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戦略的創造研究推進事業 ERATO 分科会委員 一覧 

 

2022 年発足プロジェクト 

内田磁性熱動体プロジェクト 

◎ 松尾 由賀利 法政大学 理工学部 教授 

 大谷 義近 東京大学 物性研究所 教授 

 喜々津 哲 (株)東芝 研究開発センター シニアエキスパート 

 湯浅 裕美 九州大学 大学院システム情報科学研究院 教授 

 Hari Srikanth Distinguished University Professor, University of South 

Florida 

 

柴田超原子分解能電子顕微鏡プロジェクト 

◎ 知京 豊裕 物質・材料研究機構 外部連携部門 部門長 

 岩田 想 京都大学 大学院医学研究科 教授 

 津田 健治 東北大学 学際科学フロンティア研究所 教授 

 中村 志保 キオクシア(株) メモリ技術研究所 参事 

 Peter David Nellist Professor, Department of Materials, University of Oxford 

 

◎は分科会委員長、〇は分科会副委員長 
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2021 年発足プロジェクト 

有田リピドームアトラスプロジェクト 

◎ 深見 希代子 東京薬科大学 名誉教授／東京薬科大学 生命医科学 

科 客員教授 

 鈴木 穣 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授 

 松本 雅記 新潟大学 大学院医歯学総合研究科 教授 

 木下 賢吾 東北大学 大学院情報科学研究科 教授 

 財満 信宏 近畿大学 農学部 教授 

 眞鍋 一郎 千葉大学 大学院医学研究院 教授 

 千葉 健治 田辺三菱製薬（株） 創薬本部 フェロー 

 Markus R Wenk Director, National University of Singapore 

 

片岡ラインＸ線ガンマ線イメージングプロジェクト 

◎ 中野 義昭 東京大学 大学院工学系研究科 教授 

〇 深見 希代子 東京薬科大学 名誉教授／東京薬科大学 生命医科学 

科 客員教授 

 石川 正純 北海道大学 大学院保健科学研究院 教授 

 中須賀 真一 東京大学 大学院工学系研究科 教授 

 幅 淳二 高エネルギー加速器研究機構 理事 

 藤林 靖久 （株）CMI 執行役員／慶應義塾大学 医学部 特任教

授 

 Olivier Limousin Research Director and operational manager ALB3DO, 

Astrophysics Division, DRF/Irfu, CEA-Saclay 

 

野崎樹脂分解触媒プロジェクト 

◎ 高原 淳 九州大学 ネガティブエミッションテクノロジー研究センタ

ー 特任教授 

 岸 肇 兵庫県立大学 大学院工学研究科 教授 

 佐々木 園 京都工芸繊維大学 繊維学系 教授 

 藤田 照典 三井化学（株） シニアアドバイザー／中部大学 先端

研究センター 特任教授／新エネルギー・産業技術総

合開発機構 技術戦略研究センター フェロー 

 堀 久男 神奈川大学 理学部 教授 

 Stefan Mecking Full Professor, Department of Chemistry, University of 

Konstanz 

◎は分科会委員長、〇は分科会副委員長  
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2020 年発足プロジェクト 

上田生体時間プロジェクト 

◎ 深見 希代子 東京薬科大学 名誉教授／東京薬科大学 生命医科学 

科 客員教授 

 粂 和彦 名古屋市立大学 大学院薬学研究科 教授 

 木村 温英 武田薬品工業(株) ニューロサイエンス創薬ユニット リ

サーチマネジャー 

 深田 吉孝 東京大学 大学院医学系研究科(医学部) 名誉教授 

 八木田 和弘 京都府立医科大学 大学院医学研究科 教授 

 John Hogenesch Professor, Department of Pediatrics, Cincinnati 

Children's Hospital Medical Center 

 

鈴木 RNA 修飾生命機能プロジェクト 

◎ 米田 悦啓 （一財）阪大微生物病研究会 理事 

○ 杉本 亜砂子 東北大学 大学院生命科学研究科 教授 

 大儀 和宏 武田薬品工業（株） リサーチ サイエンティフィックフェ

ロー 

 深水 昭吉 筑波大学 生存ダイナミクス研究センター 教授 

 Sebastian Leidel Full Professor, Department of Chemistry, Biochemistry 

and Pharmaceutical Sciences, University of Bern  

 

山内物質空間テクトニクスプロジェクト 

 稲垣 伸二 （株）豊田中央研究所 ビヨンド X 研究部門 理事 

 大場 史康 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授 

 北川 進 京都大学 高等研究院 特別教授・副院長 

 高井 まどか 東京大学 大学院工学系研究科 教授 

 Ryong Ryoo Distinguished Professor, Department of Chemistry, 

Korea Advanced Institute of Science and Technology 

 

◎は分科会委員長、〇は分科会副委員長 
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2019 年発足プロジェクト 

胡桃坂クロマチンアトラス 

◎ 深見 希代子 東京薬科大学 名誉教授／東京薬科大学 生命医科学

科 客員教授 

○ 杉本 亜砂子 東北大学 大学院生命科学研究科 教授 

 佐瀨 英俊 沖縄科学技術大学院大学 植物エピジェネティクスユニ

ット 准教授 

 上村 みどり CBI 研究機構 量子構造生命科学研究所 所長 

 成田 哲博 名古屋大学 大学院理学研究科 准教授 

 林 克彦 大阪大学 大学院理学系研究科 教授 

 Kerstin Bystricky Professor, Center for Integrative Biology CBI, University 

of Toulouse 

 

深津共生進化機構 

◎ 福田 裕穂 秋田県立大学 理事長・学長 

○ 深見 希代子 東京薬科大学 名誉教授／東京薬科大学 生命医科学

科 客員教授 

 上田 昌宏 大阪大学 大学院生命機能研究科 教授 

 川口 正代司 基礎生物学研究所 共生システム研究部門 教授 

 清水 金忠 森永乳業（株） 基礎研究所 所長 

 Bosch, Thomas Carl 

Georg 

Professor, Zoological Institute, Kiel University 

 

前田化学反応創成知能 

◎ 今井 浩 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授 

○ 知京 豊裕 物質・材料研究機構 外部連携部門 部門長 

 上田 修功 NTT コミュニケーション科学基礎研究所 フェロー／理

化学研究所 革新知能統合研究センター 副センター長 

 金田 千穂子 東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター 

教授 

 侯 召民 理化学研究所 環境資源科学研究センター 副センター

長 

 吉澤 一成 九州大学 先導物質化学研究所 所長/教授 

 Feliu Maseras Group Leader, Institute of Chemical Research of 

Catalonia (ICIQ) 

◎は分科会委員長、〇は分科会副委員長  
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2018 年発足プロジェクト 

池谷脳ＡＩ融合 

◎ 米田 悦啓 (一財)阪大微生物病研究会 理事 

○ 内海 英雄 静岡県立大学 薬学部 客員教授 

 木村 實 玉川大学 脳科学研究所 名誉教授 

 見学 美根子 京都大学 高等研究院 教授／iCeMS解析センター セ

ンター長 

 五味 裕章 NTT コミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究

部 上席特別研究員 

 塚田 秀夫 浜松ホトニクス（株） 中央研究所 主幹 

 銅谷 賢治 沖縄科学技術大学院大学 神経計算ユニット 教授 

 増井 徹 慶應義塾大学 医学部 特別招聘教授 

 Michael Brecht Head of Research Group, Bernstein Center for 

Computational Neuroscience 

 

浜地ニューロ分子技術 

◎ 八島 栄次 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 

○ 米田 悦啓 （一財）阪大微生物病研究会 理事 

 鍋倉 淳一 自然科学研究機構 生理学研究所 所長 

 Bert Meijer Professor, Eindhoven University of Technology 

 

◎は分科会委員長、〇は分科会副委員長 
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2017 年発足プロジェクト 

水島細胞内分解ダイナミクス 

◎ 米田 悦啓 （一財）阪大微生物病研究会 理事 

○ 内海 英雄 静岡県立大学 薬学部 客員教授 

 加納 ふみ 東京工業大学 科学技術創成研究院 准教授 

 笹井 理生 名古屋大学 情報学研究科 客員教授 

 佐藤 美由紀 群馬大学 生体調節研究所 教授 

 松井 久典 武田薬品工業（株） リサーチ 主席部員 

 

◎は分科会委員長、〇は分科会副委員長 

 

 


