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はじめに
本財団は，井上節子氏が私財 5 億円を寄附され，自然科学の基礎的研究を助成，振興し，
学術の進展と福祉の増進に寄与することを目的として，1984年 5 月23日に文部大臣の設立許
可を得て，同年 5 月30日に発足した。
財団設立者井上夫人は，不幸にして同年12月に永眠されたが，夫人のご遺言により ３ カ
所の不動産（土地・建物）を含め，更に多額のご寄贈をいただくこととなり，それにより当
初の計画をはるかに上回る規模で事業を展開することが可能となった。
2021年 3 月31日現在の本財団の正味財産は約50億円である。
本財団は，初代理事長茅誠司博士のもとで，特色ある独自の活動を志向することを基本方
針とし，若手研究者に対する研究奨励・支援と学術の国際交流の促進に事業の重点を置き，
着実に成果を上げてきた。
本財団設立以来38年間の実績は，以下のとおりである。
井上学術賞182件（183名）
，井上研究奨励賞1,188件，井上リサーチアウォード51件，久保
亮五記念賞26件，国際研究集会開催経費の援助1,091件，国際研究集会への出席旅費の援助
1,262件，外国人招聘研究者（フェローシップ）132名，井上フェロー75名を採択し，助成金
の総額は32億円を超える。
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研究助成事業の概要
2021年度においては，以下の事業を実施した。

１ ．井上学術賞（Inoue Prize for Science）の贈呈
自然科学の基礎的研究で特に顕著な業績を挙げた50歳未満（申込締切日現在）の研究者に対し，第
38回井上学術賞（賞状，金メダル及び副賞200万円）を贈呈した。関係38学会及び本財団の元選考委
員，井上学術賞受賞者など166人に候補者の推薦を依頼，全体で31件の推薦を受け，選考委員会にお
ける選考を経て次の 5 件を採択した。

第38回井上学術賞受賞者（5件5名）
氏
名
（年齢）

いしぐろ

けいいちろう

こ まつ

えいいちろう

石黒 啓一郎
（49）

小松 英一郎
（47）

せき

か

な こ

華奈子

関

の だ

のぶ お

よしざわ

みち と

野田 展生
（48）

吉沢 道人
（47）

所属・職

研

究

題

目

推薦者

熊本大学
発生医学研究所・教授

体細胞分裂から減数分裂への 日本分子生物学
細胞周期切替え機構の解明
会

Director, Max Planck
Institute for Astrophysics

宇宙マイクロ波背景放射を用
日本天文学会
いた初期宇宙理論の検証

東京大学大学院
理学系研究科・教授

比較惑星学視点の導入による 地球電磁気・
地球惑星圏学会
太陽惑星圏環境の研究

微生物化学研究会
微生物化学研究所・部長

オートファジーマシーナリー
推薦委員
の作動原理の解明

東京工業大学
多環芳香族空間を基盤とした
科学技術創成研究院・
推薦委員
機能性分子ツールの開発
化学生命科学研究所・教授
（注）年齢は受賞日現在
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２ ．井上研究奨励賞（Inoue Research Award for Young Scientists）の贈呈
理学，医学，薬学，工学，農学等の分野で過去 3 年間に博士の学位を取得した37歳未満（申込締切
日現在）の研究者で，優れた博士論文を提出した若手研究者に対し，第38回井上研究奨励賞（賞状，
銅メダル及び副賞50万円）を贈呈した。関係270大学に候補者の推薦を依頼し，33大学から129件の推
薦があり，選考委員会における選考を経て次の40件を採択した。

第38回（2021年度）井上研究奨励賞受賞者（40件40名）
氏 名
（年齢）

お がわ

か とう

か とう

早稲田大学理工学術院
総合研究所・次席研究員
（研究員講師）

コラニュレンを基盤とする非
平面性芳香族炭化水素の合成
および性質

東京大学

University of Oxford,
Department of
Biochemistry Postdoctoral
researcher

植物の液胞膜鉄トランスポー
ター VIT1の構造解析

慶應義塾大学

慶應義塾大学医学部
内科学（消化器）・
特任助教

ヒト大腸幹細胞での染色体改
編による大腸鋸歯状病変の再
現

名古屋大学

名古屋大学大学院
理学研究科・
生命理学専攻・助教

メダカにおける生殖細胞自律
的な性決定機構の解明

ま り こ

菊 地 真理子
（31）
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名古屋大学

けん た

川﨑 健太
（35）

きく ち

筑波大学国際統合
睡眠制御に関わる神経細胞の
睡眠医科学研究機構・助教 遺伝学的手法を用いた解析

たかふみ

加藤 孝郁
（29）

かわさき

筑波大学

けん た

加藤 健太
（30）

博士論文題目

九州大学

みつあき

柏木 光昭
（29）

所属・職

水 素 環 境 下 に お け るFe, Ni,
九州大学大学院工学研究院 Cu基合金の疲労き裂進展特
機械工学部門・助教
性とその微視的機構に関する
研究

ゆうへい

小川 祐平
（30）

かしわぎ

学位授与大学

Inoue Foundation for Science
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氏 名
（年齢）
きんじょう

熊本大学

東京理科大学
理学部化学科・助教

慶應義塾大学

東京大学大学院
ダイヤモンド中の窒素-空孔
理学系研究科物理学専攻・ 中心を用いた電子スピンと核
助教
スピンの検知

京都大学

理化学研究所・CEMS
基礎科学特別研究員

東京大学

信州大学繊維学部・助教／
異方性ナノコロイドの時空間
科学技術振興機構・
的集合構造制御とその応用
さきがけ研究者（兼任）

大阪大学

大阪大学大学院
情報科学研究科・助教

東京大学

大阪大学大学院
日本人における28の新規２型
医学系研究科遺伝統計学・
糖尿病感受性領域の同定
助教

ひろあき

山藤 浩明
（28）

すず き

東京大学大学院
限られた観測に基づく確率的
情報理工学系研究科・助教 組合せバンディットの研究

こう き

佐野 航季
（30）

さんとう

東京大学

ゆう き

佐藤 雄貴
（28）

さ の

生体内での二光子励起光遺伝
学操作法を目的とする フェ
ルスター共鳴エネルギー移動
に基づくフラボタンパク質光
活性化技術の開発

けん と

佐々木 健人
（28）

さ とう

京都大学

Research Collaborator,
Department of
Biochemistry& Biophysics,
The University of
North Carolina at Chapel Hill

ふみ や

小林 文也
（28）

さ さ き

博士論文題目

ゆう こ

黒木 祐子
（28）

こばやし

所属・職

ともあき

金城 智章
（34）

くろ き

学位授与大学

けん

鈴木 顕
（36）

分子内および分子間相互作用
に基づく機能性分子材料の創
製と機能制御

近藤絶縁体YbB12における量
子振動と中性フェルミオン

深層照度差ステレオによる高
精細な３次元形状復元
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氏 名
（年齢）
たかはし

たけ だ

たていし

東京大学

京都大学・iCeMS・
（日本学術振興会
特別研究員PD）

複雑な経路を経るPd（II）自
己集合性錯体の形成過程の解
明と速度論的制御を目指した
展開

東京大学

Department of Physics,
University of
York,Postdoctoral
Research Associate

Niのインビームガンマ線核
分光

東京大学

東京大学大学院医学系
研究科・特任研究員

小胞体選択的オートファジー
の 新 規 レ セ プ タ ー TEX264
の同定

九州大学

九州大学大学院工学研究院 固液界面ナノバブルと吸着気
航空宇宙工学部門・助教
体分子層に関する実験的研究

慶應義塾大学

国立国際医療研究センター
栄養シグナルによる腸管免疫
（日本学術振興会
系の制御機構の解明
特別研究員PD）

もとよし

永井 基慈
（28）

6

神戸大学大学院工学研究科
細胞活動から生じる組織形態
（日本学術振興会
形成の連続体力学研究
特別研究員PD）

ひであき

手嶋 秀彰
（28）

なが い

京都大学

はるか

遥
千野
（36）

て しま

環境DNAによるウナギ産卵
イベントの探索に関する研究

りょう

稜
谷内
（31）

ち の

日本大学

東京大学大学院
農学生命科学研究科
（日本学術振興会
特別研究員PD）

とも き

立石 友紀
（29）

たにうち

齧歯類を冬眠様状態に誘導す
る新規神経回路

ひろのり

竹田 宏典
（29）

博士論文題目

筑波大学医学医療系
（日本学術振興会
特別研究員PD）

あや

綾
竹内
（29）

所属・職

筑波大学

とおる

高橋
徹
（30）

たけうち

学位授与大学
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氏 名
（年齢）
なが た

り

学位授与大学

京都大学大学院
生命科学研究科・
特定研究員

細胞競合の分子機構の遺伝学
的解析

関西学院大学

関西学院大学理学部・
研究特別任期制講師

ナノカーボン類の精密多重ヘ
テロ原子置換を志向した含ヘ
テロ多環芳香族化合物の合成

大阪大学

大阪大学大学院
工学研究科・助教

Pb/Snペロブスカイトの変性
機構の解明と代替材料として
の Bi/Sb 系半導体の探索

名古屋大学

名古屋大学高等研究院 ・
YLC特任助教

真骨魚類の視覚上行路

岐阜大学

岐阜大学大学院
連合創薬医療情報研究科 ・
特別協力研究員

自己集合性核酸とペプチドか
らなる多成分ナノバイオ材料
の創製に関する研究

東京大学

強磁性絶縁体におけるマグノ
京都大学化学研究所・助教 ン誘起ブリルアン散乱のヘテ
ロダイン分光

京都大学

理化学研究所・
ミトコンドリア病根治薬を目
生命機能科学研究センター
指した塩基配列選択的DNA
（日本学術振興会特別研究
結合性化合物の開発
員）

なかつか そういちろう

中 塚 宗一郎
（30）

に し く ぼ りょうすけ

西久保 綾佑
（29）

はぎ お

はな こ

萩尾 華子
（30）

ひがし

東

さ ゆ

り

小百合
（29）

ひさとみ

りゅうすけ

久富 隆佑
（36）

ひ だか

たく や

日高 拓也
（27）

ふじ の

はるか

藤野 遥
（30）

博士論文題目

京都大学

な

永田 理奈
（28）

所属・職

東京大学

東京大学大学院
薬学系研究科・ 特任助教

炭素ヘテロ二重結合へのラジ
カル付加による高酸化度炭素
骨格の構築
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氏 名
（年齢）
ふじもと

まつさか

み うら

名古屋大学・高等研究院
多元数理科学研究科・
特任助教

多重調和弱マース形式のフー
リエ係数

京都大学

京都大学大学院
工学研究科・助教

がん治療ワクチンに向けた自
己組織化ナノゲルを基盤とす
る抗原デリバリーシステムの
開発

大阪大学

東京大学・
腸内細菌由来代謝産物による
定量生命科学研究所
小 腸CX3CR1+貪 食 細 胞 に お
免疫・感染制御研究分野・ けるGPR31依存的な腸管管腔
助教
中への樹状突起の伸長

大阪大学

京都大学・高等研究院
iCeMS ・特定助教

ロジウム触媒による芳香族
カーバメートの変換反応なら
びに N-ヘテロ環状カルベン
触媒による芳香族求核置換反
応に関する研究

大阪大学

理化学研究所・
Advanced Kirkpatrick-Baez
放射光科学研究センター・ ミラーを用いた高分解能X線
基礎科学特別研究員
結像光学系の開発

京都大学

京都大学大学院
工学研究科・助教

しゅうへい

吉田 周平
（29）
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九州大学

じゅんぺい

山田 純平
（30）

よし だ

植物概日時計の位相応答曲線
の計測と応用

こうすけ

安井 孝介
（29）

やま だ

筑波大学医学医療系・
研究員

なお き

森田 直樹
（31）

やす い

大阪府立大学

り さ こ

三浦 理紗子
（29）

もり た

ALMAで 探 る 冷 た い 宇 宙：
星間及び銀河周辺物質から宇
宙の構造までの統計研究

とし き

松坂 俊輝
（28）

博士論文題目

東京大学

こうさく

増田 亘作
（28）

所属・職
DAWN and Marie
Sklodowska- Curie
COFUND fellow at Niels
Bohr Institute

せい じ

藤本 征史
（30）

ます だ

学位授与大学

Inoue Foundation for Science
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氏 名
（年齢）
わたなべ

博士論文題目

東北大学

大阪大学

大阪大学大学院
基礎工学研究科・助教

のぞ み

渡邉 望美
（29）

所属・職

垂直磁化容易軸を有する1X/
宇宙航空研究開発機構・
X nm極微細磁気トンネル接
研究開発部門・研究開発員 合の材料・素子技術に関する
研究

きょうた

渡部 杏太
（30）

わたなべ

学位授与大学

リン脂質 2分子膜の界面物性
の解析ならびに協同的分子間
相互作用のための膜場設計へ
の応用に関する研究
（注）年齢は受賞日現在

3 ．井上リサーチアウォード（Inoue Science Research Award）の贈呈
自然科学の基礎的研究で優れた業績を挙げ，更に開拓的発展を目指す若手研究者の独創性を育み自
立を支援することを目的とし，これまでの成果を踏まえ将来性豊かな研究計画を進める研究者に対
し，第14回井上リサーチアウォードを贈呈した。公募に対し56件の申請があり，選考委員会における
選考を経て次の 4 件を決定した。
なお，第14回井上リサーチアウォードは，2022年度事業として実施する。

第14回（2021年度）井上リサーチアウォード受賞者（4件4名）
氏 名
（年齢）
あいかわ

し づ

いのうえ

だい ち

藍川 志津
（32）

井上 大地
（41）

くすもと しゅうへい

楠本 周平
（35）

所属・職

東京大学大学院医学系研究科・
産婦人科学講座
（日本学術振興会特別研究員PD）

研

究

題

目

胚・子宮内膜間相互作用を介した妊娠
成立機構の解明

京都大学大学院医学研究科・
客員准教授

進化と発癌の神秘 希少なマイナーイ
ントロンが制御する発現調節機構

東京大学大学院工学系研究科・
化学生命工学専攻・助教

炭素資源の多様化を指向したバイオマ
ス・天然ガスからの精密分子変換

Inoue Foundation for Science
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く どう

てつひろ

工藤 哲弘
（35）

豊田工業大学大学院工学研究科・
先端工学専攻・講師

中赤外レーザーを用いた分子振動によ
るナノ物質の選択的光トラップ

（注）年齢は受賞日現在

贈呈式
第38回井上学術賞，井上研究奨励賞及び第14回井上リサーチアウォードの贈呈式を，2022年 2 月 4
日（金）に，Web方式で実施する。

4 ．久保亮五記念事業
久保亮五博士の物理学における業績を記念し，日本の統計物理学・物性科学における波及効果の大
きい基礎的研究で優れた業績をあげた45歳未満（申込締切日現在）の研究者に久保亮五記念賞（賞状，
銀メダル及び副賞100万円）を贈呈するとともに，久保記念シンポジウムをWeb開催した。
この事業は，久保博士ご夫妻からご寄贈いただいた3,000万円を基金とした事業で1997年度から25
年間行ってきたもので，当初の計画のとおり今年度をもって終了する。
2021年度久保亮五記念賞については，候補者の推薦につき公募を行うとともに学識経験者等に推薦
を依頼し，18件18名の推薦を受けた。久保記念賞選考委員会及び久保記念事業運営委員会における選
考を経て 2 件を採択し，2021年10月 2 日（土）に贈呈式を実施した。

第25回久保亮五記念賞受賞者（2件2名）
氏 名
（年齢）
おか

属

研

究

題

目

たかし

隆史
岡
（44才）

さ がわ

所

東京大学物性研究所・教授

量子物質の非平衡制御の理論研究

東京大学大学院工学研究科・教授

情報熱力学の研究

たかひろ

沙川 貴大
（37才）

（注）年齢は受賞日現在
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5 ．国際交流事業
国際研究集会開催経費の援助
原則として，わが国で開催される比較的小規模で学問的意義の大きい国際研究集会について15件の申
請のうちから 9 件809.7万円（新型コロナウィルス感染防止のため開催を辞退したものを除く。
）の援助を
行った。

2021年度国際研究集会開催経費援助一覧
国際研究集会名

開催責任者

（単位：万円）
開催期間場所

第27回マクロファージ分子細胞 熊ノ郷 淳
2021/6/15～6/16
生物学国際シンポジウム
大阪大学大学院医学系研究科・教授 豊中市
第11回フレシキブル・プリンテッ
ド・エレクトロニクス国際会議

加藤 景三
新潟大学大学院自然科学研究科・教授

2021/9/28～10/1
新潟市

第7回アジア癌アブレーション
学会

椎名 秀一朗
2021/10/15～10/17
順天堂大学大学院医学研究科・教授 東京

援助金額
100
60
100

第13回高分子ー溶媒分子複合体 金子 文俊
2021/11/9～11/12
／層間化合物会議
大阪大学大学院理学研究科・准教授 豊中市

100

第13回アジア医薬科学連合 国際メディ
シナルケミストリーシンポジウム

100

金井 求
2021/11/29～12/2
東京大学大学院薬学系研究科・教授 東京都

バーチャルリアリティソフトウ 伊藤 雄一
エアアンドテクノロジ国際会議 青山学院大学理学部・教授

2021/12/8～12/10
豊中市

国際植物エピジェネティック会 伊藤 俊朗
2021/12/13～12/16
議
奈良先端科学技術大学院大学・教授 淡路島

100
99.7

国際シンポジウム「テラヘルツ 田中 耕一郎
半導体技術の将来動向 2022」
京都大学大学院理学研究科・教授

2022/3/5～3/6
京都市

90

第25回公開鍵暗号の理論と実用 四方 順司
に関する国際会議
横浜国立大学・大学院環境情報学府・教授

2022/3/7～3/11
横浜市

60

Inoue Foundation for Science 11

◆ 第38回（2021年度） 井上学術賞授賞理由

体細胞分裂から減数分裂への
細胞周期切替え機構の解明
Study on the molecular mechanism of cell-cycle switch from mitosis to meiosis

熊本大学発生医学研究所・教授

石黒

啓一郎

●授賞理由 ───────────────────────────────────────
卵巣や精巣では，減数分裂と呼ばれる特殊な細胞分裂により卵子・精子が産生される。このプロセ
スを担う生殖細胞では，はじめ体細胞分裂により細胞増殖が行われ，ある一時期を境に減数分裂に移
行する。しかしながら，体細胞分裂から減数分裂に切り替わるメカニズムはいずれの生物種において
も不明とされ，長年解明されていない生物学の課題であった。減数分裂に切り替えを起こしつつある
生殖細胞は，精巣・卵巣内でごく限られた少数である。このことが研究を難しくしているという背景
があり，国際的にも未解決の問題であった。石黒啓一郎氏は，減数分裂のスイッチを入れる因子が生
殖細胞内に存在し，減数分裂に進行する直前に一過的に発現するという仮説に基づき，そのような性
質を示す仮想因子の同定に挑戦した。
石黒氏は，減数分裂にコミットした生殖細胞集団から効率良くクロマチン結合タンパク質を精製で
きる遺伝子改変マウスを開発し，質量分析法を駆使して新規の核内因子を発見することに成功した。
石黒氏がMEIOSIS initiator（MEIOSIN）と名付けたタンパク質は，IDだけを付されたゲノムに眠る
未解析遺伝子にコードされていた。そしてMEIOSINが，減数分裂関連遺伝子群の転写を発火するマ
スター転写因子として働いていることを突き止めた。この事実と符合してMEIOSIN遺伝子を欠損さ
せた生殖細胞は，体細胞分裂から減数分裂への転換がうまく働かなくなることを実験的に示した。本
研究の成果は，これまで謎とされていた体細胞分裂から減数分裂への切り替え機構を世界に先駆けて
明らかにしたこと，さらに生殖細胞の分化と減数分裂は遺伝学的に分離されるプロセスであることを
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●職

歴 ────────────────────────────────────────
2000年
2005年
2009年
2014年
2015年
2016年
2020年

Dana-Farber Cancer Institute/Harvard Medical School・研究員
東京大学分子細胞生物学研究所・研究員
東京大学分子細胞生物学研究所・助教
慶應義塾大学医学部システム医学講座・特任助教
慶應義塾大学医学部システム医学講座・特任講師
熊本大学発生医学研究所・独立准教授
熊本大学発生医学研究所・教授

示したことが評価され，生物学上本質的な生殖細胞の減数分裂開始のメカニズムの解明に貢献した。
さらに石黒氏は，ゲノムデータベースに眠る多くの未解析遺伝子がMEIOSINによって直接発現制
御されることを見出している。減数分裂の染色体制御や細胞周期制御に関与する重要な新規遺伝子を
発見して次々と発表していることは特筆に値する。これらの一連の研究成果は，国際的にも生殖発生
の研究分野においてマイルストーンとなる成果であり，石黒氏の先見性と研究の蓄積によるところが
大きい。これらの成果は不妊の原因解明にもつながり，近年の少子高齢化などの社会問題とも関連し
て大きなインパクトを与えている。今後さらなる展開も期待され，生殖医療等の疾患研究への高い波
及効果も期待される。このように石黒氏は，減数分裂のメカニズムの解明を分子遺伝学とプロテオミ
クスを駆使したアプローチで追及し，多くの画期的な成果をあげてきた研究者である。このような背
景を鑑みて，石黒氏は，井上学術賞の受賞者としてふさわしいと判断された。
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◆ 第38回（2021年度） 井上学術賞授賞理由

宇宙マイクロ波背景放射を用いた
初期宇宙理論の検証
Critical tests of theories of the early universe using the cosmic microwave background

Director, Max Planck Institute for Astrophysics

小松

英一郎

●授賞理由 ───────────────────────────────────────
現代宇宙論の標準モデルでは，宇宙最初期にインフレーションと呼ばれる宇宙の急激な指数関数的
膨張を予言する。その後ビッグバン宇宙となり，宇宙の進化が始まり，そして現在の宇宙が形成され
た。従って，インフレーション宇宙論の検証は現代宇宙論において極めて重要な課題である。
小松英一郎氏は，宇宙論の分野で世界的リーダーの一人で，とりわけ宇宙マイクロ波のデータを用
いてインフレーション宇宙論を高精度で検証することにおいて極めて大きな貢献をした。具体的に
は，インフレーション宇宙で生成された量子ゆらぎが成長し，宇宙マイクロ波背景輻射のゆらぎのガ
ウス分布からのずれを 3 点相関関数という統計量で定量化し，インフレーションの予言とデータを比
較する検証方法を2001年に開拓し，実際にその後WMAPという衛星のデータを用いてインフレー
ション理論を検証した。また，インフレーション由来のゆらぎの振幅の波長依存性は波長が短くなる
ほどわずかに振幅が小さくなることを予言するが，小松氏はWMAPの解析のリーダーとしてこの予
言を確認し，これらにより宇宙の構造の起源はインフレーション中に生成された量子ゆらぎであると
の予言を高精度で検証した。
インフレーション宇宙論で残された大きな課題は原始重力波と呼ばれる現象の観測である。これに
ついても小松氏は衛星のデータ解析で中心的な役割を担ったが，未だに観測がなされておらず，その
効果があまり大きくないということのみ判明している。一方，小松氏はこの効果が大きくない可能性
を既に1999年の論文で指摘していた。いずれにしても予言値はインフレーション宇宙論ではゼロでは

14 Inoue Foundation for Science

2021年度研究助成事業報告

●職

歴 ────────────────────────────────────────
2003年
2008年
2009年
2010年
2012年
2017年

●受

Assistant Professor, Department of Astronomy, University of Texas at Austin
Associate Professor, Department of Astronomy, University of Texas at Austin
Director, Texas Cosmology Center, University of Texas at Austin
Professor, Department of Astronomy, University of Texas at Austin
Director, Max Planck Institute for Astrophysics
東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構・主任研究員（併任）

賞 ────────────────────────────────────────
2004年
2006年
2008年
2010年
2012年
2013年
2015年
2015年
2018年

日本天文学会若手奨励賞
森田記念賞
国際純粋・応用物理学連合(IUPAP)若手賞
西宮湯川記念賞
グルーバー賞宇宙論部門
米国天文学会ランスロット・バークレー賞
米国物理学会 フェロー
日本天文学会林忠四郎賞
基礎物理学ブレイクスルー賞

なく，次世代の衛星計画で観測が期待されている。そしてこれらの衛星計画策定においても小松氏は
大きな貢献をしてきた。
以上のように，小松英一郎氏は宇宙マイクロ波背景輻射のデータを用いたインフレーション宇宙論
の検証という現代宇宙論にとって極めて重要な課題で非常に大きな成果をあげ，井上学術賞に相応し
いと判断される。
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◆ 第38回（2021年度） 井上学術賞授賞理由

比較惑星学視点の導入による
太陽惑星圏環境の研究
Study of solar-planetary environments based on a comparative approach of
terrestrial planets

東京大学大学院理学系研究科・教授

関

華奈子

●授賞理由 ───────────────────────────────────────
太陽系の惑星は，太陽風と呼ばれる，太陽から噴き出す超音速のプラズマの流れに絶えずさらされ
ている。太陽風と惑星大気の相互作用は，大気の散逸をもたらすなど，惑星をとりまく宇宙環境や惑
星のハビタビリティに大きな影響を与えている。地球のように固有磁場を持つ惑星の場合，周囲の宇
宙空間には磁気圏が形成され，太陽風と惑星大気の直接的な相互作用を制限している。従来の太陽地
球系物理学分野は，そうした宇宙環境変動やプラズマ物理素過程の解明が主眼であった。
関華奈子氏は，そこに比較惑星学的視点を導入することによって，太陽惑星圏環境学というべき新
たな学際分野を開拓した。関氏は，磁気圏観測衛星データの解析と数値実験を組み合わせることで，
それまで予測されていなかった地球から遠い領域における地球大気起原プラズマの発見や，地球大気
から流出したイオンの加速・加熱による磁気圏への供給機構を明らかにした。また，磁気嵐が従来考
えられていたよりも頻繁に効率的な分子イオン流出を駆動することなども明らかにした。これらは，
大気散逸の新しい理解をもたらす重要な発見である。
さらに，関氏は地球や火星の大気進化における惑星固有磁場と大気散逸の役割に関するさまざまな
研究に取組んできた。最近では，火星の大気散逸が，過去の火星磁場強度に強く依存することや太陽
のコロナ質量放出のような極端イベントが重要である可能性を明らかにするなど，地球大気や火星大
気の長期進化に関する多くの研究成果を挙げている。また，将来の火星探査計画を積極的に主導する
リーダーシップも発揮している。
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●職

歴 ────────────────────────────────────────
2000年
2002年
2007年
2015年

●受

日本学術振興会特別研究員（PD）
名古屋大学太陽地球環境研究所・助教授
名古屋大学太陽地球環境研究所・准教授（職名変更）
東京大学大学院理学系研究科・教授

賞 ────────────────────────────────────────
2001年
2001年
2011年
2016年
2018年

米国地球物理学連合（AGU）2001 Fred L. Scarf Award
地球電磁気・地球惑星圏学会大林奨励賞
文部科学大臣表彰 若手科学者賞
NASA Group Achievement Award: MAVEN Science Team
NASA Group Achievement Award: MAVEN Mission

以上のように，関氏は，太陽風と惑星磁気圏や惑星大気との相互作用及び惑星大気進化に関する研
究を通じて，太陽惑星圏環境学という新しい学際分野を開拓・推進するなど，国際的評価も高く学術
への貢献が顕著であることから，井上学術賞にふさわしいと判断される。
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◆ 第38回（2021年度） 井上学術賞授賞理由

オートファジーマシーナリーの
作動原理の解明
Elucidation of working principles of autophagy machineries

公益財団法人

微生物化学研究会微生物化学研究所・部長

野田

展生

●授賞理由 ───────────────────────────────────────
生物の生存には細胞内での必要成分の合成に加え，不要なもの，有害なものの分解もきわめて重要
である。オートファジーはこの機能を担うために酵母からヒトに至る真核生物に広く保存された細胞
内分解システムの一つであり，オートファゴソームと呼ばれる脂質二重膜オルガネラの迅速な生成を
通して栄養源のリサイクルや過剰産生物・有害物を分解し生体の恒常性維持を担う。
オートファジーは，飢餓細胞内に隔離膜が出現・伸長することで形成された細胞質を取り囲むオー
トファゴソームが液胞（リソソーム）と融合して内容物を分解し，飢餓を乗り切るための栄養分とし
て再利用される現象である。大隅良典氏により出芽酵母にもオートファジーが保存されることが初め
て報告され，酵母を用いた解析によりこの過程にはAtgと呼ばれる多数のタンパク質群が関与するこ
とが示された（2016年度ノーベル生理学・医学賞）。野田展生氏は構造生物学的手法を駆使してAtg
によるオートファゴソーム形成の機構解明を進め，飢餓に応答して栄養センサー mTORC依存的な
Atg13のリン酸化が阻害される結果，他のAtgタンパク質が集合する足場（scaffold）となりプレオー
トファゴソーム構造体（PAS）が形成され，PAS内の複数のAtgタンパク質が小胞体膜からリン脂質
を引き抜きオートファゴソームの脂質膜を作り出すことを明らかにした。さらに複数のAtgタンパク
質の集合による液-液相分離がPAS形成のトリガーとなることを見出し，生物現象における相分離の
重要性を示すとともに，標的分子も相分離することでオートファジーによる分解がより容易になるこ
とを明らかにした。
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●職

歴 ────────────────────────────────────────
2005年
2007年
2008年
2011年
2017年

●受

北海道大学大学院薬学研究科・助手
北海道大学大学院薬学研究院・助教
北海道大学大学院薬学研究院・講師
公益財団法人微生物化学研究会微生物化学研究所・主席研究員
公益財団法人微生物化学研究会微生物化学研究所・部長

賞 ────────────────────────────────────────
2012年

日本生化学会奨励賞

以上，野田氏はオートファジーの始動機構を分子レベルで明らかにするとともに，液-液相分離が
生命現象制御に重要な役割を果たすことを示した点で国際的にも高く評価され，今後の更なる発展が
大いに期待される。
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◆ 第38回（2021年度） 井上学術賞授賞理由

多環芳香族空間を基盤とした
機能性分子ツールの開発
Development of Functional Molecular Tools based on Polyaromatic Space

東京工業大学科学技術創成研究院・教授

吉沢

道人

●授賞理由 ───────────────────────────────────────
分子の反応性や物性の制御は，生命化学，反応化学，材料化学に関連する基礎化学分野の根幹を成
すものである。従来は，官能基による修飾などで分子の反応性や物性を調節する研究が主であった
が，それらを制御する新しい因子として，「分子空間」を駆使することができれば，新規な反応開発
や物性発現に繋がることが期待される。
吉沢道人氏は，アントラセン等の多環芳香族骨格を有する湾曲型の分子パーツを独自に設計し，そ
れらをπ-π相互作用，配位結合，共有結合により巧みに組織化することで，前例のない分子カプセ
ルやチューブ等を合成することに成功した。さらに吉沢氏は，それらが提供する「多環芳香族空間」
を用いて，生体分子識別，光物性制御，新分子変換反応などの新機能を多数見出してきた。特に，多
環芳香族空間の利用により，水中でショ糖やテストステロン等の生体分子の高選択的な捕捉や，光物
性の観点から，ラジカル開始剤の光遮蔽効果による安定化や色素分子のペア内包による発光特性制御
を可能とした。また，多環芳香族空間を反応場として活用することで， 2 つの硫黄分子から 1 つの大
環状硫黄分子の選択的合成や水に不溶な金属錯体のカプセル化による水中・室温で，高効率・高回転
数の触媒反応などの前例のない分子変換を達成している。
以上のように吉沢氏は，独自の設計指針に基づき多環芳香族空間を有する広範な分子群を構築し，
それらの分子空間ツールが示す特異な分子認識能，物性制御能，分子変換能を次々と見出し，化学分
野において新たな学問領域を拓いてきた。これらの研究成果は，分子の反応性と物性に関わる基礎化
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2021年度研究助成事業報告

●職

歴

────────────────────────────────────────

2002年
2003年
2008年
2016年
2020年
●受

日本学術振興会・特別研究員
東京大学大学院工学系研究科・助手
東京工業大学資源化学研究所・准教授
東京工業大学科学技術創成研究院化学生命科学研究所・准教授
東京工業大学科学技術創成研究院化学生命科学研究所・教授

賞 ────────────────────────────────────────
2003年
2007年
2010年
2012年

井上研究奨励賞
日本化学会進歩賞
文部科学大臣表彰若手科学者賞
トムソン・ロイターリサーチフロントアワード

学分野に大きな波及効果を持つものであり，井上学術賞にふさわしいと判断される。
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◆ 第14回（2022年度）井上リサーチアウォード授賞理由

胚・子宮内膜間相互作用を介した
妊娠成立機構の解明
Analyses for the mechanism of embryo-uterine interactions to establish the successful
pregnancy

東京大学大学院医学系研究科・日本学術振興会特別研究員PD

藍川

志津

●授賞理由 ───────────────────────────────────────
近年の女性の社会進出に伴い，生殖医療の需要は高まり，高度不妊治療は一般的になっているが，
その成功率は30%程度で頭打ちになっている。その主な原因は着床障害にあるとされている。しかし
ながら，胚の着床過程をヒトで研究することは不可能である。またマウスなどの動物モデルを用いて
も，微小な胚着床部位を正確に解析することは非常に困難であり，どのように胚と子宮内膜が相互作
用しているのか，特に，子宮側における着床に伴う組織変化の記載やその変動に伴う分子機構はブ
ラックボックスとなっていた。
藍川志津氏は，着床時におこる初期過程の形態変化を 3 次元的に観察する手法を用いて，正常及び
脱落膜形成不全マウスを解析した結果，初期脱落膜の形成が妊娠成立に重要であることを世界に先駆
けて発見した。
本研究では，脱落膜形成と胚浸潤に異常を示す複数のモデルマウスを用いて，電子顕微鏡やイメー
ジング技術による微細構造を記載するとともに，変異体組織の遺伝子解析により，その下流遺伝子カ
スケードを明らかにすることを目指す。また藍川氏は，再生工学的手法を用いて，in vitroにおける
胚着床機構の解析にも取り組んでいる。このように，藍川氏はin vivoとin vitroの実験系を駆使する
ことにより，これまで解析が困難であった，胚と子宮内膜組織との相互作用，特に初期脱落膜の形成
過程を経時的に観察及び解析し，その分子機構を解明できると期待できる。このテーマは独創性が高
く，また不妊治療の向上化に将来的に貢献する社会的にも意味深い研究であると評価された。
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2021年度研究助成事業報告

●職

歴 ────────────────────────────────────────
2017年
2019年
2020年
2021年

●受

米国シンシナティ小児病院医療センター・研究員
米国シンシナティ小児病院医療センター・研究員（日本学術振興会海外特別研究員）
東京大学大学院医学系研究科・研究員
東京大学大学院医学系研究科（日本学術振興会特別研究員PD）

賞 ────────────────────────────────────────
2015年
2016年

BMB2015「若手優秀発表賞」
日本生化学会大会「若手優秀発表賞」
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◆ 第14回（2022年度）井上リサーチアウォード授賞理由

進化と発癌の神秘 希少なマイナーイントロン
が制御する発現調節機構
Unraveling the Mysteries of Cancer Development by Dysregulated Minor Introns

京都大学大学院医学研究科・客員准教授

井上

大地

●授賞理由 ───────────────────────────────────────
がん細胞はゲノムやエピゲノムなどの多彩な遺伝学的変化を集積することにより，自律性増殖や転
移・浸潤能，細胞死の耐性など，様々な“がんのホールマーク”と言われる特性を獲得しており，こ
れらが発がんやがんの悪性化に大きく関与している。近年，遺伝子解析技術の革新により，がん細胞
に生じている遺伝子変異の詳細が徐々に明らかになってきており，その特性を活用した様々な分子標
的治療の開発やプレシジョンメディシン推進の原動力となっている。
井上大地氏は，これまでにがん患者の検体を用いた，大規模な遺伝子発現解析研究や最新のゲノム
編集技術であるCRISPRを用いたスクリーニング研究を行っており，その研究を通じて，「マイナー
イントロン」と呼ばれるわずか0.3％ほどのイントロン領域を制御するZRSR2遺伝子の変異やイント
ロン配列自体の変異に伴うスプライシング異常が発がん機構に大きく関与していることを見出した。
RAS経路はMAPキナーゼの上流に位置する経路であり，その活性化はがんの増殖シグナルとなる。
血液がんではZRSR2遺伝子の変異の変異が高頻度に認められ，また一部の固形がんでは，このRAS
経路を負に抑制するLZTR1のマイナーイントロン領域のわずか 1 塩基の遺伝子変異により，LZTR1の
転写においてスプライシング異常が生じ，RAS経路が活性化する。驚くべきことに，がん横断的に
これらのスプライシング異常を認めることが公開データベースの再解析により判明しており，この機
構は，臓器横断的に存在する発がん機構であることが示唆されている。
本研究では，臓器横断的なマイナーイントロン変異による遺伝子発現制御機構の発がんにおけるイ
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2021年度研究助成事業報告

●職

歴 ────────────────────────────────────────
2014年 東京大学医科学研究所細胞療法分野 特任助教
2015年 米国Memorial Sloan Kettering Cancer Center博士研究員
2015年 日本学術振興会特別研究員海外特別研究員
2019年 神戸医療産業都市推進機構先端医療研究センター血液・腫瘍研究部グループリーダー
2020年 京都大学大学院医学研究科・客員准教授
2021年 神戸医療産業都市推進機構先端医療研究センター血液・腫瘍研究部部長

●受

賞 ────────────────────────────────────────
2013年
2014年
2015年
2017年
2019年
2019年
2020年
2021年
2021年

ISEH Greg Johnson Award
白血病研究基金若手特別賞
井上研究奨励賞
LLS Special Fellow Award
白血病研究基金荻村孝特別研究賞
MDS Foundation Young Investigator Award
米国血液学会Global Research Award
麒麟児賞
神戸医療産業都市推進機構理事長賞

ンパクトを，網羅的な検索とゲノム編集技術による遺伝子変異の再現実験によって明らかとし，さら
に，骨髄異形成症候群などで生じるスプライシング制御因子でありX染色体上にコードされたZRSR2
遺伝子の制御メカニズム，およびZRSR2非依存的な制御機構の解明を目指すものである。新規視点か
らの発がんメカニズムの解明により，新規治療法の開発につながることが期待される。
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◆ 第14回（2022年度）井上リサーチアウォード授賞理由

炭素資源の多様化を指向した
バイオマス・天然ガスからの精密分子変換
Precise Molecular Transformation of Biomass and Natural Gas toward
Diversification of Carbon Resources

東京大学大学院工学系研究科・助教

楠本

周平

●授賞理由 ───────────────────────────────────────
人類の文化的な生活に不可欠な医薬，農薬や高分子などの有機分子の炭素資源のほとんどは，石油
資源に由来している。石油産業への過度の依存を脱却し，中長期的により持続可能な社会を構築する
ためには，代替資源が必要である。石油の代替資源として，低分子量の天然ガスや高分子量のバイオ
マスを利用可能にすることは喫緊の課題である。しかし，精密有機合成への直接的な応用は困難であ
るため，これらの資源は，現在熱源としてのみ利用されている。そのため，天然ガスやバイオマスの
触媒を用いた有用分子への変換反応の開発が望まれている。長らく研究され目覚ましい発展を遂げて
きた金属触媒化学，有機合成化学の歴史をもってしても，このような反応を可能とする触媒技術の開
発は未成熟である。本研究提案で楠本周平氏は，新たな金属触媒を設計・開発による，代替資源の革
新的な変換を計画している。
特に本研究では，天然ガスに含まれるメタンなどの単純炭化水素を用いた有用有機化合物合成およ
び リグニンをはじめとするバイオマス選択的分解による有用基礎化学製品生産への応用を目指して
いる。メタンやリグニンを有用分子へと変換するためには，強固な炭素-水素（C-H）結合や炭素-酸
素（C-O）結合を切断する必要がある。精密有機合成においては，金属錯体を用いた結合形成反応に
比して，結合切断反応の開発は遅れてきた。楠本周平氏は，独自に開発した金属錯体を用いてC-H結
合やC-O結合などの強固な結合の切断反応を可能し，有機化学・有機金属化学の新展開を開拓してい
る才能あふれる研究者である。本研究提案では，独自の成果を基盤に新たな触媒系を開発し，さらに
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2021年度研究助成事業報告

●職

歴 ────────────────────────────────────────
2014年
2015年
2018年

●受

東京大学大学院工学系研究科・助教
JSTさきがけ「革新的触媒の科学と創製」研究員（兼）
マサチューセッツ工科大学化学科visiting professor

賞 ────────────────────────────────────────
2014年
2015年
2015年
2019年
2020年

有機合成化学協会研究企画賞
井上研究奨励賞
新化学技術研究奨励賞
内藤コンファレンス ポスター発表賞
日本化学会第100春季年会 若い世代の特別講演証

高難度な変換反応を開発し，精密有機合成から工業原料の生産を指向している。楠本氏は，独自性が
高く，スケールの大きい基礎研究を展開できる将来性豊かな研究者であり，井上リサーチアウォード
に相応しいと判断した。
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◆ 第14回（2022年度）井上リサーチアウォード授賞理由

中赤外レーザーを用いた
分子振動によるナノ物質の選択的光トラップ
Selective optical trapping of nanoparticles with Mid-IR laser based on molecular
vibration

豊田工業大学・講師

工藤

哲弘

●授賞理由 ───────────────────────────────────────
レーザー光を溶液中に集光することで，その溶液中に分散している微小物体を焦点近傍に光トラッ
プできることがよく知られており，2018年には光ピンセットの発見と生物学への応用でアシュキン博
士らがノーベル物理学賞を受賞している。このように，光により物質に誘起される輻射力を利用して
マイクロやナノサイズの微小物体を操作する光マニピュレーション技術の進展は目覚ましく，タンパ
ク質や分子などのあらゆる微小物質を対象とした光トラップの研究が多面的に展開されている。
従来の光トラップは物質に対して透明な近赤外光（非共鳴）を用いた場合が多かったが，工藤哲弘
氏は，捕捉された物質が光と共鳴し強く相互作用することで，従来型とは一線を画する輻射力光科学
における新たな研究分野を切り拓いてきた。レーザーが物質の電子遷移に共鳴した場合には，その物
質に働く輻射力が著しく増大するメカニズムを理論的に提案するとともに，最近では国内外で最も高
い共鳴増強効果を実験的に観察することに成功している。これらの実績に基づき，工藤氏は，中赤外
光による分子振動共鳴においても同様な光増強効果が期待できることに着目し，中赤外レーザーによ
る共鳴増強効果の実証を提案している。中赤外光領域は，分子指紋領域とも呼ばれており，個々の分
子によって赤外スペクトルの形状が顕著に異なり，これらを輻射力で選別できる可能性がある。ま
た，非常に大きな分極率を持つことから，単一タンパク質などの安定的な捕捉も可能となると期待さ
れる。
豊田工業大学で開発が進んでいる高出力中赤外可変レーザーを用いて，この分子振動共鳴による共
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2021年度研究助成事業報告

●職

歴 ────────────────────────────────────────
2017年
2020年

●受

台湾国立交通大学応用化学系・助理研究員
豊田工業大学大学院工学研究科・講師

賞 ────────────────────────────────────────
2015年
2019年

井上研究奨励賞
日本物理学会若手奨励賞

鳴増強効果を実証し，究極的には特定の単分子やたんぱく質，ウイルスなどを赤外スペクトルに応じ
て選択的にトラップすることを目指した野心的な研究である。
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◆ 第25回（2021年度）久保亮五記念賞受賞者授賞理由

量子物質の非平衡制御の理論研究
Theoretical study of nonequilibrium control of quantum materials

東京大学物性研究所・教授

岡

隆史

●授賞理由 ───────────────────────────────────────
現在，物性物理学分野は大きな変革期の最中で，物質合成とその静的性質の測定に加え，物質の持
つ機能に注目した非平衡状態の動的性質の研究に関心が集まり，量子物質の新機能探索は，最近の物
性分野における世界的な潮流の 1 つとなっている。岡隆史氏の研究は，まさにこの潮流を先取りし，
その端緒ともなった卓越したものである。岡氏は，レーザー電場に代表される非平衡外場を用いて量
子多体系の性質を制御する様々な手法を理論的に提案し，量子物質の非平衡物理研究を先導する業績
を上げている。
岡氏の業績の中で特筆すべきものは，2009年にPhysical Review に発表されたフロッケ・トポロジ
カル絶縁体の提唱である。この研究は，グラフェンなどの二次元物質を円偏光レーザー照射によって
トポロジカル相に変化させうることを明らかにしたものである。発端は久保の線形応答理論を非平衡
系に拡張することにあり，外場としてのレーザー電場の持つ時間周期性に着目し，非平衡電子状態を
時間周期系に対するフロッケ理論によって記述して，強く駆動された非平衡状態の応答を与える久保
公式と，量子ホール状態を特徴付けるTKNN（Thouless-Kohmoto-Nightingale-Nijs）公式それぞれの
フロッケ理論版の定式化に成功した。このフロッケ・TKNN公式を用いて，レーザー照射によって
量子ホール状態が実現する現象，すなわちフロッケ・チャーン絶縁体という新しい状態を提唱したの
である。岡氏の提唱した現象は，後にフロッケ・トポロジカル状態と総称されるようになり，多くの
理論・実験研究者が参入する新分野へと発展した。フロッケ・トポロジカル絶縁体は,その後いくつ
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2021年度研究助成事業報告

●職

歴 ────────────────────────────────────────
2005年 独立行政法人産業技術総合研究所・産総研特別研究員
2006年 東京大学大学院理学系研究科・助手
2007年 東京大学大学院理学系研究科・助教
2012年 東京大学大学院工学系研究科・講師
2015年 マ
 ックスプランク複雑物理学研究所及び
マックスプランク化学物理研究所・グループリーダー
2020年 東京大学物性研究所・教授

●受

賞 ────────────────────────────────────────
2013年

日本物理学会若手奨励賞 領域５

かの実験グループによって実証され，現在は超高速デバイスを目指す応用研究へ移行しつつある。岡
氏は，その後の研究で，チャーン絶縁体だけでなく，フロッケ・ワイル半金属など様々なトポロジカ
ル状態実現の方法を提唱している。
岡氏の研究業績は上記のフロッケ・トポロジカル絶縁体に留まらない広がりを見せ，凍っていた電
子系を強い電場によって溶かす「電場誘起絶縁体・金属転移」に関する世界初の理論研究や，モット
絶縁体などの非平衡状態を研究するための手法としての非平衡動的平均場近似理論の開発なども行っ
ている。
このように，岡氏の業績は物性のみならず基礎的な統計力学分野や応用研究へも波及しており，新
分野の開拓につながる普遍性も有している。「非平衡統計物理」と「量子物質」の融合分野は，今後
ますます重要性が増すと考えられるが，その分野を牽引する資質を備えている岡氏は次世代のリー
ダーとしても大きな期待が寄せられている。その業績と資質は久保亮五記念賞の受賞者にふさわしい
ものである。
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◆ 第25回（2021年度）久保亮五記念賞受賞者授賞理由

情報熱力学の研究
Study of information thermodynamics

東京大学大学院工学研究科・教授

沙川

貴大

●授賞理由 ───────────────────────────────────────
熱力学は物理学の根幹をなす分野の 1 つであり，熱力学の基礎を理解することなしに物理学を発展さ
せることはできない。沙川貴大氏は非平衡統計力学と量子情報理論の境界領域で，熱力学の第二法則に
関わる様々な理論研究を進め，情報理論と熱力学を融合して，情報熱力学とよばれる新分野を開拓し，
その一般理論を確立した。その理論は国内外の複数の実験によって検証されている。特筆すべきは，沙
川氏の提案に基づく実験において，マクスウェルのデーモンを初めて実現できたことである。研究成果
は普遍的で広い波及効果を有している。
情報と熱力学の関係は，19世紀にマクスウェルのデーモンの思考実験（分子の動きを観測できれば，
熱力学第二法則に反するエントロピーの減少が可能になるというもの）が提案されて以来，熱力学第二
法則の基礎に関わる問題として，多くの物理学者，例えばシラード，ランダウアー，ベネットらによって
研究された。その結果，シャノンによって導入された情報量の概念が熱や仕事と結びつくことが明らか
になった。しかし，これらの研究は 1 粒子気体などの簡単なモデルによる思考実験の域を出ていなかっ
た。沙川氏はこの問題に現代的な観点から挑戦し，1990年代以降に発展してきたゆらぎの定理など非平
衡統計力学の成果と測定理論および量子情報理論を融合し，情報熱力学の構築に成功した。これによ
り，熱ゆらぎレベルでの情報取得とそれに基づくフィードバック制御過程に適用できる一般化された熱力
学第二法則を導出することができた。情報処理に要するエネルギーコストの原理的限界を明らかにした
のみならず，マクスウェルのデーモンのパラドックスを一般的に解決したのである。この研究によって，
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●職

歴 ────────────────────────────────────────
2011年
2013年
2015年
2020年

●受

京都大学白眉センター・特定助教
東京大学大学院総合文化研究科・准教授
東京大学大学院工学系研究科・准教授
東京大学大学院工学系研究科・教授

賞 ────────────────────────────────────────
2011年 日本物理学会 第５回領域11若手奨励賞
2013年 Young Scientist Prize of the C3 Commission of IUPAP
2015年 第30回 西宮湯川記念賞
2016年 第
 ４回リサーチフロントアワード
（トムソン･ロイター，現クラリベイト･アナリティクス）
2018年 第５回ヤマト科学賞
2018年 第８回永瀬賞 特別賞
2019年 文部科学大臣表彰若手科学者賞

1960年代から常識とされていた情報消去に関するランダウアー原理が，特殊なモデルでしか成り立た
ず，破れることもあることが指摘され，その破れは後に実験でも検証された。マクスウェルのデーモンの
実験的実現に関連し，沙川氏が理論的側面を担当した共同研究実験においても，情報を仕事と自由エネ
ルギーに変換することに世界で初めて成功し，2010年にNature Physics誌に掲載，世界中の注目を集め
た。
最近の量子多体系の熱力学に関する研究では，単一のエネルギー固有状態であっても熱平衡状態を表
せるという固有状態熱化仮説（Eigenstate Thermalization Hypothesis, ETH）と熱力学第二法則の関係
を明らかにした。
以上のように，沙川貴大氏は情報熱力学という新分野を開拓し，熱力学第二法則の量子力学的理解な
ど統計力学のフロンティアを進展させている。また，沙川氏の研究は理論的考察に留まらず，実験的検
証法の提案まで行い，さらには実験家と共同で実証に導くなど，当該分野を発展させる原動力となって
いる。一連の業績は久保亮五記念賞にふさわしいものといえる。
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2021年度井上学術賞・井上研究奨励賞・久保亮五記念賞
推薦要項及び2022年度井上リサーチアウォード募集要項
井上学術賞
（Inoue Prize for Science）

1 ．対

象	自然科学の基礎的研究で特に顕著な業績を挙げた50歳未満（申込締切日現在）
の研究者

2 ．学 術 賞

受賞者には賞状，金メダル及び副賞として200万円を贈呈
授賞件数は 5 件以内

3 ．応 募 手 続
4 ．締 切 期 日
考
5 ．選

関係学会，既受賞者，元選考委員などに推薦を依頼
例年 9 月20日に設定
本財団の選考委員会において選考し，理事会において決定
選考結果は12月初旬に推薦者に通知

6 ．学術賞の贈呈

例年 2 月初旬を予定

井上研究奨励賞
（Inoue Research Award for Young Scientists）

1 ．対

象	過去 3 年間に理学・工学・医学・薬学・農学等の各分野で博士の学位を取得し
た37歳未満（申込締切日現在）の研究者で，自然科学の基礎的研究において新
しい領域を開拓する可能性のある優れた博士論文を提出した研究者

2 ．研究奨励賞

受賞者には，賞状，メダル及び副賞として50万円を贈呈
授賞件数は40件以内

3 ．応 募 手 続
4 ．締 切 期 日
考
5 ．選

原則として，博士論文の作成を指導した研究者が推薦
例年 9 月20日に設定
本財団の選考委員会において選考し，理事会において決定
選考結果は，12月初旬に推薦大学の学長に通知

6 ．研究奨励賞の贈呈

例年 2 月初旬を予定
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久保亮五記念賞
（Ryogo Kubo Memorial Prize）

1 ．対

象	日本の統計物理学・物性科学における波及効果の大きい基礎的研究で，優れた
業績を挙げた45歳未満（申込締切日現在）の研究者

受賞者には，賞状，メダル及び副賞として100万円を贈呈 受賞件数は 1 件
2 ．研究奨励賞
学識経験者が推薦
3 ．応 募 手 続
例年 6 月30日に設定
4 ．締 切 期 日
考	久保亮五記念賞選考委員会及び久保亮五記念事業運営委員会において候補者を
5 ．選
選考の上，本財団選考委員会の了承を得て理事会において決定
選考結果は 9 月に本人及び推薦者に通知

6 ．記念賞の贈呈	例年10月初旬を予定
【久保亮五記念賞の贈呈は，当初計画のとおり2021年度をもって終了する。】

井上リサーチアウォード
（Inoue Science Research Award）

1 ．対

象	自然科学の基礎的研究で優れた業績を挙げ，更に開拓的発展を目指す研究者
で，博士の学位取得後 9 年未満の国内の大学及び大学共同利用機関に所属（予
定を含む）する研究者

2 ．リサーチアウォード

受賞者には，賞状及び研究助成金500万円を贈呈（研究期間は 2 年）
採択予定数は 4 以内

3 ．応 募 手 続

うち， 1 名以上を女性研究者とする。

公募

	応募者は所定の申請書に必要事項を記載し，所属機関長の承認を得て，本財団
に提出

4 ．締 切 期 日
考
5 ．選

例年 7 月31日に設定
本財団の選考委員会において選考し，理事会において決定
選考結果は12月初旬に本人及び推薦機関の長に通知

6 ．アウォードの贈呈

例年 2 月初旬を予定
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役員・評議員・選考委員

2021年10月 1 日現在

役 員
理事（任期：2020.6.8～2022.6）
理 事 長

堀田

凱樹

常務理事

小間

篤

常務理事

佐藤

勝彦

浅島

誠

東京大学名誉教授，国立遺伝学研究所名誉教授
東京大学名誉教授，高エネルギー加速器研究機構名誉教授
東京大学名誉教授，自然科学研究機構名誉教授，日本学士院会員

	帝京大学特任教授，日本学術振興会学術顧問，筑波大学理事，東京大学名誉教授，
産業技術総合研究所名誉フェロー

監

岡田

清孝

岡本

久

龍谷大学龍谷エクステンションセンター・フェロー
学習院大学理学部教授

落 合 卓四郎

東京大学名誉教授

栗原

和枝

東北大学名誉教授，東北大学未来科学技術共同研究センター教授

曽我

渡

公益財団法人井上科学振興財団事務局長

事（任期：2020.6.8～2024.6. ）
小谷

正博

高橋

厚男

学習院大学名誉教授

評議員（任期：2020.6.8～2024.6. ）
安 西 祐一郎

日本学術振興会顧問

飯吉

厚夫

中部大学理事長・総長，京都大学名誉教授

上田

和夫

東京大学名誉教授

佐谷

秀行

慶応義塾大学医学部教授

巽

和行

名古屋大学名誉教授，日本学士院会員

谷口

維紹

東京大学名誉教授，総長室アドバイザー，東京大学先端科学技術研究センター

玉尾

皓平

豊田理化学研究所所長

永宮

正治

高エネルギー加速器研究機構ダイヤモンドフェロー

林田

英樹

公益社団法人日本工芸会理事長

観山

正見

岐阜聖徳学園大学長

森

郁恵

名古屋大学大学院理学研究科教授
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選考委員会委員（委嘱期間：2020.4.1～2022.3.31）
委 員 長

岡田

清孝

龍谷大学龍谷エクステンションセンター・フェロー

伊藤

公平

慶應義塾塾長

梶田

隆章

東京大学宇宙線研究所長

小薗

英雄

早稲田大学基幹理工学部教授，東北大学数理科学連携研究センター教授

田近

英一

東京大学大学院理学系研究科教授

西森

秀稔

東京工業大学科学技術創成院特任教授

丸山

茂夫

東京大学大学院工学系研究科教授

井上

将行

東京大学大学院薬学系研究科教授

今中

信人

大阪大学大学院工学研究科教授

大越

慎一

東京大学大学院理学系研究科教授

加藤

昌子

関西学院大学理工学部教授

丸岡

啓二

京都大学大学院薬学研究科特任教授

金井

隆典

慶應義塾大学医学部教授

胡桃坂 仁 志

東京大学定量生命科学研究所教授

相 賀 裕美子

国立遺伝学研究所教授

畠山

昌則

東京大学大学院医学系研究科教授

東山

哲也

東京大学理学系研究科教授､
名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研副拠点長教授

尾藤

晴彦

東京大学大学院医学系研究科教授

久保亮五記念事業運営委員会委員（委嘱期間：2020.4.1～2022.3.31）
委 員 長

北原

和夫

東京工業大学名誉教授，国際基督教大学名誉教授

小野

嘉之

東邦大学名誉教授

鈴木

増雄

東京大学名誉教授

堀田

凱樹

東京大学名誉教授，国立遺伝学研究所名誉教授

宮下

精二

東京大学大学院理学系研究科教授

山崎

敏光

東京大学名誉教授，日本学士院会員

選考委員会久保亮五記念賞選考小委員会委員（委嘱期間：2020.4.1～2022.3.31）
主

査

小野

嘉之

東邦大学名誉教授

勝本

信吾

東京大学物性研究所教授

川島

直輝

東京大学物性研究所教授

國場

敦夫

東京大学大学院総合文化研究科教授

島野

亮

村上

洋一

東京大学低温センター教授
高エネルギー加速器研究機構名誉教授，東北大学名誉教授
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