵素のin vitro解析

東京大学 理学系研究科 胡桃坂　仁
志

教授

小坂　二郎 ｵｻｶ ｼﾞﾛｳ 発生生物学関連 Igスーパーファミリータンパク質による神経間
接続特異性を規定する分子基盤の解明

東京工業大学 生命理工学院 鈴木　崇之 准教授

加藤　かざし ｶﾄｳ ｶｻﾞｼ 細胞生物学関連 コンデンシンI-RNAの液液相分離を介した分裂
期染色体凝縮の分子メカニズムの解明

筑波大学 生命環境科学研究
科

木村　圭志 准教授
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金坂　侑紀 ｶﾈｻｶ ﾕｷ 植物分子および生理科学関連 陸上植物における日長依存的な相転換制御機構
とその進化

京都大学 生命科学研究科 荒木　崇 教授

亀村　興輔 ｶﾒﾑﾗ ｺｳｽｹ 細胞生物学関連 膜タンパク質のトポロジー変化を司るメカニズ
ム及びその生理的意義の解析

広島大学 統合生命科学研究
科

千原　崇裕 教授

河村　菜々実 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾅﾐ 神経機能学関連 マウス大脳皮質視覚野における微小神経回路の
形成メカニズムと機能的意義の解明

大阪大学 生命機能研究科 八木　健 教授

菊池　一徳 ｷｸﾁ ｲﾂﾄｸ 分子生物学関連 pre-tRNA cappingが担う新規翻訳制御機構の解
明

東京大学 工学系研究科 鈴木　勉 教授

北　悠人 ｷﾀ ﾕｳﾄ システムゲノム科学関連 大規模欠失を可能とする精確かつ高効率な新規
ゲノム編集技術の開発

京都大学 医学研究科 妻木　範行 教授

木村(中嶋)　ち
えみ

ｷﾑﾗ ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｴﾐ 神経科学一般関連 特徴的なバレルを持つマウスを用いた大脳皮質
の発達メカニズム

総合研究大学院
大学

生命科学研究科 岩里　琢治 教授

木村　遼希 ｷﾑﾗ ﾊﾙｷ 植物分子および生理科学関連 気孔応答迅速化因子PATROL1の多面的機能をも
とにした環境応答力強化植物の創出

東京大学 理学系研究科 寺島　一郎 教授

桑山　尚大 ｸﾜﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ 神経科学一般関連 神経幹細胞の増殖期からニューロン分化期への
転換メカニズムの解明

東京大学 薬学系研究科 後藤　由季
子

教授

小鉢　健樹 ｺﾊﾞﾁ ｹﾝｼﾞﾕ 細胞生物学関連 生体内分子活性の可視化と操作を可能にする赤
色光応答性光遺伝学マウスの開発

京都大学 生命科学研究科 松田　道行 教授

駒田　夏生 ｺﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 生態学および環境学関連 着生植物によって形成される懸垂土壌が生み出
す樹上性節足動物の多様性

京都大学 農学研究科 神崎　護 教授

後藤　崇支 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ 植物分子および生理科学関連 根粒共生におけるオーキシンメチル化の生理機
能の解明

総合研究大学院
大学

生命科学研究科 川口　正代
司

教授

佐伯　望 ｻｴｷ ﾉｿﾞﾑ システムゲノム科学関連 多コピー化が適応的に機能する出芽酵母遺伝子
の体系的探索

岡山大学 環境生命科学研究
科

守屋　央朗 准教授

酒井　芳樹 ｻｶｲ ﾖｼｷ 機能生物化学関連 ヒスチジンのリン酸化を介した三量体Gタンパ
ク質による神経軸索再生の制御機構

名古屋大学 理学研究科 久本　直毅 教授

坂本　祥駿 ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾀｶ システムゲノム科学関連 ロングリードによる肺がんゲノム構造変異と
DNAメチル化状態の統合解明

東京大学 新領域創成科学研
究科

鈴木　穣 教授

櫻井　まりあ ｻｸﾗｲ ﾏﾘｱ 細胞生物学関連 LRRK2が関わるストレス誘導性リソソーム内容
物放出機構の解明

東京大学 大学院医学系研究
科

岩坪　威 教授

笹嶋　雄也 ｻｻｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 生物物理学関連 スピロプラズマが持つ新奇ならせん反転""分子
モーターの解明""

大阪市立大学 大学院理学研究科 宮田　真人 教授

佐藤　愛莉 ｻﾄｳ ｱｲﾘ 進化生物学関連 オウトウショウジョウバエの特異な産卵基質選
好性の遺伝基盤とその進化機構

東京都立大学 大学院理学研究科 高橋　文 准教授



ＤＣ２ 生物系科学 44287 令和3年度(2021年度) 92

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  

ＤＣ２・生物系科学　92名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧

篠崎　大樹 ｼﾉｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 植物分子および生理科学関連 オートファジー欠損体を用いた植物体内の遊離
亜鉛レベルを感知する新規センサーの探索

明治大学 明治大学大学院農
学研究科

吉本　光希 准教授

清水　琢音 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 細胞生物学関連 ミトコンドリアの細胞内分布の破綻が惹起する
プリオン病の神経変性機構の解明

麻布大学 獣医学研究科 山下　匡 教授

ＪＩＡＮＧ　Ｍ
ＥＮＧＱＩ

ｼﾖｳ ﾑｷ 生態学および環境学関連 生態学的化学量論による植物プランクトンと細
菌群集との相互作用の検討

京都大学 理学研究科 中野　伸一 教授

杉山　葵 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｵｲ 構造生物化学関連 狂犬病ウイルス免疫不活化機構の分子基盤解析
-宿主指向性・病原性要因の解明-

北海道大学 生命科学院 尾瀬　農之 准教授

角　俊輔 ｽﾐ ｼﾕﾝｽｹ システムゲノム科学関連 mRNA自動設計技術を用いた細胞種特異的な翻訳
制御技術の開発

京都大学 医学研究科 齊藤　博英 教授

孫　怡姫 ｿﾝ ｲｷ 神経科学一般関連 TREM2/DAP12の遺伝子変異がミクログリアに及
ぼす影響の網羅的な解析

慶應義塾大学 医学研究科 岡野　栄之 教授

ＺＯＵ　ＪＵＱ
Ｉ

ｿﾞｳ ｼﾞﾕｷ 発生生物学関連 脊椎動物初期胚で生じる未知のアポトーシスの
生理的意義と制御機構の解明

大阪大学 医学系研究科 石谷　太 大阪大学
微生物病研
究所　教授

高倉　眞優子 ﾀｶｸﾗ ﾏﾕｺ 機能生物化学関連 tRNAにおけるacp3U修飾の生合成機構および生
理学的意義の解明

東京大学 工学系研究科 鈴木　勉 教授

高田　紘翠 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ 生態学および環境学関連 糖利用順位から迫る細菌間クロスフィーディン
グ機構の解明と腸内マイクロビオータ形成

京都大学 生命科学研究科 片山　高嶺 教授

高橋　昂平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 進化生物学関連 他殖と自殖が共存するボルボックス類の1種で
探る自殖性への初期進化過程

東京大学 理学系研究科 東山　哲也 教授

高橋　泰伽 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｶﾞ 神経科学一般関連 新規ナノシートを用いた深部かつ広範囲の神経
回路の革新的な顕微イメージング法の開発

総合研究大学院
大学

生命科学研究科 根本　知己 教授

高橋　悠 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 多様性生物学および分類学関
連

硝化菌Nitrobacterにおける完全脱窒経路が持
つ生態学的機能の解明

早稲田大学 先進理工学研究科 常田　聡 教授

寳田　雅治 ﾀｶﾗﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 細胞生物学関連 細胞分裂における新規熱利用メカニズムの解明 東京大学 薬学系研究科 船津　高志 教授

達川　絢介 ﾀﾂｶﾜ ｹﾝｽｹ ゲノム生物学関連 損傷センサー複合体9-1-1とMRNを介した新規
DNA二重鎖切断応答機構の解明

九州大学 システム生命科学
府

高橋　達郎 教授

立石　康介 ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

ワモンゴキブリの成長に注目した性フェロモン
受容・処理機構の解明

福岡大学 理学研究科 中川　裕之 教授

田中　彬寛 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 分子生物学関連 脱水応答性繊維形成タンパク質が担う新規乾燥
耐性原理の解明

東京大学 理学系研究科 國枝　武和 准教授

千葉　悠斗 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ 生態学および環境学関連 新奇構造を有するRNAウイルス複製酵素の機
能・普遍性の解明

筑波大学 理工情報生命学術
院

萩原　大祐 准教授
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都築　洋一 ﾂﾂﾞｷ ﾖｳｲﾁ 生態学および環境学関連 生息環境に応じて生じた生活史変異に駆動され
る遺伝動態：進化生態学の新展開

北海道大学 環境科学院 大原　雅 教授

鶴岡　樹 ﾂﾙｵｶ ﾀﾂｷ 細胞生物学関連 光遺伝学によるp53を介した細胞応答決定機構
の構成的理解

総合研究大学院
大学

生命科学研究科 青木　一洋 教授

鶴巻　萌 ﾂﾙﾏｷ ﾒｸﾞﾐ 進化生物学関連 CPRバクテリア群が有する特異なリボソーム構
造およびその進化の解析

慶應義塾大学 政策・メディア研
究科

金井　昭夫 教授

戸田　圭一郎 ﾄﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 生物物理学関連 ラベルフリー分子振動イメージング法を用いた
細胞内温度生物学

東京大学 理学系研究科 井手口　拓
郎

准教授

戸塚　隆弥 ﾄﾂｶ ﾀｶﾔ 細胞生物学関連 マウス卵における第二極体放出の確実性を支え
る仕組みを理解する。

東京大学 理学系研究科 大杉　美穂 教授

仲井　大智 ﾅｶｲ ﾀﾞｲﾁ 多様性生物学および分類学関
連

骨組織から判別する絶滅哺乳類の樹上性／地表
性，及び歩行様式の新復元指標の開発

名古屋大学 環境学研究科 藤原　慎一 講師

中川　峻平 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾕﾝﾍﾟｲ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

加齢性早朝覚醒メカニズムにおけるオーファン
受容体GPR176のN型糖鎖修飾の役割

京都大学 薬学研究科 土居　雅夫 教授

中野　利沙子 ﾅｶﾉ ﾘｻｺ 神経機能学関連 マウス一次嗅覚系における神経活動パターン依
存的な遺伝子発現制御機構の解明

東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

成田　晴香 ﾅﾘﾀ ﾊﾙｶ 生物物理学関連 アルゴノートタンパク質の凝集によるRNAサイ
レンシング活性調節機構の解明

東京大学 理学系研究科 上村　想太
郎

教授

ＮＩ　ＳＨＥＮ
ＷＥＩ

ﾆ ｼｭﾝｳｪｲ 細胞生物学関連 飽和脂肪酸刺激によるIRE1活性化機構の解明 東京大学 薬学系研究科 河野　望 准教授

新苗　智也 ﾆｲﾅｴ ﾄﾓﾔ システムゲノム科学関連 キナーゼ基質網羅的同定とゲノム変異依存的リ
ン酸化シグナル解析

京都大学 薬学研究科 石濱　泰 教授

西田　紘士 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼ ゲノム生物学関連 超高深度アイソフォミクス手法の構築および時
空間プロテインアトラスの作成

京都大学 薬学研究科 石濱　泰 教授

野阪　善昭 ﾉｻｶ ﾖｼｱｷ 発生生物学関連 生体由来の細胞を用いない哺乳類卵母細胞系列
の体外培養系の構築

京都大学 医学研究科 斎藤　通紀 教授

能登　理央 ﾉﾄ ﾘｵ 発生生物学関連 人工MET発生系と機械学習を組み合わせた細胞
特異性の同定と解析

京都大学 医学研究科 柳田　素子 教授

萩原　幹花 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾐｶ 生態学および環境学関連 森林における植物間コミュニケーションの統合
的な機構解明と生態系への波及効果の検証

京都大学 農学研究科 石原　正恵 准教授

日吉　加菜映 ﾋﾖｼ ｶﾅｴ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

小脳発達における機能的区画の出現と変化の時
空間的解析

埼玉大学 理工学研究科 弥益　恭 教授

福谷　和美 ﾌｸﾀﾆ ｶｽﾞﾐ 進化生物学関連 日本産ヒキガエル属における交雑帯を介した種
分化機構の解明

京都大学 人間・環境学研究
科

西川　完途 准教授
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藤山　拓己 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ 分子生物学関連 リボソームタンパク質RPS19によるがん抑制機
構の解明

九州大学 薬学府 藤田　雅俊 教授

布施谷　清香 ﾌｾﾔ ｻﾔｶ 形態および構造関連 糖鎖からひもとく未知の生体組織再構築メカニ
ズムの解明

筑波大学 人間総合科学研究
科

高橋　智 教授

波々伯部　夏美 ﾎｵｶﾍﾞ ﾅﾂﾐ 多様性生物学および分類学関
連

紐形動物の形質進化から紐解く可変的な固着器
官「吸盤」の獲得機構

東京大学 理学系研究科 上島　励 准教授

細川　雄平 ﾎｿｶﾜ ﾕｳﾍｲ 生物物理学関連 水素結合ネットワークに着目した青色光受容タ
ンパク質ファミリーの機能制御機構の解明

大阪大学 基礎工学研究科 岩井　成憲 教授

ＢＯＲＧＨＥＺ
ＡＮ　ＥＬＩＯ

ﾎﾞﾙｹﾞｻﾞﾝ ｴﾘｵ 進化生物学関連 アマゾン川に生息する魚類における、水の色が
視覚と配偶者選択の進化に与える影響

京都大学 理学研究科 杉浦　秀樹 准教授

舛谷　万象 ﾏｽﾀﾆ ﾊﾞﾝｼﾖｳ システムゲノム科学関連 動植物ゲノム内の全転移因子の進化解析技術の
確立

東京大学 新領域創成科学研
究科

森下　真一 教授

増山　七海 ﾏｽﾔﾏ ﾅﾅﾐ システムゲノム科学関連 ゲノム編集とDNAバーコードを用いた哺乳動物
の全細胞系譜追跡

慶應義塾大学 政策・メディア研
究科

冨田　勝 教授

水谷　祥子 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾖｳｺ 発生生物学関連 成長期の栄養環境が寿命に影響を及ぼす機構の
解明

京都大学 生命科学研究科 上村　匡 教授

三宅　敬太 ﾐﾔｹ ｹｲﾀ 生物物理学関連 ビリン色素合成酵素の機構解明および機能改変
による新規ビリン色素合成酵素の創出

静岡大学 自然科学系教育部 粟井　光一
郎

教授

向井　正哉 ﾑｶｲ ﾏｻﾔ 細胞生物学関連 シグナル伝達の数理モデルとゲノム比較の融合
によるERKシグナル特性の網羅的解明

総合研究大学院
大学

生命科学研究科 青木　一洋 教授

森下　和浩 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 機能生物化学関連 ストレス応答における細胞内dropletの流動性
維持機構の解明

東京大学 薬学系研究科 一條　秀憲 教授

守屋　健太 ﾓﾘﾔ ｹﾝﾀ 植物分子および生理科学関連 コケ植物胞子体における片親性発現機構の包括
的理解

京都大学 理学研究科 嶋田　知生 講師

矢崎　英盛 ﾔｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾓﾘ 多様性生物学および分類学関
連

蛾類における色彩の顕著な性的二型：性限定擬
態の進化とその前適応

東京都立大学 大学院理学研究科 林　文男 教授

八柳　哲 ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾃﾂ 多様性生物学および分類学関
連

環境DNAで切り開く系統地理学：適応放散魚類
メバル類における多様性形成機構の解明

北海道大学 農学院 荒木　仁志 教授

山口　そのみ ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾉﾐ ゲノム生物学関連 ショウジョウバエのRNAサイレンシング関連因
子の構造機能解析

東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授

山口　智子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 生物物理学関連 高エネルギー変換効率を可能とするべん毛モー
ター回転軸と軸受の構造と機能の解明

大阪大学 生命機能研究科 難波　啓一 特任教授

山崎　遥 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙｶ 生態学および環境学関連 トゲウオ類におけるアンドロゲン依存的な雄配
偶戦略の進化機構の解明

福井県立大学 生物資源学研究科 小北　智之 准教授
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山下　りえ ﾔﾏｼﾀ ﾘｴ 神経科学一般関連 幼児期健忘を規定する遠隔記憶機能発達動態の
分子細胞基盤解明

東京大学 大学院医学系研究
科

尾藤　晴彦 教授

山田　等仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ 機能生物化学関連 ウェルシュ菌が産生する二成分毒素を用いた膜
孔透過機構の解析

京都産業大学 生命科学研究科 津下　英明 教授

吉田　健祐 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ 神経科学一般関連 睡眠中の徐波と神経可塑性の関係に関する理論
的研究

東京大学 情報理工学系研究
科

豊泉　太郎 連携教授

依田　彬義 ﾖﾀﾞ ｱｷﾖｼ 植物分子および生理科学関連 植物の大繁栄を可能にしたストリゴラクトンの
解明

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

野村　崇人 准教授

ＬＥＥ　ＷＡＮ
ＹＩ

ﾘｰ ﾜﾝｲ 自然人類学関連 霊長類の腸内細菌の消化能力におけるヒト化 京都大学 理学研究科 半谷　吾郎 准教授

渡邉　桂佑 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 形態および構造関連 α-MSHとAVTによる生得的行動制御のメカニズ
ムの解明

富山大学 生命融合科学教育
部

松田　恒平 教授

渡邉　亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾖｳ 生物物理学関連 均一粒径リポソームを用いたFoF1-ATP合成酵素
の回転とプロトン輸送の同時計測

東京大学 工学系研究科 野地　博行 教授
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Ａｐａｒａｔａ
ｎａ　Ｋｉｔｔ
ｉｐｏｎ

ｱｰﾊﾟｰﾗﾀﾅ ｷﾂﾁﾎﾟﾝ 農業環境工学および農業情報
工学関連

光学的センサーの複合利用によるサトウキビ品
質の一貫管理システムの開発

鹿児島大学 連合農学研究科 平良　英三 教授

葵　理恵 ｱｵｲ ﾘｴ 応用微生物学関連 RNA切断酵素MazFに着目した硝化微生物の低活
性状態への理解

早稲田大学 先進理工学研究科 常田　聡 教授

阿部　透 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 生物有機化学関連 新規Z型テルペン生合成酵素群の発掘による新
規生理活性物質の発見

新潟大学 自然科学研究科 佐藤　努 教授

飯塚　睦 ｲｲﾂﾞｶ ﾑﾂﾐ 環境動態解析関連 +1-2℃温暖な気候状態における南極氷床のダイ
ナミクス

北海道大学 環境科学院 関　宰 准教授

池田　凡子 ｲｹﾀﾞ ﾅﾐｺ 獣医学関連 イヌ膀胱癌のトリプトファン代謝異常を標的と
した新たな腫瘍免疫療法の確立

東京大学 農学生命科学研究
科

西村　亮平 教授

石井　順恵 ｲｼｲ ﾖｼｴ 農業環境工学および農業情報
工学関連

高精度土地被覆分類図作成システムの構築に関
する研究

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

木下　嗣基 教授

板倉　友香里 ｲﾀｸﾗ ﾕｶﾘ 獣医学関連 細胞内侵入型抗狂犬病ウイルス中和モノクロー
ナル抗体の探索と治療への応用

北海道大学 国際感染症学院 澤　洋文 教授

一瀬　涼 ｲﾁﾉｾ ﾘﾖｳ 応用微生物学関連 グルコース抑制を解除した好気条件における乳
酸菌の代謝

関西大学 理工学研究科 片倉　啓雄 教授

今野　沙弥香 ｲﾏﾉ ｻﾔｶ 植物保護科学関連 ナス科植物の疫病菌抵抗性に必須な分泌ペプチ
ドSAR8．2mの機能解析

名古屋大学 生命農学研究科 竹本　大吾 准教授

上木　岳 ｳｴｷ ｶﾞｸ 昆虫科学関連 4者共生系から迫る森林昆虫の多様化メカニズ
ムの解明

信州大学 総合医理工学研究
科

東城　幸治 教授

植松　潤平 ｳｴﾏﾂ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ 昆虫科学関連 体表フェロモンが社会性昆虫の巣仲間識別シグ
ナルとなるメカニズムの解明

鹿児島大学 連合農学研究科 辻　瑞樹 教授

畝山　瑞穂 ｳﾈﾔﾏ ﾐｽﾞﾎ 獣医学関連 大腸癌の発がんおよび進行に関わる分子機構の
解明と新規診断・治療法の開発

東京大学 農学生命科学研究
科

内田　和幸 准教授

運天　優歩 ｳﾝﾃﾝ ﾕﾌ 生物有機化学関連 新規阻害剤の創製を基盤とするミトコンドリア
VDAC1の生理的役割の解明

京都大学 農学研究科 三芳　秀人 教授

江尻　真斗 ｴｼﾞﾘ ﾏｻﾄ 遺伝育種科学関連 野生イネを用いた酸素漏出バリア形成の分子メ
カニズムの解明

福井県立大学 生物資源学研究科 塩野　克宏 准教授

王　聰 ｵｳ ｿｳ 食料農業経済関連 途上国農村における動学的貧困と脆弱性に関す
る計量経済学的研究-経済実験による分析

東京大学 農学生命科学研究
科

齋藤　勝宏 教授

大野　恵梨佳 ｵｵﾉ ｴﾘｶ 植物保護科学関連 植物のPAMP誘導免疫における多様性の分子基盤
と生物学的意義の解明

京都大学 農学研究科 高野　義孝 教授

押切　春佳 ｵｼｷﾘ ﾊﾙｶ 生物有機化学関連 ムラサキ科植物が生産する薬用化合物の多様性
創出機構の解明

信州大学 総合医理工学研究
科

高梨　功次
郎

准教授

ＤＣ２・農学・環境学　98名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧
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於保　拓高 ｵﾎﾞ ﾋﾛﾀｶ 農業環境工学および農業情報
工学関連

コナジラミ類の生態解明のための高分解能近接
マイクロフォンアレイの開発研究

筑波大学 理工情報生命学術
院

海老原　格 准教授

釜阪　紘平 ｶﾏｻｶ ｺｳﾍｲ 応用微生物学関連 細胞外膜小胞への新奇タンパク質輸送機構の解
明と応用

京都大学 農学研究科 栗原　達夫 教授

上山　拓己 ｶﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ 昆虫科学関連 寄生蜂の飼い殺し型寄生を司る組織選択的アポ
トーシス誘導因子の同定と作用機序の解明

筑波大学 生命環境科学研究
科

丹羽　隆介 教授

神山　佳明 ｶﾐﾔﾏ ﾖｼｱｷ 応用分子細胞生物学関連 植物のアブシジン酸応答を制御する新規なタン
パク質リン酸化酵素の機能解析

東京農工大学 大学院生物システ
ム応用科学府

梅澤　泰史 教授

川村　昇吾 ｶﾜﾑﾗ ｼﾖｳｺﾞ 応用分子細胞生物学関連 陸上植物における植物ホルモン・ジベレリンを
介した生殖細胞分化機構の解明

京都大学 生命科学研究科 河内　孝之 教授

菅家　卓哉 ｶﾝｹ ﾀｸﾔ 動物生産科学関連 線維芽細胞増殖因子に着目した哺乳類卵巣機能
制御メカニズムの解明及び繁殖障害の同定

東京大学 農学生命科学研究
科

杉浦　幸二 准教授

神田　宗欣 ｶﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 化学物質影響関連 有機リン系難燃剤を曝露したニワトリ胚の経時
的観察による心血管毒性発現機構の解明

愛媛大学 理工学研究科 岩田　久人 教授

菊池　雅子 ｷｸﾁ ﾏｻｺ 木質科学関連 セロウロン酸分解機構から浮かび上がった未知
のセルロース分解機構の解明

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

羽生　直人 教授

木田　美聖 ｷﾀﾞ ﾐｻﾄ 動物生命科学関連 アレルギー性疾患の治療応用を目指した、
PGD2/CRTH2シグナルの機能解明

東京大学 農学生命科学研究
科

村田　幸久 准教授

木村　智洋 ｷﾑﾗ ﾁﾋﾛ 木質科学関連 サトウキビバガスからの抗ウイルス物質の生産
と構造・作用機構の解析

京都大学 農学研究科 渡辺　隆司 教授

京井　尋佑 ｷﾖｳｲ ｼﾝｽｹ 食料農業経済関連 環境保全型農業実施を促す社会的インセンティ
ブ制度の設計：実験的手法アプローチ

京都大学 農学研究科 栗山　浩一 教授

栗山　和典 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 遺伝育種科学関連 バイカラーの花における自然発生RNA干渉の空
間的制御機構の解明

東京農工大学 大学院　連合農学
研究科

福原　敏行 教授

小林　清訓 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾉﾘ 動物生命科学関連 精子形成における減数分裂期のエネルギー代謝
制御機構の解明

大阪大学 生命機能研究科 原　英二 教授

小林　優大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 植物保護科学関連 植物の病害抵抗性反応とバイオマス生産の制御
に関与する分子機構の解明

宮崎大学 農学工学総合研究
科

竹下　稔 教授

米田　壮汰 ｺﾒﾀﾞ ｿｳﾀ 水圏生産科学関連 浮遊性カイアシ類の感覚機能とデトリタス食の
関連

広島大学 統合生命科学研究
科

大塚　攻 教授

近藤　悠 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 遺伝育種科学関連 新規倍数体育種法確立に向けた倍数体の遺伝子
発現解析と非還元配偶子形成の成因解明

千葉大学 大学院園芸学研究
科

三吉　一光 教授

齋木　真琴 ｻｲｷ ﾏｺﾄ 環境負荷およびリスク評価管
理関連

水・底質の水銀循環を定量する同位体を組み込
んだ物質動態モデルの構築

山梨大学 医工農学総合教育
部

西田　継 教授
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坂田　七海 ｻｶﾀ ﾅﾅﾐ 植物保護科学関連 アブラナ科植物黒斑細菌病の防除に向けた植物
-病原細菌の相互作用の解明

筑波大学 理工情報生命学術
院

石賀　康博 助教

迫田　翠 ｻｺﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 環境農学関連 微生物-植物間相互作用を用いた新規手法によ
る農地窒素循環と土着微生物群の制御

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

西澤　智康 准教授

佐々木　駿 ｻｻｷ ｼﾕﾝ 応用分子細胞生物学関連 植物における核小体ストレス応答機構の解明 北海道大学 農学院 尾之内　均 准教授

佐藤　拓弥 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 農業環境工学および農業情報
工学関連

肥育される豚の疾病管理及び健康トレーサビリ
ティ技術開発

筑波大学 システム情報工学
研究科

水谷　孝一 教授

佐藤　真梨萌 ｻﾄｳ ﾏﾘﾓ 動物生命科学関連 げっ歯類とヤギを用いた低栄養時に生殖機能を
抑制する脳内メカニズムの解明

東京大学 農学生命科学研究
科

松田　二子 准教授

佐野　宙矢 ｻﾉ ﾐﾁﾔ 動物生命科学関連 NLRP3による精漿免疫応答の重要性：妊娠成立
とDOHaD説への関与

東京農業大学 農学研究科 白砂　孔明 教授

重吉　沙衣 ｼｹﾞﾖｼ ｻｴ 植物保護科学関連 全ゲノム手法からみえてきた新規殺菌剤作用点
ゲラニルゲラニル化機構の解析および応用

滋賀県立大学 環境科学研究科 泉津　弘佑 講師

清水　宏祐 ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 生物有機化学関連 新奇ジャガイモシストセンチュウふ化促進物質
の同定及びその生合成系の解明

神戸大学 農学研究科 水谷　正治 准教授

周　裔文 ｼﾕｳ ｲｰｳﾝ 環境負荷低減技術および保全
修復技術関連

排水処理施設からの亜酸化窒素削減に向けた新
奇亜酸化窒素還元細菌の動力学的解析

東京農工大学 大学院工学府 寺田　昭彦 教授

白川　誠 ｼﾗｶﾜ ﾏｺﾄ 森林科学関連 時間的視点を考慮した外生菌根性樹木における
根圏バクテリア群集決定要因の検討

東京大学 農学生命科学研究
科

福田　健二 教授

秦　イ ｼﾝ ｲ 農業環境工学および農業情報
工学関連

機械製茶の処理条件が茶飲料の健康機能性に及
ぼす影響

千葉大学 大学院園芸学研究
科

小川　幸春 准教授

菅原　巧太朗 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 自然共生システム関連 DNAによる淡水二枚貝の現存量調査手法の確立
と水質浄化ポテンシャルの評価

秋田県立大学 生物資源科学研究
科

宮田　直幸 教授

高野　力 ﾀｶﾉ ﾁｶﾗ 循環型社会システム関連 耐酸性金属回収細菌を用いた電子機器廃棄物か
らの金属分離回収システムの構築

筑波大学 生命環境科学研究
科

青柳　秀紀 教授

高橋　啓伍 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ 環境動態解析関連 海氷から放出された藻類の生死は氷縁ブルーム
の時空間不均一性を説明するか？

総合研究大学院
大学

複合科学研究科 平譯　亨 教授

高橋　巧 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 食品科学関連 過酸化トリアシルグリセロールの吸収機序解明
から導く疾病との関連評価

東北大学 農学研究科 仲川　清隆 教授

卓　梦娜 ﾀｸ ﾒﾝﾅ 植物栄養学および土壌学関連 窒素飢餓応答における植物特異的なDof転写因
子の分子機能の解明

東京大学 農学生命科学研究
科

柳澤　修一 教授

武部　紘明 ﾀｹﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 水圏生産科学関連 微細藻類ウイルスの宿主代謝改変がもたらす海
洋性原核生物群集遷移の機構解明

京都大学 農学研究科 吉田　天士 教授

橘　拓孝 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾀｶ 放射線影響関連 放射線被ばくによるB細胞の発がん初期過程の
解明

千葉大学 融合理工学府 松浦　彰 教授
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田中　一己 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 食品科学関連 米ぬか摂取による腸内細菌を介した大腸炎抑制
機構の解明

慶應義塾大学 政策・メディア研
究科

冨田　勝 教授

丹野　広貴 ﾀﾝﾉ ﾋﾛｷ 応用微生物学関連 酪酸菌Faecalibacterium prausnitziiの機能性
物質産生

東京農業大学 生物産業学研究科 遠藤　明仁 准教授

月見　友哉 ﾂｷﾐ ﾄﾓﾔ 応用微生物学関連 腸内細菌の腸管定着機構の解明 慶應義塾大学 政策・メディア研
究科

冨田　勝 教授

土田　裕介 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 環境材料およびリサイクル技
術関連

イオン液体界面挙動の解明及び希少金属の高純
度電解プロセスへの応用

横浜国立大学 環境情報学府 松宮　正彦 准教授

鶴留　奈津子 ﾂﾙﾄﾞﾒ ﾅﾂｺ 応用分子細胞生物学関連 桑由来成分で目指す血管異常収縮の病態形成メ
カニズム解明と予防法の確立

鹿児島大学 連合農学研究科 北原　兼文 教授

手嶋　琢 ﾃｼﾏ ﾀｸﾔ 応用生物化学関連 揮発性オキシリピン生成機構から紐解く担子菌
の生存戦略

山口大学 創成科学研究科 松井　健二 教授

手島　裕文 ﾃｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ 応用生物化学関連 ヒト表皮細胞の分化に気相培養が必須とされる
メカニズムの解明

名古屋大学 創薬科学研究科 人見　清隆 教授

藤内　慎梧 ﾄｳﾅｲ ｼﾝｺﾞ 動物生産科学関連 鉄が誘導するライディッヒ細胞の代謝亢進作用
の解明とその応用

県立広島大学 総合学術研究科 山下　泰尚 准教授
(004)

栃原　行人 ﾄﾁﾊﾗ ﾕｷﾄ 植物保護科学関連 潜在的な植物病害菌類であるビョウタケ目の分
類および多様性研究

東京大学 理学系研究科 細矢　剛 併任准教授

富田　幹次 ﾄﾐﾀ ｶﾝｼﾞ 森林科学関連 人工林と天然林の昆虫フェノロジーの相補性は
鳥類の繁殖成功を高めるか？

北海道大学 環境科学院 小泉　逸郎 准教授

中山　海衣 ﾅｶﾔﾏ ｶｲｲ 生物有機化学関連 光合成模倣によるステロイド骨格の有機電子移
動合成

東京農工大学 大学院生物システ
ム応用科学府

神谷　秀博 教授

長田　和樹 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞｷ 応用分子細胞生物学関連 神経性疼痛物質オピオイドの免疫系に対する多
面的影響の解明

東京理科大学 先進工学研究科 西山　千春 教授

永原　紳吾 ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 生物有機化学関連 クリーンエネルギーの利用による，生体内反応
模倣型ペプチド合成系の開発

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

北野　克和 准教授

名取　幸花 ﾅﾄﾘ ｻﾁｶ 環境動態解析関連 気化に伴う金属元素の同位体分別機構に基づく
エアロゾル中鉄および亜鉛の起源解明

東京大学 理学系研究科 高橋　嘉夫 教授

西　健斗 ﾆｼ ｹﾝﾄ 環境負荷低減技術および保全
修復技術関連

遮光ゲル担体を用いた微細藻類-硝化菌共存系
による新規窒素除去プロセスの開発

創価大学 理工学研究科 井田　旬一 教授

西村　勇輝 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 農業環境工学および農業情報
工学関連

中山間地域での農作業自動化のための急斜面移
動ロボットの研究

筑波大学 グローバル教育院 鈴木　健嗣 教授

野口　結子 ﾉｸﾞﾁ ﾕｲｺ 森林科学関連 樹木の老齢化が個体レベルの通水組織構造に与
える影響：希少木～高齢林の科学的管理へ

神戸大学 農学研究科 石井　弘明 准教授
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橋本　舜平 ﾊｼﾓﾄ ｼﾕﾝﾍﾟｲ 遺伝育種科学関連 高バイオマスソルガム雑種一代における超優性
遺伝子の探索と同定

名古屋大学 生命農学研究科 佐塚　隆志 教授

浜島　将伍 ﾊﾏｼﾞﾏ ｼﾖｳｺﾞ 生物有機化学関連 細菌由来糖鎖の合成法の開発と機能研究への応
用

岐阜大学 連合農学研究科 安藤　弘宗 教授

原口　大生 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 動物生命科学関連 全能性細胞特異的遺伝子を用いた高品質iPS細
胞の作製

長浜バイオ大学 バイオサイエンス
研究科

中村　肇伸 教授

ＰＡＮ　ＸＩＡ
ＮＬＩＡＮＧ

ﾊﾝ ｾﾝﾘﾖｳ 環境動態解析関連 南極海洋観測を進化させる：物質パラメタリ
ゼーションの適用と活用

北海道大学 環境科学院 渡辺　豊 准教授

坂野　新太 ﾊﾞﾝﾉ ｱﾗﾀ 食品科学関連 世界初の脂質代謝改善ジペプチドの発見を基盤
とするペプチド研究の革新的展開

岐阜大学 連合農学研究科 長岡　利 シニア教
授・教授

ＰＡＲＩＤＡ
ＩＳＡＢＥＬＬ
Ａ　ＳＵＰＡＲ
ＤＩ

ﾊﾟﾘﾀﾞ ｲｻﾞﾍﾞﾗ ｽ
ﾊﾟﾙﾃﾞｲ

食品科学関連 食後高血糖改善成分1-デオキシノジリマイシン
の活用: 神経変性疾患の克服への挑戦

東北大学 農学研究科 仲川　清隆 教授

平野　聖也 ﾋﾗﾉ ｾｲﾔ 木質科学関連 木質細胞壁人工合成法の創出とその特性解析 東京農工大学 大学院連合農学研
究科

船田　良 教授

平野　里佳 ﾋﾗﾉ ﾘｶ 応用微生物学関連 腸内でビフィズス菌を特異的に増殖させる次世
代型プレバイオティクスの開発

石川県立大学 生物資源環境学研
究科

南　博道 准教授

福井　崇弘 ﾌｸｲ ﾀｶﾋﾛ 昆虫科学関連 共生細菌における順遺伝学プラットフォームの
確立とオス殺し因子の解明

東京大学 農学生命科学研究
科

勝間　進 准教授

福地　伊芙映 ﾌｸﾁ ｲﾌｴ 水圏生産科学関連 日本産ボラ科魚類の種多様性および生活史の多
様性に関する研究

琉球大学 理工学研究科 立原　一憲 教授

何　星融 ﾎｳ ｼﾝﾛﾝ 環境材料およびリサイクル技
術関連

塩基性廃棄物の鉱物化による革新的な二酸化炭
素有効利用への挑戦

東北大学 環境科学研究科 飯塚　淳 准教授

星野　颯 ﾎｼﾉ ｶﾅﾀ 応用微生物学関連 放線菌における薬剤耐性変異の特性解析と抗生
物質探索への応用

信州大学 総合医理工学研究
科

保坂　毅 准教授

堀尾　侑加 ﾎﾘｵ ﾕｳｶ 食品科学関連 大豆成分ダイゼインによって誘導される抗イン
フルエンザウイルス効果の発現機構の解明

武庫川女子大学 生活環境学研究科 伊勢川　裕
二

教授

松野　悠介 ﾏﾂﾉ ﾕｳｽｹ 放射線影響関連 放射線によるゲノム不安定性、および、がんド
ライバー変異の誘導機構の解析

東京理科大学 理学研究科 鳥越　秀峰 教授

三浦　広卓 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾄ 動物生産科学関連 黒毛和種牛の飼料効率とルーメン細菌叢のリン
クとその機序の解明

北海道大学 農学院 小池　聡 准教授

三川　裕也 ﾐｶﾜ ﾕｳﾔ 植物保護科学関連 果樹園における天敵カブリダニを用いたハダニ
管理に関する分子生態学的研究

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

園田　昌司 教授
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見崎　裕也 ﾐｻｷ ﾕｳﾔ 応用微生物学関連 放線菌シグナル分子制御系の統合的解明および
休眠二次代謝活性化への展開

広島大学 統合生命科学研究
科

荒川　賢治 准教授

三島　梨子 ﾐｼﾏ ﾘｺ 応用微生物学関連 母乳栄養児腸管最優占真菌Malasseziaの定着お
よび機能に関する研究

九州大学 生物資源環境科学
府

中山　二郎 教授

水村　春香 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾊﾙｶ 自然共生システム関連 減少する渡り鳥のフェノロジー同調性の検証及
び二次草原の生物多様性指標としての評価

東京大学 農学生命科学研究
科

久保田　耕
平

教授

ＭＩＮＧ　Ｊｉ
ｅ

ﾐﾝ ｼﾞﾖｳ 環境負荷低減技術および保全
修復技術関連

好気性グラニュール汚泥と光触媒技術を融合し
た石油精製排水完全浄化システムの確立

筑波大学 生命環境科学研究
科

楊　英男 教授

村田　和樹 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｷ 遺伝育種科学関連 パンコムギの配偶子形成過程において染色体切
断を誘発する利己的遺伝子の単離

京都大学 農学研究科 那須田　周
平

教授

山手　駿 ﾔﾏﾃ ｼﾕﾝ 環境材料およびリサイクル技
術関連

次世代型燃料電池の開発と環境影響を考慮した
新たな包括的開発手法の提案

東京大学 新領域創成科学研
究科

多部田　茂 教授

湯川　貴弘 ﾕｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 応用微生物学関連 酵母における新規キシロース同化経路の構築お
よびナイロンモノマー発酵生産への応用

神戸大学 科学技術イノベー
ション研究科

蓮沼　誠久 教授

楊　心怡 ﾖｳ ｼﾝｲ 環境負荷低減技術および保全
修復技術関連

層状複水酸化物を用いた鉱山坑廃水処理および
その環境影響評価

東北大学 環境科学研究科 吉岡　敏明 教授

横江　祈 ﾖｺｴ ｲﾉﾙ 獣医学関連 リピッドバブルと超音波の併用によるドキシル
の治療効果増強に関する検討

山口大学 連合獣医学研究科 大崎　智弘 准教授

横山　達彦 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ 応用微生物学関連 膜内切断プロテアーゼによる新奇ペプチド性基
質の切断反応から迫る休眠細胞の覚醒機構

京都大学 理学研究科 秋山　芳展 教授

吉富　廉 ﾖｼﾄﾐ ﾚﾝ 食品科学関連 緑茶カテキンのNAFLD抑制作用における環状RNA
の関与および機能性解明

九州大学 生物資源環境科学
府

立花　宏文 教授

ＬＩＭ　ＱＩＬ
ＵＡＮ

ﾘﾑ ﾁﾙｱﾝ 生物資源保全学関連 マレーバクは絶滅の夢を食うか：遺伝解析によ
る保全の試み

京都大学 理学研究科 村山　美穂 教授

ＬＵＯ　ＹＯＮ
ＧＭＩＮＧ

ﾛ ﾕﾝﾐﾝ 応用分子細胞生物学関連 脱ユビキチン化酵素UBP13による植物ホルモン
受容体機能制御と栄養応答機構の解明

北海道大学 生命科学院 佐藤　長緒 准教授
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青山　愛 ｱｵﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 腫瘍生物学関連 正常細胞が持つがん防御機構を強化する新規抗
がん化合物の探索と作用機序解析

早稲田大学 先進理工学研究科 仙波　憲太
郎

教授

旭　拓真 ｱｻﾋ ﾀｸﾏ 実験病理学関連 加齢により枯渇する新規１型自然リンパ球の抗
腫瘍効果とその維持機構の解明

京都大学 医学研究科 生田　宏一 教授

荒木　匡 ｱﾗｷ ﾀｽｸ 病態神経科学関連 成体新生顆粒細胞の既存回路への組み込み制御
を介したてんかん発症の抑制

東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

荒木　雅弥 ｱﾗｷ ﾏｻﾔ 栄養学および健康科学関連 脂肪酸の質による腸管幹細胞の機能制御が腸管
内の構造・栄養吸収に与える影響の解明

筑波大学 人間総合科学研究
科

島野　仁 教授

家村　宜樹 ｲｴﾑﾗ ﾖｼｷ 産婦人科学関連 ヒト多能性幹細胞を用いたヒト羊膜上皮細胞の
樹立と着床期胚の3次元モデル構築

京都大学 医学研究科 羽賀　博典 教授

井口　明優 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 神経内科学関連 アルツハイマー病におけるミクログリア活性化
メカニズムの解明

東京大学 薬学系研究科 富田　泰輔 教授

池山　佑豪 ｲｹﾔﾏ ﾕｳｺﾞｳ 薬系衛生および生物化学関連 血液肝臓間相互作用を加味したミトコンドリア
毒性評価系の構築と肝障害機序の解明

千葉大学 医学薬学府 伊藤　晃成 教授

石井　聡 ｲｼｲ ｻﾄｼ 循環器内科学関連 Bmpr2ノックインマウスを用いた肺動脈性肺高
血圧症の発症機序解明と新規治療開発

東京大学 大学院医学系研究
科

小室　一成 教授

石川　駿 ｲｼｶﾜ ｼﾕﾝ 免疫学関連 加齢性ミクログリアの転写制御機構の解明 東京医科歯科大
学

大学院医歯学総合
研究科

樗木　俊聡 教授

石田　えり ｲｼﾀﾞ ｴﾘ 病態系口腔科学関連 歯周病原細菌歯性感染による早産および胎児脳
神経障害発生機構の解明

広島大学 大学院医歯薬保健
学研究科先端歯科
補綴学研究室

津賀　一弘 教授

石田　幸太郎 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ウイルス学関連 宿主因子機能解析によるフラビウイルスの分泌
と複製の分子機構解明

岩手大学 連合農学研究科 森田　英嗣 准教授

泉　湧太 ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 血液および腫瘍内科学関連 死細胞による新規造血系制御機構の解明 東京医科歯科大
学

大学院医歯学総合
研究科

樗木　俊聡 教授

稲富　絢子 ｲﾅﾄﾐ ｱﾔｺ 生体医工学関連 早産低出生体重児に向けた胎盤型ECMOシステム
開発：有効性と安全性の検証

滋賀医科大学 医学系研究科 村上　節 教授

犬飼　公一 ｲﾇｶｲ ｺｳｲﾁ 腫瘍生物学関連 アンジオクラインファクターによる間葉上皮転
換機構の解明と応用

大阪大学 医学系研究科 高倉　伸幸 教授

井上　翔太 ｲﾉｳｴ ｼﾖｳﾀ リハビリテーション科学関連 超音波による骨粗鬆症・脆弱性骨折の治癒機序
解明と臨床応用

神戸大学 保健学研究科 森山　英樹 教授

井上　雅理 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐﾁ 神経内科学関連 マルチステップ作用を特徴とする革新的アミロ
イドーシス治療薬の開発

熊本大学 薬学教育部 本山　敬一 准教授

岩島　知未 ｲﾜｼﾏ ﾄﾓﾐ 栄養学および健康科学関連 ポリフェノールのAhR拮抗作用を介したCKD‐心
血管疾患予防アプローチ

お茶の水女子大
学

人間文化創成科学
研究科

飯田　薫子 教授

ＤＣ２・医歯薬学　156名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧
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臼井　源紀 ｳｽｲ ｹﾞﾝｷ 人体病理学関連 無症候検診コホートの解析による胃発癌リスク
因子の探索と胃粘膜のDNAメチル化解析

東京大学 大学院医学系研究
科

牛久　哲男 教授

内田　恭平 ｳﾁﾀﾞ ｷﾖｳﾍｲ 薬系化学および創薬科学関連 抗腎線維化作用を有するアプラナツモル類の効
率的合成法の開発

東京薬科大学 生命科学研究科 伊藤　久央 教授

釆野　優 ｳﾈﾉ ﾕｳ 腫瘍診断および治療学関連 がん終末期患者における血中アミノ酸欠乏を標
的とする新規治療法開発

京都大学 医学研究科 武藤　学 教授

越膳　ほなみ ｴﾁｾﾞﾝ ﾎﾅﾐ 薬系分析および物理化学関連 新規人工酵素・基質ペアの構築によるシステイ
ンパースルフィド産生システムの開発

東京大学 薬学系研究科 浦野　泰照 教授

王　甜宇 ｵｳ ﾃﾝｳ 薬理学関連 体内時計を制御するオーファン受容体Gpr176の
リン酸化変動を介した活性調節機構

京都大学 薬学研究科 土居　雅夫 教授

大川内　健人 ｵｵｶﾜﾁ ｹﾝﾄ 薬系化学および創薬科学関連 人工脂質膜を反応場とした難溶性膜タンパク質
完全化学合成法の開発研究

徳島大学 大学院薬科学教育
部

大高　章 教授

大島　惇史 ｵｵｼﾏ ｱﾂｼ スポーツ科学関連 ヒトの歩行の適応における神経制御機構の解明 同志社大学 スポーツ健康科学
研究科

中村　康雄 教授

大津　創 ｵｵﾂ ﾊｼﾞﾒ リハビリテーション科学関連 高精度な高齢者の神経筋骨格モデルの作成-転
倒予防システムの実現を目指して-

東京都立大学 大学院システムデ
ザイン研究科

長谷　和徳 教授

大貫　悠太 ｵｵﾇｷ ﾕｳﾀ 薬系化学および創薬科学関連 リンイリドによるスピロシクロプロパンの開裂
続く環化反応の開発とアズレン類の合成

富山大学 医学薬学教育部 矢倉　隆之 教授

緒方　星陵 ｵｶﾞﾀ ｾｲﾘﾖｳ 医療薬学関連 Slc22a18による末梢組織の時計遺伝子制御機序
とその破綻による病態発症の解明

熊本大学 薬学教育部 大槻　純男 教授

奥貫　拓実 ｵｸﾇｷ ﾀｸﾐ スポーツ科学関連 脛骨内側ストレス症候群の病態解明ー組織学的
および超音波研究による検討

早稲田大学 スポーツ科学研究
科

熊井　司 教授

小原　健太 ｵﾊﾗ ｹﾝﾀ 脳神経外科学関連 NF2遺伝子関連腫瘍(神経鞘腫、髄膜腫)の分子
生物学的背景と悪性転化機序の解明

東京大学 大学院医学系研究
科

斉藤　延人 教授

何　君潔 ｶ ｼﾞﾕﾝｼﾞｴ 神経内科学関連 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィーの遺伝学的多
様性を包括するゲノム編集治療法の開発

京都大学 医学研究科 高橋　淳 教授

甲斐　翔太朗 ｶｲ ｼﾖｳﾀﾛｳ 胎児医学および小児成育学関
連

腸内細菌による成体海馬異所性ニューロン新生
誘発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

加藤　夏己 ｶﾄｳ ﾅﾂｷ 薬系化学および創薬科学関連 活性化基を用いないラジカル的C-グリコシル化
反応の開発

京都大学 薬学研究科 竹本　佳司 教授

加藤　基 ｶﾄｳ ﾓﾄｲ 形成外科学関連 遺伝子治療を用いた強力なリンパ管新生療法の
開発

東京大学 大学院医学系研究
科

岡崎　睦 教授

金谷　哲平 ｶﾅﾔ ﾃﾂﾍﾟｲ リハビリテーション科学関連 メタ可塑性の神経基盤解明と慢性期リハビリへ
の応用

東北大学 医学系研究科 松井　広 教授

木曽田　暁 ｷｿﾀﾞ ｻﾄﾙ 病態系口腔科学関連 頭頚部扁平上皮癌の予後を予測する新規システ
ムの構築

徳島大学 大学院口腔科学教
育部

工藤　保誠 教授
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北畑　孝祐 ｷﾀﾊﾀ ｺｳｽｹ 薬系衛生および生物化学関連 乾癬病態におけるケモカイン受容体XCR1を介し
たCD8T+細胞応答の寄与の解明

近畿大学 薬学研究科 中山　隆志 教授

木下　誠秀 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾋﾃﾞ 免疫学関連 新規Treg fate mappingマウスによる制御性T細
胞の系列安定性の解明

東京大学 薬学系研究科 堀　昌平 教授

木部　琴乃 ｷﾍﾞ ｺﾄﾉ 病態系口腔科学関連 新規モデルマウスを用いた自己免疫性難治性唾
液腺疾患発症メカニズムの解明

九州大学 歯学府 中村　誠司 教授

木村　誠悟 ｷﾑﾗ ｾｲｺﾞ 生体材料学関連 内因性リガンドを介した脳標的遺伝子送達シス
テムの創製

北海道大学 生命科学院 原島　秀吉 教授

久貝　波留菜 ｸｶﾞｲ ﾊﾙﾅ 臨床看護学関連 腹膜透析患者の腹膜炎予防セルフケア尺度の開
発と患者支援体制の評価：多施設縦断研究

東京大学 大学院医学系研究
科

山本　則子 教授

國富　千智 ｸﾆﾄﾐ ﾁｻﾄ 産婦人科学関連 卵巣局所環境における細胞老化を標的とした新
規不妊症治療法の開発

東京大学 大学院医学系研究
科

大須賀　穣 教授

藏野　匠 ｸﾗﾉ ﾀｸﾐ 生体材料学関連 脊髄を標的とする経鼻投与型核酸送達ナノ粒子
の開発と遺伝性脊髄難病治療への応用

日本大学 薬学研究科 鈴木　豊史 教授

小室　仁 ｺﾑﾛ ｼﾞﾝ 循環器内科学関連 単一細胞解析に基づく心不全特異的な線維芽細
胞集団を標的とした心不全の新規治療戦略

慶應義塾大学 医学研究科 福田　恵一 教授

齋藤　伴樹 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｷ 消化器内科学関連 Precision Medicineへ向けた消化管内視鏡検体
由来の鶏卵腫瘍モデル

京都大学 医学研究科 武藤　学 教授

西連寺　拓 ｻｲﾚﾝｼﾞ ﾀｸ 生理学関連 妊娠後期の母体プロラクチンによる次世代の養
育行動発現の調節機構の解析

群馬大学 大学院医学系研究
科

鯉淵　典之 教授

榊　真一郎 ｻｶｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 胎児医学および小児成育学関
連

細胞間相互作用に着目した心臓流出路の形態形
成機構の解明

東京大学 大学院医学系研究
科

張田　豊 准教授

佐藤　真美 ｻﾄｳ ﾏﾐ 病態系口腔科学関連 シェーグレン症候群での多臓器における自己免
疫反応の分子機序の解明

徳島大学 大学院口腔科学教
育部

石丸　直澄 教授

雫石　早矢佳 ｼｽﾞｸｲｼ ｻﾔｶ 細菌学関連 次世代型治療法開発の分子基盤となる肺炎球菌
による宿主オートファジー回避機構の解析

横浜市立大学 医学研究科 梁　明秀 教授

篠崎　太郎 ｼﾉｻﾞｷ ﾀﾛｳ 呼吸器内科学関連 患者由来悪性胸膜中皮腫オルガノイドライブラ
リーの構築と病態解明

慶應義塾大学 医学研究科 福永　興壱 教授

下里　侑子 ｼﾓｻﾄ ﾕｳｺ 血液および腫瘍内科学関連 遺伝子変異を背景に持つ低形成性骨髄の免疫学
的機序の解明

横浜市立大学 大学院医学研究科
医科学専攻

伊藤　秀一 教授

白井　秀和 ｼﾗｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 解剖学関連 in vivo一分子ライブイメージングのための二
光子顕微鏡システムの開発

東京大学 理学系研究科 岡田　康志 教授

城下　郊平 ｼﾛｼﾀ ｺｳﾍｲ 血液および腫瘍内科学関連 クローン性造血関連遺伝子変異特異的な自己複
製亢進を誘導する骨髄微小環境の解明

慶應義塾大学 医学研究科 片岡　圭亮 教授

上甲　裕大 ｼﾞﾖｳｺｳ ﾕｳﾀﾞｲ 皮膚科学関連 毛髪再生に関わる毛包内の選択的細胞排除メカ
ニズムの解明

徳島大学 大学院医科学教育
部

安倍　正博 教授
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杉山　成明 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｹﾞｱｷ 腫瘍生物学関連 原発腫瘍が肺につくる転移抑制性環境の解析 九州大学 医学系学府 中山　敬一 主幹教授

鈴木　悟 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 医療薬学関連 消化管生理機能の小児特性解析に基づく薬物吸
収動態予測とその小児製剤設計への応用

金沢大学 医薬保健学総合研
究科

白坂　善之 准教授

関口　雄斗 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 医化学関連 難治炎症性疾患治療を目指した新規NLRP3イン
フラマソーム阻害剤の開発

東北大学 薬学研究科 松沢　厚 教授

関野　智行 ｾｷﾉ ﾄﾓﾕｷ 薬系化学および創薬科学関連 新規キラル三座配位子とコバルト触媒を用いた
ラジカル的第四級不斉炭素構築

北海道大学 生命科学院 松永　茂樹 教授

曹　娜 ｿ ﾅ リハビリテーション科学関連 局所性ジストニアに対する新規ニューロモジュ
レーション法開発とリハビリへの応用

東京大学 総合文化研究科 中澤　公孝 教授

相馬　雄輔 ｿｳﾏ ﾕｳｽｹ 循環器内科学関連 in vivoヒトiPS細胞由来移植心筋における代謝
的プロファイル解析とその応用

慶應義塾大学 医学研究科 福田　恵一 教授

薗　誠 ｿﾉ ﾏｺﾄ 消化器内科学関連 膵癌におけるBmi1の機能解析 京都大学 医学研究科 妹尾　浩 教授

ＳＯＬＥＭＡＮ
ＳＡＮＩ

ｿﾙﾏﾝ ｻﾆ 衛生学および公衆衛生学分野
関連：実験系を含む

インドネシア中部ジャワ州農民の有機リン・ネ
オニコチノイド農薬曝露と中枢神経系障害

京都大学 医学研究科 原田　浩二 准教授

田井　優貴 ﾀｲ ﾕｳｷ 薬系衛生および生物化学関連 新たなアレルギー性疾患の治療法確立に向けた
IgE産生制御機構の解明

東京理科大学 薬学研究科 原田　陽介 講師

竹内　皓紀 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ 体育および身体教育学関連 活動リズムによる社会的ジェットラグの評価お
よびIoTによる概日リズム調整法の確立

東京大学 教育学研究科 山本　義春 教授

竹下　知成 ﾀｹｼﾀ ﾄﾓﾅﾘ スポーツ科学関連 坂道走行時の経済性を最適化するフォームの解
明：筋・腱の力発揮メカニズムに着目して

順天堂大学 スポーツ健康科学
研究科

柳谷　登志
雄

先任准教授

武田　明子 ﾀｹﾀﾞ ｱｷｺ 病態神経科学関連 エクソソーム変容に着目した運動によるアルツ
ハイマー病予防効果の分子機序解明

大阪大学 医学系研究科 長野　清一 寄附講座教
授

竹脇　大貴 ﾀｹﾜｷ ﾀﾞｲｷ 神経内科学関連 難治性多発性硬化症で増加する腸内細菌種，
細菌代謝機能が宿主へ及ぼす影響の解明

京都府立医科大
学

医学研究科 水野　敏樹 教授

田代　尚千恵 ﾀｼﾛ ﾅﾁｴ リハビリテーション科学関連 メカトロニクス技術を用いた摂食嚥下機能の定
量的評価手法の開発研究

埼玉大学 理工学研究科 高崎　正也 教授

田中　淳 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 血液および腫瘍内科学関連 予後不良急性骨髄性白血病の病態解明および治
療応用

京都大学 医学研究科 河本　宏 京都大学ウ
イルス・再
生医科学研
究所　教授

谷　彰一郎 ﾀﾆ ｼﾖｳｲﾁﾛｳ 整形外科学関連 ヒト多能性幹細胞を用いた骨形成分子機序に基
づく骨オルガノイド作製とその応用

東京大学 大学院医学系研究
科

田中　栄 教授

谷田　恵太 ﾀﾆﾀ ｹｲﾀ 薬系化学および創薬科学関連 緑内障術後の瘢痕化を抑制するナノ粒子点眼薬
の開発

東北大学 工学研究科 笠井　均 教授

田渕　絢香 ﾀﾌﾞﾁ ｱﾔｶ スポーツ科学関連 骨格筋の運命を決定するカルシウムイオン時空
間パターンと細胞内機構の解明

電気通信大学 情報理工学研究科 狩野　豊 教授
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玉置　隼也 ﾀﾏｵｷ ｼﾞﾕﾝﾔ 医化学関連 胚動脈血管内皮細胞が飛び出して造血幹細胞に
分化する仕組みの解明

筑波大学 人間総合科学研究
科

小林　麻己
人

講師

田村　萌 ﾀﾑﾗ ﾓｴ 腫瘍生物学関連 カルシウム動態が腫瘍原性に及ぼす影響の解明
と新規治療法開発

東京大学 新領域創成科学研
究科

合山　進 教授

趙　東儀 ﾁﾖ ﾄｷﾞ 免疫学関連 ウイルス感染初期の抗ウイルス応答選択機構の
解析

東京大学 薬学系研究科 後藤　由季
子

教授

ＣＨＥＮ　ＬＩ
ＷＥＩ

ﾁﾝ ﾘｲ 眼科学関連 フックス角膜内皮変性症におけるCTGリピート
伸長の役割解明

東京大学 大学院医学系研究
科

相原　一 教授

塚本　智仁 ﾂｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾄ 医療薬学関連 新規ゲノム編集タンパク質Cas12aによるB型肝
炎ウイルス排除に関する検討

大阪大学 薬学研究科 水口　裕之 教授

月田　貴和子 ﾂｷﾀﾞ ｷﾜｺ 胎児医学および小児成育学関
連

神経変性疾患SENDAの病態解明とオートファ
ジーを標的とした新規治療開発

自治医科大学 医学研究科 村松　一洋 准教授

積田　卓也 ﾂﾐﾀ ﾀｸﾔ 外科系歯学関連 血管内皮細胞に注目した「がん」と「循環器疾
患」の共通分子病態基盤の探索

北海道大学 歯学研究院 樋田　京子 教授

冨澤　文弥 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 腫瘍診断および治療学関連 タンキラーゼ阻害剤と免疫チェックポイント阻
害剤による新規がん免疫併用療法の開発

東京大学 新領域創成科学研
究科

清宮　啓之 客員教授

鳥内　皐暉 ﾄﾘｳﾁ ｺｳｷ 胎児医学および小児成育学関
連

代謝センサーAMPKのグリア制御による新生児低
酸素性虚血性脳症への新規脳保護治療

名古屋市立大学 薬学研究科 青山　峰芳 教授

土肥　直貴 ﾄﾞﾋ ﾅｵｷ 栄養学および健康科学関連 炎症時におけるアデノシン動態変化が肝線維化
へのスイッチシグナルとして働く可能性

静岡県立大学 薬食生命科学総合
学府

石川　智久 教授

中北　麦 ﾅｶｷﾀ ﾊﾞｸ 産婦人科学関連 霊長類原始卵胞の発育制御機構の解明 京都大学 医学研究科 万代　昌紀 教授

中嶋　竜之介 ﾅｶｼﾏ ﾘﾕｳﾉｽｹ 薬理学関連 併存疾患研究に基づくCOPD治療の分子基盤の確
立 -肺がんとの合併症薬理学""-""

熊本大学 薬学教育部 甲斐　広文 教授

中野　絵梨 ﾅｶﾉ ｴﾘ 眼科学関連 補償工学適用光干渉断層計を用いた網膜神経節
細胞の可視化と緑内障進行評価法の確立

京都大学 医学研究科 辻川　明孝 教授

中原　健吾 ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 病態神経科学関連 エピゲノム異常に着目した新奇パーキンソン病
発症メカニズムの解明

岡山大学 医歯薬学総合研究
科

上原　孝 教授

中村　武晴 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 消化器内科学関連 膵癌の発生および進展におけるELF3の機能解析 京都大学 医学研究科 妹尾　浩 教授

永井　佑茉 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾏ 薬理学関連 うつ病の病態発症及び抗うつ作用発現を司るセ
ロトニン神経回路網とその分子機構の解明

京都大学 薬学研究科 金子　周司 教授

長崎　祐樹 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｷ 栄養学および健康科学関連 乳汁栄養における脂質メディエーターの意義の
解明

岡山県立大学 保健福祉学研究科 山本　登志
子

教授

西殿　悠人 ﾆｼﾄﾞﾉ ﾕｳﾄ 環境および天然医薬資源学関
連

植物間相互作用を利用した薬用植物カンゾウの
機能性強化

立命館大学 薬学研究科 田中　謙 教授
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二宮　健太 ﾆﾉﾐﾔ ｹﾝﾀ 放射線科学関連 画像不変量を用いたEGFR変異サブタイプ別TKI
治療予後シミュレータの開発

九州大学 医学系学府 有村　秀孝 教授

仁宮　洸太 ﾆﾉﾐﾔ ｺｳﾀ 衛生学および公衆衛生学分野
関連：実験系を含まない

深層学習による論文の抽出知識と医療ビッグ
データによる希少疾患の疫学把握と国際共有

東京大学 薬学系研究科 今村　恭子 特任教授

野田　遥 ﾉﾀﾞ ﾊﾙｶ リハビリテーション科学関連 自閉スペクトラム症における感覚処理障害の神
経基盤の解明 -注意特性に着目して-

長崎大学 医歯薬学総合研究
科

岩永　竜一
郎

教授

橋本　彩子 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔｺ 産婦人科学関連 産科疾患発症における胎盤由来エクソソームの
役割とバイオマーカーの可能性の検討

東京大学 大学院医学系研究
科

大須賀　穣 教授

橋本　明弓 ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾐ 高齢者看護学および地域看護
学関連

都道府県における地域保健対策の効率性評価 東京大学 大学院医学系研究
科

橋本　英樹 教授

橋本　泰昌 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾏｻ 病態神経科学関連 マウス扁桃体における短縮型ジストロフィン
Dp140欠損に併う自閉症様病態の解明

東京医科歯科大
学

大学院医歯学総合
研究科

青木　吉嗣 連携教授

畑井　俊哉 ﾊﾀｲ ｼﾕﾝﾔ 免疫学関連 虫垂切除術による大腸炎抑制機序の解明 大阪大学 医学系研究科 茂呂　和世 教授

幅　大二郎 ﾊﾊﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 高齢者看護学および地域看護
学関連

糖尿病足潰瘍の治癒を促進するインテリジェン
トバイブレーションドレッシング材の開発

東京大学 大学院医学系研究
科

真田　弘美 教授

林　七虹 ﾊﾔｼ ﾅﾅｺ スポーツ科学関連 運動誘発性の鉄欠乏の新たな要因の解明と抑止
策の提案：ヘプシジン分泌応答に着目して

立命館大学 スポーツ健康科学
研究科

後藤　一成 教授

馬場　優志 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 薬理学関連 ヒト染色体 3q29 領域の欠失を導入した精神疾
患モデルマウスの分子病態研究

大阪大学 薬学研究科 橋本　均 教授

馬場　麻悠子 ﾊﾞﾊﾞ ﾏﾕｺ 神経内科学関連 遺伝子治療による成体脳ニューロン新生促進 京都大学 医学研究科 高橋　良輔 教授

曵地　京 ﾋｷﾁ ﾐﾔｺ 免疫学関連 膜孔認識分子を起点とするオートファジー誘導
機構および新規TBK1活性化経路の解析

京都大学 医学研究科 中川　一路 教授

日高　結衣 ﾋﾀﾞｶ ﾕｲ 栄養学および健康科学関連 労働者向けオンライン疾患横断型認知行動療法
のうつ・不安予防効果：無作為化比較試験

東京大学 大学院医学系研究
科

川上　憲人 教授

平田　真章 ﾋﾗﾀ ﾏｻｱｷ 外科学一般および小児外科学
関連

肝移植後抗体関連拒絶反応に対するHLAエピ
トープを標的とした新規治療開発

京都大学 医学研究科 波多野　悦
朗

教授

廣中　貴則 ﾋﾛﾅｶ ﾀｶﾉﾘ 薬系衛生および生物化学関連 新たな線維化治療法の開発を目指した筋線維芽
細胞特異的線維化促進分子の機能解析

九州大学 薬学府 仲矢　道雄 准教授

藤井　靖之 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾕｷ 栄養学および健康科学関連 食感覚の機能性への展開：渋味による認知機能
向上作用の解明

芝浦工業大学 理工学研究科 越阪部　奈
緒美

教授

藤田　陽子 ﾌｼﾞﾀ ﾖｳｺ ウイルス学関連 クライオ電子顕微鏡によるエボラウイルスヌク
レオカプシドの構造解析

京都大学 生命科学研究科 野田　岳志 教授

藤田　理愛 ﾌｼﾞﾀ ﾘｴ 薬系化学および創薬科学関連 骨粗鬆症治療薬を志向した、シンビオイミン関
連化合物の含窒素骨格・芳香環構築の研究

慶應義塾大学 薬学研究科 須貝　威 教授

藤野　修平 ﾌｼﾞﾉ ｼﾕｳﾍｲ 胎児医学および小児成育学関
連

神経発達障害，統合失調症に関わるエピジェネ
ティクス因子の中枢神経における機能解析

東京大学 大学院医学系研究
科

張田　豊 准教授
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藤本　香菜 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾅ 胎児医学および小児成育学関
連

胎児に移入する母由来細胞の細胞種と分布解明 東京大学 理学系研究科 入江　直樹 准教授

藤原　浩平 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ 医化学関連 類人猿iPS細胞からの卵原細胞誘導とそのエピ
ゲノム解析によるヒト進化過程の解明

京都大学 医学研究科 斎藤　通紀 教授

鮒井　悠汰 ﾌﾅｲ ﾕｳﾀ 医療薬学関連 消化管ホルモンを介した水分動態制御機構とそ
の変動要因の定量的解析

金沢大学 医薬保健学総合研
究科

白坂　善之 准教授

堀江　健太 ﾎﾘｴ ｹﾝﾀ 薬系衛生および生物化学関連 自己免疫を抑制する胸腺髄質上皮細胞への分化
を決定するマスター制御転写因子の同定

東京大学 薬学系研究科 村田　茂穂 教授

前寺　正太郎 ﾏｴﾃﾞﾗ ｼﾖｳﾀﾛｳ 医療薬学関連 ハイコンテントアナライザーによる精緻かつ高
速なプロファイルデータ取得系の樹立

東京大学 薬学系研究科 楠原　洋之 教授

益田　洋輝 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 生体材料学関連 ポリロタキサンを基盤とした細胞接着足場によ
る歯周組織再生の試み

東京医科歯科大
学

大学院医歯学総合
研究科

依田　哲也 教授

松本　慎平 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 消化器内科学関連 KRAS変異をターゲットとした膵がんワクチン療
法の開発

京都大学 医学研究科 妹尾　浩 教授

丸山　勝矢 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂﾔ 薬系化学および創薬科学関連 イミノキシルラジカルによるチロシン選択的タ
ンパク質化学修飾反応

東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授

三島　優奈 ﾐｼﾏ ﾕｳﾅ 栄養学および健康科学関連 廃用性筋萎縮に対する新規マイオカインIMF-1
の意義

徳島大学 大学院栄養生命科
学教育部

阪上　浩 教授

水野　佑紀 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 衛生学および公衆衛生学分野
関連：実験系を含む

ラオス北部の近代化と酸化ストレスとの関連：
腸内細菌による修飾作用の検討

東京大学 大学院医学系研究
科

梅崎　昌裕 教授

三橋　健斗 ﾐﾂﾊｼ ｹﾝﾄ 生体材料学関連 物質拡散制御に着目した新規膵液瘻防止システ
ムの開発

東京大学 大学院医学系研究
科

伊藤　大知 教授

峰岸　元気 ﾐﾈｷﾞｼ ｹﾞﾝｷ 生体医工学関連 脂質ナノ粒子工学と染色体工学を融合した遺伝
子導入モデルによるCYP3A機能解明

千葉大学 医学薬学府 秋田　英万 教授

美野　名波 ﾐﾉ ﾅﾅﾐ 免疫学関連 胸腺における「自己・非自己」の制御機構の解
明

東京大学 大学院医学系研究
科

藤尾　圭志 教授

宮國　昂介 ﾐﾔｸﾆ ｺｳｽｹ 腫瘍生物学関連 DNAメチル化を標的とした腎がんの新規分子標
的治療の開発

東京大学 大学院医学系研究
科

宮園　浩平 教授

宮崎　将行 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 神経内科学関連 パーキンソン病の発症予防と進行抑制を可能に
する「睡眠の質」の活用の研究

東京医科歯科大
学

大学院医歯学総合
研究科

星野　幹雄 連携教授

宮本　泰斗 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲﾄ 産婦人科学関連 卵巣癌微小環境における免疫抑制と浸潤能の複
合的阻害を基軸とした治療法の開発

京都大学 医学研究科 万代　昌紀 教授

宮本　佑 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳ 実験病理学関連 肝臓内の抗炎症性マクロファージサブセットの
同定とその生理的意義の解明

大阪大学 医学系研究科 石井　優 教授

村井　琢哉 ﾑﾗｲ ﾀｸﾔ 薬系化学および創薬科学関連 高周期元素由来のカルコゲン結合で配座制御す
る不斉ロジウム二核錯体の開発

京都薬科大学 京都薬科大学大学
院 薬学研究科

古田　巧 教授
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村田　早羅 ﾑﾗﾀ ｻﾗ 成長および発育系歯学関連 SHED分泌因子が軟骨細胞の増殖・分化に与える
機序を解明する

九州大学 歯学府 高橋　一郎 教授

村田　智己 ﾑﾗﾀ ﾄﾓｷ 外科学一般および小児外科学
関連

移植免疫寛容を誘導する血液細胞サブセットの
同定および治療応用への検討

北海道大学 医学院 清野　研一
郎

教授

目見田　匠 ﾒﾐﾀﾞ ﾀｸﾐ 保存治療系歯学関連 全身性強皮症に出現する多発性骨置換性歯根外
部吸収のメカニズム解明研究

広島大学 医系科学研究科 水野　智仁 教授

本村　瞳 ﾓﾄﾑﾗ ﾋﾄﾐ 薬系衛生および生物化学関連 癌患者ゲノムデータ解析を基盤とした細胞間接
着分子依存的な新規癌転移機構の解明

東京理科大学 薬学研究科 秋本　和憲 教授

森　翔也 ﾓﾘ ｼﾖｳﾔ スポーツ科学関連 中高齢者における実践的な心疾患予防策の構
築：座位行動削減の有効性の検証

筑波大学 人間総合科学学術
院　スポーツ医学
学位プログラム

高橋　英幸 教授

森井　航 ﾓﾘｲ ﾜﾀﾙ 栄養学および健康科学関連 HLAの多様性がアレルギーに与える影響をビッ
グデータ解析により解明する

筑波大学 人間総合科学研究
科

野口　恵美
子

教授

森笹　瑞季 ﾓﾘｻｻ ﾐｽﾞｷ 栄養学および健康科学関連 魚肉タンパク質摂餌が引き起こす骨格筋肥大メ
カニズムの解析

日本大学 生物資源科学研究
科

森　司 教授

森下　康一 ﾓﾘｼﾀ ｺｳｲﾁ 内科学一般関連 次世代型糖鎖抗体を用いた膵癌の新たな肝転移
機構の解明とバイオマーカーへの応用

大阪大学 医学系研究科 三善　英知 教授

森田　敦也 ﾓﾘﾀ ｱﾂﾔ 腫瘍生物学関連 大腸がんの転移・再発を促進する膜タンパク質
因子の機能解明と治療応用

金沢大学 医薬保健学総合研
究科

大島　正伸 教授

森田　元樹 ﾓﾘﾀ ﾓﾄｷ 薬理学関連 炎症の持続期間により発痛から鎮痛作用へシフ
トする硫酸化糖脂質スルファチドの解析

北里大学 薬学研究科 田辺　光男 教授

安田　拓真 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 栄養学および健康科学関連 腸管特異的GPR120シグナル欠損が肥満およびイ
ンスリン抵抗性に与える影響の検討

京都大学 医学研究科 稲垣　暢也 教授

八十島　浩太郎 ﾔｿｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 薬系化学および創薬科学関連 Foxo3a阻害活性天然物の全合成およびその分子
プローブ合成

東北大学 薬学研究科 土井　隆行 教授

柳原　瑞士 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｼ 薬系化学および創薬科学関連 HIV感染症根治を指向したansellone Aの合成研
究とその応用

大阪大学 薬学研究科 有澤　光弘 教授

山口　亞由太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾀ 薬系化学および創薬科学関連 スピロ環状ペプチドの合成を起点とした新規ケ
ミカルスペースの開拓

京都大学 薬学研究科 大野　浩章 教授

山口　慶一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｲﾁ スポーツ科学関連 健康増進に資する「低酸素環境と熱ストレスを
併用したトレーニングプログラム」の開発

立命館大学 スポーツ健康科学
研究科

後藤　一成 教授

山口　麻衣 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 衛生学および公衆衛生学分野
関連：実験系を含まない

大規模データを活用した若年女性の痩せに関係
する社会環境要因の解明と予防方法の開発

東京大学 医学系研究科 橋本　英樹 教授

山口　美桜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｵ 腫瘍生物学関連 化学療法に伴う乳癌組織随伴マクロファージの
悪性形質顕在化メカニズムの解明

東北大学 医学系研究科 鈴木　貴 教授
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山口　勇太 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 免疫学関連 神経ガイダンス因子による神経-代謝連関を介
した骨髄ニッチ制御機構の解明

大阪大学 医学系研究科 熊ノ郷　淳 教授

山崎　智貴 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾀｶ 腎臓内科学関連 ヒストン修飾阻害薬Dznepによる、エピジェネ
ティックな腎線維化抑制機構の解明

東京大学 大学院医学系研究
科

南学　正臣 教授

山澤　恵理香 ﾔﾏｻﾞﾜ ｴﾘｶ 脳神経外科学関連 脊髄上衣腫の網羅的ゲノム・エピゲノム解析と
バイオマーカーの同定

東京大学 大学院医学系研究
科

齊藤　延人 教授

山下　美紗季 ﾔﾏｼﾀ ﾐｻｷ 医療薬学関連 疾患iPS細胞由来ミクログリア・内皮細胞を用
いたハンチントン病の病態解明

名古屋市立大学 薬学研究科 松永　民秀 教授

山添　正敏 ﾔﾏｿﾞｴ ﾏｻﾄｼ 呼吸器内科学関連 ドライバー遺伝子陽性肺癌におけるYAP1を標的
とした新規治療法の開発

京都大学 医学研究科 平井　豊博 教授

山田　真希人 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷﾄ 薬系化学および創薬科学関連 連続照射マイクロ波を利用する天然由来非天然
創薬リード化合物の効率的創成

大阪大学 薬学研究科 有澤　光弘 教授

山田　真佑花 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｶ 薬系衛生および生物化学関連 新たな非アポトーシス型細胞死パータナトスの
誘導剤を用いた革新的癌治療戦略の構築

東北大学 薬学研究科 松沢　厚 教授

横井　健汰 ﾖｺｲ ｹﾝﾀ 薬系化学および創薬科学関連 標的タンパク質同定を通じたパラトーシス誘導
分子機構の解明

東京理科大学 薬学研究科 青木　伸 教授

吉岡　将輝 ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ スポーツ科学関連 保存期CKD患者におけるカルシプロテイン粒子
が筋力に及ぼす影響

筑波大学 人間総合科学学術
院

前田　清司 教授

米田　早紀 ﾖﾈﾀﾞ ｻｷ 薬系分析および物理化学関連 医薬品タンパク質のデバイスへの吸着メカニズ
ム解明

大阪大学 工学研究科 内山　進 教授

ＬＵＯ　ＹＡＮ ﾙｵ ｲｴﾝ 衛生学および公衆衛生学分野
関連：実験系を含まない

患者特性に応じた関節リウマチの精密医療アル
ゴリズム研究：個人データメタアナリシス

京都大学 医学研究科 古川　壽亮 教授

渡部　千里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ 内科学一般関連 血管特異的Exocyst Complexが担う新たな血管
新生機構の解明

滋賀医科大学 医学系研究科 依馬　正次 教授

渡邉　諒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾖｳ スポーツ科学関連 立位における二者択一の行動：課題成功とバラ
ンス維持を考慮した姿勢制御戦略の解明

東京都立大学 大学院人間健康科
学研究科

樋口　貴広 教授
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