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合崎　京子 ｱｲｻﾞｷ ｷﾖｳｺ 言語学 自閉症スペクトラム者の社 立教大学 異文化コミュ 小山　亘 教授
会的コミュニケーションに
関する研究

ニケーション
研究科

相田　豊 ｱｲﾀﾞ ﾕﾀｶ 文化人類学・ 南米アンデス地域における 東京大学 総合文化研究 森山　工 教授
民俗学 新しい芸術文化実践の場の

生成に関する人類学的研究
科

青野　誠 ｱｵﾉ ﾏｺﾄ 日本史 幕末維新期における民衆の 一橋大学 社会学研究科 若尾　政希 教授
主体形成論の再考

青山　忠申 ｱｵﾔﾏ ﾀﾀﾞﾉﾌ 言語学 中世ロシア語文献における 京都大学 文学研究科 中村　唯史 教授
ﾞ アクセントに関する文体的

研究

浅井　美峰 ｱｻｲ ﾐﾎ 日本文学 中世連歌における文学的教 お茶の水女子大学 人間文化創成 浅田　徹 教授
育・学習の様相ー注釈の総
合的研究

科学研究科

飯島　直樹 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵｷ 日本史 近代日本の戦争と元帥 東京大学 人文社会系研 野島（加藤） 教授
究科 　陽子

池邉　智基 ｲｹﾍﾞ ﾄﾓｷ 地域研究 セネガル・ムリッド教団に 京都大学 アジア・アフ 木村　大治 教授
おける「労働の教義」の解
釈：言説と実践の分析から

リカ地域研究
研究科

石井　優貴 ｲｼｲ ﾕｳｷ 芸術一般 諸文化領域との比較を通し 東京大学 総合文化研究 西中村　浩 教授
て再考するスターリン期ソ
ヴィエト音楽文化の特徴と
意義

科

石田　柊 ｲｼﾀﾞ ｼﾕｳ 哲学・倫理学 障害と「差異のジレンマ」 東京大学 総合文化研究 石原　孝二 准教授
の平等主義的再検討 科

伊藤　潤一 ｲﾄｳ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 思想史 20世紀フランスのキリスト 早稲田大学 文学研究科 藤本　一勇 教授
郎 ﾛｳ 教哲学における共同体論

井保　和也 ｲﾎ ｶｽﾞﾔ 哲学・倫理学 自然主義的責任論の構築 京都大学 文学研究科 水谷　雅彦 教授

殷　晴 ｲﾝ ｾｲ アジア史・ア 清代後期中国における新聞 東京大学 人文社会系研 吉澤　誠一郎 准教授
フリカ史 発行の歴史的展開 究科

上田　哲司 ｳｴﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 日本史 近世の津軽・和人地におけ 北海道大学 文学研究科 谷本　晃久 教授
るアイヌ支配とアイヌ社会
の主体的対応についての研
究

宇佐美　達 ｳｻﾐ ﾀﾂﾛｳ 哲学・倫理学 ジルベール・シモンドンに 京都大学 人間・環境学 多賀　茂 教授
朗 おける類比の研究：関係の

実在論の観点から
研究科

内田　安紀 ｳﾁﾀﾞ ｱｷ 宗教学 現代イギリスの自然葬法に 筑波大学 人文社会科学 山中　弘 教授
関する宗教学的研究 研究科

内山　琴絵 ｳﾁﾔﾏ ｺﾄｴ 人文地理学 災害に対する社会的脆弱性 名古屋大学 環境学研究科 岡本　耕平 教授
に関する地理学的研究

枝木　妙子 ｴﾀﾞｷ ﾀｴｺ 芸術一般 昭和モダニズムにおける着 立命館大学 立命館大学先 竹中　悠美 教授
物受容--着倒れの町京都を
中心に--

端総合学術研
究科

遠藤　総史 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ アジア史・ア 宋朝の天下理念とその「周 大阪大学 文学研究科 桃木　至朗 教授
フリカ史 辺」

遠藤　理一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｲﾁ 観光学 占領期日本の復興における 北海道大学 国際広報メデ 金　ソンミン 准教授
米国人観光の役割 ィア・観光学

院



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名分科・細目氏名 カナ氏名

ＤＣ２・人文学　113名　平成30年度特別研究員採用者一覧

大関　綾 ｵｵｾﾞｷ ｱﾔ 日本文学 長編合巻の「嗣作」につい 京都大学 文学研究科 金光　桂子 教授
て

太田　英伶 ｵｵﾀ ｴﾚﾅ 美術史 ビザンティン写本挿絵にお 早稲田大学 文学研究科 益田　朋幸 教授
奈 ける貴族詩篇の研究

太田　奈名 ｵｵﾀ ﾅﾅｺ 言語学 日本占領期ラジオ番組の批 東京大学 総合文化研究 大石　和欣 教授
子 判的談話分析 科

大津谷　馨 ｵｵﾂﾔ ｶｵﾘ アジア史・ア 13世紀半ば-14世紀メッカ 京都大学 文学研究科 井谷　鋼造 教授
フリカ史 ・メディナの学術ネットワ

ークと学者社会の形成

大渕　久志 ｵｵﾌﾞﾁ ﾋｻｼ 思想史 イスラームの神学と政治： 東京大学 人文社会系研 菊地　達也 准教授
ファフルッディーン・ラー
ズィーの哲学的神学とその
継承

究科

大山　賢太 ｵｵﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ ヨーロッパ文 ジャン＝ジャック・ルソー 京都大学 文学研究科 増田　眞 教授
郎 学 におけるレトリックの問題

-自己像、読者像を中心に-

岡久　太郎 ｵｶﾋｻ ﾀﾛｳ 言語学 文レベルの発話の統語的特 京都大学 人間・環境学 谷口　一美 教授
徴とジェスチャーの関係性 研究科

岡部　亜美 ｵｶﾍﾞ ｱﾐ 言語学 語彙概念構造を用いた姿勢 京都大学 人間・環境学 河崎　靖 教授
動詞の意味研究：ドイツ語
とオランダ語を対象に

研究科

岡部　祐佳 ｵｶﾍﾞ ﾕｶ 日本文学 往来物・書簡文例集を中心 大阪大学 文学研究科 飯倉　洋一 教授
とした近世期書簡文化と文
芸作品の相関性に関する研
究

小川　歩人 ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾄ 哲学・倫理学 ジャック・デリダにおける 大阪大学 人間科学研究 檜垣　立哉 教授
想像力の問題 科

小倉　徳彦 ｵｸﾞﾗ ﾉﾘﾋｺ 日本史 大正期海軍軍備拡張過程に 九州大学 人文科学府 岩崎　義則 准教授
関する研究　-予算・人材
獲得の観点から-

兼内　伸之 ｶﾈｳﾁ ｼﾝﾉｽｹ 美学・芸術諸 近代日本における人形観の 広島大学 総合科学研究 青木　孝夫 教授
介 学 変容と受容-人形受容の風

景と、その歴史と美学-
科

上村　知春 ｶﾐﾑﾗ ﾁﾊﾙ 地域研究 エチオピア・アムハラ州に 京都大学 アジア・アフ 重田　眞義 教授
おける健康観と医療実践に
関する医療人類学的研究

リカ地域研究
研究科

川島　拓馬 ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾏ 日本語学 日本語における名詞要素を 筑波大学 人文社会科学 矢澤　真人 教授
含む接続形式の歴史的研究 研究科

川村　楓子 ｶﾜﾑﾗ ﾌｳｺ 文化人類学・ ブータンにおける女性の宗 京都大学 アジア・アフ 藤倉　達郎 教授
民俗学 教実践とライフコースの多

元性
リカ地域研究
研究科

川本　渚凡 ｶﾜﾓﾄ ﾅﾎ 外国語教育 英語習得段階・目的を考慮 東京外国語大学 総合国際学研 投野　由紀夫 教授
した教授・学習用例文の満
たすべき条件とは

究科

北原　圭一 ｷﾀﾊﾗ ｹｲｲﾁﾛ 日本文学 贈答歌を中心とした『源氏 東京大学 人文社会系研 高木　和子 教授
郎 ｳ 物語』の研究 究科

木村　美紀 ｷﾑﾗ ﾐｷ 英語学 文芸研究に対する計量文体 明治大学 明治大学大学 石井　透 教授
論の手法を用いた定量的研
究

院文学研究科

栗田　陽子 ｸﾘﾀ ﾖｳｺ 文化人類学・ ブータンの近代化に関する 東北大学 文学研究科 沼崎　一郎 教授
民俗学 人類学的研究: 技能実習生

を対象として
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畔柳　千明 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾁｱｷ 史学一般 19世紀中葉ロシアの対清政 東京大学 総合文化研究 安岡　治子 教授
策転換と在華宣教師につい
ての総合的研究

科

黄　一丁 ｺｳ ｲﾂﾃｲ 日本文学 和漢兼作の作品集の構造に 京都大学 文学研究科 金光　桂子 教授
関する研究

康　昊 ｺｳ ｺｳ 日本史 虎関師練と東アジア仏教と 大阪大学 文学研究科 川合　康 教授
の関わりに ついての基礎
的研究

ＸＩＡＮＧ ｺｳ ｾｲｾｲ 思想史 近世東アジア儒学圏におけ 立命館大学 文学研究科 桂島　宣弘 教授
　ＪＩＮＧ
ＪＩＮＧ

る医書ネットワークに関す
る思想史的研究

上月　翔太 ｺｳﾂﾞｷ ｼﾖｳﾀ ヨーロッパ文 ネオ・ラテン叙事詩におけ 大阪大学 文学研究科 渡辺　浩司 准教授
学 る伝統の形象化～ファーマ

、エクフラシス、光

小田　英里 ｺﾀﾞ ｴﾘ 文化人類学・ 都市部ガーナにおけるシュ 立命館大学 先端総合学術 小川　さやか 准教授
民俗学 ガー・ダディ／シュガー・

マミーに関する人類学的研
究

研究科

木場　安莉 ｺﾊﾞ ｱﾘｻ 言語学 ディスコースの交錯-性的 大阪大学 言語文化研究 秦　かおり 准教授
沙 少数者と民族的少数者の集

合的アイデンティティ
科

古明地　樹 ｺﾒｲｼﾞ ﾀﾂｷ 日本文学 橘守国の絵本分析を中心と 総合研究大学院大 文化科学研究 山下　則子 併任教授
した近世狩野派の文芸的影
響関係の研究

学 科

齋須　直人 ｻｲｽ ﾅｵﾋﾄ ヨーロッパ文 ドストエフスキー後期作品 京都大学 文学研究科 中村　唯史 教授
学 とロシア正教聖者伝・教訓

文学

貞包　和寛 ｻﾀﾞｶﾈ ｶｽﾞﾋ 言語学 言語呼称の分裂の社会言語 東京外国語大学 総合国際学研 金指　久美子 准教授
ﾛ 学的研究　ポーランドのマ

イノリティ言語を例として
究科

佐藤　香寿 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ 人文地理学 フランス・ストラスブール お茶の水女子大学 人間文化創成 熊谷　圭知 教授
実 市における「宗教間対話」

によるムスリムのための場
所生成

科学研究科

佐藤　航也 ｻﾄｳ ｺｳﾔ 文化人類学・ スウェーデンの障害者支援 千葉大学 人文社会科学 高橋　絵里香 准教授
民俗学 制度と身体的損傷の相互作

用をめぐる人類学的研究
研究科

佐藤　大悟 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 日本史 明治前期における地方認識 東京大学 人文社会系研 鈴木　淳 教授
-歴史・地誌編纂を対象と
して-

究科

佐藤　真海 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ 日本史 日本古代中世移行期におけ 東北大学 文学研究科 堀　裕 准教授
る仏教政策と顕密仏教形成
過程に関する研究

佐野　大起 ｻﾉ ﾀﾞｲｷ ヨーロッパ史 アンドロニコス2世治下ビ 東京大学 人文社会系研 高山　博 教授
・アメリカ史 ザンツ帝国の統治理念：頌

詞の研究
究科

島村　幸忠 ｼﾏﾑﾗ ﾕｷﾀﾀﾞ 美学・芸術諸 頼山陽の詩文書画にみる煎 京都大学 人間・環境学 武田　宙也 准教授
学 茶観 研究科

周　菁 ｼﾕｳ ｾｲ 言語学 明治期における漢語形容動 関西大学 外国語教育学 沈　国威 教授
詞の発達-語彙近代化の視
点から-

研究科
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邵　天澤 ｼﾖｳ ﾃﾝﾀｸ 史学一般 冷戦期における「二つの中 京都大学 人間・環境学 齋藤　嘉臣 准教授
国」と「二つのドイツ」を
めぐる国際関係史

研究科

鈴木　亘 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ 美学・芸術諸 ジャック・ランシエールに 東京大学 人文社会系研 小田部　胤久 教授
学 おける「フィクション」概

念と自由間接話法に関する
研究

究科

関　大聡 ｾｷ ﾋﾛｱｷ ヨーロッパ文 ジャン＝ポール・サルトル 東京大学 総合文化研究 星埜　守之 教授
学 における「約束された地」

としての文学論
科

関屋　弥生 ｾｷﾔ ﾔﾖｲ 芸術一般 ブラジル日系移民が伝えた 大阪大学 文学研究科 中尾　薫 准教授
能楽～「伯謡会」の活動を
中心に～

泉類　尚貴 ｾﾝﾙｲ ﾅｵｷ 英語学 英語史におけるポライトネ 慶應義塾大学 文学研究科 堀田　隆一 教授
ス：中英語期の文体・対人
関係と行為指示表現

高鳥　廉 ﾀｶﾄﾘ ﾚﾝ 日本史 室町幕府寺院政策の研究- 北海道大学 文学研究科 橋本　雄 准教授
寺院の人事と僧の動向を中
心に-

竹永　知弘 ﾀｹﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 日本文学 「内向の世代」を中心とす 神戸大学 人文学研究科 梶尾　文武 准教授
る1970年以後の文学・文化
状況の歴史的記述

田中　里奈 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 美学・芸術諸 〈ヴィーン・ミュージカル 明治大学 明治大学大学 萩原　健 教授
学 〉の国際的展開　-オース

トリアと日本の関係を例に
-

院国際日本学
研究科

谷川　嘉浩 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 哲学・倫理学 デューイ宗教思想の「自己 京都大学 人間・環境学 戸田　剛文 准教授
超越」と現代における意義 研究科

ダン　ショ ﾀﾞﾝ ｼﾖｷﾞﾖｳ 中国文学 中華帝国末期における想像 早稲田大学 文学研究科 千野　拓政 教授
ギョウ 力の変容ーー清末中国科学

小説研究

陳　曦 ﾁﾝ ｷﾞ 言語学 日本語複合語のアクセント 大阪大学 言語文化研究 郡　史郎 教授
融合・非融合に関する総合
的研究

科

堤田　泰成 ﾂﾂﾐﾀﾞ ﾔｽﾅﾘ 宗教学 ショーペンハウアー哲学に 上智大学 文学研究科 佐藤　直子 教授
おける中世キリスト教思想
の受容と展開

常木　佳奈 ﾂﾈｷ ｶﾅ 日本文学 明治期文芸書の〈装い〉に 立命館大学 文学研究科 赤間　亮 教授
関する研究--木版口絵を中
心に--

デュラン　 ﾃﾞﾕﾗﾝ ｽﾃﾌｱ 芸術一般 真言声明の源流とその日本 東京藝術大学 音楽研究科 塚原　康子 教授
ステファン
アイソル

ﾝｱｲｿﾙ 化ーパダから平仄へ、平仄
から旋律へ

徳田　安津 ﾄｸﾀﾞ ｱﾂｷ 思想史 ルルスとクザーヌスの間： 東京大学 人文社会系研 池澤　優 教授
樹 ハイメリクスにおける「一

」と「多」の哲学
究科

豊泉　俊大 ﾄﾖｲｽﾞﾐ ﾄｼﾋ 美学・芸術諸 画像と知覚の生態学　-ギ 大阪大学 人間科学研究 檜垣　立哉 教授
ﾛ 学 ブソンの情報理論、グッド

マンの記号理論を通じて
科

豊田　泰淳 ﾄﾖﾀﾞ ﾔｽｱﾂ 哲学・倫理学 プロティノス哲学の独自性 慶應義塾大学 文学研究科 金子　善彦 教授
およびその形成過程の研究
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中川　朋美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 考古学 先史時代から国家成立期に 岡山大学 社会文化科学 松本　直子 教授
おける暴力の文化的背景 研究科

仲村　紗希 ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 史学一般 生活改善運動と沖縄出身女 大阪大学 文学研究科 北村　毅 准教授
工に関する歴史学的研究-
移動をめぐる経験の諸相か
ら-

中村　友香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 地域研究 現代ネパールにおける近代 京都大学 アジア・アフ 藤倉　達郎 教授
医療と疾病経験の研究-糖
尿病患者の事例に着目して
-

リカ地域研究
研究科

西村　嘉人 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾄ 外国語教育 英文ライティングにおける 名古屋大学 国際開発研究 杉浦　正利 教授
「複雑さ・正確さ・流暢さ
」の発達に関する縦断的研
究

科

野上　志学 ﾉｶﾞﾐ ｼｶﾞｸ 哲学・倫理学 自然主義的世界観と調和的 東京大学 人文社会系研 榊原　哲也 教授
な様相の形而上学の研究-
現代の真理概念と規範性に
着目して

究科

野邊　晴陽 ﾉﾍﾞ ﾊﾙﾋ 哲学・倫理学 「善」の実在的基礎づけ（ 東京大学 総合文化研究 山本　芳久 准教授
トマス・アクィナスの超範
疇論による）

科

韓　梨恵 ﾊﾝ ﾘﾍ アジア史・ア 近代朝鮮における墓地慣行 千葉大学 人文公共学府 趙　景達 教授
フリカ史 と民衆世界

半田　ゆり ﾊﾝﾀﾞ ﾕﾘ 芸術一般 植民地表象を通した「日本 東京大学 総合文化研究 田中　純 教授
」写真史の脱構築 科

ＢＡＲＲＥ ﾊﾞﾚﾂﾄ ﾄｰﾏｽ アジア史・ア 清末中国の出使大臣の外交 東京大学 総合文化研究 川島　真 教授
ＴＴ　ＴＨ
ＯＭＡＳ　
ＰＥＴＥＲ

･ﾋﾟｰﾀｰ フリカ史 と西洋人顧問: 1880～1890
年代を中心に

科

朴　智娟 ﾊﾟｸ ｼﾞﾖﾝ 言語学 オノマトペの言語的統合性 名古屋大学 国際言語文化 秋田　喜美 准教授
に関する日韓対照研究 研究科

平澤　暢之 ﾋﾗｻﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ ヨーロッパ文 フローベールの思想および 東京大学 総合文化研究 桑田　光平 准教授
学 文学作品における十九世紀

自由主義思想の影響
科

平山　裕人 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ 言語学 証拠性表現と推量表現の意 大阪大学 文学研究科 田中　英理 准教授
味的差異-日本語と英語の
事例研究-

廣田　千恵 ﾋﾛﾀ ﾁｴｺ 文化人類学・ モンゴル国カザフ社会にお 千葉大学 人文公共学府 児玉　香菜子 准教授
子 民俗学 ける牧畜文化を基盤とした

文様・装飾利用動態

黄　詩キ ﾌｱﾝ ｼｷ 中国文学 中国の近代「学術的文体」 京都大学 文学研究科 平田　昌司 教授
の考察：『学衡』を中心と
して

福井　祐生 ﾌｸｲ ﾕｳｷ 宗教学 ロシア宗教思想におけるア 東京大学 総合文化研究 安岡　治子 教授
ポカタスタシス論の展開：
自由意志と社会変革の二観
点から

科

福島　可奈 ﾌｸｼﾏ ｶﾅｺ 芸術一般 混淆する戦前の映像文化（ 神戸大学 国際文化学研 板倉　史明 准教授
子 幻燈・玩具映画・小型映画

）の受容とその歴史的変遷
究科

藤野　志織 ﾌｼﾞﾉ ｼｵﾘ ヨーロッパ文 『ナジャ』からみるシュル 京都大学 人間・環境学 多賀　茂 教授
学 レアリスムにおける遊戯の

射程
研究科
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白　凛 ﾍﾟｸ ﾙﾝ 地域研究 戦後の在日コリアンの美術 東京大学 総合文化研究 外村　大 教授
運動-１９４５年から６０
年代を中心に-

科

本間　裕之 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 哲学・倫理学 後期スコラ哲学のコンテク 東京大学 人文社会系研 鈴木　泉 准教授
ストにおけるドゥンス・ス
コトゥスの個体についての
研究

究科

三上　航志 ﾐｶﾐ ｺｳｼﾞ 哲学・倫理学 習慣概念を基軸としたデカ 京都大学 文学研究科 水谷　雅彦 教授
ルト道徳哲学の検討

宮崎　茜 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｶﾈ ヨーロッパ文 アロイジウス・ベルトラン 早稲田大学 文学研究科 川瀬　武夫 教授
学 における「散文詩」

宮澤　優樹 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ 英米・英語圏 世紀転換期アメリカの幽霊 北海道大学 文学研究科 竹内　康浩 教授
文学 小説における精神性の研究

宮下　祥子 ﾐﾔｼﾀ ｼﾖｳｺ 史学一般 歴史としての戦後民主主義 立命館大学 社会学研究科 福間　良明 教授
と「行動する知識人」--鶴
見俊輔・日高六郎を対象に

宮島　和也 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 言語学 上古中国語における地域的 東京大学 人文社会系研 大西　克也 教授
特徴とその形成に関する研
究

究科

武藤　奈月 ﾑﾄｳ ﾅﾂｷ ヨーロッパ文 古フランス語韻文物語にお 東京大学 人文社会系研 野崎　歓 教授
学 ける語りの研究 究科

村上　絢一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾕﾝｲ 日本史 中世〈林業〉の展開と山林 京都大学 人間・環境学 元木　泰雄 教授
ﾁ 資源の生産・流通・消費 研究科

村山　佳寿 ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞｺ 美学・芸術諸 宮城道雄作品における自筆 お茶の水女子大学 人間文化創成 永原　恵三 教授
子 学 点字楽譜の研究 科学研究科

森　巧 ﾓﾘ ﾀｸﾐ アジア史・ア 戦後日華外交史における経 一橋大学 社会学研究科 佐藤　仁史 教授
フリカ史 済的要因の検討ー日華断交

時期までを対象にー

森田　俊吾 ﾓﾘﾀ ｼﾕﾝｺﾞ ヨーロッパ文 〈意味産出としてのリズム 東京大学 総合文化研究 山田　広昭 教授
学 〉分析手法の確立-メショ

ニックのリズム論を中心に
科

森田　典子 ﾓﾘﾀ ﾉﾘｺ 芸術一般 1940-60年代の日本の映像 東京大学 学際情報学府 丹羽　美之 准教授
製作におけるドキュメンタ
リーの方法論の展開

矢澤　翔 ﾔｻﾞﾜ ｶｹﾙ 言語学 L2LPモデルに基づく外国語 早稲田大学 早稲田大学大 近藤　眞理子 教授
音声と外国語訛りの知覚に
関する研究

学院国際コミ
ュニケーショ
ン研究科

柳川　耕平 ﾔﾅｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 哲学・倫理学 予持概念の変遷に着目した 立命館大学 文学研究科 谷　徹 教授
フッサール時間論の包括的
解明

山口　一樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 日本文学 平安朝物語の女房の研究- 東京大学 人文社会系研 高木　和子 准教授
『源氏物語』を中心に- 究科

楊　佳嘉 ﾖｳ ｶｶ ジェンダー 東アジアの女性知識人と近 名古屋大学 人文学研究科 飯田　祐子 教授
代の知-日本と中国の比較
を中心に

楊　駿驍 ﾖｳ ｼﾕﾝｼﾖ 中国文学 コミュニケーション環境か 早稲田大学 文学研究科 千野　拓政 教授
ら見る、90年代以降の中国
の若者文化とサブカルチャ
ー
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ラナガラゲ ﾗﾅｶﾞﾗｹﾞﾏﾝｼ 人文地理学 津波による垂直的避難の時 筑波大学 生命環境科学 村山　祐司 教授
マンジュラ
　マヒンダ

ﾞﾕﾗ ﾏﾋﾝﾀﾞ 空間分析と脆弱性アセスメ
ント

研究科

劉　東波 ﾘﾕｳ ﾄｳﾊ 日本文学 日本近代文学における「西 新潟大学 現代社会文化 堀　竜一 教授
域物」の研究 研究科

龍　真未 ﾘﾕｳ ﾏﾅﾐ 美術史 ≪ヴァランシエンヌ黙示録 東京藝術大学 美術研究科 田邊　幹之助 教授
≫研究

呂　夢 ﾘﾖ ﾑ 考古学 中国北朝隋唐時代における 金沢大学 人間社会環境 中村　慎一 教授
仏教寺院の造営制度-瓦の
動態的研究を中心に-

研究科

渡邉　蘭子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗﾝｺ 哲学・倫理学 アウグスティヌスにおける 京都大学 文学研究科 芦名　定道 教授
性・結婚・身体の研究-人
間学的視点から

和田　真生 ﾜﾀﾞ ﾏｵ 芸術一般 歌舞伎制作の歴史研究　- 東京大学 人文社会系研 小林　真理 教授
〈定式〉再考 - 究科
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青山　知仁 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾋﾄ 理論経済学 不確実性下における学習の 神戸大学 経営学研究科 宮原　泰之 教授
公理的研究

麻田　玲 ｱｻﾀﾞ ﾚｲ 地域研究 「都市化」なき発展のパズ 東京大学 公共政策学教 城山　英明 教授
ルースリランカの農村政策
と人口移動ー

育部

味志　優 ｱｼﾞｼ ﾕｳ 地域研究 アフリカにおける汚職と「 東京大学 総合文化研究 遠藤　貢 教授
公」概念の動態性：タンザ
ニア・バリアディでの実地
調査から

科

荒井　誉史 ｱﾗｲ ﾀｶﾌﾐ 国際関係論 佐藤栄作政権と「核政策」 早稲田大学 政治学研究科 国吉　知樹 准教授
 1964-1972 -核兵器をめぐ
る対米関係と国内政治

荒井　穂菜 ｱﾗｲ ﾎﾅﾐ 臨床心理学 不安症候群の不安のコント 同志社大学 心理学研究科 杉若　弘子 教授
美 ロール感はエクスポージャ

ー法への抵抗感を和らげる
か

安中　進 ｱﾝﾅｶ ｽｽﾑ 政治学 貧困の政治経済学 早稲田大学 政治学研究科 河野　勝 教授

石田　由莉 ｲｼﾀﾞ ﾕﾘｶ 基礎法学 EU共通移民政策がフランス 東京大学 法学政治学研 伊藤　洋一 東京大学大学
香 外国人法に与えた影響につ

いて
究科 院法学政治学

研究科教授

石橋　一昴 ｲｼﾊﾞｼ ｲﾂﾎﾟ 教科教育学 算数・数学教育における確 広島大学 教育学研究科 小山　正孝 教授
率カリキュラムの開発に関
する研究

石間　英雄 ｲｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 政治学 政治的決定の多元性と政党 京都大学 法学研究科 建林　正彦 教授
組織: ウェストミンスター
モデル再考

伊東　香純 ｲﾄｳ ｶｽﾐ 社会学 精神障害者のグローバルな 立命館大学 先端総合学術 立岩　真也 教授
草の根運動--連帯の中の多
様性

研究科

伊藤　駿 ｲﾄｳ ｼﾕﾝ 教育社会学 スコットランドにおけるイ 大阪大学 人間科学研究 志水　宏吉 教授
ンクルーシブ教育-メイン
ストリーミング実践に注目
して

科

伊藤　健 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 公法学 違憲審査基準論における利 京都大学 法学研究科 土井　真一 教授
益衡量の位置づけ

上野　彩 ｳｴﾉ ｱﾔ 社会学 病いとの共生モデルの再検 大阪大学 人間科学研究 山中　浩司 教授
討-未確定希少難病を事例
として-

科

打越　文弥 ｳﾁｺｼ ﾌﾐﾔ 社会学 学歴結合が離別行動に与え 東京大学 人文社会系研 白波瀬　佐和 教授
る影響に関する社会学的研
究

究科 子

ＶＵ　ＨＡ ｳﾞ ﾊ ﾄｳ 経済政策 グループ貸出の返済におけ 広島大学 国際協力研究 後藤　大策 准教授
　ＴＨＵ る経済的な絆の役割：フィ

ールド実験による農業組合
の影響

科

及川　智博 ｵｲｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 教育学 保育における仲間関係の「 北海道大学 教育学院 川田　学 准教授
ほぐし」の実践知に関する
研究

大垣　良太 ｵｵｶﾞｷ ﾘﾖｳﾀ 経済政策 国際金融危機の影響と政策 東京大学 経済学研究科 青木　浩介 教授
対応
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大久保　心 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾝ 教育社会学 子どもの成績・教育アスピ 慶應義塾大学 社会学研究科 稲葉　昭英 教授
レーションにおける時間的
社会化の役割に関する研究

太田　絵梨 ｵｵﾀ ｴﾘｺ 教育心理学 深い思考を促す宿題の効果 東京大学 教育学研究科 市川　伸一 教授
子 とその規定因の検討：可変

的な個人差への介入を見据
えて

大中　のぞ ｵｵﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 教育学 現代責任論の責任概念分析 広島大学 教育学研究科 丸山　恭司 教授
み とその教育学的意義

大野　恵理 ｵｵﾉ ｴﾘ 社会学 外国人散在地域における結 フェリス女学院大 人文科学研究 小ヶ谷　千穂 教授
婚移住女性の「定住」戦略
の実証的研究

学 科

岡田　光平 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 理論経済学 政府の教育政策が経済成長 大阪大学 経済学研究科 二神　孝一 教授
に及ぼす影響についての研
究

岡部　天俊 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 刑事法学 犯罪論における身分犯の取 北海道大学 法学研究科 城下　裕二 教授
扱いに関する包括的検討

岡村　靖人 ｵｶﾑﾗ ﾔｽﾄ 社会心理学 皮膚感覚の対人調整機能の 追手門学院大学 心理学研究科 浦　光博 教授
検討-概念メタファーの観
点から-

岡本　舞子 ｵｶﾓﾄ ﾏｲｺ 社会法学 契約のモードに基づく労働 九州大学 法学府 山下　昇 教授
契約論の構築-労働契約の
変動の基礎理論研究

小野　道子 ｵﾉ ﾐﾁｺ 地域研究 子どもの安全保障：カラチ 東京大学 総合文化研究 関谷　雄一 准教授
市のバングラデシュ移民の
子どもたちの事例からの検
討

科

門屋　寿 ｶﾄﾞﾔ ﾋｻｼ 政治学 権威主義体制下における選 早稲田大学 政治学研究科 河野　勝 教授
挙の実証研究

門脇　弘樹 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛｷ 特別支援教育 白杖歩行におけるベアリン 広島大学 教育学研究科 氏間　和仁 准教授
グの評価と支援に関する研
究

金子　智樹 ｶﾈｺ ﾄﾓｷ 政治学 戦後日本の地方紙と政治過 東京大学 法学政治学研 谷口　将紀 教授
程--地域の権力としての側
面に着目して

究科

金山　裕望 ｶﾈﾔﾏ ﾕﾐ 特別支援教育 特別支援学級と通常学級を 関西学院大学 文学研究科 佐藤　寛 准教授
活用したASD 児と定型発達
児の交流の促進

上窪　綾 ｶﾐｸﾎﾞ ｱﾔ 教育心理学 心の理論の文化的多様性‐ 東京女子大学 人間科学研究 唐澤　真弓 教授
脳神経指標と日米比較から
の検証‐

科

カリリ　モ ｶﾘﾘ ﾓｽﾀﾌｱ 社会学 イラニアン・アゼルバイジ 同志社大学 グローバル・ ゴノン　アン 教授
スタファ ャンにおける民族境界形成

のダイナミクス
スタディーズ
研究科

ヌ

河又　裕士 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｼﾞ 理論経済学 ガソリン小売価格で見られ 筑波大学 システム情報 秋山　英三 教授
る周期的振動の発生機構の
解明：時空モデルによるア
プローチ

工学研究科

河村　康佑 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｽｹ 臨床心理学 統合失調症の情動認知にお 千葉大学 融合科学研究 若林　明雄 教授
ける注意バイアスの影響と
改善手法の検討

科
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喜多　宗則 ｷﾀ ﾑﾈﾉﾘ 政治学 移行期正義が民主主義と平 早稲田大学 大学院政治学 久保　慶一 教授
和に与える影響に関する理
論的・実証的研究

研究科

木田　世界 ｷﾀﾞ ｾｶｲ 経営学 サーバント・リーダーシッ 横浜国立大学 国際社会科学 ＨＥＬＬＥＲ 教授
プが従業員満足度と顧客満
足度に与える影響の実証研
究

府 　Ｄａｎｉｅ
ｌ

金　ソニア ｷﾑ ｿﾆｱ 社会学 韓国系米国人の同胞権利運 京都大学 人間・環境学 倉石　一郎 教授
動からみる「人種化」に関
する歴史社会学的研究

研究科

久保田　隆 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 刑事法学 武力紛争内外における加害 慶應義塾大学 法学研究科 オステン　フ 教授
行為の国際刑事法および国
内刑法上の評価

ィリップ

熊代　拓馬 ｸﾏｼﾛ ﾀｸﾏ 民事法学 上場企業のコーポレート・ 神戸大学 法学研究科 行澤　一人 教授
ガバナンスにおける非財務
情報開示のあり方

栗原　真史 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｼ 社会学 バブル期における住宅政策 一橋大学 社会学研究科 町村　敬志 教授
再編の構想と現実--東京・
都心地域を事例に

ＧＨＥＲＧ ｹﾞﾙｹﾞﾙ ｸﾗｳ 社会心理学 向社会的行動によるウェル 名古屋大学 教育発達科学 高井　次郎 教授
ＨＥＬ　Ｃ
ＬＡＵＤＩ
Ａ　ＥＭＩ
ＬＩＡ

ﾃﾞｲｱ ｴﾐﾘｱ ・ビーイング促進効果に及
ぼす文化とモラリティーの
調整効果

研究科

小西　直喜 ｺﾆｼ ﾅｵｷ 社会心理学 連携した罰の心理学的基盤 神戸大学 人文学研究科 大坪　庸介 准教授
研究

小林　卓人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 政治学 政治における感情の位置-- 早稲田大学 早稲田大学大 齋藤　純一 教授
規範的民主主義理論からの
アプローチ

学院政治学研
究科

小林　勇輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 実験心理学 白や黒を知覚する機序の解 大阪大学 人間科学研究 森川　和則 教授
明-照明の推定という視点
から-

科

駒澤　真由 ｺﾏｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 社会福祉学 精神障害を抱えた人たちの 立命館大学 先端総合学術 立岩　真也 教授
美 リカバリーの物語--就労支

援の現場に着目して
研究科

小山　真実 ｺﾔﾏ ﾏﾐ 会計学 相対的な業績評価制度によ 神戸大学 経営学研究科 梶原　武久 教授
るラチェット効果およびチ
ームワークへの影響

小山　悠里 ｺﾔﾏ ﾕﾘ 教育心理学 養育者の「乳児の心」への 東京大学 教育学研究科 遠藤　利彦 東京大学大学
注目と子どもの社会情動コ
ンピテンスに関する縦断的
検討

院教育学研究
科　教授

後藤　剛志 ｺﾞﾄｳ ﾂﾖｼ 経済政策 出入国管理政策の理論・実 大阪大学 経済学研究科 赤井　伸郎 教授
証的検討

齋藤　優実 ｻｲﾄｳ ﾕﾐ 実験心理学 情動音声の認知と神経基盤 東京大学 総合文化研究 岡ノ谷　一夫 教授
の解明：ラット発声モデル
による研究

科

坂井　愛理 ｻｶｲ ｴﾘ 社会学 高齢者訪問ケアにおける病 東京大学 人文社会系研 出口　剛司 准教授
いの日常性の管理ーー相互
行為環境の構造に注目して

究科

榊　浩平 ｻｶｷ ｺｳﾍｲ 教育心理学 ニューロフィードバックに 東北大学 医学系研究科 川島　隆太 教授
よる社交不安傾向が高い中
学生のポジティブ思考教育
法の開発
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坂口　奈央 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵ 社会学 震災遺構を巡る復興まちづ 東北大学 文学研究科 小松　丈晃 准教授
くりの社会学的研究-漁村
の論理を軸にしたアプロー
チ-

坂本　淳 ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾕﾝ 金融・ファイ 情報偏在と曖昧さの相互作 大阪大学 経済学研究科 福田　祐一 教授
ナンス 用が株式プレミアムに与え

る影響

佐藤　進 ｻﾄｳ ｽｽﾑ 理論経済学 企業行動と規制政策・競争 東京大学 経済学研究科 松村　敏弘 教授
政策の経済分析

史　志強 ｼ ｼｷﾖｳ 基礎法学 清帝国と法多元主義-中国 東京大学 法学政治学研 松原　健太郎 教授
東北地方の法の実態をめぐ
って

究科

重村　壮平 ｼｹﾞﾑﾗ ｿｳﾍｲ 政治学 選挙制度と投票行動：政治 神戸大学 法学研究科 品田　裕 教授
の代表性と応答性に対する
有権者の認知メカニズムの
解明

芝　正太郎 ｼﾊﾞ ｼﾖｳﾀﾛｳ 理論経済学 リスク選好と時間選好の統 早稲田大学 経済学研究科 清水　和巳 教授
合に向けて

下司　忠大 ｼﾓﾂｶｻ ﾀﾀﾞﾋ 臨床心理学 高ダークパーソナリティ傾 早稲田大学 文学研究科 小塩　真司 教授
ﾛ 向者の非道徳的社会化モデ

ルの検討

白井　理沙 ｼﾗｲ ﾘｻｺ 社会心理学 直観的道徳判断のプロセス 関西学院大学 文学研究科 小川　洋和 教授
子 における注意処理の役割の

解明

新海　晃 ｼﾝｶｲ ｱｷﾗ 特別支援教育 聴覚障害児の文章力の特徴 東京学芸大学 連合学校教育 澤　隆史 教授
に関する発達的研究-文章
産出過程のモデルに基づく
検討-

学研究科

鈴木　崇文 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 財政・公共経 高齢化社会において政府間 東京大学 経済学研究科 林　正義 教授
済 財移転が地方自治体の資源

配分に与える効果の研究

鈴木　悠史 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 国際関係論 スウェーデン外交と国際連 慶應義塾大学 法学研究科 細谷　雄一 教授
合、1953～1963-中立概念
の多元性に関する考察

須藤　竜之 ｽﾄﾞｳ ﾘﾕｳﾉｽ 社会心理学 災害時を含む非常事態場面 九州大学 システム生命 ＬＡＵＷＥＲ 教授
介 ｹ におけるモラル判断および

利他行動の研究
科学府 ＥＹＮＳ　Ｊ

ｏｈａｎ

瑞慶山　広 ｽﾞｹﾔﾏ ｺｳﾀﾞ 公法学 非強制型国家規制の拡大と 慶應義塾大学 法学研究科 駒村　圭吾 教授
大 ｲ その憲法的統制

関口　弥生 ｾｷｸﾞﾁ ﾔﾖｲ 実験心理学 運動の速度と正確さの調整 同志社大学 心理学研究科 畑　敏道 教授
に関与する神経基盤の検討
：競争状況を用いて

十河　和貴 ｿｺﾞｳ ｶｽﾞﾀｶ 政治学 政党内閣期前後における宮 立命館大学 文学研究科 山崎　有恒 教授
中勢力の政治的台頭と明治
憲法体制をめぐる政治構造
の研究

園田　薫 ｿﾉﾀﾞ ｶｵﾙ 社会学 日本企業と外国人労働者の 東京大学 人文社会系研 赤川　学 准教授
「日本的」制度に関する認
識の交錯

究科

高尾　沙希 ﾀｶｵ ｻｷ 実験心理学 大きさ知覚の時空間的特性 早稲田大学 基幹理工学研 渡邊　克巳 教授
究科
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竹内　真純 ﾀｹｳﾁ ﾏｽﾐ 社会心理学 自己の高齢者化意識がエイ 神戸大学 人間発達環境 片桐　恵子 准教授
ジズムに与える効果　-自
己の将来としての高齢者像
ー

学研究科

竹家　一美 ﾀｹﾔ ｶｽﾞﾐ 社会学 男性不妊の当事者をめぐる お茶の水女子大学 人間文化創成 坂本　佳鶴恵 教授
現実 科学研究科

谷　圭祐 ﾀﾆ ｹｲｽｹ 政治学 「消極的」議題設定から「 神戸大学 法学研究科 大西　裕 教授
積極的」議題設定へ　-日
本における政党政治の変容
-

谷川　舜 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼﾕﾝ 政治学 帝国日本における植民地台 早稲田大学 政治学研究科 土屋　礼子 教授
湾のジャーナリズム史研究

谷辺　哲史 ﾀﾆﾍﾞ ﾃﾂｼ 社会心理学 ロボットが人間から援助を 東京大学 人文社会系研 唐沢　かおり 教授
引き出す影響過程：人間と
の有益な関係構築に向けた
検討

究科

大工　泰裕 ﾀﾞｲｸ ﾔｽﾋﾛ 教育心理学 詐欺の広報啓発の効果を向 大阪大学 人間科学研究 綿村　英一郎 准教授
上させる教育プログラムの
開発：展望的記憶を用いて

科

ＣＨＨＹ　 ﾁｰ ﾆﾛｽ 理論経済学 高額所得労働者の出現と所 神戸大学 経済学研究科 中村　保 教授
ＮＩＲＯＴ
Ｈ

得格差

佃　瞳 ﾂｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ 教育社会学 タンザニアの中等学校にお 名古屋大学 教育発達科学 服部　美奈 教授
けるシティズンシップ教育
　-アフリカ的共同体論に
着目して

研究科

辻　由依 ﾂｼﾞ ﾕｲ 臨床心理学 物質使用障害の家族に対す 北海道医療大学 心理科学研究 坂野　雄二 教授
るCRAFTの効果検討 科

ＤＵＯＮＧ ﾂﾞｵﾝ ﾋﾞﾝ ｱ 経済統計 複数直交線形回帰 - 総最 同志社大学 文化情報学研 宿久　洋 教授
　ＢＩＮＨ
　ＡＮ　Ｔ
ＨＩ

ﾝ ﾃｲ 小二乗およびEIVモデルア
プローチ

究科

寺井　彩菜 ﾃﾗｲ ｱﾔﾅ 政治学 ハンナ・アレントにおける 慶應義塾大学 法学研究科 萩原　能久 教授
革命論：全体主義批判と「
世界」の持続という観点か
ら

豊永　耕平 ﾄﾖﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 教育社会学 高校生の専攻分野選択のメ 東京大学 東京大学大学 中村　高康 東京大学大学
カニズムに関する実証的研
究

院教育学研究
科

院教育学研究
科教授

中岡　淳 ﾅｶｵｶ ｼﾞﾕﾝ 公法学 同性婚の憲法的保護の論拠 京都大学 法学研究科 土井　真一 教授
とその解釈枠組みに関する
比較法的研究

中橋　葵 ﾅｶﾊｼ ｱｵｲ 教科教育学 幼児・児童の概念的サビタ 神戸大学 人間発達環境 岡部　恭幸 教授
イジングに着目した幼小接
続期の実践とカリキュラム
の開発

学研究科

中村　文香 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 経済統計 企業および職種特殊的人的 大阪大学 経済学研究科 瀧井　克也 教授
資本の日米比較

永島　優 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻﾙ 経済政策 アフリカの女性と家族の行 政策研究大学院大 政策研究科 山内　慎子 助教授
動に関する経済分析 学

長村　裕佳 ﾅｶﾞﾑﾗ ﾕｶｺ 社会学 移民の政治参加の比較社会 上智大学 グローバル・ 蘭　信三 教授
子 学的研究-戦後ブラジルに

おける日系政治家を手がか
りに-

スタディーズ
研究科
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難波　修史 ﾅﾝﾊﾞ ｼﾕｳｼ 実験心理学 体験表情を用いた情動的共 広島大学 教育学研究科 中尾　敬 准教授
感プロセスの検証

沼本　祐太 ﾇﾓﾄ ﾕｳﾀ 公法学 官僚制の憲法学的研究 京都大学 法学研究科 毛利　透 京都大学大学
院法学研究科
教授

信吉　真璃 ﾉﾌﾞﾖｼ ﾏﾘﾅ 臨床心理学 自閉スペクトラム症の症状 東京大学 教育学研究科 下山　晴彦 教授
奈 形成における感覚の影響　

-こだわりとの関連に注目
して-

林　小百合 ﾊﾔｼ ｻﾕﾘ 実験心理学 育児ストレスによる情動調 九州大学 統合新領域学 樋口　重和 教授
節機能低下の機序-睡眠不
足・ホルモン動態・脳波の
関係

府

笵　鵬達 ﾊﾝ ﾎｳﾀﾂ 金融・ファイ 銀行による富の収奪問題と 九州大学 経済学府 内田　交謹 教授
ナンス 新規株式公開の目的に関す

る実証研究

ＰＡＲＫ　 ﾊﾞｸ ﾍｳｵﾝ 社会学 東アジアにおける社会変動 東京大学 総合文化研究 佐藤　俊樹 教授
ＨＹＥＷＯ
Ｎ

と若年層政策：ライフコー
スの多様化と奨学金制度

科

日浅　優 ﾋｱｻ ﾕｳ 会計学 目標の相互依存性の理解が 明治大学 明治大学大学 鈴木　研一 教授
従業員同士の信頼をとおし
て財務業績に与える影響

院経営学研究
科

東　雄大 ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾀﾞｲ 経済政策 地域を越えた職探しとジョ 神戸大学 経済学研究科 勇上　和史 准教授
ブ・マッチングに関する研
究

菱ヶ江　惠 ﾋｼｶﾞｴ ｹｲｺ 社会福祉学 小児がん経験者がピアグル 日本社会事業大学 社会福祉学研 小原　眞知子 日本社会事業
子 ープへ参加するまでの標準

的モデルの構築
究科 大学　教授

日原　尚吾 ﾋﾊﾗ ｼﾖｳｺﾞ 教育心理学 2つのアイデンティティ発 広島大学 教育学研究科 杉村　和美 教授
達経路からみた職業決定困
難に陥る機序の包括的モデ
ルの検証

福田　麻莉 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾘ 教育心理学 家庭学習のつまずき場面に 東京大学 教育学研究科 市川　伸一 教授
おける教科書・参考書の利
用

Ｈｏｓｓａ ﾎｻｲﾝ ｼﾔﾘﾌ 経済政策 グローバル化する資本・労 政策研究大学院大 政策研究科 細江　宣裕 准教授
ｉｎ　Ｓｈ
ａｒｉｆ　
Ｍｏｓｈａ
ｒｒａｆ

ﾓｼﾔﾗﾌ 働移動の一般均衡分析:そ
の経済成長、貧困と不平等
への影響

学

益田　拓 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸ 理論経済学 複数コミットメント手法の 東京大学 経済学研究科 佐々木　弾 教授
最適組合せ理論

松尾　和弥 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾔ 臨床心理学 なぜ虐待を受けると表情が 甲南大学 人文科学研究 福井　義一 教授
読み取れなくなるのか？-
発達臨床心理学の観点から
-

科

三枝　高大 ﾐｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 教育心理学 二分法的思考の認知・行動 早稲田大学 文学研究科 小塩　真司 教授
的特徴および生じる状況の
生活史戦略からの検討

三品　拓人 ﾐｼﾅ ﾀｸﾄ 社会学 「家庭的な養育環境」の再 大阪大学 人間科学研究 牟田　和恵 教授
検討--中規模児童養護施設
の生活実践から

科
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ＤＣ２・社会科学　119名　平成30年度特別研究員採用者一覧

宮田　賢人 ﾐﾔﾀ ｹﾝﾄ 基礎法学 実践的判断力の解明：身体 大阪大学 法学研究科 中山　竜一 教授
の現象学に基づいた実践的
判断力論の構築に向けて

村田　祐樹 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 教科教育学 保健体育科教職課程におけ 名古屋大学 教育発達科学 内田　良 准教授
るスポーツ事故の教材開発
と教育介入の効果検証

研究科

森田　磨里 ﾓﾘﾀ ﾏﾘｴ 実験心理学 曲線検出，曲面検出，Vern 立命館大学 文学研究科 北岡　明佳 教授
絵 ier課題の相互関係と「ず

れ」検出の意義

森谷　亮太 ﾓﾘﾔ ﾘﾖｳﾀ 教育社会学 日本における色盲観の歴史 宇都宮大学 国際学研究科 戚　傑 准教授
的変遷に関する言説分析

柳下　実 ﾔｷﾞｼﾀ ﾐﾉﾙ 社会学 生活時間のジェンダー分析 首都大学東京 人文科学研究 不破　麻紀子 准教授
--生活時間のやりくり・組
み立て・権利に着目して

科

山尾　忠弘 ﾔﾏｵ ﾀﾀﾞﾋﾛ 経済学説・経 J．S．ミルと『女性の隷従 慶應義塾大学 経済学研究科 坂本　達哉 教授
済思想 』--文明社会の担い手とし

ての女性という視点から--

山川　真由 ﾔﾏｶﾜ ﾏﾕ 教育心理学 固定的な見方の解消を通じ 名古屋大学 教育発達科学 清河　幸子 准教授
た問題解決の促進 研究科

山田　舜也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾕﾝﾔ 社会福祉学 演劇的手法と当事者研究に 東京大学 工学系研究科 福島　智 教授
基づいた吃音の障害モデル
の作成

山田　千晴 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾊﾙ 実験心理学 内部モデルの獲得と駆動： 早稲田大学 文学研究科 福澤　一吉 教授
運動学習を支える神経基盤
の解明

山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 特別支援教育 成人自閉症者の記憶機能が 神戸大学 人間発達環境 増本　康平 准教授
社会性・行動選択・感情・
自己一貫性に果たす役割の
解明

学研究科

吉岡　郁美 ﾖｼｵｶ ｲｸﾐ 公法学 歴史的建造物周辺の環境保 一橋大学 法学研究科 野口　貴公美 教授
全-ドイツ都市計画法制の
視点から-

善積　実希 ﾖｼｽﾞﾐ ﾐｷ 地域研究 ケニアにおける障害者と非 京都大学 アジア・アフ 太田　至 教授
障害者の相互関係：介助実
践から考える

リカ地域研究
研究科

吉武　理大 ﾖｼﾀｹ ﾘｵ 社会学 親の離婚が子どもの長期的 慶應義塾大学 社会学研究科 稲葉　昭英 教授
ライフコースに与える影響
のメカニズムと支援策に関
する研究

ラジャイ　 ﾗｼﾞﾔｲ ﾚｲﾗ 教育社会学 リージョナル大学の地域的 早稲田大学 アジア太平洋 黒田　一雄 教授
麗良 効果に関する研究ーその可

能性と限界についてー
研究科

李　明芝 ﾘ ﾒｲｼ 公法学 都市計画における住民参加 大阪大学 法学研究科 伊達（大久保 教授
手続及び司法統制の比較法
的考察

）　規子

梁　英聖 ﾘﾔﾝ ﾖﾝｿﾝ 社会学 在日コリアンへのレイシズ 一橋大学 言語社会研究 イ　ヨンスク 教授
ム暴力に関する系譜学的研
究

科

若杉　美奈 ﾜｶｽｷﾞ ﾐﾅｺ 国際関係論 冷戦期における北朝鮮の外 東京大学 総合文化研究 木宮　正史 教授
子 交政策と南北外交競争 科
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ＷＡＮＧ　 ﾜﾝ ﾌｱﾝ 理論経済学 産業連関、国際貿易と産業 東京大学 経済学研究科 青木　浩介 教授
ＨＵＡＮ 化
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相野　眞行 ｱｲﾉ ﾏｻﾕｷ 幾何学 球面を特徴づけるリーマン 名古屋大学 多元数理科学 松尾　信一郎 准教授
不変量 研究科

赤塚　駿一 ｱｶﾂｶ ｼﾕﾝｲﾁ 素粒子・原子 高エネルギー陽子衝突実験 京都大学 理学研究科 中家　剛 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

における重い右巻きニュー
トリノの探索

安里　開士 ｱｻﾄ ｶｲﾄ 層位・古生物 古生代後期における海山棲 筑波大学 生命環境科学 重田　康成 教授（連携大
学 化石生物群の巨大化メカニ

ズムの解明
研究科 学院）

甘利　悠貴 ｱﾏﾘ ﾕｳｷ 素粒子・原子 QCDやSU(3)対称性を持つ磁 東京理科大学 理工学研究科 澤渡　信之 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

性相における結び目：有効
模型によるアプローチ

雨川　翔太 ｱﾒｶﾜ ｼﾖｳﾀ 地質学 石筍の凝集同位体と流体包 東京大学 理学系研究科 狩野　彰宏 教授
有物分析による北西太平洋
域の定量的古気候復元

石野　誠一 ｲｼﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 生物物理・化 過冷却液体の局所構造と動 東京大学 工学系研究科 田中　肇 教授
郎 学物理・ソフ

トマターの物
理

力学

石橋　典 ｲｼﾊﾞｼ ﾂｶｻ 幾何学 クラスターモジュラー群の 東京大学 数理科学研究 河澄　響矢 准教授
幾何学 科

伊東　桂司 ｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 代数学 シュアー的アソシエーショ 東北大学 情報科学研究 宗政　昭弘 教授
ンスキームのクライン数と
置換群の既約指標の関連に
ついて

科

伊藤　匠 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 物性Ⅰ（実験 量子ドットの多重化と量子 東京大学 工学系研究科 樽茶　清悟 教授
） 状態制御

猪又　敬介 ｲﾉﾏﾀ ｹｲｽｹ 素粒子・原子 原始ブラックホールの観測 東京大学 理学系研究科 川崎　雅裕 兼任教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

的検証に向けた理論研究

今井　宗明 ｲﾏｲ ﾑﾈｱｷ 天文学 孤立した低質量原始星にお 東京大学 理学系研究科 山本　智 教授
ける物理・化学構造の診断
：化学的多様性の標準を求
めて

岩崎　悟 ｲﾜｻｷ ｻﾄﾙ 数学解析 分子通信に現れる走化性現 大阪大学 情報科学研究 鈴木　秀幸 教授
象に基づく自己組織的ター
ゲット検出モデルの数理的
研究

科

ＵＫＨＴＡ ｳｰﾀﾘ ﾑﾊﾝﾏﾄ ナノ構造物理 新規原子層物質における光 東北大学 理学研究科 齋藤　理一郎 教授
ＲＹ　ＭＵ
ＨＡＭＭＡ
Ｄ　ＳＨＯ
ＵＦＩＥ

ﾞ ｿﾌｲ と物質相互作用

植田　高啓 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 天文学 原始惑星系円盤内縁におけ 東京工業大学 理学院 井田　茂 教授
る岩石微惑星形成と地球型
惑星の起源の解明

上田　修裕 ｳｴﾀﾞ ﾋｻﾋﾛ 地質学 初期地球熱水系におけるク 東京工業大学 理学院 上野　雄一郎 教授
ロマイト由来の水素・炭化
水素発生量の定量

臼田　初穂 ｳｽﾀﾞ ﾊﾂﾎ 生物物理・化 閉じたリン脂質膜を端のな 筑波大学 数理物質科学 齋藤　一弥 教授
学物理・ソフ
トマターの物
理

い固体とみなして探る融解
時の過熱現象

研究科
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内山　允史 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 固体地球惑星 中間赤外線高精度モニタ観 東京大学 理学系研究科 宮田　隆志 教授
物理学 測の実証とジャイアントイ

ンパクト現象の検出

宇野　健太 ｳﾉ ｹﾝﾀ 素粒子・原子 LHC-ATLAS実験における超 東京大学 理学系研究科 田中　純一 兼任教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

対称性グルイーノの探索

Ｖｉｄｉｌ ｳﾞｲﾃﾞｲﾙ ﾋﾟ 原子・分子・ 2量子ビット系の非局所一 東北大学 工学研究科 枝松　圭一 教授
　Ｐｉｅｒ
ｒｅ

ｴｰﾙ 量子エレクト
ロニクス

般化量子測定の光学的実装

大野　和正 ｵｵﾉ ｶｽﾞﾏｻ 天文学 雲形成の微物理から探るス 東京工業大学 理学院 奥住　聡 准教授
ーパーアースの内部構造と
形成機構

大野　俊明 ｵｵﾉ ﾄｼｱｷ 素粒子・原子 強重力場における重力波の 弘前大学 理工学研究科 浅田　秀樹 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

生成と伝播の理論的解明お
よび重力理論の検証への応
用

大本　直哉 ｵｵﾓﾄ ﾅｵﾔ 素粒子・原子 超対称性理論で読み解く初 北海道大学 理学院 小林　達夫 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

期宇宙の姿

岡本　翔 ｵｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 物性Ⅱ（実験 マイクロカンチレバーを用 神戸大学 理学研究科 大道　英二 准教授
） いた微量生体金属タンパク

質のテラヘルツESR分光

小笠原　康 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳﾀ 素粒子・原子 回転ブラックホール近傍に 立教大学 理学研究科 原田　知広 教授
太 核・宇宙線・

宇宙物理（理
論）

おける高エネルギー粒子衝
突とエネルギー引き抜き過
程

押目　典宏 ｵｼﾒ ﾉﾘﾋﾛ 薄膜・表面界 電気分極効果で発現する強 岡山大学 自然科学研究 狩野　旬 准教授
面物性 誘電体の特異なバンド構造

の解明
科

小田　凌也 ｵﾀﾞ ﾘﾖｳﾔ 数学基礎・応 高次元多変量データにおけ 広島大学 理学研究科 柳原　宏和 教授
用数学 るモデル選択規準の一致性

小野　淳 ｵﾉ ｱﾂｼ 物性Ⅱ（理論 強相関遍歴磁性体における 東北大学 理学研究科 石原　純夫 教授
） 光による高速磁性制御の理

論

大日方　絢 ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔ 物性Ⅱ（実験 電界による強磁性常磁性相 東京大学 工学系研究科 千葉　大地 准教授
） 転移に関する研究

Ｃａｖａｌ ｶｳﾞｱﾂﾘｰﾅ ﾛ 数学解析 複合媒質における新しいSe 東北大学 情報科学研究 坂口　茂 教授
ｌｉｎａ　
Ｌｏｒｅｎ
ｚｏ

ﾚﾝﾂｵ rrin型優決定問題 科

鏡味　沙耶 ｶｶﾞﾐ ｻﾔ 岩石・鉱物・ 分化隕石を用いた消滅核種 東京工業大学 理学院 横山　哲也 教授
鉱床学 サマリウム146の半減期と

初生存在度の検証

加川　保昭 ｶｶﾞﾜ ﾔｽｱｷ 素粒子・原子 広視野X線監視による重力 金沢大学 自然科学研究 米徳　大輔 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

波源の同定及び重力波同期
観測による超重力場の物理
の解明

科

垣花　将司 ｶｷﾊﾅ ﾏｻｼ 物性Ⅱ（実験 結晶反転対称性の破れた化 琉球大学 理工学研究科 仲間　隆男 教授
） 合物の電子状態の研究
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片山　拓弥 ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 幾何学 直角アルティン群の埋め込 広島大学 理学研究科 作間　誠 教授
みの研究

加藤　ちな ｶﾄｳ ﾁﾅﾐ 素粒子・原子 超新星ニュートリノの光度 早稲田大学 先進理工学研 山田　章一 教授
み 核・宇宙線・

宇宙物理（理
論）

及びスペクトルの包括的な
研究

究科

加藤　大輝 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 代数学 イプシロン因子と特性サイ 東京大学 数理科学研究 斎藤　毅 教授
クル 科

川口　眞実 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐﾔ 素粒子・原子 高密度核物質中におけるパ 名古屋大学 理学研究科 原田　正康 教授
也 核・宇宙線・

宇宙物理（理
論）

イ中間子位相欠陥と核子質
量起源の相関性

神戸　祐太 ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ 代数学 被約グレブナー基底のモジ 埼玉大学 理工学研究科 渡邉　究 助教
ュライ空間とその幾何学

菊田　智史 ｷｸﾀ ｻﾄｼ 天文学 超巨大ブラックホールとそ 総合研究大学院大 物理科学研究 今西　昌俊 併任助教
の周辺環境との相互作用の
系統的探査

学 科

北村　徳隆 ｷﾀﾑﾗ ﾉﾘﾀｶ 素粒子・原子 中性子対移行反応で探る原 東京大学 理学系研究科 今井　伸明 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

子核の BCS-BEC クロスオ
ーバー

木村　謙介 ｷﾑﾗ ｹﾝｽｹ 応用物性 テラヘルツ光パルスを用い 東京大学 新領域創成科 竹谷　純一 教授
たSTM超高速単一分子発光
分光法の開発

学研究科

木村　眞人 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ 素粒子・原子 高感度アルゴン検出器によ 早稲田大学 先進理工学研 寄田　浩平 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

る低質量暗黒物質の探索 究科

姜　継安 ｷﾖｳ ｹｲｱﾝ 天文学 早期観測によって迫るIa型 東京大学 理学系研究科 土居　守 教授
超新星の起源

金　賢一 ｷﾝ ｹﾝｲﾁ 素粒子・原子 3次元格子構造を持つ新検 大阪市立大学 理学研究科 清矢　良浩 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

出器を用いた水と炭化水素
におけるニュートリノ反応
の研究

久保田　匠 ｸﾎﾞﾀ ｼﾖｳ 数学基礎・応 グラフ固有値の研究及び量 東北大学 情報科学研究 宗政　昭弘 教授
用数学 子ウォークの周期性問題の

代数的グラフ理論からのア
プローチ

科

ＮＧＵＹＥ ｸﾞｴﾝ ﾀﾝ ﾌﾝ 物性Ⅰ（理論 低次元半導体における増強 東北大学 理学研究科 齋藤　理一郎 教授
Ｎ　Ｔｕａ
ｎ　Ｈｕｎ
ｇ

） された熱電特性

ＧＡＯ　Ｙ ｺｳ ｴﾝﾘﾝ 数理物理・物 グラフェン端からの電界電 筑波大学 数理物質科学 岡田　晋 教授
ＡＮＬＩＮ 性基礎（理論

）
子放出現象の端形状と官能
基種依存性

研究科

河野　信吾 ｺｳﾉ ｼﾝｺﾞ 原子・分子・ 超伝導量子ビット制御・測 東京大学 工学系研究科 中村　泰信 教授
量子エレクト
ロニクス

定における伝搬モードエン
ジニアリング

河野　航 ｺｳﾉ ﾜﾀﾙ 物性Ⅱ（理論 微視的理論に基づいた超伝 北海道大学 理学院 北　孝文 准教授
） 導電流に働くローレンツ力

の効果の検証



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名分科・細目氏名 カナ氏名

ＤＣ２・数物系科学　150名　平成30年度特別研究員採用者一覧

小島　崇史 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ 天文学 重力レンズ効果と次世代宇 東京大学 理学系研究科 大内　正己 兼任准教授
宙望遠鏡でさぐる宇宙再電
離

小林　和志 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｼ 幾何学 ミラー対称性の観点から見 千葉大学 理学研究科 梶浦　宏成 准教授
たトーラスファイバー束の
幾何構造

小見山　尚 ｺﾐﾔﾏ ﾅｵ 代数学 多重ゼータ関数の負の整数 名古屋大学 多元数理科学 古庄　英和 准教授
点における値について 研究科

後藤　ゆき ｺﾞﾄｳ ﾕｷﾐ 数学解析 量子力学的多体系の安定性 東京大学 数理科学研究 中村　周 教授
み と熱力学極限の研究 科

齊藤　敦美 ｻｲﾄｳ ｱﾂﾐ 素粒子・原子 弱非束縛核におけるダイニ 東京工業大学 理学院 中村　隆司 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

ュートロンの研究

齋藤　岳志 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 素粒子・原子 中性子・γ線同時計測によ 東京大学 理学系研究科 櫻井　博儀 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

るミューオン捕獲後の原子
核熱化現象の研究

齊藤　真彦 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 素粒子・原子 新しいトラッキング手法を 東京大学 理学系研究科 浅井　祥仁 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

用いた新粒子探索

坂井　涼 ｻｶｲ ﾘﾖｳ 素粒子・原子 テンソルネットワーク法の 金沢大学 自然科学研究 青木　健一 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

高次元化と格子ゲージ理論
への応用

科

坂上　峻仁 ｻｶｳｴ ﾀｶﾋﾄ 天文学 太陽彩層加熱現象の究明に 京都大学 理学研究科 柴田　一成 教授
向けた磁気流体波散逸機構
の数値モデリング

桜井　亘大 ｻｸﾗｲ ｺｳﾀﾞｲ 素粒子・原子 ヒッグスボソンの精密測定 富山大学 理工学教育部 柿崎　充 助教
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

と精密理論計算の指紋照合
による新物理究明

佐々木　華 ｻｻｷ ﾊﾅ 地質学 湖成年縞堆積物から得られ 福岡大学 理学研究科 上野　勝美 教授
る自然災害イベントの再来
周期とその認定基準の確立

佐々木　遼 ｻｻｷ ﾘﾖｳ 物性Ⅱ（実験 弾性波現象におけるスピン 東京大学 総合文化研究 前田　京剛 教授
） 軌道物理の開拓 科

佐竹　翔平 ｻﾀｹ ｼﾖｳﾍｲ 数学基礎・応 グラフの非対称性に関する 神戸大学 システム情報 澤　正憲 准教授
用数学 エルデシュ・レニー理論の

精密化と拡張
学研究科

佐藤　洋介 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 物性Ⅰ（実験 超伝導体-二重量子細線接 東京大学 工学系研究科 樽茶　清悟 教授
） 合系でのクーパー対分離を

用いた新奇マヨラナ粒子の
実現

佐野　祐太 ｻﾉ ﾕｳﾀ 素粒子・原子 LHC-ATLAS実験におけるヒ 名古屋大学 理学研究科 戸本　誠 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

ッグス粒子対生成事象を用
いた新物理探索

更科　明 ｻﾗｼﾅ ｱｷﾗ 代数学 正標数代数曲線の同型類の 京都大学 理学研究科 玉川　安騎男 教授
幾何的基本群による復元
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三ノ宮　典 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾉﾘｱｷ 数理物理・物 多体系における超対称性の 東京大学 理学系研究科 桂　法称 准教授
昭 性基礎（理論

）
破れと南部・ゴールドスト
ーンフェルミオンの研究

肉倉　洋恵 ｼｼｸﾗ ﾋﾛｴ 物性Ⅰ（実験 エレクトロマグノンによる 東京大学 工学系研究科 高橋　陽太郎 准教授
） テラヘルツ帯の創発電気磁

気現象の開拓

品川　遼太 ｼﾅｶﾞﾜ ﾘﾖｳﾀ 生物物理・化 分子機械駆動型フィラメン 東北大学 工学研究科 佐々木　一夫 教授
学物理・ソフ
トマターの物
理

トの進行方向維持能力の解
析

清水　数馬 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 素粒子・原子 超対称ゲージ理論の厳密な 京都大学 理学研究科 国友　浩 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

計算から探るM理論

白方　光 ｼﾗｶﾀ ﾋｶﾘ 天文学 宇宙論的流体シミュレーシ 北海道大学 理学院 岡本　崇 講師
ョンを用いた銀河と超大質
量ブラックホール共進化史
の解明

徐　超文 ｼﾞﾖ ﾁﾖｳﾌﾞﾝ 岩石・鉱物・ 高圧含水鉱物の安定領域へ 愛媛大学 理工学研究科 井上　徹 教授
鉱床学 のAlの影響および地球内部

への水の輸送

菅原　悠馬 ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 天文学 アウトフローの赤方偏移進 東京大学 理学系研究科 大内　正己 兼任准教授
化から読み解く銀河形成

鈴木　資生 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｵ 素粒子・原子 ゲージ対称性に基づいたア 東京大学 理学系研究科 伊部　昌宏 兼任准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

クシオン模型と宇宙論

角　直幸 ｽﾐ ﾅｵﾕｷ 素粒子・原子 新型ガス検出器を用いた世 九州大学 理学府 川越　清以 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

界最高精度での中性子寿命
測定実験

高木　壮大 ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ 岩石・鉱物・ 時間分解X線分析法を用い 筑波大学 生命環境科学 興野　純 講師
鉱床学 たAlCuFe準結晶鉱物形成メ

カニズムの解明
研究科

高橋　温志 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 固体地球惑星 プレートの定常的な沈み込 京都大学 京都大学大学 深畑　幸俊 准教授
物理学 みに伴う島弧の変形：前弧

の重力異常帯形成メカニズ
ムの解明

院理学研究科

高橋　直也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 気象・海洋物 受動・能動型測器搭載の衛 東北大学 理学研究科 早坂　忠裕 教授
理・陸水学 星観測データを活用した雲

の３次元構造と微物理過程
の解明

高村　悠介 ﾀｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 岩石・鉱物・ ゴンドワナ超大陸形成時の 筑波大学 生命環境科学 角替　敏昭 教授
鉱床学 変成作用の温度-圧力-時間

履歴に対する変成流体の挙
動

研究科

竹中　崇了 ﾀｹﾅｶ ﾀｶｱｷ 物性Ⅱ（実験 一軸性ひずみ下での精密磁 東京大学 新領域創成科 芝内　孝禎 教授
） 場侵入長測定を通じたエキ

ゾチック超伝導状態の研究
学研究科

田財　里奈 ﾀｻﾞｲ ﾘﾅ 物性Ⅱ（理論 多軌道電子系におけるMigd 名古屋大学 理学研究科 紺谷　浩 教授
） al-Eliashberg近似を超え

た超伝導理論
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立石　卓也 ﾀﾂｲｼ ﾀｸﾔ 素粒子・原子 超弦理論による素粒子標準 北海道大学 理学院 小林　達夫 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

模型の再現に向けた研究

田中　駿祐 ﾀﾅｶ ｼﾕﾝｽｹ 素粒子・原子 世界記録感度を持った0ν 京都大学 理学研究科 市川　温子 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

ダブルベータ崩壊探索用の
Xeガス検出器の開発

秦　峰 ﾁﾝ ﾌﾝ 物性Ⅱ（実験 遷移金属カルコゲナイドナ 東京大学 工学系研究科 岩佐　義宏 教授
） ノチューブにおける量子輸

送現象

辻村　昇太 ﾂｼﾞﾑﾗ ｼﾖｳﾀ 代数学 遠アーベル幾何学を用いた 京都大学 理学研究科 望月　新一 教授
数論的な体の絶対ガロア群
の組み合わせ論的特徴付け

寺谷　義道 ﾃﾗﾀﾆ ﾖｼﾐﾁ 物性Ⅰ（理論 カーボンナノチューブ量子 大阪市立大学 理学研究科 小栗　章 教授
） ドットにおける近藤効果:

フェルミ液体状態と量子輸
送の解析

中川　紘一 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 光工学・光量 対称性変化ダイナミクス観 北海道大学 大学院工学院 戸田　泰則 教授
子科学 測にもとづく非従来型超伝

導の解明

中沢　遊 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳ 素粒子・原子 世界最高強度パルスミュー 大阪大学 理学研究科 久野　良孝 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

オンビームを用いた荷電レ
プトンフレーバー非保存現
象の探索

中田　優樹 ﾅｶﾀ ﾕｳｷ 物性Ⅱ（実験 スピン分解ARPESによる遷 東北大学 理学研究科 佐藤　宇史 教授
） 移金属ダイカルコゲナイド

原子層の研究

中山　勝政 ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾏｻ 素粒子・原子 格子場の理論に基づくB中 名古屋大学 理学研究科 戸部　和弘 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

間子崩壊の高精度数値計算
による標準理論の検証

永井　隆之 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ 物性Ⅰ（実験 光応答機能性誘電体の創出 名古屋大学 理学研究科 谷口　博基 准教授
）

長峰　孝典 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｶﾉﾘ 代数学 高次元アフィン空間におけ 新潟大学 自然科学研究 小島　秀雄 教授
る自己同型群の構造と自己
同型性判定

科

成塚　政裕 ﾅﾘﾂｶ ﾏｻﾋﾛ 物性Ⅱ（実験 重い電子系人工超格子によ 京都大学 理学研究科 松田　祐司 教授
） る量子臨界性と非従来型超

伝導の研究

難波　隆弥 ﾅﾝﾊﾞ ﾘﾕｳﾔ 解析学基礎 離散幾何解析及び確率解析 岡山大学 自然科学研究 清原　一吉 教授
を融合した被覆グラフ上の
ランダムウォークの研究

科

仁井田　真 ﾆｲﾀﾞ ﾏﾅ 天文学 すばる望遠鏡の超広域クェ 愛媛大学 理工学研究科 長尾　透 教授
奈 ーサー探査による巨大ブラ

ックホールの起源解明

西早　辰一 ﾆｼﾊﾔ ｼﾝｲﾁ 物性Ⅱ（実験 ディラック・磁性ワイル半 東京大学 工学系研究科 川崎　雅司 教授
） 金属薄膜における量子輸送

現象の探索

西村　光嗣 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ 数理物理・物 システムへの揺らぎを利用 東京工業大学 理学院 西森　秀稔 教授
性基礎（理論
）

した量子アニーリングの誤
り訂正
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新田　龍海 ﾆﾂﾀ ﾀﾂﾐ 素粒子・原子 ATLAS実験における弱ボソ 早稲田大学 先進理工学研 寄田　浩平 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

ンの弾性散乱を用いた電弱
対称性の破れの検証

究科

野場　啓 ﾉﾊﾞ ｹｲ 解析学基礎 Levy過程の変動理論の発展 京都大学 理学研究科 矢野　孝次 准教授
と応用への展開

蜂谷　尊彦 ﾊﾁﾔ ﾀｶﾋｺ 素粒子・原子 ニュートリノの質量逆階層 東北大学 理学研究科 井上　邦雄 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

構造領域におけるマヨラナ
性検証

鳩村　拓矢 ﾊﾄﾑﾗ ﾀｸﾔ 原子・分子・ 非断熱遷移と断熱時間発展 東京大学 理学系研究科 宮下　精二 教授
量子エレクト
ロニクス

の加速を用いた量子制御・
量子操作

浜村　一航 ﾊﾏﾑﾗ ｲﾂｺｳ 数学基礎・応 両立不可能性と一般確率論 京都大学 工学研究科 宮寺　隆之 准教授
用数学 を用いた量子論の数理的研

究

咸　佑承 ﾊﾑ ｳｽｳﾝ ナノ構造物理 反転対称性の破れを伴う人 京都大学 理学研究科 小野　輝男 教授
工超格子における巨大スピ
ン軌道トルクの探索

原田　遼太 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾖｳﾀﾛ 代数学 関数体における多重ゼータ 名古屋大学 多元数理科学 古庄　英和 准教授
郎 ｳ 値の類似についての研究 研究科

東　佳徳 ﾋｶﾞｼ ﾖｼﾉﾘ 岩石・鉱物・ アパタイト結晶の水素拡散 京都大学 理学研究科 伊藤　正一 准教授
鉱床学 と水素同位体組成から探る

月の水の進化史

東山　和巳 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｶｽﾞ 代数学 双曲的曲線とその配置空間 京都大学 理学研究科 星　裕一郎 准教授
ﾐ の遠アーベル幾何

蛭田　佳樹 ﾋﾙﾀ ﾖｼｷ 数理物理・物 非一様乱流を支配するダイ 京都大学 理学研究科 藤　定義 准教授
性基礎（理論
）

ナミクスの記述及び普遍的
空間構造に関する研究

廣瀬　郁 ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 固体地球惑星 地震波干渉法による地震波 東北大学 理学研究科 中原　恒 准教授
物理学 散乱特性変化の空間分布推

定手法の高度化と適用

深井　稜汰 ﾌｶｲ ﾘﾖｳﾀ 地球宇宙化学 隕石の超高精度多元素同位 東京工業大学 理学院 横山　哲也 教授
体分析に基づく初期太陽系
の物質科学進化に関する研
究

深谷　法良 ﾌｶﾔ ﾉﾘﾖｼ 数学解析 非線形分散型方程式の2つ 東京理科大学 理学研究科 太田　雅人 教授
のパラメータに依存する孤
立波解の安定性

福岡　尊 ﾌｸｵｶ ﾀｹﾙ 代数学 del Pezzoファイブレーシ 東京大学 数理科学研究 権業　善範 准教授
ョンとFano多様体の研究 科

福田　一貴 ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ 数学解析 分散効果を伴う粘性保存則 北海道大学 北海道大学大 久保　英夫 教授
に対する初期値問題の時間
大域解の第2漸近形の構成

学院理学院数
学専攻

福田　瑞季 ﾌｸﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 幾何学 2次元ファイバー結び目の 東北大学 理学研究科 楯　辰哉 教授
基本群とその指標多様体に
よる分類

藤田　遼 ﾌｼﾞﾀ ﾘﾖｳ 代数学 量子アフィン代数の加群圏 京都大学 理学研究科 加藤　周 准教授
の研究

藤間　友理 ﾌｼﾞﾏ ﾕｳﾘ 物性Ⅱ（実験 複合外場による新奇スキル 東京大学 新領域創成科 有馬　孝尚 教授
） ミオンホスト物質群の開拓 学研究科
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藤原　孝将 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ 量子ビーム科 放射光メスバウアー回折に 岡山大学 自然科学研究 池田　直 教授
学 よる鉄系電子誘電体の電荷

・スピン秩序基底状態の研
究

科

古川　武留 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾙ プラズマ科学 高密度ヘリコンプラズマ源 東京農工大学 大学院工学府 篠原　俊二郎 教授
を用いた先進的無電極プラ
ズマ加速法の研究開発

戸次　鵬人 ﾍﾞﾂｷ ﾎｳﾄ 代数学 対称空間上の測地線を用い 東京大学 数理科学研究 辻　雄 教授
た連分数論の一般化、及び
 L-関数の特殊値の研究へ
の応用

科

星　一平 ﾎｼ ｶｽﾞﾋﾗ 気象・海洋物 近年における成層圏西風の 新潟大学 自然科学研究 浮田　甚郎 教授
理・陸水学 弱化要因の解明 -海氷・海

面水温の変動が及ぼす力学
影響-

科

細谷　俊之 ﾎｿﾔ ﾄｼﾕｷ 原子・分子・ 小型・連続測定可能な原子 東京工業大学 理学院 上妻　幹旺 教授
量子エレクト
ロニクス

波干渉計の実現

馬　越 ﾏ ﾕｴ 生物物理・化 ゲノムDNAの高次構造転移 同志社大学 生命医科学研 吉川　研一 教授
学物理・ソフ
トマターの物
理

と複製・転写のスイッチン
グ

究科

前田　郁也 ﾏｴﾀﾞ ﾌﾐﾔ 岩石・鉱物・ 地球最深部炭素循環の探索 東北大学 理学研究科 鈴木　昭夫 准教授
鉱床学 ：最下部マントルにおける

炭素含有相の実験的研究

巻内　崇彦 ﾏｷｳﾁ ﾀｶﾋｺ 物性Ⅱ（実験 薄膜弾性測定と微細共振器 慶應義塾大学 理工学研究科 白濱　圭也 教授
） を用いた2次元吸着ヘリウ

ムの相転移の解明

松浦　康平 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾍｲ 物性Ⅱ（実験 高圧下物性測定手法の開拓 東京大学 新領域創成科 芝内　孝禎 教授
） と鉄系超伝導体の高圧下高

温超伝導相近傍の物性の研
究

学研究科

松尾　一輝 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ プラズマ科学 強磁場下で新たに発現する 大阪大学 理学研究科 藤岡　慎介 教授
高エネルギー密度プラズマ
の流体不安定性の解明

松澤　陽介 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 代数学 代数多様体の力学系の幾何 東京大学 東京大学大学 寺杣　友秀 教授
学的側面と数論的側面 院数理科学研

究科

松野　允郁 ﾏﾂﾉ ﾀﾀﾞﾌﾐ 天文学 銀河系ハロー形成史解明の 総合研究大学院大 物理科学研究 青木　和光 併任准教授
ための恒星研究の開拓 学 科

松野　秀昭 ﾏﾂﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 素粒子・原子 原子核のシェル構造とクラ 京都大学 理学研究科 延与　佳子 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

スター構造を統一的に記述
する模型の構築とその応用

三上　渓太 ﾐｶﾐ ｹｲﾀ 数学解析 シュレディンガー作用素と 東京大学 数理科学研究 中村　周 教授
ハミルトン流の関係の研究 科

水野　尚人 ﾐｽﾞﾉ ﾅｵﾄ 固体地球惑星 類似検索を用いた高速な震 東京大学 理学系研究科 井出　哲 教授
物理学 源決定手法の開発

道山　知成 ﾐﾁﾔﾏ ﾄﾓﾅﾘ 天文学 ALMAで探る衝突銀河におけ 総合研究大学院大 物理科学研究 伊王野　大介 併任准教授
る分子ガスアウトフロー内
での星形成

学 科
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宮下　翔一 ﾐﾔｼﾀ ｼﾖｳｲﾁ 素粒子・原子 Hairyブラックホールとそ 早稲田大学 先進理工学研 前田　恵一 教授
郎 ﾛｳ 核・宇宙線・

宇宙物理（理
論）

の量子論的性質 究科

宮本　賢伍 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 代数学 完備離散付値環上の格子に 大阪大学 情報科学研究 有木　進 教授
おけるAuslander-Reiten理
論の研究

科

武藤　圭史 ﾑﾄｳ ｹｲｼﾛｳ 超高層物理学 金星極域の雲画像解析によ 東京大学 新領域創成科 今村　剛 教授
朗 る物質循環の研究 学研究科

村尾　智 ﾑﾗｵ ﾄﾓ 幾何学 ハンドル体結び目とその補 筑波大学 数理物質科学 川村　一宏 教授
空間構造 研究科

村瀬　正恭 ﾑﾗｾ ﾏｻﾕｷ 物性Ⅱ（実験 強いスピン軌道相互作用を 東京工業大学 物質理工学院 笹川　崇男 准教授
） 持つ層状ホモロガス化合物

におけるトポロジカル電子
相の開拓

室谷　悠太 ﾑﾛﾀﾆ ﾕｳﾀ 物性Ⅰ（実験 半導体電子正孔BCS状態の 東京大学 理学系研究科 島野　亮 兼任教授
） 巨大な光応答の探求

森近　一貴 ﾓﾘﾁｶ ｲﾂｷ 光工学・光量 フェムト秒パルスとプラズ 東京大学 工学系研究科 芦原　聡 准教授
子科学 モニクスの融合による超高

速分光・コヒーレント制御

森本　真弘 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 幾何学 コンパクト・リー群作用の 大阪市立大学 理学研究科 大仁田　義裕 教授
幾何と解析

柳　圭祐 ﾔﾅｷﾞ ｹｲｽｹ 素粒子・原子 暗黒物質の詳細な性質の解 東京大学 理学系研究科 濱口　幸一 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

明に向けて

矢部　健太 ﾔﾍﾞ ｹﾝﾀ 素粒子・原子 高エネルギーハドロン反応 新潟大学 自然科学研究 小池　裕司 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

におけるシングルスピン非
対称の解明とハドロン構造
の研究

科

山田　大貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 幾何学 測度距離空間上に定義され 東北大学 理学研究科 塩谷　隆 教授
るリッチ曲率を用いた有向
グラフの大域的性質の究明

山根　崚 ﾔﾏﾈ ﾘﾖｳ 岩石・鉱物・ 不純物、電場を用いた高圧 東京大学 理学系研究科 鍵　裕之 教授
鉱床学 氷の秩序化の観測

山本　峻平 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾕﾝﾍﾟ 数理物理・物 ニューラルネットワークの 東京大学 総合文化研究 金子　邦彦 教授
ｲ 性基礎（理論

）
情報熱力学の構築 科

山本　靖之 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 応用物理学一 光誘起集合ダイナミクスの 大阪府立大学 理学系研究科 飯田　琢也 准教授
般 原理解明と細菌濃度測定へ

の応用

山本　悠登 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 幾何学 特異性を許容する整アフィ 東京大学 数理科学研究 植田　一石 准教授
ン多様体とトロピカル幾何
学

科

山本　優也 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 計算科学 分子動力学シミュレーショ 室蘭工業大学 工学研究科 澤口　直哉 准教授
ンを用いた酸化物ガラス材
料の設計開発の効率化

ＹＡＮ　Ｈ ﾔﾝ ﾊﾝ 物性Ⅱ（理論 高エネルギー理論が導く新 沖縄科学技術大学 科学技術研究 ニック・シャ 教授
ＡＮ ） 奇な量子スピン液体状態 院大学 科 ノン

吉田　健人 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 天文学 同位体比異常から探る星・ 東京大学 理学系研究科 山本　智 教授
惑星系の有機分子進化
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ＬＡＷ　Ｋ ﾛ ｷﾝﾌｱｲﾌｱﾚ プラズマ科学 エスカルゴターゲットの高 大阪大学 理学研究科 藤岡　慎介 教授
ｉｎｇＦａ
ｉＦａｒｌ
ｅｙ

ｲ 強度レーザー照射による史
上最大級磁場の生成

渡邉　貴弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ ナノ構造物理 単原子層物質との界面を利 筑波大学 数理物質科学 佐々木　正洋 教授
用した強磁性ナノ粒子の磁
気異方性制御

研究科

和田　有希 ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 素粒子・原子 雷放電の強電場領域におけ 東京大学 理学系研究科 馬場　彩 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

る粒子加速と高エネルギー
現象の解明
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相沢　美帆 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾎ 機能物性化学 光重合による微細構造体の 東京工業大学 物質理工学院 宍戸　厚 教授
大面積精密制御と光力学機
能フィルムの創製

浅田　貴大 ｱｻﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 有機化学 夾雑ガス系における一酸化 大阪大学 工学研究科 生越　専介 教授
炭素と水素を選択的に活用
した炭素-水素結合の官能
基化

阿尻　大雅 ｱｼﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 分析化学 等温遺伝子増幅法と多項目 北海道大学 大学院総合化 渡慶次　学 教授
無標識検出法によるエクソ
ソーム解析

学院

池田　英晃 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 無機化学 窒素-窒素多重結合のメタ 大阪大学 基礎工学研究 真島　和志 教授
セシス反応を鍵とする含窒
素有機化合物の合成反応の
開発

科

稲垣　雅仁 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾋﾄ 高分子化学 細胞内環境応答性人工核酸 東北大学 理学研究科 和田　健彦 教授
による血管内皮細胞マイク
ロRNA制御と脳梗塞治療薬
の開発

稲森　大貴 ｲﾅﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 機能物性化学 力学刺激による超分子構造 東京大学 総合文化研究 寺尾　潤 教授
の制御を基軸とした革新的
メカノクロミック材料の創
成

科

岩崎　光紘 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾋﾛ 無機化学 π電子系との相互作用を基 北海道大学 大学院環境科 小西　克明 教授
軸としたサブナノ金クラス
ターの機能化

学院

上田　毅 ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 生体関連化学 細胞内Hsp90のFRET型バイ 京都大学 工学研究科 浜地　格 教授
オセンサーの構築とその阻
害剤探索への応用

大内　隼人 ｵｵｳﾁ ﾊﾔﾄ 機能物性化学 新奇形態に基づく特性を発 千葉大学 融合理工学府 矢貝　史樹 教授
現する超分子ポリマーの創
出

大谷　毅 ｵｵﾀﾆ ﾂﾖｼ 有機化学 テーラーメイド型光有機分 名古屋大学 工学研究科 大井　貴史 教授
子触媒の分子設計法の確立

大曲　仁美 ｵｵﾏｶﾞﾘ ﾋﾄﾐ 無機化学 異種ナノシートの交互積層 熊本大学 自然科学研究 速水　真也 教授
膜を用いたイオン電子混合
伝導体および熱電材料の創
成

科

岡本　拓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 物理化学 微小プラズマと微小液滴を 大阪市立大学 理学研究科 八ッ橋　知幸 教授
融合したナノ粒子生成：微
小反応場の特異性の解明

小笠原　宏 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛｱ 生体関連化学 近赤外発光性蛍光プローブ 名古屋大学 理学研究科 山口　茂弘 教授
亮 ｷ を用いた植物の気孔開閉に

おけるシグナル伝達機構の
解明

奥村　省吾 ｵｸﾑﾗ ｼﾖｳｺﾞ 合成化学 金属協働触媒による位置選 京都大学 工学研究科 中尾　佳亮 教授
択的C-H官能基化反応の開
発

折井　亮 ｵﾘｲ ﾘﾖｳ 生体関連化学 糖鎖と水の相互作用の解明 大阪大学 理学研究科 梶原　康宏 教授
を指向した糖タンパク質の
精密化学合成

柿沼　翔平 ｶｷﾇﾏ ｼﾖｳﾍｲ 物理化学 イオン液体の超高速ダイナ 千葉大学 大学院融合科 城田　秀明 准教授
ミクス：分子間振動から構
造緩和への遷移の分子論的
理解

学研究科



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名分科・細目氏名 カナ氏名

ＤＣ２・化学　92名　平成30年度特別研究員採用者一覧

加藤　雅俊 ｶﾄｳ ﾏｻﾄｼ 高分子・繊維 低侵襲マニピュレーション 大阪大学 工学研究科 宇山　浩 教授
材料 を実現する刺激応答性ハイ

ドロゲルリンクルの創成

門田　健太 ｶﾄﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 無機化学 水素化物アニオン含有錯体 京都大学 工学研究科 ＳＩＶＡＮＩ 教授
郎 骨格を用いた水素貯蔵材の

創成
ＡＨ　Ｅａｓ
ａｎ

金子　俊一 ｶﾈｺ ｼﾕﾝｲﾁ 有機・ハイブ 被覆型接合分子を用いた有 東京大学 総合文化研究 寺尾　潤 教授
リッド材料 機-無機ハイブリットデバ

イスの創製
科

狩俣　出 ｶﾘﾏﾀ ｲｽﾞﾙ 物理化学 イオンダイナミクスが誘起 神戸大学 理学研究科 立川　貴士 准教授
する有機無機ペロブスカイ
トの単一粒子発光スイッチ
ング

河島　拓矢 ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾔ 合成化学 環状錯体を鍵中間体とする 大阪大学 工学研究科 生越　専介 教授
、多成分から多様な有用含
フッ素化合物への高選択的
精密合成

菅野　翔平 ｶﾝﾉ ｼﾖｳﾍｲ 物理化学 ペロブスカイト太陽電池材 首都大学東京 理工学研究科 波田　雅彦 教授
料探索に向けた誘電率依存
交換相関汎関数の開発と応
用

北原　一利 ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾏｻ 合成化学 カルボン酸類の脱炭酸を鍵 豊橋技術科学大学 工学研究科 柴富　一孝 准教授
とした不斉合成反応の開発

久米田　友 ｸﾒﾀﾞ ﾄﾓｱｷ ナノ構造化学 電極表界面の構造制御によ 千葉大学 融合理工学府 中村　将志 准教授
明 る燃料電池反応の高効率化

栗原　拓也 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 物理化学 セレン化カドミウムマジッ 京都大学 理学研究科 竹腰　清乃理 教授
クサイズクラスターの固体
核磁気共鳴分光法による構
造決定

黒木　菜保 ｸﾛｷ ﾅﾎｺ 物理化学 二酸化炭素回収効率に優れ お茶の水女子大学 人間文化創成 森　寛敏 准教授
子 た低粘性混合イオン液体の

マテリアルズインフォマテ
ィクス

科学研究科

古樫　加奈 ｺｶﾞｼ ｶﾅｺ 有機化学 らせん状グラフェンナノリ 東北大学 理学研究科 上田　実 教授
子 ボン分子の超分子化学

小峯　誠也 ｺﾐﾈ ﾏｻﾔ 機能物性化学 光応答性を示す集積型ペン 東京大学 理学系研究科 大越　慎一 教授
タシアノニトロシル錯体に
おける強誘電性と強磁性の
光制御

小宮山　剛 ｺﾐﾔﾏ ﾀｹｼ 合成化学 トリアルキルシリル置換反 中央大学 中央大学大学 石井　洋一 中央大学 理
司 応剤を用いるクロスカップ

リング反応の開発と展開
院 理工学研
究科 応用科
学専攻

工学部 教授

齊藤　蒼思 ｻｲﾄｳ ｿｳｼ 物理化学 イオン液体に対する分極可 新潟大学 自然科学研究 大鳥　範和 教授
能な相互作用ポテンシャル
の開発

科

佐光　巧 ｻｺｳ ﾀｸﾐ 高分子・繊維 高分子ブレンド系における 北陸先端科学技術 先端科学技術 山口　政之 教授
材料 移動現象メカニズムの解明

と機能材料開発への応用
大学院大学 研究科

佐藤　尚人 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 無機工業材料 不均一系不斉触媒を指向し 早稲田大学 先進理工学研 黒田　一幸 教授
たキラルな細孔を有するシ
ロキサン系結晶性多孔体の
創製

究科
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佐藤　悠樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 有機化学 非対称有機リン二座配位子 大阪府立大学 工学研究科 小川　昭弥 教授
の直截的合成法の開発

趙　文洋 ｻﾞｵ ｳｴﾝﾔﾝ 分析化学 化学反応をX線イメージン 筑波大学 数理物質科学 櫻井　健次 教授
グで見る：不均一な化学組
成の時間変化の解析

研究科

四坂　勇磨 ｼｻｶ ﾕｳﾏ 生体関連化学 多剤耐性菌の新規殺菌法開 名古屋大学 理学研究科 荘司　長三 准教授
発に向けた合成金属錯体を
用いるヘム獲得機構の解析

下山　大輔 ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 高分子化学 不斉増殖により誘導される 広島大学 理学研究科 灰野　岳晴 教授
超分子らせんポリマーの不
斉空間

下山　祥弘 ｼﾓﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 無機化学 疎水性基質を捕捉可能なル 筑波大学 数理物質科学 小島　隆彦 教授
テニウム錯体によるメタン
変換触媒系の構築

研究科

白井　亮洋 ｼﾗｲ ｱｷﾋﾛ 分析化学 酸化グラフェン含有ハイド 大阪府立大学 工学研究科 久本　秀明 教授
ロゲル微粒子の開発：簡便
・迅速・高感度免疫測定の
実現

白瀬　賢 ｼﾗｾ ｻﾄﾙ 有機化学 有機ホウ素触媒によるシリ 大阪大学 基礎工学研究 真島　和志 教授
ル化・ボリル化反応を起点
とした不飽和化合物変換反
応の開発

科

杉本　晋 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝ 高分子化学 固体界面における分子鎖凝 九州大学 統合新領域学 田中　敬二 教授
集状態が複合材料の力学特
性に及ぼす影響についての
研究

府

鈴木　航 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ 機能物性化学 非平面サドル型ジプロトン 筑波大学 数理物質科学 小島　隆彦 教授
化ポルフィリンと基盤とし
た超分子光酸化還元触媒系
の構築

研究科

須田　祐貴 ｽﾀﾞ ﾕｳｷ 有機化学 高い面外異方性を有するπ 埼玉大学 理工学研究科 斎藤　雅一 教授
共役系分子の創製と有機-
金属界面化学への応用

須藤　貴弘 ｽﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 有機化学 立体選択的スキップポリエ 慶應義塾大学 理工学研究科 千田　憲孝 教授
ン構築法の開発と応用

相馬　拓人 ｿｳﾏ ﾀｸﾄ デバイス関連 リチウムイオン電池の原理 東京工業大学 物質理工学院 大友　明 教授
化学 を応用した遷移金属酸化物

の新規物性開拓と制御

高木　牧人 ﾀｶｷﾞ ﾏｷﾄ 物理化学 反応経路自動探索法の周期 北海道大学 大学院総合化 前田　理 教授
系への拡張と結晶の特性予
測

学院

高崎　美宏 ﾀｶｻｷ ﾐﾋﾛ 無機工業材料 ナノ結晶の配向集積の制御 慶應義塾大学 理工学研究科 今井　宏明 教授
による秩序構造体の構築と
機能開拓

高野　秀明 ﾀｶﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 合成化学 触媒的不斉炭素ー炭素結合 早稲田大学 先進理工学研 柴田　高範 教授
活性化反応を利用した歪ん
だ縮合多環式芳香族化合物
の創製

究科

高椋　章太 ﾀｶﾑｸ ｼﾖｳﾀ 物理化学 キラリティと開殻性を併せ 大阪大学 基礎工学研究 中野　雅由 教授
持つ新規非線形光学物質の
理論設計

科
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竹嶋　久晶 ﾀｹｼﾏ ﾋｻｱｷ 高分子化学 植物由来化合物より得られ 名古屋大学 工学研究科 上垣外　正己 教授
るスチレン類の精密重合に
よるバイオベースポリマー
の開発

田中　進 ﾀﾅｶ ｽｽﾑ 合成化学 非対称ヒ素の高機能化を志 京都工芸繊維大学 工芸科学研究 中　建介 教授
向した実践的な非対称骨格
構築法の創出

科

田中　将道 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐﾁ 合成化学 ボロン酸触媒によるグリコ 慶應義塾大学 理工学研究科 高橋　大介 准教授
シル化反応を利用したメソ
ジオール非対称化法の開発
と応用

玉井　和樹 ﾀﾏｲ ｶｽﾞｷ グリーン・環 光触媒作用を活用した窒素 京都大学 工学研究科 田中　庸裕 教授
境化学 酸化物の浄化における窒素

選択性制御因子の解明

田村　紗也 ﾀﾑﾗ ｻﾔｶ 無機工業材料 アップコンバージョン蛍光 東海大学 総合理工学研 岩岡　道夫 教授
佳 体の設計指針の確立と高輝

度材料の開発
究科

坪倉　一輝 ﾂﾎﾞｸﾗ ｶｽﾞｷ 生体関連化学 触媒的アミド結合形成反応 早稲田大学 先進理工学研 中尾　洋一 教授
の開発による生体内抗がん
ペプチド合成

究科

手塚　則亨 ﾃﾂﾞｶ ﾉﾘﾕｷ 有機化学 アート型銀塩基を用いた芳 東京大学 薬学系研究科 内山　真伸 教授
香環の新規官能基化反応

道順　暢彦 ﾄﾞｳｼﾞﾕﾝ ﾉﾌ 生体関連化学 病原菌に存在するヘム分解 北海道大学 大学院総合化 石森　浩一郎 教授
ﾞﾋｺ 酵素が有する鉄獲得とは異

なる新たな生理機能
学院

中尾　琢哉 ﾅｶｵ ﾀｸﾔ 無機工業材料 金属/担体間の化学結合と 東京工業大学 物質理工学院 細野　秀雄 教授
エピタキシーを利用した金
属ナノフレーク担持触媒の
創製

中根　智志 ﾅｶﾈ ｻﾄｼ 合成化学 α，α-2置換マロン酸ジエ 名古屋大学 創薬科学研究 北村　雅人 教授
ステルの化学選択的不斉水
素化触媒の開発

科

中橋　惇貴 ﾅｶﾊｼ ｼﾞﾕﾝｷ 合成化学 アルケンの異性化を利用し 京都大学 工学研究科 村上　正浩 教授
たホモアリルアルコールの
立体選択的合成

中濱　龍源 ﾅｶﾊﾏ ﾀﾂﾓﾄ 機能物性化学 有機分子材料を用いたマル 大阪市立大学 工学研究科 小畠　誠也 教授
チカラー蛍光の光スイッチ
ングシステムの構築

中村　聡 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 高分子化学 偏光面や入射角に依存して 北海道大学 総合化学院 居城　邦治 教授
動く光駆動型ゲルアクチュ
エータの開発

中村　悠 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 合成化学 ヘテロ元素を含む多置換芳 東京医科歯科大学 大学院医歯学 細谷　孝充 教授
香族化合物の迅速合成を指
向したアラインリレー法の
開発

総合研究科

永田　貴也 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾔ 有機化学 ホウ素ルイス酸の創製に基 大阪大学 工学研究科 南方　聖司 教授
づく、オレフィン類のシア
ノ基導入を伴う二官能化反
応の開発

西岡　駿太 ﾆｼｵｶ ｼﾕﾝﾀ エネルギー関 可視光応答性窒素ドープ酸 東京工業大学 理学院 前田　和彦 准教授
連化学 化チタンの酸素欠陥制御と

光触媒機能
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西山　尚登 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵﾄ 無機工業材料 光生成キャリアのダイナミ 山口大学 理工学研究科 山崎　鈴子 教授
クスを制御した高活性な可
視光応答型光触媒の創出

二ノ方　亮 ﾆﾉｶﾀ ﾘﾖｳ 合成化学 メタラサイクルを結合切断 長崎大学 工学研究科 木村　正成 教授
と結合形成の鍵活性種とし
た新規分子骨格変換反応の
開発

野原　崇稔 ﾉﾊﾗ ﾀｶﾄｼ ナノ材料化学 機能性基を導入したセルロ 東京工業大学 物質理工学院 芹澤　武 教授
ース集合体の酵素合成と材
料応用

秦　裕樹 ﾊﾀ ﾕｳｷ 高分子・繊維 セルロースのその場自己組 東京工業大学 物質理工学院 芹澤　武 教授
材料 織化を利用したナノコンポ

ジット材料の創製

樋口　元樹 ﾋｸﾞﾁ ﾓﾄｷ 高分子化学 カチオン重合を基盤とした 大阪大学 理学研究科 青島　貞人 教授
タンデム共重合系の開発

平井　裕太 ﾋﾗｲ ﾕｳﾀﾛｳ 高分子・繊維 微粒子の表面構造制御によ 東北大学 工学研究科 三ツ石　方也 教授
郎 材料 り抗体の空間配置を制御し

た高感度凝集沈降法用微粒
子の創製

藤田　大輝 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 無機化学 レドックス活性配位子を有 大阪大学 工学研究科 伊東　忍 教授
する遷移金属錯体による不
活性アルカンの触媒的変換
法の開発

藤波　美起 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾐｷﾄ 無機化学 量子化学計算と機械学習を 早稲田大学 先進理工学研 中井　浩巳 教授
登 用いた均一系有機金属錯体

反応の予測と反応支配因子
の可視化

究科

松本　憲志 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼ 機能物性化学 界面応力を利用した新規則 京都大学 理学研究科 寺西　利治 教授
相を有する金属ナノ粒子の
合成と新奇物性の開拓

松本　勇輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 無機化学 複合アニオン配位をとる層 京都大学 工学研究科 陰山　洋 教授
状オキシカルコゲナイドの
新奇物性開拓

Ｍｉａｎ　 ﾐｱ ﾓﾊﾏﾄﾞ ﾗ 無機化学 金属伝導性一次元鎖錯体の 東北大学 理学研究科 山下　正廣 教授
Ｍｏｈａｍ
ｍａｄ　Ｒ
ａｓｅｌ

ﾂｾﾙ 開発と分子挿入による物性
変換

宮崎　かす ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾐ デバイス関連 ハイドレートメルト電解液 東京大学 工学系研究科 山田　淳夫 教授
み 化学 の安定化機構に関する理論

的研究

向井　孝次 ﾑｶｲ ｺｳｼﾞ 高分子化学 高分子高密度ブラシの自己 名古屋大学 工学研究科 関　隆広 教授
集合形成手法の構築とその
応用

矢野　慧一 ﾔﾉ ｹｲｲﾁ 高分子化学 共集積コアシェル型カラム 東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授
ナー液晶を用いる革新的電
場応答材料の開拓

矢野　裕太 ﾔﾉ ﾕｳﾀ 有機化学 縮環π拡張重合反応を用い 名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一郎 教授
たグラフェンナノリボンの
精密化学合成と物性解明

山下　隼 ﾔﾏｼﾀ ｼﾕﾝ 生体関連化学 翻訳の不正確性制御による 名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一郎 教授
新規遺伝子治療法の開発
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山田　柊哉 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾕｳﾔ 合成化学 触媒のレドックス制御が拓 名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一郎 教授
くアジン自在官能基化法の
開発

山田　高之 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 合成化学 修飾シクロペンタジエニル 東京工業大学 物質理工学院 田中　健 教授
ロジウム触媒の創製と不斉
炭素-水素結合官能基化へ
の応用

山田　大貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 無機工業材料 前駆体集積プロセスの制御 東京大学 工学系研究科 脇原　徹 准教授
による合理的なゼオライト
合成の実現

芳井　朝美 ﾖｼｲ ｱｻﾐ 有機化学 特性調整部混合法の開拓に 東北大学 理学研究科 上田　実 教授
よる機能性大環状芳香族分
子の設計合成

吉田　拓未 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 合成化学 遷移金属触媒を用いないア 東京大学 理学系研究科 中村　栄一 特任教授
リールハライドの新規カッ
プリング反応の開発

吉田　悠一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛ 物理化学 構造に関してアプリオリな 京都大学 工学研究科 佐藤　啓文 教授
郎 ｳ 量子化学計算モデル

吉丸　翔太 ﾖｼﾏﾙ ｼﾖｳﾀﾛ 無機化学 金属ナノ粒子担持配位高分 九州大学 理学府化学専 山内　美穂 教授
郎 ｳ 子触媒における配位高分子

の担体効果の解明
攻

ＬＩ　Ｚｈ ﾘ ｻﾞﾝﾋﾟﾝ 高分子化学 共有結合性有機骨格構造体 北陸先端科学技術 先端科学技術 長尾　祐樹 准教授
ｏｎｇｐｉ
ｎｇ

の分子設計とCO2吸着・分
離機能の開拓

大学院大学 研究科

ＬＩＵ　Ｃ ﾘﾕｳ ﾁﾖｳ 高分子・繊維 高靭性環動複合材料の創製 東京大学 新領域創成科 伊藤　耕三 教授
ＨＡＮＧ 材料 とその破壊機構の解明 学研究科

劉　芽久哉 ﾘﾕｳ ﾒｸﾞﾔ 高分子・繊維 ソフトマテリアルの熱移動 東京工業大学 物質理工学院 森川　淳子 教授
材料 過程の熱・分光イメージン

グ

領木　研之 ﾘﾖｳｷ ｱｷﾕｷ 高分子化学 線状および環状の多糖カル 大阪大学 理学研究科 佐藤　尚弘 教授
バメート誘導体の分子形態
とキラル分離挙動の関係性
の解明

渡邊　拓巳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 高分子化学 形態的・化学的に異方的な 信州大学 総合工学系研 鈴木　大介 准教授
新奇ゲル微粒子の創製・評
価と生体分子モデルへの応
用

究科
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赤尾津　翔 ｱｶｵﾂ ｼﾖｳﾀ エネルギー学 固気反応と気相反応の統一 東北大学 工学研究科 青木　秀之 教授
大 的モデリングによる炭素資

源の利用技術の新展開

淺見　一喜 ｱｻﾐ ｶｽﾞｷ 無機材料・物 光デバイス応用に向けた希 京都大学 人間・環境学 田部　勢津久 教授
性 土類添加オキシナイトライ

ド結晶化ガラスの創製
研究科

東　倫之 ｱｽﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 複合材料・表 In vivo模倣足場作製に向 東京大学 工学系研究科 高井　まどか 教授
界面工学 けたブロックポリマーブラ

シの基礎検討とその展開

阿部　晋士 ｱﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 電力工学・電 負荷抵抗が変動しても高効 豊橋技術科学大学 工学研究科 大平　孝 教授
力変換・電気
機器

率な自律動作切替整流回路

有田　輝 ｱﾘﾀ ﾋｶﾙ 知能機械学・ ネット状近接覚足裏センサ 電気通信大学 情報理工学研 明　愛国 教授
機械システム による歩行安定性の向上 究科

ＬＥＥ　Ｓ ｲ ｽﾝｼﾞﾕ ナノ材料化学 共鳴トンネリングを用いた 東京工業大学 物質理工学院 真島　豊 教授
ｅｕｎｇｊ
ｏｏ

分子トランジスター

五十嵐　俊 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾕﾝｽ 電子デバイス ホログラムの圧縮表現によ 東京工業大学 工学院 山口　雅浩 教授
亮 ｹ ・電子機器 る大規模3次元ディスプレ

イの実現

五十嵐　善 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｼﾔ 水工学 津波の減災に有効な多重防 埼玉大学 理工学研究科 田中　規夫 教授
哉 御構造の最適化に関する研

究

池田　卓矢 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 制御・システ マルチエージェントシステ 京都大学 情報学研究科 加嶋　健司 准教授
ム工学 ムに対するスパース最適制

御理論の数理的検討

石川　晃平 ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 結晶工学 負極集電体の結晶方位に着 名古屋大学 工学系研究科 宇治原　徹 教授
目した金属リチウム負極の
デンドライト抑制

市場　友宏 ｲﾁﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 構造・機能材 デバイス固着のハンダ割れ 北陸先端科学技術 先端科学技術 前園　涼 教授
料 抑制に関する計算科学的研

究
大学院大学 研究科

伊藤　茜 ｲﾄｳ ｱｶﾈ 地球・資源シ 金属安定同位体から予測す 北海道大学 大学院工学院 大竹　翼 准教授
ステム工学 る化学風化によるレアメタ

ル濃集

伊東山　登 ｲﾄｳﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 航空宇宙工学 高エネルギー塩を基材とし 東京大学 工学系研究科 羽生　宏人 准教授
たイオン液体推進薬の着火
機構解明と着火遅れ制御

今村　弘毅 ｲﾏﾑﾗ ｺｳｷ 電子・電気材 分子配向性ナノ粒子添加液 大阪大学 工学研究科 尾崎　雅則 教授
料工学 晶の開発と低駆動電圧高速

応答厚膜素子への展開

岩本　一将 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 都市計画・建 近代の地方都市における電 京都大学 工学研究科 川崎　雅史 教授
築計画 気軌道・軽便鉄道の整備に

着目した都市形成プロセス
の解明

ウ　コウ ｳ ｺｳ 原子力学 放射線影響の初期過程にお 東京大学 工学系研究科 上坂　充 教授
ける抗酸化薬剤の防護機序
の解明

ＷＡＮＧ　 ｳｱﾝ ｼﾞｴﾝｲﾝ 熱工学 酸化被膜を有する高温表面 九州大学 工学府 高田　保之 教授
Ｚｈｅｎｙ
ｉｎｇ

に衝突するマイクロスケー
ル液滴のダイナミクス
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上田　隆統 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 複合材料・表 歯科用チタン製インプラン 東北大学 工学研究科 成島　尚之 教授
志 界面工学 トのセルフメンテナンス機

能化：抗菌性付与と骨適合
性向上

上野　貴広 ｳｴﾉ ﾀｶﾋﾛ 建築環境・設 分間隔の時系列解析に基づ 九州大学 人間環境学府 住吉　大輔 准教授
備 く都市エネルギー供給設備

の配置・運用計画手法の開
発

上野原　努 ｳｴﾉﾊﾗ ﾂﾄﾑ 生産工学・加 フォトニックナノジェット 大阪大学 工学研究科 高谷　裕浩 教授
工学 を利用した高分解能ナノ3

次元形状加工技術の開発

上原　賢祐 ｳｴﾊﾗ ｹﾝﾕｳ 知能機械学・ ヒト生理学的特徴の定量的 山口大学 創成科学研究 齊藤　俊 教授
機械システム 評価のための非線形振動子

による脳波解析手法の開発
科

植村　佳大 ｳｴﾑﾗ ｹｲﾀ 構造工学・地 想定と異なる地震への耐震 京都大学 工学研究科 高橋　良和 教授
震工学・維持
管理工学

安全性を向上させる鈍構造
の実現に向けた構造システ
ムの検討

宇佐見　享 ｳｻﾐ ｱﾂｼ 生物機能・バ 揮発性化合物の高濃度高効 名古屋大学 工学研究科 堀　克敏 教授
嗣 イオプロセス 率生産に向けた気相微生物

反応の構築

宇佐美　茂 ｳｻﾐ ｼｹﾞﾖｼ 電子・電気材 pn接合を有するGaN系パワ 名古屋大学 工学研究科 天野　浩 教授
佳 料工学 ー半導体の電流リーク機構

に関する研究

宇佐美　尚 ｳｻﾐ ﾅｵﾄ 電子デバイス 革新的集積技術で実現され 東京大学 工学系研究科 三田　吉郎 准教授
人 ・電子機器 る超小型完全自律式プログ

ラマブルマターの研究

牛尾　康一 ｳｼｵ ｺｳｲﾁ 航空宇宙工学 ダブルレイヤーを用いた超 九州大学 総合理工学府 山本　直嗣 教授
小型衛星用プラズマ推進器
の開発

薄葉　亮 ｳｽﾊﾞ ﾘﾖｳ 生物機能・バ 新規疾患モデル作製に向け 東京大学 工学系研究科 松永　行子（ 講師
イオプロセス たボトムアップ老化血管構

築法の確立
津田行子）

内田　勇気 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ ナノ材料工学 高結晶性合金触媒による六 九州大学 総合理工学府 吾郷　浩樹 教授
方晶窒化ホウ素多層シート
の大面積合成法の開発

潤間　威史 ｳﾙﾏ ﾀｹｼ 計測工学 駆動状態での実デバイス動 静岡大学 自然科学系教 岩田　太 教授
作面の電子物性を評価可能
なプローブ顕微鏡システム
の開発

育部

延命　朋希 ｴﾝﾒｲ ﾄﾓｷ 制御・システ 負荷側高分解能エンコーダ 東京大学 工学系研究科 藤本　博志 准教授
ム工学 を用いた電気自動車の力制

御に関する研究

ＷＡＮＧ　 ｵｳ ｶｼﾖｳ 地球・資源シ 鉱物触媒水熱反応を用いた 東北大学 環境科学研究 駒井　武 教授
ＪＩＡＪＩ
Ｅ

ステム工学 二酸化炭素の地中資源化シ
ステム

科

大熊　学 ｵｵｸﾏ ｶﾞｸ 材料加工・組 3次元可視化による焼結の 東京工業大学 物質理工学院 若井　史博 教授
織制御工学 熱力学的駆動力の解明と制

御

太田　岬 ｵｵﾀ ﾐｻｷ 反応工学・プ チタン酸化合物の常温常圧 大阪大学 基礎工学研究 西山　憲和 教授
ロセスシステ
ム

合成法の開発と機能発現 科
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太田　涼介 ｵｵﾀ ﾘﾖｳｽｹ 電力工学・電 電気自動車向け双方向非接 東京理科大学 理工学研究科 星　伸一 教授
力変換・電気
機器

触給電システムの最大効率
化

岡谷　泰佑 ｵｶﾀﾆ ﾀｲﾕｳ 知能機械学・ 分布的な力・滑り覚と筋骨 東京大学 情報理工学系 下山　勲 教授
機械システム 格を有する二足歩行ロボッ

トの足
研究科

岡藤　勇希 ｵｶﾌｼﾞ ﾕｳｷ 知能機械学・ ドライバの視覚モデルに基 神戸大学 工学研究科 横小路　泰義 教授
機械システム づいた自動走行システムに

関する研究

緒方　奨 ｵｶﾞﾀ ｼﾖｳ 地盤工学 地層処分における岩盤の透 京都大学 工学研究科 岸田　潔 教授
水特性評価を可能とする連
成数値解析モデルの開発

奥谷　智裕 ｵｸﾀﾆ ﾁﾋﾛ 電子デバイス 拍動する細胞にも追従可能 東京大学 工学系研究科 染谷　隆夫 教授
・電子機器 な伸縮性センサに関する研

究

ＫＥ　ＭＥ ｶ ﾑﾅﾝ 電子デバイス 高性能Ge-MOSFET実現のた 東京大学 工学系研究科 高木　信一 教授
ＮＧＮＡＮ ・電子機器 め高信頼High-k/Geゲート

スタック形成技術

笠井　宥佑 ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 知能機械学・ オンチップ高速流体制御を 名古屋大学 工学研究科 新井　史人 教授
機械システム 用いた局所的渦生成による

オンデマンド溶液混合

鹿島　大揮 ｶｼﾏ ﾀﾞｲｷ 生物機能・バ 細胞内蛋白質間相互作用検 東京大学 工学系研究科 河原　正浩 准教授
イオプロセス 出系の構築と阻害剤ペプチ

ド及び細胞内抗体選択への
展開

金澤　知器 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 触媒・資源化 水分解光触媒反応を促進す 東京工業大学 理学院 前田　和彦 准教授
学プロセス る新規複合金属系ナノ粒子

助触媒の開発及び動作機構
の解明

印牧　岳彦 ｶﾈﾏｷ ﾀｶﾋｺ 建築史・意匠 1920-30年代の建築理論に 東京大学 工学系研究科 加藤　耕一 准教授
おける「環境」概念の形成
とその背景についての研究

上村　知也 ｶﾐﾑﾗ ﾄﾓﾔ 知能機械学・ チーターの高速走行を可能 京都大学 工学研究科 松野　文俊 教授
機械システム にする力学条件の解明とそ

の応用

ＫＡＲＴＨ ｶﾘﾃｲｹﾔﾝ ｺﾞ 航空宇宙工学 ハイブリッドロケットの燃 東京大学 工学系研究科 嶋田　徹 教授
ＩＫＥＹＡ
Ｎ　ＧＯＵ
ＴＨＡＭ

ｳﾀﾑ 焼不安定性の数値解析

河田　浩太 ｶﾜﾀ ｺｳﾀﾛｳ 建築環境・設 住宅の性能評価に基づく運 高知工科大学 工学研究科 田島　昌樹 准教授
朗 備 用時のエネルギー消費量予

測に関する研究

神田　雄貴 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 熱工学 高時空間光学計測によるメ 東北大学 工学研究科 小宮　敦樹 准教授
タンハイドレート界面現象
解明と天然ガス高効率生産
への応用

菅野　雅博 ｶﾝﾉ ﾏｻﾋﾛ 無機材料・物 ナトリウム内包トンネル構 東北大学 工学研究科 山根　久典 教授
性 造を利用した室温から150

℃で動作する新規熱電材料
の開発

蒲生　寛武 ｶﾞﾓｳ ﾋﾛﾑ 応用物性 酸素不純物の可逆的添加を 東北大学 工学研究科 新田　淳作 教授
利用した金属ベースのスピ
ントランジスタの実現
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Ｇａｎｔｕ ｶﾞﾝﾄｳﾑﾙ ｴﾝ 生物機能・バ HRP酵素反応と還元糖を利 大阪大学 基礎工学研究 境　慎司 教授
ｍｕｒ　Ｅ
ｎｋｈｔｕ
ｕｌ

ﾌﾄｰﾙ イオプロセス 用した新規ヒドロゲル形成
法の開発とその応用

科

岸元　克浩 ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 結晶工学 クリーンプロセスによる高 京都大学 工学研究科 川上　養一 教授
品位窒化アルミニウムバル
ク単結晶の成長

北島　将太 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾖｳﾀ 光工学・光量 Yb添加セラミック新材料を 電気通信大学 情報理工学研 白川　晃 准教授
朗 ﾛｳ 子科学 用いた薄ディスク超短パル

スレーザーの研究
究科

北野　敬祐 ｷﾀﾉ ｹｲｽｹ 機械力学・制 実環境を想定した上半身モ 同志社大学 理工学研究科 辻内　伸好 教授
御 デルの構築および指先接触

力と上半身運動計測システ
ムの開発

北之馬　貴 ｷﾀﾉｳﾏ ﾀｶﾏｻ 通信・ネット 屋内環境におけるモバイル 関西大学 理工学研究科 滝沢　泰久 教授
正 ワーク工学 スマートデバイスの自己組

織化位置推定方式

金　睿麟 ｷﾑ ｲｴﾘﾝ 建築史・意匠 韓国伝統庭園「別墅」の領 千葉大学 園芸学研究科 三谷　徹 教授
域と空間構成に関する研究
 -アジア庭園基礎研究 -

許　勝 ｷﾖ ｼﾖｳ 構造・機能材 弾性熱量効果を利用したマ 東北大学 工学研究科 貝沼　亮介 教授
料 イクロ冷却デバイスのため

の基礎研究

清原　慎 ｷﾖﾊﾗ ｼﾝ 無機材料・物 情報科学的手法を用いた格 東京大学 工学系研究科 溝口　照康 准教授
性 子欠陥構造と物性間の相関

性の解明

沓澤　京 ｸﾂｻﾞﾜ ｷﾖｳ 知能機械学・ sequence-to-sequenceモデ 埼玉大学 理工学研究科 辻　俊明 准教授
機械システム ルを用いた臨機応変な物体

操作

熊谷　隼人 ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ 電子デバイス e-skinディスプレイに向け 豊橋技術科学大学 工学研究科 澤田　和明 教授
・電子機器 た可変プラズモニックカラ

ーフィルタの製作

栗島　一徳 ｸﾘｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 電子・電気材 強誘電体ゲート絶縁膜を用 明治大学 明治大学大学 小椋　厚志 教授
料工学 いた低消費電力で高移動度

な超高性能薄膜トランジス
タの研究

院 理工学研
究科

車　一宏 ｸﾙﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 光工学・光量 量子ドット-ナノ共振器結 東京大学 工学系研究科 岩本　敏 准教授
子科学 合系における真空ラビ振動

を用いた幾何学量子ゲート
の実現

黒川　成貴 ｸﾛｶﾜ ﾅﾙｷ 機械材料・材 ポリ乳酸修飾鎖の導入によ 慶應義塾大学 理工学研究科 堀田　篤 教授
料力学 る高強度オールバイオマス

複合材料の創製

ＧＡＯ　Ｙ ｺｳ ｹﾞﾝ 無機材料・物 金属ナノ粒子と希土類イオ 京都大学 工学研究科 田中　勝久 教授
ＵＡＮ 性 ンの光学的相互作用の解明

とアップコンバージョン蛍
光の増強

小柴　孝太 ｺｼﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 水工学 流砂量計測に基づく排砂バ 京都大学 工学研究科 角　哲也 教授
イパストンネルの設計高度
化に関する研究

小島　匠太 ｺｼﾞﾏ ｼﾖｳﾀﾛ 知能機械学・ 外力による外乱に強いクロ 東北大学 情報科学研究 田所　諭 教授
郎 ｳ 機械システム ーラロボットの走行制御の

構築
科
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小谷　厚博 ｺﾀﾆ ｱﾂﾋﾛ ナノ材料工学 磁気的微細構造評価システ 大阪府立大学 工学研究科 森　茂生 教授
ムの構築とナノ磁気テクス
チャへの展開

KONADU　KO ｺﾅﾄﾞｳ ｺｼﾞﾖ 地球・資源シ 難処理金鉱石中の硫化物お 九州大学 工学府 笹木　圭子 教授
JO　Twum  ﾄﾜﾑ ステム工学 よび炭素質成分の真菌放出

性酵素による分解

小林　直人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 航空宇宙工学 昆虫の複眼視覚処理システ 九州大学 工学府 外本　伸治 教授
ムに基づく小型無人航空機
の自動障害物回避

小南　弘季 ｺﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ 建築史・意匠 東京の神社と氏子域に関す 東京大学 工学系研究科 加藤　耕一 准教授
る研究

近藤　俊樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 原子力学 ガス浮遊法による放射性溶 大阪大学 工学研究科 牟田　浩明 准教授
融物の物性解明

近藤　雅哉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 電子デバイス 有機トランジスタを用いた 大阪大学 工学研究科 関谷　毅 教授
・電子機器 フレキシブル無線磁気計測

システムの開発

Ｗｕ　Ｈａ ｺﾞ ｺｳ 原子力学 TPEN構造を含んだ新しいイ 東京工業大学 環境・社会理 竹下　健二 教授
ｏ オン液体による三価マイナ

ーアクチノイドの選択抽出
工学院

齋藤　成之 ｻｲﾄｳ ﾅﾘﾕｷ 光工学・光量 軟X線高次高調波を用いた 東京大学 理学系研究科 板谷　治郎 兼任准教授
子科学 固体のアト秒分光

坂根　慎治 ｻｶﾈ ｼﾝｼﾞ 機械材料・材 凝固組織微細化のための大 京都工芸繊維大学 工芸科学研究 高木　知弘 准教授
料力学 規模マルチフィジックスph

ase-field計算法の確立
科

崎山　晋 ｻｷﾔﾏ ｼﾝ 薄膜・表面界 高電導高分子層と単結晶発 九州大学 総合理工学府 藤田　克彦 准教授
面物性 電層を有する高効率ペロブ

スカイト太陽電池の創生

佐々木　崇 ｻｻｷ ﾀｶﾌﾐ 機械材料・材 慢性血管疾患の予測に向け 早稲田大学 創造理工学研 滝沢　研二 教授
史 料力学 た数値解析手法の確立 究科

佐津川　功 ｻﾂｶﾜ ｺｳｷ 土木計画学・ 交通渋滞の縮約表現に着目 東京大学 工学系研究科 大口　敬 教授
季 交通工学 した大規模ネットワークの

動的階層化による制御手法
の研究

佐藤　綾美 ｻﾄｳ ｱﾔﾐ 設計工学・機 希薄気体効果を利用した熱 京都大学 工学研究科 西脇　眞二 教授
械機能要素・
トライボロジ
ー

流体メタマテリアルの創成

佐藤　慎太 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 航空宇宙工学 無人航空機のロバスト化に 東北大学 工学研究科 大西　直文 教授
郎 向けたプラズマアクチュエ

ータによる流れの時空間的
能動制御

佐藤　健 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 化工物性・移 高分子流体のマルチスケー 京都大学 工学研究科 山本　量一 教授
動操作・単位
操作

ルシミュレーション法の開
発と成形加工プロセスへの
応用

佐藤　祐太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ プラズマエレ 協同的トムソン散乱法によ 九州大学 総合理工学府 内野　喜一郎 教授
クトロニクス る軟X線光源用レーザー生

成プラズマの診断

佐藤　陽平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 無機材料・物 ガリウムセレン系層状半導 東北大学 工学研究科 小山　裕 教授
性 体の結晶成長と高効率テラ

ヘルツ波光源開発
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佐野　智華 ｻﾉ ﾁｶｺ ナノマイクロ イオン液体の可変大容量キ 東京大学 工学系研究科 年吉　洋 教授
子 システム ャパシタを利用したエレク

トレット振動発電素子の開
発

三溝　朱音 ｻﾐｿﾞ ｱｶﾈ 無機材料・物 ワイドギャップSn2+酸化物 東京理科大学 基礎工学研究 菊地　直人 客員教授
性 のp型化とキャリア濃度制

御技術の確立
科

志田　和己 ｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 結晶工学 ナノビームX線回折法によ 大阪大学 基礎工学研究 酒井　朗 教授
る3次元結晶構造トモグラ
フィックマッピング解析技
術の確立

科

志藤　慶治 ｼﾄｳ ｹｲｼﾞ 化工物性・移 プロトン伝導性ポリマーと 山形大学 大学院理工学 増原　陽人 准教授
動操作・単位
操作

シリカ微粒子からなる新規
高分子電解質膜の開発

研究科

柴田　慶一 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｲﾁﾛ 土木環境シス 魚骨ヒドロキシアパタイト 香川大学 工学研究科 吉田　秀典 教授
郎 ｳ テム の吸着構造解明と吸着シー

ト開発に関する研究

朱　敏杰 ｼﾕ ﾋﾞﾝｹﾂ ナノマイクロ 二硫化モリブデンを用いた 東北大学 工学研究科 小野　崇人 教授
システム 超高感度ピエゾ抵抗型のカ

ンチレバーバイオセンサの
開発

白畑　春来 ｼﾗﾊﾀ ﾊﾙｸ 生物機能・バ バイオ医薬品製造プロセス 東京大学 工学系研究科 杉山　弘和 准教授
イオプロセス 設計の体系化に向けた手法

構築と意思決定ツールの実
装

塩飽　黎 ｼﾜｸ ﾚｲ 電子デバイス フレキシブル・プリンテッ 山形大学 有機材料シス 時任　静士 教授
・電子機器 ド有機集積回路を用いたバ

イオセンサ信号の増幅
テム研究科

ＪＯ　ＫＷ ｼﾞﾖ ｶﾝｳｵﾝ 電子デバイス 酸化濃縮法を用いた高性能 東京大学 工学系研究科 高木　信一 教授
ＡＮＧＷＯ
Ｎ

・電子機器 薄膜Ge-On-Insulator FET
に関する研究

常　新雨 ｼﾞﾖｳ ｼﾝｳ 航空宇宙工学 撥水性多孔質を通過する凝 名古屋大学 工学研究科 長野　方星 教授
縮流の素過程理解に基づく
ループヒートパイプ凝縮器
の機能化

ＪＯＳＨＩ ｼﾞﾖｼ ｶﾞﾙｷﾞ 構造・機能材 疑似一次元異方性膜を目指 北陸先端科学技術 先端科学技術 金子　達雄 教授
　Ｇａｒｇ
ｉ

料 した液晶性超高分子多糖類
のミクロン配向制御

大学院大学 研究科

甚野　裕明 ｼﾞﾝﾉ ﾋﾛｱｷ 電子デバイス 超フレキシブルな増幅器内 東京大学 工学系研究科 染谷　隆夫 教授
・電子機器 蔵型有機イメージャの作製

杉下　佳辰 ｽｷﾞｼﾀ ｶｼﾝ 土木計画学・ 災害時における交通ネット 東京工業大学 環境・社会理 朝倉　康夫 教授
交通工学 ワークの機能不全のメカニ

ズムとリスクマネジメント
工学院

杉山　翔太 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾖｳﾀ 核融合学 核融合プラズマにおけるア 九州大学 工学府 松浦　秀明 准教授
ルヴェン固有モードの中性
子放出スペクトルへの影響

ＺＨＵ　Ｚ ｽﾞｰ ｻﾞｰﾀｵ ナノマイクロ 分子認識界面に立脚した選 九州大学 総合理工学府 柳田　剛 教授
ｅｔａｏ システム 択部-センサ一体型システ

ムによる肺がんマーカー分
子の識別

芹川　由布 ｾﾘｶﾜ ﾕｳｺ 構造工学・地 健康障害を考慮した地震後 金沢大学 自然科学研究 宮島　昌克 教授
子 震工学・維持

管理工学
性能による既設戸建住宅の
丸太を用いた液状化対策工
法の開発

科
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千賀　麻利 ｾﾝｶﾞ ﾏﾘｺ 熱工学 熱音響機関を用いた廃熱回 東海大学 総合理工学研 長谷川　真也 准教授
子 生デバイスの高効率化に関

する研究
究科

相馬　秀 ｿｳﾏ ｼﾕｳ エネルギー学 相界面におけるマルチスケ 京都大学 工学研究科 功刀　資彰 教授
ール・マルチフィジックス
の基礎物理現象の解明

ＳＵＮ　Ｈ ｿﾝ ﾎﾝｼﾞﾖﾝ 機械材料・材 電磁超音波共鳴法を用いた 東北大学 工学研究科 高木　敏行 教授
ＯＮＧＪＵ
Ｎ

料力学 炭素鋼配管減肉測定に関す
る研究

高井　貴生 ﾀｶｲ ｷｵ 熱工学 一方向性ポーラス銅を用い 山陽小野田市立山 工学研究科 結城　和久 教授
た省エネ冷却デバイスの開
発と応用

口東京理科大学

高尾　勇輝 ﾀｶｵ ﾕｳｷ 航空宇宙工学 太陽光圧を利用した分布入 東京大学 工学系研究科 川口　淳一郎 教授
力による宇宙膜面構造物の
アクティブ形状制御

高取　伸光 ﾀｶﾄﾘ ﾉﾌﾞﾐﾂ 建築環境・設 覆屋内環境下における磨崖 京都大学 工学研究科 小椋　大輔 教授
備 仏の塩類風化抑制手法に関

する研究

高畑　和弥 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｶｽﾞ 原子力学 シビアアクシデント解析の 東京大学 工学系研究科 酒井　幹夫 准教授
ﾔ ためのマルチフィジックス

シミュレーション手法の開
発

竹市　悟志 ﾀｹｲﾁ ｻﾄｼ 無機材料・物 ナノダイヤモンド膜を用い 九州大学 総合理工学府 吉武　剛 准教授
性 た光電変換素子創製に向け

た基盤研究

武末　翔吾 ﾀｹｽｴ ｼﾖｳｺﾞ 機械材料・材 ガスブローIH窒化によるチ 慶應義塾大学 理工学研究科 小茂鳥　潤 教授
料力学 タン合金の短時間改質メカ

ニズムの解明と高機能化

田崎　亘 ﾀｻｷ ﾜﾀﾙ 材料加工・組 可逆的なFCC/HCP相変態を 筑波大学 数理物質科学 土谷　浩一 教授
織制御工学 利用した耐疲労合金の開発 研究科

田代　晃司 ﾀｼﾛ ｺｳｼﾞ 通信・ネット 広範囲・高品質な動画像伝 九州工業大学 大学院情報工 尾知　博 教授
ワーク工学 送を実現する無線通信方式

に関する研究
学府

巽　瞭子 ﾀﾂﾐ ﾘﾖｳｺ 核融合学 核融合炉におけるデタッチ 慶應義塾大学 理工学研究科 畑山　明聖 教授
メント状態維持に向けた新
しいプラズマ流体数値計算
手法開発

立溝　信之 ﾀﾃﾐｿﾞ ﾉﾌﾞﾕ 無機材料・物 高効率人工光合成実現のた 京都工芸繊維大学 工芸科学研究 今田　早紀 准教授
ｷ 性 めの超広帯域光電変換マル

チバンドギャップ物質の創
成

科

田所　祐一 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕｳｲﾁ 機械力学・制 全駆動マルチロータの構造 東京工業大学 工学院 三平　満司 教授
御 ・制御系の統合最適設計フ

レームワークの確立

壇辻　貴生 ﾀﾞﾝﾂｼﾞ ﾀｶｵ 土木計画学・ 地域間競争と動的渋滞メカ 東京工業大学 環境・社会理 福田　大輔 准教授
交通工学 ニズムを考慮した混雑課金

設定に関する理論研究
工学院

津田　慎一 ﾂﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 熱工学 近接・遠隔場ふく射熱輸送 東北大学 工学研究科 湯上　浩雄 教授
郎 制御に基づく樹脂複合材料

の高放熱機能化に関する研
究
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程　輝 ﾃｲ ｷ 土木環境シス AnMBRとAnammox・HAPを組 東北大学 工学研究科 李　玉友 教授
テム み合わせたプロセスによる

生ごみのメタン発酵

手嶋　秀彰 ﾃｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 熱工学 固液界面ナノバブル周辺の 九州大学 工学府 高橋　厚史 教授
分子間力分布計測を基盤と
する新たな界面工学への挑
戦

手面　学 ﾃﾂﾞﾗ ﾏﾅﾌﾞ ナノ材料工学 単一原子・分子操作の直接 筑波大学 数理物質科学 木塚　徳志 教授
観察による極限微細構造デ
バイスの研究

研究科

寺川　達郎 ﾃﾗｶﾜ ﾀﾂﾛｳ 設計工学・機 バリアフリー未対応空間で 京都大学 工学研究科 小森　雅晴 教授
械機能要素・
トライボロジ
ー

も走行可能な小型全方向移
動パーソナルモビリティの
開発

寺林　稜平 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ﾘﾖｳ 原子力学 生体・環境中トレーサーの 名古屋大学 工学研究科 井口　哲夫 教授
ﾍｲ ための超高感度放射性炭素

同位体分析法の開発

陶　尚寧 ﾄｳ ｼﾖｳﾈｲ 地盤工学 弾性波伝播を利用した斜面 埼玉大学 大学院理工学 内村　太郎 准教授
地盤崩壊予兆の検知 研究科

徳田　大輔 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 水工学 次世代陸域モデルの構築に 東京大学 工学系研究科 沖　大幹 教授
よる地球人間系の水・エネ
ルギー・物質循環の定量評
価

徳丸　和樹 ﾄｸﾏﾙ ｶｽﾞｷ 生産工学・加 積層マイクロインプリント 九州大学 工学府 津守　不二夫 准教授
工学 プロセスによるSOFCの高性

能化

飛田　一樹 ﾄﾋﾞﾀ ｶｽﾞｷ 金属物性・材 第一原理計算を併用した遷 東京大学 新領域創成科 木村　薫 教授
料 移金属間化合物の高圧合成

と環境調和型熱電変換材料
への応用

学研究科

塘　陽子 ﾄﾓ ﾖｳｺ 熱工学 透過型電子顕微鏡を用いた 九州大学 工学府 高橋　厚史 教授
発泡初期現象の直接観察と
物理機構の解明

ＤＥＬＡＧ ﾄﾞﾗｰｼﾞﾕ ﾚﾐ 熱工学 熱音響カオス振動の制御 東北大学 工学研究科 琵琶　哲志 教授
Ｅ　ＲＥＭ
Ｉ

中川　悠一 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 航空宇宙工学 推進剤として水を用いた10 東京大学 工学系研究科 小泉　宏之 准教授
kg級超小型衛星用電気推進
機の研究

中澤　敦士 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾂｼ 知能機械学・ 環境認識技術を用いた医師 東京大学 工学系研究科 光石　衛 教授
機械システム のスキル解析に基づくロボ

ット支援システムの開発

中野　朝 ﾅｶﾉ ｱｻ 流体工学 電極表面の微細加工による 東京農工大学 大学院工学府 西田　浩之 准教授
プラズマアクチュエータの
ジェット強化に関する研究

中野　敬太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 原子力学 逆運動学法を用いた長寿命 九州大学 総合理工学府 渡辺　幸信 教授
核分裂生成物の核変換デー
タの測定と解析

永井　栄寿 ﾅｶﾞｲ ｻｶﾋｻ 電力工学・電 二次元触覚ディスプレイ実 横浜国立大学 大学院工学府 河村　篤男 教授
力変換・電気
機器

現のための基礎研究
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永井　宏樹 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｷ 無機材料・物 溶融合成法を用いた高性能 東北大学 工学研究科 宮崎　讓 教授
性 シリサイド系熱電材料の創

製 -最低熱伝導率への挑戦
-

長尾　賢治 ﾅｶﾞｵ ｹﾝｼﾞ 無機材料・物 全固体電池の高エネルギー 大阪府立大学 工学研究科 辰巳砂　昌弘 教授　工学研
性 密度化に向けたアモルファ

ス遷移金属酸化物正極活物
質の創製

究科長

永田　貴之 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 航空宇宙工学 球周り流れの数値的・実験 東北大学 工学研究科 野々村　拓 准教授
的研究に基づく圧縮性混相
流モデルの構築と微粒子の
影響解明

名倉　諒 ﾅｸﾞﾗ ﾘﾖｳ 流体工学 疑似単極溶媒における荷電 大阪大学 基礎工学研究 川野　聡恭 教授
微粒子流の確率挙動とLang
evin Dynamics

科

楢崎　将弘 ﾅﾗｻｷ ﾏｻﾋﾛ 熱工学 二次元材料の構造制御とそ 九州大学 工学府 高橋　厚史 教授
の場計測による熱・電気伝
導機構の探究

西坂　涼 ﾆｼｻｶ ﾘﾖｳ 都市計画・建 東日本大震災の震災遺構に 千葉大学 大学院園芸学 古谷　勝則 教授
築計画 関する処置決定プロセス及

び地域住民の意向変化プロ
セス

研究科

西丸　萌々 ﾆｼﾏﾙ ﾓﾓｺ 化工物性・移 多成分夾雑系から均質な粒 東京農工大学 大学院工学府 滝山　博志 教授
子 動操作・単位

操作
子群として共結晶を製造す
るための新規操作法の開発

畑中　祐紀 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｷ 建築構造・材 極大地震を想定した免震ダ 大阪大学 工学研究科 桑原　進 准教授
料 ンパーに関する研究

服部　修平 ﾊﾂﾄﾘ ｼﾕｳﾍｲ 生物機能・バ 微細空間へ運搬可能な抗体 東北大学 工学研究科 梅津　光央 教授
イオプロセス -薬物複合体の提案

濱崎　拡 ﾊﾏｻｷ ﾋﾛﾑ 金属物性・材 ビスマスアンチモントポロ 東京大学 工学系研究科 枝川　圭一 教授
料 ジカル絶縁体中転位に関す

る研究

浜田　梨沙 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｻ 光工学・光量 光増感反応を用いた治療に 慶應義塾大学 理工学研究科 荒井　恒憲 教授
子科学 おける副作用検討及び障害

モデル構築

早川　頌 ﾊﾔｶﾜ ｼﾖｳ 原子力学 微細組織変化に基づく原子 東京大学 工学系研究科 沖田　泰良 准教授
炉構造材料の機械的特性変
化予測手法構築に関する研
究

ＨＡＷＡ　 ﾊﾜ ｱﾘﾏ ﾋﾞﾝ 電子・電気材 ヤーン・テラー効果とスピ 筑波大学 数理物質科学 柳原　英人 教授
ＡＬＩＭＡ
　ＢＩＮＴ
Ｉ　ＡＢＤ
ＵＬ　ＬＡ
ＴＩＦＦ

ﾃｲ ｱﾌﾞﾄﾞｳﾙ
 ﾗﾃｲﾌ

料工学 ン軌道相互作用によるスピ
ネルフェライトの磁気異方
性増大

研究科

ＨＡＮ　Ｍ ﾊﾝ ﾒﾝﾀｵ 建築環境・設 LBMを用いた都市突発空気 東京大学 工学系研究科 大岡　龍三 教授
ＥＮＧＴＡ
Ｏ

備 汚染過程に関する高速高精
度解析手法の開発

ＢＡＫ　Ｊ ﾊﾞｸ ｼﾞﾕﾝﾌｲ 航空宇宙工学 汎用性をもつホールスラス 東京大学 工学系研究科 小紫　公也 教授
ＵＮＨＷＩ タの放電振動制御手法の確

立

馬場　弘樹 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｷ 都市計画・建 生活の質に基づく遠郊外住 東京大学 工学系研究科 浅見　泰司 教授
築計画 宅地の空き家・空閑地の適

正な管理に向けた研究
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平井　孝昌 ﾋﾗｲ ﾀｶﾏｻ 応用物性 バンドエンジニアリングを 東京大学 工学系研究科 千葉　大地 准教授
通した磁気異方性電界制御
の高効率化の研究

尾藤　健太 ﾋﾞﾄｳ ｹﾝﾀ 構造・機能材 高いX線視認性および生体 慶應義塾大学 理工学研究科 堀田　篤 教授
料 内分解性を有する肝臓がん

治療用の新規薬剤徐放ビー
ズ創製

ＰＨＡＭ　 ﾌｱﾑ ｳﾞｱﾝ ﾀ 通信・ネット 複数セル複数ユーザー可視 会津大学 コンピュータ ＰＨＡＭ　Ｔ 教授
Ｖａｎ　Ｔ
ｈａｎｈ

ｲﾝ ワーク工学 光通信システムのデザイン
及びパフォーマンス分析

理工学研究科 ｕａｎ　Ａｎ
ｈ

福井　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ 触媒・資源化 レドックス分離をめざす異 近畿大学 総合理工学研 古南　博 教授
学プロセス 種半導体-有機鎖サンドイ

ッチ構造の構築と可視光光
触媒反応

究科

福田　健二 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 薄膜・表面界 革新的反強磁性材料薄膜の 東北大学 工学研究科 安藤　康夫 教授
面物性 開発とスピン波伝搬観測へ

の挑戦

福田　亮介 ﾌｸﾀﾞ ﾘﾖｳｽｹ ナノ材料化学 近赤外光応答性ナノ材料の 富山県立大学 工学研究科 村上　達也 教授
光応答性とその生物医学応
用

藤井　祥万 ﾌｼﾞｲ ｼﾖｳﾏ エネルギー学 製糖工場の未利用熱蓄熱輸 早稲田大学 創造理工学研 中垣　隆雄 教授
送システムの研究 究科

藤井　雄太 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 無機材料・物 硫化物系固体電解質を用い 北海道大学 大学院 総合 忠永　清治 教授
性 た全固体電池用高容量・高

電位電極活物質の開発
化学院

藤澤　貴典 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶﾉﾘ 通信・ネット 画像の特徴抽出を用いた高 慶應義塾大学 理工学研究科 池原　雅章 教授
ワーク工学 精度で実用的な手ブレ補正

技術の提案

藤田　祥伍 ﾌｼﾞﾀ ｼﾖｳｺﾞ 電力工学・電 磁性被覆線を用いたワイヤ 北海道大学 情報科学研究 五十嵐　一 教授
力変換・電気
機器

レス電力伝送装置の解析と
最適化設計

科

古川　大志 ﾌﾙｶﾜ ﾀｲｼ 建築構造・材 履歴ダンパーを有する鋼構 名古屋大学 環境学研究科 森　保宏 教授
料 造骨組の最大変位応答に基

づく実用的な性能設計法の
構築

古本　政博 ﾌﾙﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 航空宇宙工学 微小な宇宙ごみの軌道上観 九州大学 工学府 花田　俊也 教授
測による環境モデリングに
関する研究

細谷　和輝 ﾎｿﾔ ｶｽﾞｷ 複合材料・表 活性酸素によるポリスチレ 東海大学 総合理工学研 岩森　暁 教授
界面工学 ン表面の構造制御と細胞適

合性向上因子の解明
究科

本田　功輝 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 知能機械学・ 人体への振動刺激を利用し 九州大学 工学府 木口　量夫 教授
機械システム た認知アシストに関する研

究

本田　拓朗 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 設計工学・機 親水性複合材料を用いた低 熊本大学 自然科学研究 中西　義孝 教授
械機能要素・
トライボロジ
ー

トルク回転軸シールの設計
開発

科

前田　康貴 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾀｶ 電子デバイス トップゲ ート型単一有機 東京工業大学 工学院 大見　俊一郎 准教授
・電子機器 半導体CMOSに関する研究

益邑　明伸 ﾏｽﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 都市計画・建 津波被災地における復興都 東京大学 工学系研究科 窪田　亜矢 特任教授
築計画 市計画と産業復興に関する

研究
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南　大地 ﾐﾅﾐ ﾀﾞｲﾁ 構造・機能材 形状記憶合金の変態温度を 大阪府立大学 工学研究科 東　健司 教授
料 予測する手法の確立とその

Ti基形状記憶合金への適用

宮崎　良兼 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾖｳｹ 知能機械学・ 力覚・視覚情報及び術者操 東京医科歯科大学 医歯学総合研 川嶋　健嗣 教授
ﾝ 機械システム 作に基づいて自律的に侵襲

する手術システムの開発
究科

宮地　茉莉 ﾐﾔｼﾞ ﾏﾘ 都市計画・建 南太平洋島嶼国における耐 京都大学 地球環境学舎 小林　広英 准教授
築計画 災害居住環境に関する調査

研究

ＭＹＡＳＮ ﾐﾔｽﾆｺｳﾞｱ ﾃ 生物機能・バ 膵再生医療に向けた立体膵 横浜国立大学 工学府 福田　淳二 教授
ＩＫＯＶＡ
　Ｄｉｎａ

ﾞｲｰﾅ イオプロセス 組織の作製技術の確立

宮地　優悟 ﾐﾔﾁ ﾕｳｺﾞ 電子・電気材 水酸化物融剤を用いたY系 島根大学 総合理工学研 山田　容士 教授
料工学 超伝導体の低温連続結晶成

長プロセスの確立
究科

宮本　皓 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳ 建築構造・材 等価入力外乱による超高層 東京工業大学 環境・社会理 佐藤　大樹 准教授
料 建築物のベイズ最適化理論

に基づく制御系設計手法の
開発

工学院

宮本　隆典 ﾐﾔﾓﾄ ﾘﾕｳｽｹ 計測工学 超音波ビームの能動的制御 筑波大学 システム情報 水谷　孝一 教授
に基づく高付加価値・大型
鋼材向け高速非破壊検査手
法の確立

工学研究科

村上　裕哉 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾔ 反応工学・プ 超臨界スラグ流システムで 東京工業大学 物質理工学院 下山　裕介 准教授
ロセスシステ
ム

の相分離によるリポソーム
表面架橋と薬物キャリアへ
の展開

持山　志宇 ﾓﾁﾔﾏ ｼｳ 通信・ネット 電力のパケット化によるデ 京都大学 工学研究科 引原　隆士 教授
ワーク工学 マンドレスポンスを考慮し

た給電ネットワークに関す
る研究

八木　良平 ﾔｷﾞ ﾘﾖｳﾍｲ 金属・資源生 ニッケル基超合金スクラッ 東京大学 工学系研究科 岡部　徹 教授
産工学 プからレニウムをリサイク

ルする新技術の開発

山口　康太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 航空宇宙工学 超伝導回転機の熱サイフォ 東京海洋大学 海洋科学技術 和泉　充 教授
ン冷却システムに関する研
究

研究科

山口　拓郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 通信・ネット 方向依存関数と加重平均に 慶應義塾大学 理工学研究科 池原　雅章 教授
ワーク工学 よる，高速・高精度画像補

間アルゴリズムの確立

山田　健翔 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 航空宇宙工学 縦渦の崩壊過程に関する研 東京大学 工学系研究科 鈴木　宏二郎 教授
究

山田　真史 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 水工学 河川水害リスクの地理的偏 東京大学 工学系研究科 知花　武佳 准教授
在構造の定量的把握と形成
メカニズムの解明

山村　祥史 ﾔﾏﾑﾗ ｱｷﾌﾐ 応用物性 極薄有機半導体単結晶トラ 東京大学 新領域創成科 竹谷　純一 教授
ンジスタを用いた高速整流
素子の開発

学研究科

山本　姫子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾒｺ 航空宇宙工学 弱旋回燃焼器の燃焼振動特 早稲田大学 基幹理工学研 佐藤　哲也 教授
性に関する数値的研究 究科

山本　悠大 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 複合材料・表 金属/水溶液界面における 北海道大学 大学院総合化 伏見　公志 准教授
界面工学 水素発生・侵入反応の速度

論解析
学院
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兪　莉娜 ﾕ ﾘﾅ 建築史・意匠 日中寺院における蔵経建築 早稲田大学 創造理工学研 小岩　正樹 准教授
の比較研究 究科

雪岡　聖 ﾕｷｵｶ ｻﾄﾙ 土木環境シス ペルフルオロ化合物類前駆 京都大学 地球環境学舎 藤井　滋穂 教授
テム 体の基盤構造に着目した測

定法の開発と変換生成物の
運命予測

横田　和哉 ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾔ 機械力学・制 音声生成解析モデルを用い 九州大学 工学府 雉本　信哉 教授
御 た発声障害診断技術の開発

吉田　泰子 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｺ 熱工学 微小重力場におけるランダ 山口大学 創成科学研究 三上　真人 教授
ム分散液滴群の燃え広がり
機構解明と噴霧燃焼モデル
への展開

科

吉本　拓矢 ﾖｼﾓﾄ ﾀｸﾔ ナノマイクロ 波長多重光干渉リングを用 豊橋技術科学大学 工学研究科 中村　雄一 准教授
システム いたスピン波分散型演算回

路の開発

李　恩 ﾘ ｵﾝ 光工学・光量 ジョーンズ行列型光コヒー 筑波大学 数理物質科学 安野　嘉晃 教授
子科学 レンスエラストグラフィー

法の確立と皮膚科学への応
用

研究科

李　弘毅 ﾘ ｺｳｷ 金属・資源生 金属負極ロッキングチェア 東北大学 工学研究科 市坪　哲 教授
産工学 型Li-Mgデュアルソルト蓄

電池の開発

劉　虹 ﾘﾕｳ ｺｳ 建築構造・材 縦長開口が不規則に配置さ 大阪大学 工学研究科 真田　靖士 准教授
料 れたRC連層耐震壁の応力伝

達機構の解明と性能評価法
の構築

劉　春陽 ﾘﾕｳ ﾁﾔﾝﾔﾝ 金属・資源生 次世代革新的鉄鋼材料開発 東北大学 工学研究科 北村　信也 教授
産工学 のためのスピネル系介在物

の生成・変質メカニズムの
解明

ＬＩＡＯ　 ﾘﾖｳ ｲﾂ ｹﾝ 熱工学 フォノン波の輸送論の深化 東京大学 工学系研究科 塩見　淳一郎 准教授
ＹＵＸＵＡ
Ｎ

を通じたフォノニック結晶
の熱伝導率低減

ＬＩＮ　Ｐ ﾘﾝ ﾊﾟｵﾁﾕﾝ 建築構造・材 座屈拘束ブレースを用いた 東京工業大学 環境・社会理 竹内　徹 教授
ＡＯーＣＨ
ＵＮ

料 減衰機構付アウトリガーシ
ステムによる超高層建物の
制振設計

工学院

渡邉　望美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 生物機能・バ RNA識別・制御を目的とす 大阪大学 基礎工学研究 馬越　大 教授
イオプロセス るナノスケール膜場のデザ

イン
科

渡邉　郁弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 制御・システ クラスタ並列計算による超 東京工業大学 工学院 井村　順一 教授
ム工学 大規模分布システムの並列

制御

渡邉　学 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ 金属・資源生 規則-不規則合金系の熱力 東北大学 環境科学研究 福山　博之 教授
産工学 学的過剰量に基づいた溶液

モデルの構築
科
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藍原　周平 ｱｲﾊﾗ ｼﾕｳﾍｲ 神経生理学・ 神経回路形成における軸索 九州大学 医学系学府 今井　猛 教授
神経科学一般 入力の役割

渥美　圭佑 ｱﾂﾐ ｹｲｽｹ 生態・環境 動物の個性と寄生者の感染 北海道大学 環境科学院 小泉　逸郎 准教授
に着目した種間交雑の生起
メカニズム解明

荒木　映莉 ｱﾗｷ ｴﾘﾉ 機能生物化学 細胞膜上の糖鎖構造の変化 名古屋大学 生命農学研究 佐藤　ちひろ 准教授
乃 に起因する悪性形質獲得の

分子メカニズムの解明
科

安齋　樹 ｱﾝｻﾞｲ ｲﾂｷ 機能生物化学 神経変性疾患に関わるタン 慶應義塾大学 理工学研究科 古川　良明 准教授
パク質のミスフォールディ
ングと毒性発揮のメカニズ
ム解明

飯塚　朋代 ｲｲﾂﾞｶ ﾄﾓﾖ 進化生物学 ゲノムワイドなアミノ酸配 総合研究大学院大 生命科学研究 池尾　一穂 併任准教授
列比較に基づく形態形質進
化の分子基盤解明

学 科

石井　智子 ｲｼｲ ｻﾄｺ 遺伝・染色体 クロマチンのアクセシビリ 総合研究大学院大 生命科学研究 宮成　悠介 併任准教授
動態 ティを制御する因子のゲノ

ムワイドスクリーニング
学 科

石神　宥真 ｲｼｶﾞﾐ ﾕｳﾏ 機能生物化学 新規N6-メチルアデノシン 東京大学 工学系研究科 鈴木　勉 教授
修飾酵素の機能解析

石田　元彦 ｲｼﾀﾞ ﾓﾄﾋｺ 細胞生物学 先導端形成とウーロポッド 東京大学 総合文化研究 澤井　哲 教授
動態から理解する好中球走
性における誘引場の追従性
能

科

伊藤　海 ｲﾄｳ ｶｲ 生物多様性・ 食肉類における頭蓋骨形態 東京大学 農学生命科学 遠藤　秀紀 教授
分類 からの咀嚼様式の復元 研究科

伊藤　道俊 ｲﾄｳ ﾄﾞｳｼﾕﾝ 機能生物化学 動物型緊縮応答の存在証明 東京工業大学 生命理工学院 増田　真二 准教授
とその役割の解明

植野　嘉文 ｳｴﾉ ﾖｼﾌﾐ 生物物理学 全可視光を利用する光合成 神戸大学 理学研究科 秋本　誠志 准教授
生物における光捕集とエネ
ルギー移動の調節機構の解
明

植本　俊明 ｳｴﾓﾄ ﾄｼｱｷ 発生生物学 魚類ヒレ再生における再生 東北大学 生命科学研究 田村　宏治 教授
器官サイズの全身性制御 科

圓　敦貴 ｴﾝ ｱﾂｷ 腫瘍生物学 核膜タンパク質LBRによる 横浜市立大学 生命ナノシス 藤井　道彦 教授
細胞老化抑制機構の解明 テム科学研究

科

大池　輝 ｵｵｲｹ ｱｷﾗ 形態・構造 雄決定に必要なアンドロゲ 早稲田大学 先進理工学研 伊藤　悦朗 教授
ン量の測定及びAR遺伝子の
転写調節因子の同定

究科

大出　真央 ｵｵｲﾃﾞ ﾏｵ 生物物理学 構造多型の弁別を軸とした 慶應義塾大学 理工学研究科 中迫　雅由 教授
植物光受容蛋白質シグナル
カスケードメカニズムの解
析

大岡　正人 ｵｵｵｶ ﾏｻﾄ 遺伝・染色体 遺伝毒性試験データベース 首都大学東京 理工学研究科 廣田　耕志 教授
動態 の充実化と遺伝毒性に繋が

る化学構造的特徴の探索

岡田　遼 ｵｶﾀﾞ ﾘﾖｳ 腫瘍生物学 細胞老化における新しいSA 東京医科歯科大学 医歯学総合研 中西　啓 准教授
SP誘導機構の解明 究科

香川　晴信 ｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 細胞生物学 iPS 細胞の初期化誘導過程 京都大学 医学研究科 濵﨑　洋子 教授
における間葉上皮転換の誘
導レベルの定義化と機能解
析
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柏原　宏香 ｶｼﾊﾗ ﾋﾛｶ 細胞生物学 中心体アペンデージ構造が 大阪大学 医学系研究科 月田　早智子 教授
担う生体恒常性維持システ
ムの分子基盤

勝又　雄基 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳｷ 生態・環境 神経系における誘引刺激と 東京工業大学 情報理工学院 青西　亨 准教授
忌避刺激の感覚統合に基づ
く効用関数の構築

香取　拓郎 ｶﾄﾘ ﾀｸﾛｳ 生態・環境 気候・地理条件と被子植物 東北大学 生命科学研究 河田　雅圭 教授
の形質・種分化・絶滅・分
布変化の関係の総合的解明

科

加納　花穂 ｶﾉｳ ﾊﾅﾎ 生物物理学 Gタンパク質のファミリー 東京大学 薬学系研究科 嶋田　一夫 教授
選択的なK+チャネル活性制
御機構の解明

川崎　洸司 ｶﾜｻｷ ｺｳｼﾞ 植物分子・生 概日時計を介した適応戦略 早稲田大学 先進理工学研 岩崎　秀雄 教授
理科学 の解析：UV耐性とエネルギ

ー代謝のトレードオフ仮説
究科

河村　有美 ｶﾜﾑﾗ ﾕﾐ 細胞生物学 エクソソームを介したトラ 筑波大学 グローバル教 佐藤　孝明 教授
ンスポゾン活性の発がんへ
の影響

育院

喜多　絢海 ｷﾀ ｱﾔﾐ 分子生物学 カルシウムシグナルによる 大阪大学 薬学研究科 土井　健史 教授
DNAメチル化調節機構の提
唱

北嶋　慶一 ｷﾀｼﾞﾏ ｹｲｲﾁ 発生生物学 細胞の極性運動の定量解析 東北大学 生命科学研究 田村　宏治 教授
を通じた、軟骨パターン形
成機構の新規モデルの構築

科

北林　慶子 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 生態・環境 菌類の匂いを用いた胞子散 金沢大学 自然科学研究 都野　展子 准教授
布戦略の解明 科

木全　祐資 ｷﾏﾀ ﾕｳｽｹ 植物分子・生 比較トランスクリプトーム 名古屋大学 理学研究科 東山　哲也 教授
理科学 解析に基づくシロイヌナズ

ナ受精卵の極性化機構の解
明

工藤　恒 ｸﾄﾞｳ ﾋｻｼ 生物物理学 ラン藻由来の炭化水素合成 東京大学 総合文化研究 新井　宗仁 教授
関連酵素の高活性化とバイ
オ燃料生産への応用

科

工藤　風樹 ｸﾄﾞｳ ﾌｳｷ 機能生物化学 PPM1Dホスファターゼによ 北海道大学 大学院総合化 坂口　和靖 教授
る好中球分化・成熟におけ
る新規多重制御機構の解明

学院

工藤　勇気 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ 分子生物学 Roquin-2の自然免疫応答に 東北大学 薬学研究科 松沢　厚 教授
おけるサイトカインmRNA発
現制御機構の解明

久保田　直 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵﾄ システムゲノ 比較ゲノムとHi-Cデータに 九州大学 システム生命 須山　幹太 教授
人 ム科学 基づくシス因子を介した転

写調節とその破綻機構の解
明

科学府

源城　拓哉 ｹﾞﾝｼﾞﾖｳ ﾀｸ 生物物理学 ダイヤモンド量子センシン 京都大学 工学研究科 白川　昌宏 教授
ﾔ グを用いたアクチンストレ

スファイバーの伸縮動態解
析

小林　健人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾄ ゲノム生物学 植物ミトコンドリアゲノム 九州大学 生物資源環境 中村　崇裕 准教授
機能の解析に資するタンパ
ク質性RNA干渉分子の開発

科学府

齊藤　友理 ｻｲﾄｳ ﾕﾘ 細胞生物学 高度不飽和脂肪酸(PUFA)を 東京大学 薬学系研究科 新井　洋由 教授
含むリン脂質の細胞機能解
明
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五月女　美 ｻｵﾄﾒ ﾐｶ 腫瘍生物学 DNA修復タンパク質RAD52が 明星大学 理工学研究科 香川　亘 准教授
香 引き起こすゲノム不安定性

の分子機構

酒井　博之 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 生物多様性・ 門レベルで新規の極小アー 創価大学 工学研究科環 黒沢　則夫 教授
分類 キアARMANの生理学的性状

の解明と機能未知遺伝子の
解析

境共生工学専
攻

酒谷　佳寛 ｻｶﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 進化生物学 DNAを持つ原始生命を模擬 大阪大学 情報科学研究 市橋　伯一 准教授
した実験進化モデルの確立 科

嵯峨　幸夏 ｻｶﾞ ﾕｷｶ 細胞生物学 細胞質特異的な長鎖非コー 東邦大学 理学研究科 川田　健文 教授
ドRNAがSTATシグナルに及
ぼす機能の理解

作田　浩輝 ｻｸﾀ ﾋﾛｷ 生物物理学 生物運動の実空間モデルと 同志社大学 生命医科学研 吉川　研一 教授
してのミクロ液滴 究科

執行　宣彦 ｼｷﾞﾖｳ ﾉﾌﾞﾋ 生態・環境 森林生態系における微生物 東京大学 東京大学大学 平尾　聡秀 講師
ｺ 間相互作用が土壌有機物の

分解速度に及ぼす影響の解
明

院農学生命科
学研究科

篠田　肇 ｼﾉﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 生物物理学 酸性オルガネラ内Ca2+が関 大阪大学 工学研究科 永井　健治 教授
わる細胞内シグナリング解
明のためのセンサー開発

島田　龍輝 ｼﾏﾀﾞ ﾘﾕｳｷ 発生生物学 マウス生殖細胞におけるメ 総合研究大学院大 生命科学研究 相賀　裕美子 併任教授
ス性決定分子機構の解明 学 科

城倉　圭 ｼﾞﾖｳｸﾗ ｹｲ 形態・構造 クシクラゲの櫛板における 筑波大学 生命環境科学 稲葉　一男 教授
分子構築メカニズムの解明 研究科

ＪＩＮ　Ｂ ｼﾞﾝ ﾋﾞﾖﾝｿｸ 細胞生物学 メダカを用いた小胞体スト 京都大学 理学研究科 森　和俊 教授
ＹＵＮＧＳ
ＥＯＫ

レスに起因するアポトーシ
ス分子機構の解析

杉山　友希 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 植物分子・生 細胞膜ドメインの制御：新 東京大学 理学系研究科 福田　裕穂 教授
理科学 規微小管付随タンパク質が

細胞の形態形成に担う役割
の解明

須澤　壮崇 ｽｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ ゲノム生物学 ヒトTNRC6AとCNOT1による 東京大学 理学系研究科 程　久美子 准教授
核内転写制御機構の解明と
細胞癌化との関連

鈴木　秀政 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾏｻ 植物分子・生 メリステム形成を制御する 京都大学 生命科学研究 河内　孝之 教授
理科学 オーキシン信号伝達ネット

ワークの総体と核内分子挙
動の解明

科

鈴木　慶彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ ゲノム生物学 一分子DNAシーケンサーに 東京大学 新領域創成科 森下　真一 教授
よる細菌叢情報の完全な再
構成

学研究科

鈴木　隆太 ｽｽﾞｷ ﾘﾕｳﾀﾛ 生態・環境 シロアリの兵蟻分化におけ 富山大学 理工学教育部 前川　清人 准教授
郎 ｳ るDNAメチル化機構の役割

住吉　哲太 ｽﾐﾖｼ ﾃﾂﾀﾛｳ 分子生物学 生殖細胞様細胞株を用いた 東京大学 理学系研究科 塩見　美喜子 教授
朗 piRNA生合成機構の解明

清古　貴 ｾｲｺ ﾀｶｼ 進化生物学 ウミヘビ類の視覚における 総合研究大学院大 先導科学研究 寺井　洋平 助教
海中環境への適応機構の解
明

学 科

Ｃｏｎｇ　 ｿｳ ﾊﾂｹﾂ 細胞生物学 多倍体肥大化細胞によるが 京都大学 生命科学研究 井垣　達吏 教授
Ｂｏｊｉｅ ん進展機構の遺伝学的解明 科
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高垣　菜式 ﾀｶｶﾞｷ ﾅﾂﾈ 遺伝・染色体 低温耐性を制御するキサン 甲南大学 自然科学研究 久原　篤 教授
動態 チンデヒドロゲナーゼ 科　生命・機

能科学専攻

高木　優 ﾀｶｷﾞ ｽｸﾞﾙ 神経生理学・ 逃避行動を担うコマンドシ 東京大学 理学系研究科 能瀬　聡直 兼任教授
神経科学一般 ステムの適応的発生の分子

基盤

高橋　華江 ﾀｶﾊｼ ｶｴ 生態・環境 フェノロジーの変異による 神戸大学 理学研究科 佐藤　拓哉 神戸大学理学
捕食-被食関係の地理的モ
ザイクと個体群安定化機構
の実証

研究科生物学
専攻　准教授

竹見　祥大 ﾀｹﾐ ｼﾖｳﾀ 形態・構造 スンクス空腹期モチリン分 埼玉大学 理工学研究科 坂井　貴文 教授
泌機構の解明‐約100分周
期はどのように制御される
のか‐

竹生田　淳 ﾀｺｳﾀﾞ ｼﾞﾕﾝ 神経化学・神 神経幹細胞の発生段階依存 九州大学 医学系学府 中島　欽一 教授
経薬理学 的な外部刺激応答性を規定

するエピジェネティクス機
構の解明

田中　愼吾 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ ゲノム生物学 タンパク質工学とゼブラフ 京都大学 生命科学研究 垣塚　彰 教授
ィッシュ受精卵を利用した
アデニン置換技術の開発

科

田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 遺伝・染色体 FoxA1によるクロマチンに 早稲田大学 大学院先進理 柴田　重信 教授
動態 おける標的DNA認識機構と

高次構造への影響
工学研究科

田中　真仁 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾄ 細胞生物学 細胞運動時の細胞膜の動態 山口大学 創成科学研究 祐村　惠彦 教授
制御機構 科

張　志寛 ﾁﾔﾝ ｼﾞｰｸｱﾝ 構造生物化学 自然免疫受容体TLR7の構造 東京大学 薬学系研究科 清水　敏之 教授
生物学的研究

徳廣　真一 ﾄｸﾋﾛ ｼﾝｲﾁ 発生生物学 ホヤ胚における動物極-植 京都大学 理学研究科 佐藤　ゆたか 准教授
物極軸を維持するFoxdタン
パク質の機能の解明

中川　夏美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 構造生物化学 多量体形成タンパク質にお 北海道大学 大学院総合化 坂口　和靖 教授
ける構造・安定性および機
能制御

学院

中川（河原 ﾅｶｶﾞﾜｶﾜﾊﾗ 生物物理学 細胞・組織内生体分子を無 兵庫県立大学 生命理学研究 樋口　芳樹 教授
）　由佳 ﾕｶ 標識でライブイメージング

する逆ラマン顕微鏡の開発
科

中村　希 ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 構造生物化学 チロシンキナーゼ受容体Me 大阪大学 生命機能研究 高木　淳一 教授
tによるシグナル伝達機構
の構造的原理の解明

科

中山　友哉 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾔ 動物生理・行 メダカの秋季感知機構の解 名古屋大学 生命農学研究 吉村　崇 教授
動 明 科

韮澤　拓也 ﾆﾗｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 動物生理・行 ガ類における近縁種の性フ 東京大学 工学系研究科 神崎　亮平 教授
動 ェロモンによる誘引抑制機

構の解析

野沢　紘佑 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 遺伝・染色体 シロイヌナズナ熱活性型レ 北海道大学 生命科学院 加藤　敦之 教授
動態 トロトランスポゾンの転移

制御機構の解明

野村　俊介 ﾉﾑﾗ ｼﾕﾝｽｹ システムゲノ 転写因子プロテインアレイ 愛媛大学 理工学研究科 澤崎　達也 教授
ム科学 を用いた疾患感受性SNP結

合因子同定技術の開発
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比嘉　允宣 ﾋｶﾞ ﾐﾂﾉﾘ 分子生物学 TRF2を介したORCリクルー 九州大学 薬学府 藤田　雅俊 教授
トによるテロメア維持機構
の特異的変異体を用いた解
析

樋口　智大 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 神経生理学・ 本能行動の種間差を生み出 東北大学 生命科学研究 小金澤　雅之 准教授
神経科学一般 す神経基盤の解明 科

樋口　裕美 ﾋｸﾞﾁ ﾕﾐｺ 生態・環境 植食性昆虫オトシブミによ 京都大学 理学研究科 酒井　章子 准教授
子 る葉の巻き上げ行動に着目

した切れ込み葉の適応進化
過程

日野　喬央 ﾋﾉ ﾀｶﾋﾛ 神経生理学・ 線虫を用いた、成長にとも 九州大学 システム生命 石原　健 教授
神経科学一般 なう行動パターン変化を制

御する機構の解析
科学府

平嶋　孝志 ﾋﾗｼﾏ ﾀｶｼ 植物分子・生 植物細胞におけるオルガネ 東京大学 総合文化研究 和田　元 教授
理科学 ラ間脂質輸送のメカニズム 科

平田　恵理 ﾋﾗﾀ ｴﾘ 機能生物化学 ユビキチン様タンパク質修 東京大学 新領域創成科 鈴木　邦律 准教授
飾システムを介したオート
ファゴソーム膜伸展機構の
解明

学研究科

藤井　雄太 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 植物分子・生 オルガネラ間の接着制御に 東京農工大学 大学院連合農 児玉　豊 准教授
理科学 よる植物の代謝ダイナミク

スの解明
学研究科

藤井　庸祐 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ システムゲノ 4Dイメージングをデータ主 京都大学 医学研究科 山田　亮 教授
ム科学 導的に解析するバイオイメ

ージインフォマティクスの
確立

藤岡　春菜 ﾌｼﾞｵｶ ﾊﾙﾅ 生態・環境 時空間からみた社会性昆虫 東京大学 総合文化研究 吉田　丈人 准教授
の分業メカニズム：全個体
トラッキングによるアリの
行動解析

科

藤川　大地 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 細胞生物学 ストレス顆粒の形成機構お 東京大学 理学系研究科 武川　睦寛 兼任教授
よび生理機能の解明

本田　玄 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾞﾝ 細胞生物学 動的な側方圧縮に対する細 東京大学 総合文化研究 澤井　哲 教授
胞システムの即時的応答の
解析

科

ＶＯＮＧＰ ﾎﾞﾝﾋﾟﾊﾟﾀﾅ 分子生物学 脳形成時におけるRNA編集 大阪大学 医学系研究科 河原　行郎 教授
ＩＰＡＴＡ
ＮＡ　ＴＵ
ＡＮＧＴＯ
ＮＧ

ﾄｳｱﾝﾄﾝ の生理的役割の解明

松尾　正樹 ﾏﾂｵ ﾏｻｷ 発生生物学 脊索動物ワカレオタマボヤ 大阪大学 理学研究科 西田　宏記 教授
を用いた母性因子の大規模
な機能解析による初期発生
の研究

三浦　一輝 ﾐｳﾗ ｶｽﾞｷ 生物資源保全 古環境の復元技術を応用し 北海道大学 大学院環境科 根岸　淳二郎 准教授
学 た絶滅危惧種カワシンジュ

ガイの絶滅の負債の発生機
構解明

学院

水谷　雅希 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻｷ 生物物理学 動力学測定を用いた肺炎マ 大阪市立大学 理学研究科 宮田　真人 教授
イコプラズマ滑走運動メカ
ニズムの解明

三宅　裕可 ﾐﾔｹ ﾕｶﾘ ゲノム生物学 細菌情報伝達機構による環 法政大学 理工学研究科 山本　兼由 教授
里 境適応システムネットワー

クの研究
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武藤　将道 ﾑﾄｳ ｼﾖｳﾄﾞｳ 生物多様性・ カワゲラ目の比較発生学的 筑波大学 生命環境科学 町田　龍一郎 教授
分類 研究：多新翅類の系統進化

像の再構築
研究科

村上　光 ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾗ 細胞生物学 膜脂質を介した温度感知機 京都大学 工学研究科 梅田　眞郷 教授
構の解明

山城　はる ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 機能生物化学 ミトコンドリア外膜局在因 東京大学 理学系研究科 塩見　美喜子 教授
な 子GasZの機能解析によるpi

RNAの特徴決定機構の解明

山本　荷葉 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾖｺ 進化生物学 非モデルボルボックス近縁 東京大学 理学系研究科 野崎　久義 准教授
子 種を用いた雌雄同株種進化

の分子遺伝学的基盤解明

山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 細胞生物学 オートファゴソーム形成に 大阪大学 生命機能研究 吉森　保 教授
郎 おけるLC3-II形成制御機構

とゴルジ体との関連解明
科

米倉　崇晃 ﾖﾈｸﾗ ﾀｶｱｷ 植物分子・生 非標準葉序の成因の解析を 東京大学 理学系研究科 杉山　宗隆 准教授
理科学 通した植物側生器官位置決

定機構の新たな枠組みの探
究

ＬＩ　ＸＩ ﾘ ｼﾖｳﾄｳ 神経生理学・ 経験に依存した聴覚行動可 名古屋大学 理学研究科 上川内　あづ 教授
ＡＯＤＯＮ
Ｇ

神経科学一般 塑性の神経機構の解明 さ
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青柳　悠也 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾔ 農業環境・情 事故事例に基づく移動農機 東京農工大学 大学院連合農 松井　正実 教授
報工学 の転倒事故防止に関する研

究
学研究科

阿部　智佳 ｱﾍﾞ ﾁｶﾗ 応用分子細胞 環境要因が及ぼす脳内ポリ 名古屋大学 生命農学研究 佐藤　ちひろ 准教授
羅 生物学 シアル酸変動の発見とその

メカニズムの解明
科

池田　敦子 ｲｹﾀﾞ ｱﾂｺ 応用生物化学 オルガネラ膜接触部位を介 広島大学 生物圏科学研 船戸　耕一 准教授
した脂質輸送機構とその生
理学的役割の解明

究科

石川　優真 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ 応用分子細胞 メタボローム解析によるNA 埼玉大学 理工学研究科 川合　真紀 教授
生物学 Dキナーゼの機能解明と代

謝制御への展開

石橋　美咲 ｲｼﾊﾞｼ ﾐｻｷ 園芸科学 イチゴにおけるメジャーア 神戸大学 農学研究科 宇野　雄一 准教授
レルゲンFra aの生理的機
能に関する研究

伊藤　さや ｲﾄｳ ｻﾔｶ 動物生産科学 ウシ卵管上皮を構成する分 岡山大学 環境生命科学 木村　康二 教授
か 泌細胞の多様性とその分化

能
研究科

稲垣　辰哉 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 昆虫科学 腸内微生物群集が宿主のシ 京都大学 農学研究科 松浦　健二 教授
ロアリを介して環境微生物
に与える影響の解明

乾　智洋 ｲﾇｲ ﾄﾓﾋﾛ 昆虫科学 ヘテロクロニック遺伝子と 京都大学 農学研究科 大門　高明 教授
幼若ホルモンの相互作用に
よる蛹化プログラム制御機
構の解明

井本　圭亮 ｲﾓﾄ ｹｲｽｹ 獣医学 右心不全発症・進展におけ 北里大学 獣医学系研究 山脇　英之 教授
るmatricellular proteins
の役割解明

科

上田　梨紗 ｳｴﾀ ﾘｻ 遺伝育種科学 トマトにおける高効率なゲ 徳島大学 大学院先端技 刑部　敬史 教授
ノム編集・エピゲノム編集
の構築

術科学教育部

上村　麻梨 ｳｴﾑﾗ ﾏﾘｺ 水圏生命科学 魚油に対する効果的な酸化 北海道大学 水産科学院 宮下　和夫 教授
子 防止に関する研究

宇部　尚樹 ｳﾍﾞ ﾅｵｷ 生物有機化学 オオムギ属植物における二 鳥取大学 連合農学研究 石原　亨 教授
次代謝の進化のメカニズム
とその生態学的意義

科

荻野　拓海 ｵｷﾞﾉ ﾀｸﾐ 植物保護科学 紫色光による中間捕食者の 筑波大学 生命環境科学 戒能　洋一 教授
増加が複数の害虫種の密度
に及ぼす影響の解明

研究科

奥　勇紀 ｵｸ ﾕｳｷ 応用生物化学 オルガネラ内のレドックス 京都大学 総合生存学館 阪井　康能 教授
異常と正常化の可視化を基
盤としたケミカルバイオロ
ジー

尾崎　惇史 ｵｻﾞｷ ｱﾂｼ 生物有機化学 電解反応によるアルキンの 東京農工大学 大学院生物シ 千葉　一裕 教授
ラジカルカチオンDiels-Al
der反応の開発

ステム応用科
学府

勝山　祐太 ｶﾂﾔﾏ ﾕｳﾀ 農業環境・情 北海道畑作・酪農域におけ 北海道大学 理学院 稲津　將 教授
報工学 る積雪・凍土の地球温暖化

影響と土壌凍結促進技術の
評価

鄂　爽 ｶﾞｸ ｿｳ 食品科学 腫瘍血管新生を予防するた 東北大学 農学研究科 都築　毅 准教授
めの食品成分に関する研究
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岸本　拓也 ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾔ 獣医学 稀突起膠細胞腫の発がん機 東京大学 農学生命科学 中山　裕之 教授
構の解明に向けた比較生物
学的解析

研究科

北上　雄大 ｷﾀｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞ 森林科学 スギ人工林と広葉樹林に生 三重大学 生物資源学研 松田　陽介 教授
ｲ 息する土壌線虫群集構造の

解明と生物指標としての応
用

究科

許（ＸＵ） ｷﾖ ｼﾕﾝ 獣医学 生物物理学的アプローチを 東北大学 農学研究科 米山　裕 准教授
　駿（ＪＵ
Ｎ）

用いた細菌の運動解析と自
然免疫分子による運動阻害
機構

近都　浩之 ｷﾝﾂ ﾋﾛﾕｷ 生物有機化学 アコヤガイ貝殻稜柱層炭酸 東京大学 農学生命科学 鈴木　道生 准教授
カルシウム内の結晶欠陥形
成因子に関する研究

研究科

倉持　瑞樹 ｸﾗﾓﾁ ﾐｽﾞｷ 獣医学 薬剤性肝障害の進展機序の 大阪府立大学 生命環境科学 山手　丈至 教授
解明；特に，起炎因子が免
疫細胞の発現と機能に与え
る影響

研究科

小玉　将史 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾌﾐ 水圏生産科学 藻場生態系におけるヨコエ 東京大学 農学生命科学 河村　知彦 教授
ビ類の役割の解明 研究科

小林　和樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 植物栄養学・ 土壌に過剰蓄積したリンの 東京農工大学 大学院生物シ 橋本　洋平 准教授
土壌学 潜在的な可給性評価に向け

た高分子有機態リンの同定
ステム応用科
学府

後藤　伸也 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾔ 獣医学 牛マイコプラズマ感染症に 北海道大学 獣医学研究科 大橋　和彦 教授
おける免疫抑制機序の解明
と新規治療法の開発

権　哲源 ｺﾞﾝ ﾃﾂｹﾞﾝ 統合動物科学 アペリン受容体とアドレナ 筑波大学 生命環境科学 深水　昭吉 教授
リン受容体の二量体形成に
よる血管異常収縮の解析

研究科

齋藤　淳貴 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾕﾝｷ 応用微生物学 電気化学と一細胞解析によ 東京大学 工学系研究科 石北　央 教授
って見出された新規嫌気ア
ンモニア酸化代謝の機構解
明

坂口　謙一 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 獣医学 卵巣予備能の異なる雌牛の 北海道大学 獣医学研究科 片桐　成二 教授
郎 ﾛｳ 体内での卵胞発育動態に基

づく体外卵胞発育モデルの
開発

作田　郁子 ｻｸﾀﾞ ｱﾔｺ 応用微生物学 環境因子がプラスミドの接 東京大学 農学生命科学 野尻　秀昭 教授
合伝達に影響を及ぼすメカ
ニズムの解明

研究科

迫田　和馬 ｻｺﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 作物生産科学 将来の高CO2環境を見据え 京都大学 農学研究科 白岩　立彦 教授
たRubisco含量の最適化に
よるダイズ生産性の向上

笹岡　一慶 ｻｻｵｶ ｶｽﾞﾖｼ 獣医学 経頭蓋超音波ドプラ法を用 北海道大学 大学院獣医学 滝口　満喜 教授
いた脳血流評価：発作モニ
タリングの新規指標の確立
へ

研究科

佐々木　勇 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 応用微生物学 褐藻のバイオエタノール変 京都大学 総合生存学館 山口　栄一 教授
輔 換を目指した酵母共培養プ

ラットフォームの構築

佐藤　俊太 ｻﾄｳ ｼﾕﾝﾀﾛｳ 生物有機化学 キノコの子実体形成を誘導 東北大学 農学研究科 桑原　重文 教授
郎 する内因性転位型ステロイ

ド誘導体の合成と構造活性
相関
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佐野　芽生 ｻﾉ ﾒｲ 応用微生物学 カップリング反応を用いた 京都工芸繊維大学 工芸科学研究 麻生　祐司 准教授
新規バイオビニル生産微生
物の選択的分離

科

志水　克人 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾄ 森林科学 時系列光学衛星データに合 九州大学 生物資源環境 溝上　展也 准教授
成開口レーダを組み合わせ
た熱帯林のモニタリング手
法の開発

科学府

新庄　莉奈 ｼﾝｼﾞﾖｳ ﾘﾅ 作物生産科学 EPS生産性窒素固定エンド 名古屋大学 生命農学研究 近藤　始彦 教授
ファイトによるイネの生育
促進と分子メカニズム

科

須見　公祐 ｽﾐ ｺｳｽｹ 動物生産科学 牛の分娩監視システムに関 宮崎大学 農学工学総合 Ｔｈｉ　Ｔｈ 教授
する研究 研究科 ｉ　Ｚｉｎ

相馬　史幸 ｿｳﾏ ﾌﾐﾕｷ 応用分子細胞 植物における浸透圧ストレ 東京大学 農学生命科学 篠崎　和子 教授
生物学 ス初期応答機構の解明 研究科

曽賀　晃 ｿｶﾞ ｱｷﾗ 獣医学 節足動物媒介性病原体にお 岐阜大学 連合獣医学研 福本　晋也 兼任准教授
けるベクター感染成立機構
に関する研究

究科

高萩　航太 ﾀｶﾊｷﾞ ｺｳﾀﾛ ゲノム生物学 異質倍数体植物の環境適応 横浜市立大学 生命ナノシス 持田　恵一 客員准教授
郎 ｳ 性に関わるゲノム機能の解

明
テム科学研究
科

寳川　拓生 ﾀｶﾗｶﾞﾜ ﾋﾛｵ 作物生産科学 品種多様性の有効活用によ 鹿児島大学 連合農学研究 川満　芳信 教授
る持続可能なサトウキビ生
産に関する研究

科

竹内　綾 ﾀｹｳﾁ ｱﾔ 水圏生産科学 環境DNA分析法の確立によ 日本大学 生物資源科学 塚本　勝巳 教授
るウナギ産卵生態研究の新
展開

研究科

竹中　慎 ﾀｹﾅｶ ﾏｺﾄ 応用生物化学 ピルビン酸-フェレドキシ 九州大学 工学府 小江　誠司 教授
ン酸化還元酵素固定電極の
開発

巽　奏 ﾀﾂﾐ ｶﾅﾃﾞ 応用生物化学 植物細胞における脂質分泌 京都大学 農学研究科 矢崎　一史 教授
マシナリーの分子解剖

田中　征矢 ﾀﾅｶ ｾｲﾔ 作物生産科学 ダイズの莢肥大関連遺伝子 九州大学 生物資源環境 石橋　勇志 准教授
の特定と機能解析-粒重改
変による収量向上戦略-

科学府

田中　美咲 ﾀﾅｶ ﾐｻｷ 獣医学 ニューロン自律的プロセス 北海道大学 大学院獣医学 堀内　基広 教授
に着目したプリオン病神経
変性メカニズムの解析

研究科

Ｔａｎｇｐ ﾀﾝﾌﾟﾗﾉｺﾝ ｽ 生物有機化学 アブラナ科植物の受粉シグ 東京大学 農学生命科学 高山　誠司 教授
ｒａｎｏｍ
ｋｏｒｎ　
Ｓｕｒａｃ
ｈａｔ

ﾗﾁﾔﾂﾄ ナル分子の解明 研究科

辻　冴月 ﾂｼﾞ ｻﾂｷ 水圏生産科学 環境DNA分析を用いた遺伝 龍谷大学 理工学研究科 丸山　敦 准教授
的多様性検出：湖産アユの
遺伝的個体群構造を明らか
にする

辻　竣也 ﾂｼﾞ ｼﾕﾝﾔ 獣医学 イヌ・ヒト骨肉腫の悪性化 山口大学 連合獣医学研 佐藤　晃一 教授
機序の比較腫瘍学的解析 究科

堤　隼馬 ﾂﾂﾐ ﾊﾔﾏ 生物有機化学 放線菌の生産する窒素を含 東京大学 農学生命科学 大西　康夫 教授
む多環性化合物群の生合成
研究

研究科
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寺内　裕貴 ﾃﾗｳﾁ ﾕｳｷ 応用微生物学 麹菌界面活性タンパク質が 東北大学 農学研究科 阿部　敬悦 教授
固体表面上で示す分子機構
の解明

飛田　知央 ﾄﾋﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 動物生産科学 精巣上体におけるプロセシ 大阪大学 医学系研究科 伊川　正人 教授
ングを介した精子成熟メカ
ニズムの解明

中野　玄 ﾅｶﾉ ﾊｼﾞﾒ 園芸科学 量的形質遺伝子座の集積に 東京農業大学 農学研究科 峯　洋子 教授
よる形質発現の安定性-ト
マトの早期開花性を例に-

中野　友貴 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 植物栄養学・ シロイヌナズナ野生株の遺 岐阜大学 連合農学研究 小林　佑理子 准教授
土壌学 伝的多様性を利用したアル

ミニウムシグナル伝達機構
の解明

科

長野　将吾 ﾅｶﾞﾉ ｼﾖｳｺﾞ 農業環境・情 外部刺激の影響を考慮した 大阪府立大学 工学研究科 福田　弘和 教授
報工学 機械学習による植物概日時

計のリアルタイム計測手法
の構築

新實　香奈 ﾆｲﾐ ｶﾅｴ 動物生産科学 有用菌を主とする乳腺組織 東北大学 農学研究科 野地　智法 准教授
枝 内細菌叢の発達を支える腸

管を基軸とした細菌供給機
構の解明

根岸　尚代 ﾈｷﾞｼ ﾀｶﾖ 環境農学（含 戦災樹木の永続的保全手法 千葉大学 園芸学研究科 古谷　勝則 教授
ランドスケー
プ科学）

の構築に関する研究

濱本　亨 ﾊﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ 環境農学（含 ザンビアにおける炭素蓄積 北海道大学 農学院 内田　義崇 准教授
ランドスケー
プ科学）

型土壌を維持・生成するた
めの土壌動物-微生物間の
関連解明

馬場　美聡 ﾊﾞﾊﾞ ﾐｻﾄ 応用生物化学 ヒトリボヌクレアーゼH2の 京都大学 農学研究科 保川　清 教授
遺伝性変異がゲノム安定性
に及ぼす影響の解析

朴　奎珍 ﾊﾟｸ ｷﾞﾕｼﾞﾝ 食品科学 β-クリプトキサンチンの 金沢大学 医薬保健学総 檜井　栄一 准教授
変形性関節症予防効果の検
討

合研究科

平瀬　大志 ﾋﾗｾ ﾀｲｼ 応用分子細胞 細胞の水輸送制御を介した 奈良先端科学技術 バイオサイエ 西條　雄介 准教授
生物学 植物防御応答機構の解明 大学院大学 ンス研究科

黄　松銭 ﾌｱﾝ ｿﾝﾁｴﾝ 水圏生命科学 アコヤガイ(Pinctada fuca 東京大学 農学生命科学 浅川　修一 教授
ta)小分子RNAの機能解析 研究科

福留　光挙 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾐﾂﾀｶ 植物栄養学・ 根粒共生系の老化遅延と環 鹿児島大学 理工学研究科 内海　俊樹 教授
土壌学 境ストレス耐性付与を目的

とした植物ヘモグロビンの
応用

福村　圭介 ﾌｸﾑﾗ ｹｲｽｹ 昆虫科学 フタホシコオロギにおける 東京大学 新領域創成科 永田　晋治 准教授
脂質代謝に調節される栄養
分選好性行動の分子機構の
解明

学研究科

藤原　祥子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾖｳｺ 応用微生物学 植物病原性細菌が有する病 愛媛大学 連合農学研究 田淵　光昭 教授
原因子エフェクターの分子
機能の解明

科

堀上　大貴 ﾎﾘｶﾐ ﾀﾞｲｷ 統合動物科学 血管新生に着目した虚血性 東京大学 農学生命科学 村田　幸久 准教授
疾患の新規治療法開発 研究科
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三木　健司 ﾐｷ ｹﾝｼﾞ 地域環境工学 リアルタイム花粉モニター 京都大学 農学研究科 川島　茂人 教授
・計画学 による花粉粒子塊の時空間

的動態解析

水谷　雪乃 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｷﾉ 水圏生命科学 浅海由来生物のエラから探 三重大学 生物資源学研 福崎　智司 教授
るイプシロンプロテオバク
テリア綱細菌の分布と機能

究科

味藤　未冴 ﾐﾄｳ ﾐｻｷ 農業環境・情 熱画像と音情報を用いる機 筑波大学 システム情報 水谷　孝一 教授
来 報工学 械学習アプローチによる豚

のためのヘルスケア実現
工学研究科

峰　翔太郎 ﾐﾈ ｼﾖｳﾀﾛｳ 昆虫科学 膜翅目昆虫カブラハバチの 東京大学 新領域創成科 鈴木　雅京 准教授
性決定関連遺伝子の同定と
その機能解析

学研究科

宮澤　拳 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝ 応用微生物学 シグナル伝達による糸状菌 東北大学 農学研究科 阿部　敬悦 教授
細胞壁α-1，3-グルカンの
生物機能発現と細胞壁構築
機構

向井　真那 ﾑｶｲ ﾏﾅ 森林科学 火山灰土壌に生育する樹木 京都大学 農学研究科 北山　兼弘 教授
のリン獲得メカニズムの解
明

宗像　祥久 ﾑﾅｶﾀ ﾔｽﾋｻ 動物生産科学 卵胞発育を制御する細胞外 東京農業大学 農学研究科 岩田　尚孝 教授
核酸：卵子の質の向上に向
けて

村上　悠 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ 水圏生産科学 卵巣移行シグナルを利用し 京都大学 農学研究科 木下　政人 助教
た新規遺伝子改変法

本山　賢人 ﾓﾄﾔﾏ ｹﾝﾄ 応用生物化学 新奇メバロン酸経路関連酵 名古屋大学 生命農学研究 邊見　久 准教授
素を用いた次世代バイオ燃
料の微生物生産システムの
開発

科

ＭＯＮＳＨ ﾓﾝｼ ﾌｱｸﾙ ｲ 作物生産科学 低アレルゲンソバ育成のた 京都大学 農学研究科 白岩　立彦 教授
Ｉ　ＦＡＫ
ＨＲＵＬ　
ＩＳＬＡＭ

ｽﾗﾑ めの種子貯蔵タンパク質遺
伝子の多型解析

柳井　真瑚 ﾔﾅｲ ﾏｺ 獣医学 ボルナウイルス感染におけ 京都大学 生命科学研究 朝長　啓造 教授
るRNA編集酵素ADAR2の意義
と分子基盤の解明

科

山崎　耀平 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾍｲ 水圏生命科学 マナマコの消化管再生に伴 北海道大学 水産科学院 澤辺　智雄 教授
う微生物叢のダイナミクス
と再生促進作用の解析

遊佐　礼 ﾕｻ ｱｷﾗ 植物保護科学 アブラナ科植物におけるウ 東京大学 農学生命科学 山次　康幸 准教授
イルス抵抗性の獲得メカニ
ズムに関する研究

研究科

横山　文秋 ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｱｷ 応用微生物学 細菌による膜小胞分泌機構 京都大学 農学研究科 栗原　達夫 教授
の解明と膜小胞を基盤とし
た異種タンパク質生産への
応用

李　星文 ﾘ ｾｲﾌﾞﾝ 応用分子細胞 新規受容体型キナーゼLMK1 北海道大学 生命科学院 山口　淳二 教授
生物学 による栄養条件に応じた病

原体抵抗性チューニング機
構
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相澤　風花 ｱｲｻﾞﾜ ﾌｳｶ 医療系薬学 長鎖脂肪酸受容体 GPR40/F 神戸学院大学 薬学研究科 徳山　尚吾 教授
FAR1 を介した痛みの慢性
化メカニズムの解明

安達　裕助 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ 循環器内科学 エストロゲンの心血管病に 東京大学 大学院医学系 小室　一成 教授
対する作用機構解明および
新たな治療戦略の構築

研究科

姉川　大輔 ｱﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽ 環境生理学（ 哺乳類冬眠動物が有する低 東京大学 薬学系研究科 三浦　正幸 教授
ｹ 含体力医学・

栄養生理学）
体温耐性のメカニズムの解
明

荒木　健 ｱﾗｷ ﾀｹﾙ 物理系薬学 有機スピンとGd錯体から成 九州大学 薬学府 山田　健一 教授
る機能性超分子MRI造影剤
の構築

井口　恵里 ｲｸﾞﾁ ｴﾘｺ 消化器内科学 DNAメチル化酵素・脱メチ 京都大学 医学研究科 妹尾　浩 教授
子 ル化酵素の肝特異的ノック

アウトマウスの表現型解析

池田　真由 ｲｹﾀﾞ ﾏﾕﾐ 医療系薬学 血清アルブミンにおける活 徳島大学 大学院薬科学 石田　竜弘 教授
美 性イオウの機能解明と酸化

ストレス疾患治療への応用
教育部

石垣（徳永 ｲｼｶﾞｷ(ﾄｸﾅｶ 皮膚科学 慢性移植片対宿主病やその 京都大学 医学研究科 椛島　健治 教授
）　茉以 ﾞ) ﾏｲ 線維化におけるIL-33の役

割の解明

石原　大嗣 ｲｼﾊﾗ ﾀﾞｲｼ 医化学一般 転写因子GATA1変異に起因 東北大学 医学系研究科 山本　雅之 教授
した多段階白血病発症メカ
ニズムの解析

市川　智大 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 化学系薬学 アルコールを水素キャリア 岐阜薬科大学 薬学研究科 佐治木　弘尚 教授
としたマイクロ波が媒介す
る連続的水素製造法の開発
と応用

伊藤　文哉 ｲﾄｳ ﾌﾐﾔ 実験病理学 悪性中皮腫幹細胞の形成過 名古屋大学 医学系研究科 豊國　伸哉 教授
程および維持機構の解明

稲垣　舞 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｲ 医療系薬学 プロスタグランジン輸送体 慶應義塾大学 薬学研究科 登美　斉俊 教授
による胎児発育・分娩の統
合調整機構の解明

入木　朋洋 ｲﾘｷ ﾄﾓﾋﾛ 病態医化学 プロテアソーム転写制御機 東京大学 薬学系研究科 村田　茂穂 教授
構の解明と創薬への展開

岩渕　英里 ｲﾜﾌﾞﾁ ｴﾘﾅ 人体病理学 HER2タンパク質間相互作用 東北大学 医学系研究科 笹野　公伸 教授
奈 の可視化～乳癌新規コンパ

ニオン診断技術への展望～

梅田　香苗 ｳﾒﾀﾞ ｶﾅｴ 応用薬理学 リソソーム内加水分解酵素 広島大学 医歯薬保健学 古武　弥一郎 准教授
の分解メカニズム解明と新
規リソソーム病治療戦略の
開発

研究科

浦江　聖也 ｳﾗｴ ｾｲﾔ 腎臓内科学 腎尿細管再吸収の動的機能 東京大学 大学院医学系 南學　正臣 教授
解析による慢性腎臓病発症
メカニズムの解明

研究科

Ｅｌ　Ｓｅ ｴﾙｾｳﾃﾞｲ ｱﾌ 機能系基礎歯 線維芽細胞増殖因子１のCC 岡山大学 大学院医歯薬 久保田　聡 教授
ｏｕｄｉ　
Ａｂｄｅｌ
ｌａｔｉｆ

ﾞﾃﾞﾗﾃｲﾌ 科学 Nファミリー2遺伝子制御と
変形性関節症における役割

学総合研究科

大内　彩子 ｵｵｳﾁ ｱﾔｺ 生物系薬学 統合失調症における認知機 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
能障害への歯状回苔状細胞
の関与
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太田　礼伊 ｵｵﾀ ﾚｲﾔ 化学系薬学 新規エーテルライゲーショ 大阪大学 薬学研究科、 有澤　光弘 准教授
也 ン法の開発と生体内ポリア

ミン標的RNAアプタマーの
取得

創成薬学専攻

大瀧　夏子 ｵｵﾀｷ ﾅﾂｺ 免疫学 肺線維症におけるILC2の役 慶應義塾大学 医学研究科 小安　重夫 客員教授
割解明

大西　勇気 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ 応用薬理学 mTORシグナルを標的とした 金沢大学 医薬保健学総 檜井　栄一 准教授
新規骨粗鬆症治療薬開発の
ための基礎研究

合研究科

大橋　啓史 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ ウイルス学 芳香族炭化水素受容体ーC 東京理科大学 理工学研究科 渡士　幸一 客員准教授
型肝炎ウイルス相互作用が
制御する肝脂肪化と肝発が
んの機序

大村　卓也 ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 医化学一般 ALCAM/CD166のシェディン 東京医科歯科大学 大学院医歯学 吉本　貴宣 講師
グ感受性を規定する分子機
構と機能的意義の解明

総合研究科

大山　奈津 ｵｵﾔﾏ ﾅﾂｺ 医療系薬学 吸引圧刺激を利用した腎臓 長崎大学 医歯薬学総合 川上　茂 教授
子 線維芽細胞選択的遺伝子導

入法による再生医療の展開
研究科

岡森　慧 ｵｶﾓﾘ ｻﾄｼ 呼吸器内科学 重症インフルエンザウイル 慶應義塾大学 医学研究科 別役　智子 慶應義塾大学
ス感染症におけるADAM10の
保護的機構の解明

医学部　呼吸
器内科　教授

Ｋａｒｐａ ｶｰﾊﾟﾃｲｰ ｱﾆ 応用薬理学 アストロサイト機能におけ 東北大学 医学系研究科 谷内　一彦 教授
ｔｉ　Ａｎ
ｉｋｏ

ｺｰ るヒスタミンの新規役割に
ついて

嘉島　相輝 ｶｼﾏ ｿｳｷ 泌尿器科学 腎細胞がんに対するiPS細 秋田大学 医学系研究科 井上　高光 准教授
胞を用いた抗原特異的キラ
ーT細胞再生治療法の開発

梶野　英俊 ｶｼﾞﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ 創薬化学 人工触媒システムを用いた 東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授
ヒストンのアセチル化修飾
による新規治療概念の創出

片岡　健輔 ｶﾀｵｶ ｹﾝｽｹ 整形外科学 腱/靭帯マスター遺伝子Mkx 東京医科歯科大学 医歯学総合研 淺原　弘嗣 教授
を用いた3次元張力負荷培
養による人工腱/靭帯組織
作製

究科

加藤　大祐 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 実験病理学 酸性環境は乳癌の上皮間葉 三重大学 医学系研究科 吉田　利通 教授
移行を促進する

川口　高徳 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾄｸ 腎臓内科学 NKCC2のエンドサイトーシ 立命館大学 薬学研究科 浅野　真司 教授
スとBartter症候群におけ
るモエシンの役割の解明

川添　亮太 ｶﾜｿｴ ﾘﾖｳﾀﾛ 解剖学一般（ 脳発生のin vivo二光子ラ 名古屋大学 医学系研究科 宮田　卓樹 教授
郎 ｳ 含組織学・発

生学）
イブ解析:神経前駆細胞の
脳室面離脱と力学要因の関
係

菊池　一徳 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 生物系薬学 GPR120を介した新規アミロ 東京大学 薬学系研究科 富田　泰輔 教授
イドβ分解活性制御機構の
解明

城野　柳人 ｷﾉ ﾘﾕｳﾄ 創薬化学 アルツハイマー病治療を目 東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授
指した近赤外光で励起可能
なAβ選択的光酸素化触媒
の開発



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名分科・細目氏名 カナ氏名

ＤＣ２・医歯薬学　108名　平成30年度特別研究員採用者一覧

Ｋｉｍ　Ｈ ｷﾑ ﾋﾖｼﾞ ウイルス学 上皮細胞特異因子がEBウイ 島根大学 島根大学大学 吉山　裕規 教授
ｙｏｊｉ ルスmiRNAの転写を高め潜

伏感染維持と腫瘍形成に働
く

院医学研究科

Ｋｕｍａｒ ｸﾏｰﾙ ｱﾛﾂｸ 免疫学 キラーT細胞のエネルギー 京都大学 医学研究科 本庶　佑 特別教授
　Ａｌｏｋ 代謝機構の解析とPD-1阻害

がん免疫治療の効果予測

栗林　和華 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾜｶｺ 血液内科学 加齢造血幹細胞におけるメ 千葉大学 大学院医学薬 金田　篤志 教授
子 タロチオネイン遺伝子の機

能解明
学府

粉川　明日 ｺｶﾜ ｱｽｶ 神経解剖学・ アミロイド凝集過程におけ 東京大学 大学院医学系 岩坪　威 教授
香 神経病理学 るアポリポ蛋白Eのアイソ

フォーム特異的な作用機序
の解明

研究科

金野　匠 ｺﾝﾉ ﾀｸﾐ 人体病理学 3細胞間機能分子のヒト正 札幌医科大学 札幌医科大学 小島　隆 教授
常細胞の上皮バリアおよび
がん細胞の悪性化抑制にお
ける役割

 医学部附属
フロンティア
医学研究所 
細胞科学部門

齋藤　浩大 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 生物系薬学 STAP-2によるT細胞活性化 北海道大学 生命科学院 松田　正 教授
制御機構の解明と自己免疫
疾患への寄与の検証

佐伯　尚紀 ｻｴｷ ﾀｶﾉﾘ 薬理系薬学 平滑筋カルシウムマイクロ 名古屋市立大学 薬学研究科 山村　寿男 教授
ドメインの破綻による病態
形成機構の解明

坂倉　恵 ｻｶｸﾗ ﾒｸﾞﾐ 実験病理学 小児ラブドイド腫瘍発がん 京都大学 医学研究科 齊藤　博英 教授
・進展におけるエピゲノム
変化の関与解明と治療法探
索

坂口　直哉 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 寄生虫学（含 オートファジー関連タンパ 大阪大学 医学系研究科 山本　雅裕 教授
衛生動物学） ク質のIFN-γ誘導性抗原虫

応答における役割の解明

佐竹　瞬 ｻﾀｹ ｼﾕﾝ 化学系薬学 機能性キラル対アニオン導 北海道大学 生命科学院 松永　茂樹 教授
入を基軸とする触媒的不斉
C-H官能基化反応の開発

佐藤　達之 ｻﾄｳ ﾀﾂﾕｷ 循環器内科学 マクロファージ由来VEGFを 東京大学 大学院医学系 小室　一成 教授
介した新たな血圧調節機構
の解明

研究科

佐野　芳 ｻﾉ ｶｵﾘ 感染症内科学 抗体レパトア解析によるイ 東北大学 医学系研究科 長谷川　秀樹 客員教授
ンフルエンザワクチン有効
性発現機構の解明

佐野　暢哉 ｻﾉ ﾉﾌﾞﾔ 脳神経外科学 小脳-大脳皮質間ネットワ 新潟大学 医歯学総合研 西村　幸男 客員教授
ークが視覚-運動座標変換
を実現することを因果的に
解明する

究科

澤藤　司 ｻﾜﾄｳ ﾂｶｻ 化学系薬学 合成ヘリセンオリゴマーの 東北大学 薬学研究科 山口　雅彦 教授
不均一系・非平衡系化学反
応と自己組織化

柴崎　美里 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾐｻﾄ 感染症内科学 ウイルス増殖を制御する宿 東京大学 大学院医学系 川口　寧 教授
主キナーゼの網羅的同定～
抗ウイルス剤の標的同定に
向けて～

研究科
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島田　洋樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 病態検査学 脂肪細胞由来液性因子によ 東北大学 医学系研究科 菅原　明 教授
る肥満高血圧の分子機序解
明及び新規バイオマーカー
の開発

清水　桜 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗ 脳神経外科学 多能性幹細胞を用いた頭蓋 東京大学 大学院医学系 齊藤　延人 教授
内胚細胞腫モデルの作成 研究科

推名　健太 ｽｲﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 呼吸器内科学 肺がんにおけるxCT依存的 順天堂大学 順天堂大学大 高橋　和久 教授
郎 アミノ酸輸送を介した足場

非依存性増殖能の獲得メカ
ニズム

学院医学研究
科　呼吸器内
科学

須賀　隆浩 ｽｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 医療系薬学 NASH病態形成メカニズムに 東北大学 薬学研究科 眞野　成康 教授
おける胆汁酸の寄与解明と
化学診断への応用

菅原　祥 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾖｳ 生理学一般 脂肪細胞におけるミトコン 東京大学 薬学系研究科 一條　秀憲 教授
ドリアを介したエネルギー
代謝機構の解明

高橋　未来 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 環境・衛生系 トランス脂肪酸による動脈 東北大学 薬学研究科 松沢　厚 教授
薬学 硬化症発症の分子機構解明

および予防・治療戦略の開
発

竹内　康英 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾃﾞ 整形外科学 次世代シーケンサーを用い 京都大学 医学研究科 小川　誠司 教授
た粘液線維肉腫の網羅的解
析と新規治療標的の探索

竹越　大輔 ﾀｹｺｼ ﾀﾞｲｽｹ 解剖学一般（ 初期発生におけるAc/N-end 愛媛大学 医学系研究科 阪中　雅広 教授
含組織学・発
生学）

 ruleの果たす役割につい
て

田中　秀明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 医化学一般 ミトコンドリア脆弱性に関 東京大学 薬学系研究科 後藤　由季子 教授
わるペルオキシソームの新
規機能

田中　悠介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 環境生理学（ 体内動態特性とリガンド活 東京大学 薬学系研究科 鈴木　洋史 教授
含体力医学・
栄養生理学）

性を考慮した病態発症に関
わる悪玉酸化コレステロー
ルの同定

田中　亮多 ﾀﾅｶ ﾘﾖｳﾀ 皮膚科学 悪性黒色腫におけるPD-1を 筑波大学 人間総合科学 藤本　学 教授
介した制御性T細胞の抗腫
瘍効果に対する役割の解明

研究科

田辺　創思 ﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 神経解剖学・ 先端的神経ネットワーク解 京都大学 理学研究科 高田　昌彦 教授
神経病理学 析手法による大脳皮質-大

脳基底核ループの構築様式
の解明

鶴留　優也 ﾂﾙﾄﾞﾒ ﾕｳﾔ 応用薬理学 機能性分子の土台である足 九州大学 薬学府 大戸　茂弘 教授
場タンパク質の発現リズム
に基づいた膜タンパク質の
機能解析

Ｄｉｎｇ　 ﾃｲ ﾈｲ 物理系薬学 光音響法に基づくがんのセ 京都大学 薬学研究科 小野　正博 教授
Ｎｉｎｇ ラノスティックスに資する

分子プローブの開発

豊田　洋介 ﾄﾖﾀ ﾖｳｽｹ 創薬化学 Transrepression選択的PPA 東京大学 薬学系研究科 橋本　祐一 教授
Rγリガンドの創製と構造
生物学的解析

堂上　久美 ﾄﾞｳｼﾞﾖｳ ｸﾐ 環境生理学（ アセチルコリン受容体を介 京都大学 薬学研究科 土居　雅夫 教授
子 ｺ 含体力医学・

栄養生理学）
した概日時計の非光同調機
構の解明
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中西　由光 ﾅｶﾆｼ ﾖｼﾐﾂ 免疫学 免疫代謝を介した慢性炎症 大阪大学 医学系研究科 熊ノ郷　淳 教授
惹起メカニズムの解明

中村　匠 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 神経化学・神 遺伝子改変マウスを用いた 東京大学 総合文化研究 坪井　貴司 教授
経薬理学 双極性障害患者デノボ変異

の機能解析
科

長島　俊太 ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾕﾝﾀ 医化学一般 転写共役因子YAP1/TAZとク 東京医科歯科大学 大学院医歯学 畑　裕 教授
ロマチン構造変換複合体の
関係性の解析

総合研究科

丹生　光咲 ﾆｳ ﾐｻｷ 薬理系薬学 情動障害の発症機構解明と 大阪大学 薬学研究科 橋本　均 教授
創薬標的分子の探索

西　克幸 ﾆｼ ｶﾂﾕｷ 血液内科学 長期造血幹細胞特異的に発 京都大学 医学研究科 高折　晃史 教授
現するHoxb5が調節する遺
伝子群を同定する研究

西川　将司 ﾆｼｶﾜ ﾏｻｼ 生物系薬学 新規GPCRシグナル依存性Rh 岐阜大学 連合創薬医療 上田　浩 教授
o活性化因子の同定と細胞
形態制御機構の解明

情報研究科

西田　美智 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾁｺ 高齢看護学 摂食障害における自閉症ス 京都大学 医学研究科 村井　俊哉 教授
子 ペクトラム傾向と脳内ネッ

トワークとその継時的変化

根城　尭英 ﾈｼﾞﾖｳ ﾀｶﾋﾃ 腫瘍生物学 神経膠腫の抗腫瘍免疫応答 東京大学 大学院医学系 齊藤　延人 教授
ﾞ およびその経時変化と修飾

因子のオミクス解析による
探索

研究科

農野　将功 ﾉｳﾉ ﾏｻﾉﾘ 環境生理学（ ストレス耐性上昇を次世代 京都大学 生命科学研究 日下部　杜央 講師
含体力医学・
栄養生理学）

へと継承させる組織間ネッ
トワークの解明

科

野口　公輔 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 物理系薬学 機能性ペプチドカクテル修 大阪府立大学 理学系研究科 中瀬　生彦 准教授
飾型エクソソームの腫瘍へ
のオンデマンド薬物送達技
術

野々宮　悠 ﾉﾉﾐﾔ ﾕｳﾏ 腫瘍治療学 がん分子標的治療薬の耐性 慶應義塾大学 薬学研究科 杉本　芳一 教授
真 因子としてのPI3K-AKT経路

の解析

久松　大介 ﾋｻﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 生理学一般 分化能が低下した神経幹細 慶應義塾大学 医学研究科 岡野　栄之 教授
胞の「若返り」を担う組織
特異的初期化因子の同定

菱川　彰人 ﾋｼｶﾜ ｱｷﾋﾄ 腎臓内科学 ポドサイトにおけるKAT5を 慶應義塾大学 医学研究科 伊藤　裕 教授
介したエピゲノム制御機構
とその生理的意義

平島　英明 ﾋﾗｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 医学物理学・ 患者個別のガンマ解析法の 京都大学 医学研究科 溝脇　尚志 教授
放射線技術学 開発，及び，機械学習を用

いた簡易的QA方法の開発

廣野　貴之 ﾋﾛﾉ ﾀｶﾕｷ 生物系薬学 肺癌におけるmiR-130 fami 大阪大学 薬学研究科 辻川　和丈 教授
lyの機能解明と治療標的と
しての評価

細田　祥勝 ﾎｿﾀﾞ ﾖｼｶﾂ 眼科学 近視性黄斑症に関連する遺 京都大学 医学研究科 辻川　明孝 教授
伝子の解明

本間　りり ﾎﾝﾏ ﾘﾘﾉ 腫瘍生物学 消化器癌オルガノイドを用 広島大学 医歯薬保健学 安井　弥 教授
の いた癌幹細胞特異的T-UCR

の発現・機能解析
研究科
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前田　史雄 ﾏｴﾀﾞ ﾌﾐｵ ウイルス学 HSV-1感染細胞の核膜にお 東京大学 新領域創成科 川口　寧 教授
いて膜融合を引き起こす実
行因子の同定

学研究科

増澤　啓太 ﾏｽｻﾞﾜ ｹｲﾀ 呼吸器内科学 ヒト肺癌検体を用いたゲノ 慶應義塾大学 医学研究科 別役　智子 慶應義塾大学
ム・メタボローム解析によ
るバイオマーカー・治療標
的の解明

医学部呼吸器
内科教授

松岡　純平 ﾏﾂｵｶ ｼﾞﾕﾝﾍ 化学系薬学 金触媒を用いた連続反応を 京都大学 薬学研究科 大野　浩章 教授
ﾟｲ 基盤とする新規複素環骨格

構築法の開発と全合成への
応用

松崎　哲郎 ﾏﾂｻﾞｷ ﾃﾂｵ 医化学一般 プロテアソーム活性が寿命 東京大学 薬学系研究科 村田　茂穂 教授
を変化させる分子機構の解
明

松田　真太 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 代謝学 臓器間ネットワークを司る 京都大学 医学研究科 木村　剛 教授
郎 多機能ペプチダーゼによる

糖代謝制御機構の解明

水野　秀明 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 血液内科学 JAK2変異陽性白血病におけ 東京大学 大学院医学系 黒川　峰夫 教授
る新規治療標的に関する研
究

研究科

溝口　貴洋 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋ 薬理系薬学 統合失調症病態におけるVG 岐阜薬科大学 薬学研究科 原　英彰 教授
ﾛ Fの役割に関する研究

三宅　健之 ﾐﾔｹ ﾀｹｼ 医療系薬学 有機カチオントランスポー 東京大学 薬学系研究科 楠原　洋之 教授
ターOCT2の内在性機能プロ
ーブ探索および生理機能の
解明

宮原　真紀 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｷ 基礎看護学 ナースコール履歴データと 東京大学 大学院医学系 真田　弘美 教授
医療情報の統合ビッグデー
タ解析による看護師リスク
状況推定

研究科

宮脇　敦士 ﾐﾔﾜｷ ｱﾂｼ 衛生学・公衆 家族内介護が介護者の精神 東京大学 大学院医学系 小林　廉毅 教授
衛生学 的・身体的健康に与える影

響の検討
研究科

本池　総太 ﾓﾄｲｹ ｿｳﾀ 歯周治療系歯 三次元間葉系幹細胞集塊を 広島大学 医歯薬保健学 栗原　英見 教授
学 細胞製剤として応用する新

規歯周組織再生療法開発
研究科

森崎　巧也 ﾓﾘｻｷ ﾀｸﾔ 創薬化学 創薬候補化合物の標的同定 徳島大学 大学院薬科学 大高　章 教授
の高効率化を指向した画期
的ツールの開発

教育部

森田　健太 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀ 化学系薬学 独自のエーテル環構築法を 大阪大学 薬学研究科 有澤　光弘 大阪大学薬学
利用するAmphidinolideCの
効率的全合成

部准教授

守屋　駿佑 ﾓﾘﾔ ｼﾕﾝｽｹ 医学物理学・ 陽子線治療における３次元 筑波大学 人間総合科学 榮　武二 教授
放射線技術学 位置照合レンジアダプティ

ブシステムの開発と有用性
の検討

研究科

安川　直樹 ﾔｽｶﾜ ﾅｵｷ 化学系薬学 不均一系触媒を駆使したタ 岐阜薬科大学 薬学研究科 佐治木　弘尚 教授
ンデム型多置換芳香族化合
物の構築法

山口　駿介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾕﾝｽ 医療系薬学 高分子医薬品の脳内送達に 熊本大学 薬学教育部 大槻　純男 教授
ｹ 資するヒト脳関門透過性環

状ペプチドの同定とDDSへ
の応用
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山下　英里 ﾔﾏｼﾀ ｴﾘｶ 医化学一般 生体イメージングによる骨 大阪大学 生命機能研究 石井　優 教授
華 髄niche(微小環境)を介し

た免疫逃避機構の解明
科

山城　邦比 ﾔﾏｼﾛ ｸﾆﾋｺ 神経生理学・ 小脳発生における自閉症感 東京医科歯科大学 医歯学総合研 星野　幹雄 連携教授
古 神経科学一般 受性遺伝子Auts2の分子機

能の解明
究科

山本　圭太 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 血液内科学 ASXL1がスプライシング機 東京大学 大学院医学系 北村　俊雄 教授
構に果たす役割の解明 研究科

山本　智子 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ 呼吸器内科学 腫瘍内不均一モデルと治療 京都大学 医学研究科 平井　豊博 教授
抵抗性に関する研究

横山　達士 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂｼ 神経化学・神 転写因子CREB活性のin viv 東京大学 大学院医学系 尾藤　晴彦 教授
経薬理学 o動態可視化による、長期

記憶形成の機序解明
研究科

吉川　祐介 ﾖｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 化学系薬学 縮環エーテル骨格を有する 大阪大学 薬学研究科 有澤　光弘 准教授
新規Na+/K+ ATPase阻害剤
の開発

吉田　慶多 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 神経化学・神 忌避行動における腹側海馬 慶應義塾大学 医学研究科 田中　謙二 准教授
朗 経薬理学 -側坐核回路の機能解明

吉永　直人 ﾖｼﾅｶﾞ ﾅｵﾄ 物理系薬学 フェニルボロン酸を架橋剤 東京大学 工学系研究科 Ｃａｂｒａｌ 准教授
として用いるmRNA内包高分
子ミセルの開発とその治療
応用

　Ｈｏｒａｃ
ｉｏ

吉本　怜子 ﾖｼﾓﾄ ﾚｲｺ 歯周治療系歯 接合上皮に高発現するメカ 九州大学 歯学府 西村　英紀 教授
学 ノレセプターTRPV4を標的

とした歯周病制御

Ｌｉｕ　Ｃ ﾘﾕｳ ﾁｰ ﾔｵ 神経生理学・ レム睡眠の制御を担う分子 筑波大学 グローバル教 林　悠 准教授
ｈｉｈーＹ
ａｏ

神経科学一般 や神経回路の同定と解析 育院

渡邉　裕亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 薬理系薬学 光遺伝学的手法を用いたcA 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
MPシグナル操作による記憶
固定メカニズムの検討
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青木　拓巳 ｱｵｷ ﾀｸﾐ 子ども学（子 思春期の子どもの睡眠に及 同志社大学 スポーツ健康 石井　好二郎 教授
ども環境学） ぼす至適な身体活動強度・

時間の解明
科学研究科

朝倉　泉 ｱｻｸﾗ ｲｽﾞﾐ ソフトウェア 高水準GPGPUプログラミン 東京工業大学 情報理工学院 増原　英彦 教授
グ言語処理系の形式検証

淺野　祐太 ｱｻﾉ ﾕｳﾀ 知覚情報処理 媒質による光の吸収特性を 東京工業大学 工学院 佐藤　いまり 特任教授
利用した形状推定および状
態認識に関する研究

池田　拓慧 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 生物分子化学 β-catenin変異がんに対す 慶應義塾大学 理工学研究科 井本　正哉 教授
る合成致死誘導機構の解析

石川　翔太 ｲｼｶﾜ ｼﾖｳﾀ 知能ロボティ 自動運転のパーソナライゼ 千葉大学 工学研究科 荒井　幸代 教授
クス ーションによる乗員の快適

性向上

石澤　秀紘 ｲｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋ 持続可能シス 根圏細菌群集のデザイン化 大阪大学 工学研究科 池　道彦 教授
ﾛ テム による水生バイオマス増産

技術の開発

井関　紗代 ｲｾｷ ｻﾖ 認知科学 嗅覚と触覚のマルチモーダ 名古屋大学 情報学研究科 北神　慎司 准教授
ルな意味的一致が商品の評
価や購買に及ぼす影響

井上　飛鳥 ｲﾉｳｴ ｱｽｶ ナノ材料工学 水分散性シリコン量子ドッ 神戸大学 工学研究科 藤井　稔 教授
トのバイオフォトニクス応
用に関する研究

今城　哉裕 ｲﾏｼﾛ ﾁｶﾋﾛ 生体医工学・ 機械振動を用いた汎用的培 慶應義塾大学 理工学研究科 竹村　研治郎 准教授
生体材料学 養ディッシュ内における3

次元細胞組織生成の研究

植田　祥明 ｳｴﾀﾞ ﾖｼｱｷ 知覚情報処理 ヒトの視覚的注意を考慮し 山口大学 創成科学研究 末竹　規哲 教授
た色量子化アルゴリズムの
開発

科

内山　瑛美 ｳﾁﾔﾏ ｴﾐｺ 知能ロボティ 脳・身体活動情報を活用し 東京大学 情報理工学系 中村　仁彦 教授
子 クス た動作支援基盤技術及び認

知虚弱の定量的推定技術の
開発

研究科

梅原　潤 ｳﾒﾊﾗ ｼﾞﾕﾝ 応用健康科学 運動の円滑性を用いたスト 京都大学 医学研究科 市橋　則明 教授
(B) レッチング効果指標の開発

-肩関節疾患への応用-

江上　周作 ｴｶﾞﾐ ｼﾕｳｻｸ ウェブ情報学 社会課題の因果関係と対策 電気通信大学 情報理工学研 川村　隆浩 客員准教授
・サービス情
報学

の費用対効果推論基盤の構
築

究科

大谷　侑也 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾔ 環境動態解析 ケニア山における氷河縮小 京都大学 文学研究科 水野　一晴 教授
が山麓水環境に及ぼす影響
の解明

大屋　優 ｵｵﾔ ﾏｻﾙ 情報セキュリ ハードウェアの不正動作検 早稲田大学 基幹理工学研 戸川　望 教授
ティ 出および個人情報漏えい対

策に関する研究
究科

岡田　昌大 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ デザイン学 相互作用ネットワークの最 九州大学 芸術工学府 鏑木　時彦 教授
適化に基づくパイプオルガ
ンの設計

奥戸　道子 ｵｸﾄﾞ ﾐﾁｺ 統計科学 数値解析理論を用いたハミ 東京大学 情報理工学系 駒木　文保 教授
ルトニアンモンテカルロの
高効率化と適用範囲の拡大

研究科
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奥村　恵美 ｵｸﾑﾗ ｴﾐｶ デザイン学 認知科学的アプローチを用 筑波大学 人間総合科学 山中　敏正 教授
佳 いた形態評価における力学

的感性の解明
研究科

柏原　杏子 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｷﾖｳ スポーツ科学 アスリートにおける運動後 早稲田大学 スポーツ科学 宮下　政司 准教授
ｺ (A) の食欲を亢進させる効果的

な水分摂取方法の検討
研究科

加戸　瞭介 ｶﾄ ﾘﾖｳｽｹ 認知科学 意識的処理の介入の有無が 筑波大学 人間総合科学 武田　裕司 准教授(連携
人物に対する感情反応に及
ぼす影響の解明

研究科 大学院)

金子　真大 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ 生体医工学・ 生細胞代謝の制御を実現す 東京大学 工学系研究科 石原　一彦 教授
生体材料学 る電子輸送ポリマーの開発

兼重　美希 ｶﾈｼｹﾞ ﾐｷ 身体教育学(A 上丘の中枢パターン発生器 京都大学 医学研究科 三谷　章 教授
) に対する制御機構の解明

河合　英理 ｶﾜｲ ｴﾘｺ 応用健康科学 代替医療による疲労・スト 大阪市立大学 医学研究科 岡崎　和伸 教授
子 (B) レス軽減作用機序の解明

川尻　舞衣 ｶﾜｼﾞﾘ ﾏｲｺ 応用健康科学 妊娠期における座位行動減 東北大学 医学系研究科 吉沢　豊予子 教授
子 (A) 少を目的とした介入の効果

検証

川邊　咲子 ｶﾜﾍﾞ ｻｷｺ 文化財科学・ 地域に見る民具コレクショ 金沢大学 人間社会環境 西本　陽一 教授
博物館学(A) ンの形成と人々のモノの価

値観：能登半島とイフガオ
を事例に

研究科

菅　孔太朗 ｶﾝ ｺｳﾀﾛｳ 自然共生シス 亜熱帯の汽水域の朽木内に 鹿児島大学 理工学研究科 佐藤　正典 教授
テム 生息するゴカイ科多毛類の

種相と生態特性

Ｇａｍａ　 ｶﾞﾏ ﾛﾄﾞﾘｹﾞ 情報学基礎理 携帯端末による適応型クラ 東北大学 情報科学研究 加藤　寧 教授
Ｒｏｄｒｉ
ｇｕｅｓ　
Ｔｉａｇｏ

ｽ ﾁｱｺﾞ 論 ウドコンピューティングシ
ステムの設計と評価

科

北村　知也 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ ヒューマンイ 電気刺激を用いた触覚通信 埼玉大学 理工学研究科 金子　裕良 教授
ンタフェース
・インタラク
ション

制御による触覚臨場感コミ
ュニケーションの実現

木下　雄貴 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 環境政策・環 トレードオフな環境負荷と 電気通信大学 情報理工学研 山田　哲男 准教授
境社会システ
ム

コストの多目的評価による
素材決定支援システムの開
発

究科

木本　充彦 ｷﾓﾄ ﾐﾂﾋｺ 知能ロボティ 複数人対話における引き込 同志社大学 理工学研究科 下原　勝憲 教授
クス み現象の解明と対話ロボッ

トへの応用

切通　優希 ｷﾘﾄﾞｵｼ ﾕｳｷ 学習支援シス 知の循環と継承を伴うナレ 熊本県立大学 アドミニスト 飯村　伊智郎 教授
テム ッジコミュニティ型プログ

ラミング学習支援システム
の構築

レーション研
究科

桐山　京子 ｷﾘﾔﾏ ｷﾖｳｺ 文化財科学・ 遺構における塩類風化の抑 京都大学 総合生存学館 DEROCHE　HEN 准教授
博物館学(A) 制環境の定量的な提示 RI

久後　裕菜 ｸｺﾞ ﾋﾛﾅ 食生活学 腹部大動脈瘤の進展・破裂 近畿大学 農学研究科 森山　達哉 教授
を予防しうる食生活関連要
因に関する研究

袈裟丸　仁 ｹｻﾏﾙ ﾋﾄｼ 放射線・化学 甲状腺ホルモンとリガンド 九州大学 理学府 野瀬　健 教授
志 物質影響科学 の結合におけるハロゲン原

子の受容体結合力増強機構
の解明
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小城　元 ｺｼﾞﾖｳ ｹﾞﾝ 環境技術・環 新規プロトン・電子混合伝 東京大学 新領域創成科 大友　順一郎 准教授
境負荷低減 導性材料の合成と高効率再

生形燃料電池システムの開
発

学研究科

小谷　鷹哉 ｺﾀﾆ ﾀｶﾔ スポーツ科学 リボソーム合成の活性化に 東京大学 総合文化研究 石井　直方 教授
(A) 着目した骨格筋肥大メカニ

ズムの解明とその応用
科

小林　大気 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 知能ロボティ 脚移動ロボットにおける三 大阪市立大学 工学研究科 田窪　朋仁 教授
クス 次元モデルベース歩行計画

小山　晃広 ｺﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 医用システム 新たな高速１光子検出器の 東京大学 工学系研究科 高橋　浩之 教授
開発とフォトンカウンティ
ングX線イメージングへの
応用

呉屋　良真 ｺﾞﾔ ﾘﾖｳﾏ スポーツ科学 新規の視機能計測法の確立 大阪大学 生命機能研究 七五三木　聡 教授
(A) とベストパフォーマンス発

揮のための視覚情報処理の
最適化

科

蔡　哲夫 ｻｲ ﾃﾂｵ 生物分子化学 アミロイドβ産生酵素プレ 東京大学 薬学系研究科 富田　泰輔 教授
セニリンの構造活性相関解
明

坂村　美奈 ｻｶﾑﾗ ﾐﾅ ヒューマンイ アバター化した場所を介し 慶應義塾大学 政策・メディ 中澤　仁 准教授
ンタフェース
・インタラク
ション

たインタラクションによる
市民参加型まちづくりの実
現

ア研究科

坂本　和歌 ｻｶﾓﾄ ﾜｶｺ 生体医工学・ 新規な構造転移型脂質デバ 東京工業大学 生命理工学院 丸山　厚 教授
子 生体材料学 イスの設計

櫻谷　あす ｻｸﾗﾔ ｱｽｶ 応用健康科学 ジョブ・クラフティング促 東京大学 大学院医学系 川上　憲人 教授
か (A) 進プログラムが労働者の心

の健康に及ぼす効果の検討
研究科

佐々木　勇 ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 知能情報学 生殖医療支援のための胚培 横浜国立大学 大学院工学府 濱上　知樹 教授
人 養士の暗黙知獲得を目的と

した深層学習による知的動
画像処理

塩井　隆円 ｼｵｲ ﾀｶﾐﾂ マルチメディ 最新デバイス技術を活用し 東京工業大学 情報理工学院 横田　治夫 教授
ア・データベ
ース

た効率的なOLTP／OLAP同時
実行機構

ＳＰＲＩＮ ｼﾕﾌﾟﾘﾝｶﾞｰ 高性能計算 Ruby言語のGPGPU拡張に対 東京工業大学 情報理工学院 増原　英彦 教授
ＧＥＲ　Ｍ
ＡＴＴＨＩ
ＡＳ

ﾏﾃｲｱｽ する言語抽象化機構と最適
化技法の研究

菅井　洋太 ｽｶﾞｲ ﾖｳﾀ 環境動態解析 温帯沿岸域の海面ミクロ層 創価大学 工学研究科 戸田　龍樹 工学研究科長
における一酸化炭素動態 ・教授

菅原　朔 ｽｶﾞﾜﾗ ｻｸ 知能情報学 状況モデルの形式化に基づ 東京大学 情報理工学系 相澤　彰子 教授
く自然言語読解システムの
構築

研究科

杉本　侑大 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ 環境影響評価 水圏環境中で新規マクロラ 愛媛大学 愛媛大学大学 鈴木　聡 教授
イド耐性遺伝子を運ぶ可動
性遺伝因子の解析

院連合農学研
究科

鈴木　惇 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 知能情報学 非正則モデルと情報量規準 東京大学 情報理工学系 山西　健司 教授
に関する研究 研究科

鈴木　雄太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 基盤・社会脳 主観的なグレア知覚形成の 豊橋技術科学大学 工学系研究科 中内　茂樹 教授
科学 神経機序の解明と客観評価

手法の提案
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角　大地 ｽﾐ ﾀﾞｲﾁ スポーツ科学 低酸素環境下での持久性運 立命館大学 スポーツ健康 後藤　一成 教授
(A) 動がコンディション関連指

標に及ぼす影響
科学研究科

図子　あま ｽﾞｼ ｱﾏﾈ スポーツ科学 リバウンドジャンプを用い 筑波大学 人間総合科学 尾縣　貢 教授
ね (A) た「次世代型筋力・パワー

アセスメント法」の開発と
実践

研究科

薛　雅文 ｾﾂ ｶﾌﾞﾝ 知覚情報処理 表現豊かな音声合成のため 北陸先端科学技術 情報科学研究 赤木　正人 教授
の複数言語用音声変換シス
テムに関する研究

大学院大学 科

高科　真紀 ﾀｶｼﾅ ﾏｷ 文化財科学・ 光源の違いによる近現代ア 学習院大学 人文科学研究 保坂　裕興 教授
博物館学(A) ーカイブズの劣化に関する

実証研究
科

高田　悠里 ﾀｶﾀﾞ ﾕﾘ 生物分子化学 グラミシジンAの大規模構 東京大学 薬学系研究科 井上　将行 教授
造活性相関による新規生物
活性分子の創出

高田　崚介 ﾀｶﾀﾞ ﾘﾖｳｽｹ ヒューマンイ 導電繊維を用いた手形状セ 筑波大学 システム情報 志築　文太郎 准教授
ンタフェース
・インタラク
ション

ンシングとその応用 工学研究科

高橋　啓悟 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ スポーツ科学 連続した異なる持久性運動 筑波大学 人間総合科学 鍋倉　賢治 教授
(A) を利用したREの優れた走動

作の解明
研究科

高橋　優 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 食生活学 胎児成長遅延改善のための 慶應義塾大学 薬学研究科 登美　斉俊 教授
食品中成分による胎盤アミ
ノ酸輸送体SNAT2賦活化

竹井　尚也 ﾀｹｲ ﾅｵﾔ スポーツ科学 短時間・高強度運動に対す 東京大学 総合文化研究 八田　秀雄 教授
(A) る「血中乳酸濃度増加率」

を用いた新しい測定評価法
の開発

科

竹田　昂典 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 基盤・社会脳 ヒトの動的皮質下情動処理 九州大学 医学系学府 飛松　省三 教授
科学 の見える化：扁桃体の賦活

/非賦活刺激を用いた脳磁
図研究

田島　研也 ﾀｼﾞﾏ ｹﾝﾔ 生物分子化学 リボソームトンネルの改変 東京大学 理学系研究科 菅　裕明 教授
によるペプチドへの多数の
D-アミノ酸の翻訳導入手法
の開発

田中　未央 ﾀﾅｶ ﾐｵﾘ 食生活学 肥満に伴う炎症性肝疾患に お茶の水女子大学 人間文化創成 飯田　薫子 教授
里 対する没食子酸の新規改善

メカニズムの解明
科学研究科

田中　良 ﾀﾅｶ ﾘﾖｳ 応用健康科学 子どもの疲労軽減を目指し 日本体育大学 体育科学研究 野井　真吾 教授
(A) た持続可能な実践の学校現

場への提案
科

田畑　智志 ﾀﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 知覚情報処理 高速高精度三次元ビジョン 東京大学 情報理工学系 石川　正俊 教授
を用いた時空間アーカイブ 研究科

田村　俊介 ﾀﾑﾗ ｼﾕﾝｽｹ 認知科学 ヒトの音韻知覚メカニズム 九州大学 システム情報 森　周司 教授
：「聴覚説」と「音声知覚
の運動理論」の統合とその
具体化

科学府

丹治　寛樹 ﾀﾝｼﾞ ﾋﾛｷ 知覚情報処理 実環境の音声信号に適した 明治大学 明治大学大学 鎌田　弘之 教授
統計モデリングおよび最適
化アルゴリズムの開発

院理工学研究
科
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塚本　佳也 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾅﾘ 生体医工学・ 生体外細胞操作による3次 大阪大学 生命機能研究 明石　満 特任教授
生体材料学 元生体組織の構築 科

續田　尚美 ﾂｷﾞﾀ ﾅｵﾐ 身体教育学(A 歩行動作におけるフラクタ 京都大学 人間・環境学 神崎　素樹 教授
) ル特性に着目した制御機構

の解明
研究科

辻　幸樹 ﾂｼﾞ ｺｳｷ 認知科学 選好の形成・変化および選 慶應義塾大学 社会学研究科 梅田　聡 教授
択意思決定の神経機構

津田　宏史 ﾂﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 情報学基礎理 スペクトルと信号対干渉雑 京都大学 情報学研究科 梅野　健 教授
論 音比を考慮した直交周波数

分割多重方式用フィルタの
開発

坪井　大和 ﾂﾎﾞｲ ﾔﾏﾄ 応用健康科学 腰痛セルフマネジメントに 神戸大学 保健学研究科 小野　玲 准教授
(A) 特化したモバイルヘルスの

開発と効果検証

津村　遼介 ﾂﾑﾗ ﾘﾖｳｽｹ 生体医工学・ 下腹部を対象とした極細針 早稲田大学 創造理工学研 岩田　浩康 教授
生体材料学 穿刺における正確性と安全

性を両立する制御戦略
究科

ＴＨＩＥＳ ﾃｲｰｽ ﾎﾙｶﾞｰ 情報学基礎理 常微分方程式の完全精度解 東京大学 総合文化研究 河村　彰星 准教授
　ＨＯＬＧ
ＥＲ

論 法の高速な実装に向けて 科

寺岡　諒 ﾃﾗｵｶ ﾘﾖｳ 知覚情報処理 聴覚的注意によるマルチモ 東北大学 情報科学研究 鈴木　陽一 教授
ーダル情報処理過程の解明 科

東井　千春 ﾄｳｲ ﾁﾊﾙ 認知科学 ベイズ推定を用いた身体的 お茶の水女子大学 人間文化創成 石口　彰 教授
自己意識メカニズムの検討 科学研究科

時野谷　勝 ﾄｷﾉﾔ ｶﾂﾕｷ スポーツ科学 運動による酸化ストレスが 筑波大学 人間総合科学 竹越　一博 教授
幸 (A) 生理活性物質であるレナラ

ーゼに及ぼす影響とそのメ
カニズム

研究科

ＤＯ　ＭＩ ﾄﾞｰ ﾐﾝ ﾃｲﾝ マルチメディ 環境IoTデータとソーシャ 熊本大学 自然科学研究 櫻井　保志 教授
ＮＨ　ＴＨ
ＩＮＨ

ア・データベ
ース

ルセンシングデータの統合
的ストリーム解析技術の開
発

科

中島　孝寛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ スポーツ科学 歩行中のつまずきからの姿 東京大学 総合文化研究 深代　千之 教授
(A) 勢回復メカニズムの解明 科

中村　太信 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｼﾝ 社会システム 2次元格子システムに対す 首都大学東京 システムデザ 山本　久志 教授
工学・安全シ
ステム

る部品の近接性を考慮した
信頼性評価方法の開発

イン研究科

中村　遼 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾖｳ 情報ネットワ 大規模情報指向ネットワー 関西学院大学 理工学研究科 大崎　博之 教授
ーク クのためのトランスポート

層プロトコル

中本　謙太 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝﾀ 計算科学 トポロジー最適化に基づく 名古屋大学 工学研究科 松本　敏郎 教授
多層電磁メタマテリアルの
設計法の構築

中本　裕哉 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 環境政策・環 動的離散選択モデルに基づ 九州大学 経済学府 加河　茂美 教授
境社会システ
ム

く自動車買い替え分析を通
したCO2削減ポテンシャル
の研究

中屋　佑紀 ﾅｶﾔ ﾕｳｷ 環境動態解析 その場分光観測による腐植 大阪大学 理学研究科 中嶋　悟 教授
物質生成模擬過程の速度論
的追跡
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新倉　春香 ﾆｲｸﾗ ﾊﾙｶ 生物分子化学 抗生物質生合成酵素群に見 福井県立大学 生物資源学研 濱野　吉十 教授
出したグリシンオキシダー
ゼ様酵素の機能解析と応用
利用

究科

ＮＩＳＡＲ ﾆｻﾙ ｻｼﾞﾂﾄﾞ 医用システム 低侵襲手術のための新しい 京都大学 工学研究科 松野　文俊 教授
　ＳＡＪＩ
Ｄ

遠隔手術ロボットシステム
の設計と実現

西田　典起 ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘｷ ソフトコンピ 談話構造と知識に基づく自 東京大学 情報理工学系 中山　英樹 准教授
ューティング 然言語理解のための深層学

習モデルの提案
研究科

新田　千枝 ﾆﾂﾀ ﾁｴ 応用健康科学 高齢アルコール依存症に対 筑波大学 人間総合科学 森田　展彰 准教授
(B) する認知リハビリテーショ

ンプログラムの開発
研究科

根本　裕太 ﾈﾓﾄ ﾕｳﾀ 応用健康科学 認知機能改善効果の高い運 早稲田大学 早稲田大学大 鈴木　克彦 教授
(A) 動介入方法の検討：ポール

ウォーキングに着目した大
規模調査

学院スポーツ
科学研究科

野田　訓広 ﾉﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ ソフトウェア 動的オブジェクト利用パタ 東京工業大学 情報理工学院 小林　隆志 准教授
ーンの進化分析によるドメ
イン固有仕様マイニング

野村　将人 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾄ 応用健康科学 廃用によって変性した関節 神戸大学 保健学研究科 森山　英樹 教授
(B) 軟骨の過剰・異常なメカニ

カルストレスに対する応答
の解明

長谷川　健 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 計算機システ IoT時代における機械学習 早稲田大学 基幹理工学研 戸川　望 教授
人 ム を用いたハードウェアトロ

イ識別に関する研究
究科

塙　大樹 ﾊﾅﾜ ﾋﾛｷ 応用健康科学 異常筋シナジーと関節トル 埼玉県立大学 保健医療福祉 金村　尚彦 教授
(A) クに基づく脳卒中患者立ち

上がり動作の適応的制御機
構解明

学研究科

林　勝悟 ﾊﾔｼ ｼﾖｳｺﾞ 知能情報学 物理モデルと分野依存知識 京都大学 情報学研究科 鹿島　久嗣 教授
を考慮した時空間データの
異常検知

林　祥平 ﾊﾔｼ ｼﾖｳﾍｲ 生物分子化学 多価不飽和脂肪酸合成酵素 北海道大学 大学院総合化 大利　徹 教授
における生産性と生産物制
御機構の解明

学院

早瀬　允人 ﾊﾔｾ ﾏｺﾄ 感性情報学 統合失調症にみられる特異 京都大学 医学研究科 村井　俊哉 教授
的感性の神経基盤の解明

原　裕太 ﾊﾗ ﾕｳﾀ 環境影響評価 半乾燥地農村における環境 京都大学 地球環境学舎 西前　出 准教授
保全策の影響診断と最適化
のための実践的研究

包　倩 ﾊﾞｵ ﾁﾝ 環境技術・環 高透水能とバイオフィルム 東京農工大学 大学院工学府 寺田　昭彦 准教授
境負荷低減 形成抑制能を兼ね備えた新

規酵素固定化型ろ過膜の開
発

肥田　格 ﾋﾀﾞ ｲﾀﾙ ソフトコンピ 学習型スマート情報処理を 北海道大学 大学院情報科 浅井　哲也 教授
ューティング 実現する集積回路アーキテ

クチャの開拓
学研究科

檜森　弘一 ﾋﾓﾘ ｺｳｲﾁ リハビリテー 関節疾患に伴う筋力低下に 札幌医科大学 保健医療学研 古名　丈人 教授
ション科学・
福祉工学

対する伸張性収縮を利用し
た新規電気刺激療法の開発

究科
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平岡　大樹 ﾋﾗｵｶ ﾀﾞｲｷ 認知科学 虐待の世代間伝達に関する 京都大学 教育学研究科 野村　理朗 准教授
心理・生理学的検討

平賀　慎一 ﾋﾗｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛ リハビリテー ミクログリアを標的にした 大阪大学 医学系研究科 山下　俊英 教授
郎 ｳ ション科学・

福祉工学
神経回路再編を伴う慢性痛
の発症メカニズムの解明

福井　一輝 ﾌｸｲ ｶｽﾞｷ 知能情報学 大規模マルチモーダルデー 京都大学 情報学研究科 下平　英寿 教授
タの分散表現

福家　健宗 ﾌｸｲｴ ﾀｹﾑﾈ 応用健康科学 脳機能向上の運動効果をさ 筑波大学 人間総合科学 征矢　英昭 教授
(A) らに高める運動環境の開発

：高グルーヴなリズムに着
目して

研究科

藤井　海斗 ﾌｼﾞｲ ｶｲﾄ 数理情報学 組合せ秘書問題とオンライ 東京大学 情報理工学系 岩田　覚 教授
ン機械学習 研究科

藤重　雄大 ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾕｳﾀ 情報学基礎理 文字列組合せ論に基づく大 九州大学 システム情報 竹田　正幸 教授
論 規模データ処理基盤技術 科学府

藤田　実沙 ﾌｼﾞﾀ ﾐｻ ソフトコンピ カオスニューラルネットワ 東京理科大学 工学研究科 池口　徹 教授
ューティング ークを用いたグラフ的シュ

タイナー木問題の解法

藤本　悠雅 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ ソフトコンピ 学習をとりいれたゲーム理 東京大学 総合文化研究 金子　邦彦 教授
ューティング 論の展開：他者行動の内部

表現と社会構造のダイナミ
クス

科

古庄　泰隆 ﾌﾙｼﾖｳ ﾔｽﾀｶ 知能情報学 ディープニューラルネット 奈良先端科学技術 情報科学研究 池田　和司 教授
ワークの特性解析と最適設
計

大学院大学 科

古本　拓朗 ﾌﾙﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 知能ロボティ フレネル領域超音波ビーム 東京大学 新領域創成科 篠田　裕之 教授
クス による浮遊物体運動制御に

関する研究
学研究科

馬　緻宇 ﾏ ﾁｳ 環境技術・環 好気性および嫌気性膜分離 京都大学 工学研究科 田中　宏明 教授
境負荷低減 活性汚泥法における薬剤耐

性遺伝子の動態に関する研
究

前田　圭介 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 知能情報学 専門家の認知プロセスを模 北海道大学 北海道大学大 長谷山　美紀 教授
擬した深層学習に基づく画
像分類技術の構築

学院情報科学
研究科

前田　久 ﾏｴﾀﾞ ﾋｻｼ 応用健康科学 伸張性収縮後に生じる微小 名古屋大学 医学系研究科 石田　浩司 教授
(A) 循環の変化が骨格筋の出力

やメカニクスに及ぼす影響
の解明

正井　克俊 ﾏｻｲ ｶﾂﾄｼ ヒューマンイ 装着型装置を用いた日常に 慶應義塾大学 理工学研究科 杉本　麻樹 准教授
ンタフェース
・インタラク
ション

おける自然な表情計測技術
の構築

増田　豊 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ 計算機システ 潜在性能を極限まで引き出 大阪大学 情報科学研究 橋本　昌宜 教授
ム す自律性能制御VLSI 科

又吉　秀仁 ﾏﾀﾖｼ ﾋﾃﾞﾋﾄ 持続可能シス 再生可能エネルギー導入促 琉球大学 琉球大学大学 千住　智信 教授
テム 進のため運用システム改善

と高効率制御器の開発
院理工学研究
科

松澤　貴司 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｼ 知能ロボティ 軟弱路面を超安定姿勢で移 早稲田大学 先進理工学研 高西　淳夫 教授
クス 動可能な脚型ロボットの腹

ばい運動生成に関する研究
究科
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水山　遼 ﾐｽﾞﾔﾏ ﾘﾖｳ 応用健康科学 身体運動による脳機能向上 大阪大学 生命機能研究 七五三木　聡 教授
(B) を目指す運動強度依存的な

知覚・認知機能調節の神経
機構解明

科

峯田　晋史 ﾐﾈﾀ ｼﾝｼﾛｳ スポーツ科学 足関節内反捻挫の危険動作 早稲田大学 スポーツ科学 広瀬　統一 教授
郎 (A) とその要因の検討 研究科

宮島　沙織 ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｵﾘ 知覚情報処理 作業動作計測に基づく腰部 北海道大学 大学院情報科 宮田　なつき 客員准教授
疾病リスク管理システムの
開発

学研究科

宮原　英之 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 数理情報学 機械学習アルゴリズムの量 東京大学 情報理工学系 合原　一幸 教授
子統計力学的な拡張とその
性質の解明

研究科

宮藤　詩緒 ﾐﾔﾌｼﾞ ｼｵ ヒューマンイ 実時間追跡と実時間投影を 東京工業大学 情報理工学院 小池　英樹 教授
ンタフェース
・インタラク
ション

用いた球体型インタラクテ
ィブディスプレイに関する
研究

村上　雅哉 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 情報ネットワ 脳の情報通信メカニズムの 大阪大学 情報科学研究 村田　正幸 教授
ーク 情報ネットワークへの応用 科

村田　暁紀 ﾑﾗﾀ ｱｷﾉﾘ ソフトコンピ 超過密状態における進化計 電気通信大学 情報理工学研 高玉　圭樹 教授
ューティング 算に基づく航空機経路・到

着順最適化
究科

目黒　友啓 ﾒｸﾞﾛ ﾄﾓﾋﾛ ケミカルバイ アジド基の保護法を基軸に 東京医科歯科大学 医歯学総合研 細谷　孝充 教授
オロジー した多機能性分子の簡便構

築法の開発
究科

森　陽紀 ﾓﾘ ﾊﾙｷ 計算機システ 大規模AI学習向け高速推論 神戸大学 システム情報 川口　博 教授
ム 学習と省電力を両立する深

層学習プロセッサのコデザ
イン

学研究科

守谷　哲 ﾓﾘﾔ ｻﾄｼ ソフトコンピ トップダウン的アプローチ 東北大学 工学研究科 佐藤　茂雄 教授
ューティング による時空間神経ダイナミ

クスの解明と脳型計算機へ
の応用

山口　周悟 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾕｳｺ 知覚情報処理 2D・3Dアニメーション映像 早稲田大学 先進理工学研 森島　繁生 教授
ﾞ 制作のための効率的な描画

補助システムの開発
究科

山口（上舘 ﾔﾏｸﾞﾁ(ｶﾐﾀﾞ 教育工学 バングラデシュ国における 関西大学 総合情報学研 久保田　賢一 教授
）　美緒里 ﾃ) ﾐｵﾘ ICTを活用した遠隔教員研

修の考察
究科

山崎　隼汰 ﾔﾏｻｷ ﾊﾔﾀ 情報学基礎理 一般化された2者間古典相 東京大学 理学系研究科 村尾　美緒 教授
論 関を用いた分散量子計算の

量子通信コストの解析

山下　聖悟 ﾔﾏｼﾀ ｼﾖｳｺﾞ ヒューマンイ 水中バーチャルリアリティ 東京大学 学際情報学府 暦本　純一 教授
ンタフェース
・インタラク
ション

環境中における触覚フィー
ドバックに関する研究

山田　文香 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ スポーツ科学 バイオメカニクスとロボテ 東京大学 情報理工学系 中村　仁彦 教授
(A) ィクスに基づくスポーツト

レーニング法の研究
研究科

山田　良博 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 知能ロボティ 一般物体認識における不正 大阪府立大学 工学研究科 岩村　雅一 准教授
クス 確な重みの更新がもたらす

効果の分析と時系列データ
への拡張
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山本　佳生 ﾔﾏﾓﾄ ｶｼﾖｳ 計算機システ ハードウェアとアルゴリズ 北海道大学 大学院情報科 高前田　伸也 准教授
ム ムの協調設計による超高効

率イジング計算機の開発
学研究科

ＹＡＮＧ　 ﾔﾝ ﾁﾖﾝﾔﾝ 環境モデリン 植物・微生物間の相互作用 東北大学 環境科学研究 井上　千弘 教授
ＣＨＯＮＧ
ＹＡＮＧ

グ・保全修復
技術

の解明による土壌中のヒ素
を効率的に除去する技術の
確立

科

杠　明憲 ﾕｽﾞﾘﾊ ｱｷﾉﾘ 生体医工学・ 多能性幹細胞を用いた赤血 京都大学 京都大学大学 江藤　浩之 教授
生体材料学 球輸血製剤の大量安定供給

システムの構築
院 医学研究
科

横井　崚佑 ﾖｺｲ ﾘﾖｳｽｹ 持続可能シス 経済性を考慮した二次物質 東京大学 工学系研究科 森口　祐一 教授
テム ストックの潜在的資源価値

の評価

吉岡　広大 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾏｻ ケミカルバイ タンパク質の安定性制御を 東京大学 薬学系研究科 橋本　祐一 教授
オロジー 基盤とした脂質恒常性調節

剤の創製研究

吉川　将司 ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ 知能情報学 組み合わせ範疇文法に基づ 奈良先端科学技術 情報科学研究 松本　裕治 教授
く自然言語の並列句構造の
解析

大学院大学 科

吉田　淳 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 環境動態解析 人為起源酸化鉄エアロゾル 東京大学 理学系研究科 小池　真 准教授
の観測装置開発と放射影響
評価

吉嶺　加奈 ﾖｼﾐﾈ ｶﾅｺ 教育工学 タイ大学日本語課程におけ 九州大学 地球社会統合 松永　典子 教授
子 る非同期型eラーニングを

用いた日本語人材育成の実
証研究

科学府

ＬＥＥ　Ｄ ﾘ ﾃﾞﾌﾝ 生体医工学・ 動的な超分子架橋剤を導入 東京医科歯科大学 医歯学総合研 由井　伸彦 教授
ａｅｈｏｏ
ｎ

生体材料学 した高伸縮性コラーゲンハ
イドロゲルの創製

究科

リ　ル ﾘ ﾙ 環境技術・環 機能性環境微生物群を用い 東北大学 工学研究科 李　玉友 教授
境負荷低減 た難分解性有機排水のメタ

ン発酵処理

渡部　宏樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 知覚情報処理 言語情報のneural decodin 奈良先端科学技術 情報科学研究 中村　哲 教授
gによる意思伝達支援シス
テムの開発

大学院大学 科

和田　久佳 ﾜﾀﾞ ﾋｻｶ 知能ロボティ 作業者のパーソナルスペー 東北大学 工学研究科 小菅　一弘 教授
クス スを考慮した作業支援ロボ

ットの軌道計画


