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赤松　貴文 ｱｶﾏﾂ ﾀｶﾌﾐ
材料工学・構造・機
能材料

化学ベクトル法を用いたリン酸塩ガラスハイ
ドロゲルの設計と電気化学デバイスへの応
用

名古屋工業大学
工学（系）・教授・春日
敏宏

浅妻　英章 ｱｻﾂﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ
農芸化学・生物生産
化学

甲殻類の脱皮抑制ホルモン受容体の同定
とそれに基づいた脱皮制御機構の解明

東京大学
農学生命科学・教授・
長澤　寛道

浅海　裕也 ｱｻﾉﾐ ﾕｳﾔ
複合化学・生体関連
化学

ポリグルタミン病におけるアミロイド凝集阻害
剤の開発とその阻害機構の解明

北海道大学
理学（系）・教授・坂口
和靖

阿部　仁 ｱﾍﾞ ﾋﾄｼ 基礎化学・物理化学
磁性薄膜のスピン再配列転移の動的過程
の追跡とその機構の３次元的解明

東京大学
理学（系）・教授・長谷
川　哲也

菖蒲　弘人 ｱﾔﾒ ﾋﾛﾋﾄ
複合化学・生体関連
化学

核酸標的医薬の設計及びデリバリーシステ
ムの開発

東京医科歯科大学
生体材料工学研究所・
教授・秋吉　一成

生田　健次郎 ｲｸﾀ ｹﾝｼﾞﾛｳ
人間医工学・医用シ
ステム

血管内皮障害を認識する機能化造影剤及
び薬物送達システムの開発

九州大学
工学（系）・教授・片山
佳樹

石田　直樹 ｲｼﾀﾞ ﾅｵｷ 複合化学・合成化学
遷移金属触媒を用いる新規二酸化炭素固
定化反応の開発

京都大学
工学（系）・教授・村上
正浩

石丸　剛久 ｲｼﾏﾙ ﾀｹﾋｻ 複合化学・合成化学
触媒設計の新発想：柔軟性の高い触媒や
触媒混合物の開発と炭素弗素結合形成反
応の開発

名古屋工業大学 工学（系）・教授・融　健

磯崎　要 ｲｿｻﾞｷ ｶﾅﾒ
生物科学・構造生物
化学

鎮痛オピオイド受容体のアフィニティラベリ
ングによる活性化分子起動メカニズムの解
明

九州大学
理学（系）・教授・下東
康幸

一丸　直哉 ｲﾁﾏﾙ ﾅｵﾔ
農芸化学・生物生産
化学

新規阻害剤の合成開発と作用機構研究に
基づく呼吸鎖複合体－Ｉの研究

京都大学
農学（系）・助教授・三
芳　秀人

伊藤　和幸 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 基礎化学・無機化学
ポルフィリノイド低原子価金属錯体の新規創
製とユニークな反応性の評価

九州大学
工学（系）・教授・久枝
良雄

伊藤　慎庫 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 複合化学・合成化学
鉄触媒を用いた不活性結合切断を鍵とする
新規炭素－炭素結合形成反応の開発

東京大学
理学（系）・教授・中村
栄一

稲瀬　安希 ｲﾅｾ ｱｷ
複合化学・生体関連
化学

紫外線損傷ＤＮＡの修復を目的とした機能
性分子の開発

大阪大学
基礎工学・教授・岩井
成憲

井上　茂義 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾖｼ 基礎化学・有機化学
ｓｐ２シリルアニオンを用いた新規π電子共
役系分子の創成

筑波大学
数理物質科学・教授・
関口　章

井上　倫太郎 ｲﾉｳｴ ﾘﾝﾀﾛｳ
材料化学・高分子・
繊維材料

高分子超薄膜のガラス転移ダイナミクスの
非弾性中性子散乱研究

京都大学
化学研究所・教授・金
谷　利治

今村　圭佑 ｲﾏﾑﾗ ｹｲｽｹ 複合化学・合成化学
天然生理活性物質ｌｙｍｐｈｏｓｔｉｎ及びｔｅｔｒａｐ
ｅｔａｌｏｎｅＡの全合成研究

早稲田大学
理工学・教授・竜田　邦
明

上野　琴巳 ｳｴﾉ ｺﾄﾐ
生物分子科学・生物
分子科学

アブシジン酸アナログを用いたアブシジン
酸８’位水酸化酵素の機能解明

岐阜大学
連合農学・併任助教
授・轟　泰司

上野　聡 ｳｴﾉ ｻﾄｼ 複合化学・合成化学
不活性結合切断を経る新しい触媒的官能
基化反応の開発

大阪大学
工学（系）・教授・茶谷
直人

生長　幸之助 ｵｲｻｷ ｺｳﾉｽｹ 薬学・化学系薬学
触媒的不斉四置換炭素構築型アルドール
反応を基盤とした多置換不斉ユニット合成と
展開

東京大学
薬学（系）・教授・柴崎
正勝

大石　潤 ｵｵｲｼ ｼﾞﾕﾝ
人間医工学・医用生
体工学・材料

細胞内シグナルに応答する革新的遺伝子
発現制御システムの創製

九州大学
工学（系）・教授・片山
佳樹

大松　亨介 ｵｵﾏﾂ ｺｳｽｹ 基礎化学・有機化学
アルミニウムの潜在的特性の発現を指向し
た不斉触媒の設計と炭素骨格変換反応の
開発

京都大学
理学（系）・教授・丸岡
啓二

岡田　孝一郎 ｵｶﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ
環境学・環境動態解
析

亜熱帯地域における大気エアロゾルの光化
学特性について

琉球大学 理工学・教授・大森　保

小比賀　真吾 ｵﾋﾞｶ ｼﾝｺﾞ 薬学・化学系薬学
インジウムの性質を利用したラジカル環化
反応の開発

京都大学
薬学（系）・教授・竹本
佳司

樫本　薫 ｶｼﾓﾄ ｶｵﾙ 基礎化学・物理化学
２次元界面におけるメゾスコピックドメインの
分散安定性と分子レベル構造解析

九州大学
理学（系）・助教授・瀧
上　隆智
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片岡　朋治 ｶﾀｵｶ ﾄﾓﾊﾙ
複合化学・機能物質
化学

ユウロピウムから構成される量子サイズ半導
体ナノ結晶の合成と光物理特性

大阪大学
工学（系）・助教授・和
田　雄二

金川　慎治 ｶﾈｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ
複合化学・機能物質
化学

ヘテロスピン系を用いたモノメタリック単分子
磁石の研究

九州大学
薬学（系）・教授・古賀
登

兼子　和佳子 ｶﾈｺ ﾜｶｺ 基礎化学・無機化学
複合物性発現を指向した錯体磁性体を基
盤とする強磁性－強誘電性共存系の構築

京都大学
工学（系）・教授・北川
進

神谷　真子 ｶﾐﾔ ﾏｺ 薬学・物理系薬学
レポーター酵素感受性光機能性分子の創
製による新しい生体機能解析ツールの構築

東京大学
薬学（系）・教授・長野
哲雄

狩俣　寿枝 ｶﾘﾏﾀ ﾋｻｴ
複合化学・生体関連
化学

核酸の構造安定性に及ぼすモレキュラーク
ラウディング効果の熱力学的定量化

甲南大学
自然科学・教授・杉本
直己

河邉　英司 ｶﾜﾍﾞ ｴｲｼﾞ 基礎化学・物理化学
有機へテロ接合界面における有機分子の
配向性及び電子準位接続に関する研究

名古屋大学
理学（系）・教授・関　一
彦

北城　喜一 ｷﾀｼﾞﾖｳ ﾖｼｶｽﾞ
複合化学・高分子化
学

ハイパーブランチ多糖を用いた新規機能性
ポリマーの創製とその機能評価

北海道大学
工学（系）・教授・覚知
豊次

清原　宏 ｷﾖﾊﾗ ﾋﾛｼ 薬学・化学系薬学
環境調和を指向した実践的不斉合成法の
開発と創薬への展開

東京大学
薬学（系）・教授・小林
修

金城　智弘 ｷﾝｼﾞﾖｳ ﾄﾓﾋﾛ 総合工学・核融合学
核融合炉ブランケットにおける増殖トリチウ
ムの移行挙動に関する研究

九州大学
総合理工学・教授・西
川　正史

金原　篤 ｷﾝﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 複合化学・合成化学
固相合成反応の開発による有機材料およ
び天然物のライブラリー構築に関する研究

東京工業大学
理工学・助教授・土井
隆行

久保田　朋広 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 薬学・化学系薬学
Ｃ－Ｈ結合をＣ－Ｓ結合に直接変換する遷
移金属触媒反応の開発

東北大学
薬学（系）・教授・山口
雅彦

倉重　佑輝 ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｷ 基礎化学・物理化学
大規模分子系の励起状態に対するスケーラ
ブルな定量的電子相関理論の開発

東京大学
工学（系）・教授・平尾
公彦

黒田　武史 ｸﾛﾀﾞ ﾀｹｼ
生物分子科学・生物
分子科学

新規な作用機序に基づく海洋産抗腫瘍性
マクロライドの作用機序解明

筑波大学
数理物質科学・教授・
木越　英夫

小泉　智史 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾄｼ 基礎化学・無機化学 単分子磁石の合成と物性制御 筑波大学
数理物質科学・教授・
大塩　寛紀

小谷　弘明 ｺﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 基礎化学・有機化学
超長寿命・高エネルギーの電荷分離状態を
有する分子を用いた触媒的光酸化還元反
応

大阪大学
工学（系）・教授・福住
俊一

後藤　武志 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ
材料化学・機能材
料・デバイス

電極転写法を用いたフレキシブル有機電子
デバイスの作製

九州大学
総合理工学・教授・筒
井　哲夫

小西　順子 ｺﾆｼ ｼﾞﾕﾝｺ
材料化学・無機工業
材料

遷移金属酸化物の多孔構造形成とナノ構
造フォトニクスへの展開

京都大学
工学（系）・教授・平尾
一之

阪田　薫穂 ｻｶﾀ ｶｵﾙﾎ
応用物理学・工学・
薄膜・表面界面物

歪みシリコンウエハ表面の化学的特性に対
する実験および理論計算による検討

早稲田大学
理工学・助教授・本間
敬之

佐古　佑介 ｻｺ ﾕｳｽｹ 複合化学・分析化学
プロテインスプライシングを用いた細胞内に
おけるタンパク質局在の分析法の開発

東京大学
先端科学技術研究セ
ンター・教授・菅　裕明

佐藤　健 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 基礎化学・物理化学
弱い結合を持つ分子系に対する高速な第
一原理分子動力学法の開発と応用

東京大学
工学（系）・教授・平尾
公彦

佐藤　航 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ
ナノ・マイクロ科学・
マイクロ・ナノデバイ
ス

界面張力による微少流体制御とその高機能
化学集積回路への展開

筑波大学
数理物質科学・教授・
鈴木　博章

柴田　絹枝 ｼﾊﾞﾀ ｷﾇｴ
複合化学・機能物質
化学

水溶液表面での可溶性凝縮膜形成を基盤
とする分子界面熱力学・界面構造化学的研
究

九州大学
理学（系）・教授・荒殿
誠

下川　淳 ｼﾓｶﾜ ｼﾞﾕﾝ 薬学・化学系薬学
生物機能の分子基盤解明を志向した天然
物合成研究

東京大学
薬学（系）・教授・福山
透

庄子　良晃 ｼﾖｳｼﾞ ﾖｼｱｷ
複合化学・機能物質
化学

金属ポルフィリン環状ホストを用いた高次フ
ラーレンの分子認識と構造変換

東京大学
工学（系）・教授・相田
卓三
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鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ
材料化学・高分子・
繊維材料

機能物質偏在固定粒子の創製と応用 慶應義塾大学
理工学・教授・川口　春
馬

鈴木　道生 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｵ
農芸化学・生物生産
化学

アコヤ貝の貝殻形成に関与する有機基質
の構造および機能解析

東京大学
農学生命科学・教授・
長澤　寛道

平　順一 ﾀｲﾗ ｼﾞﾕﾝｲﾁ
複合化学・生体関連
化学

受動性輸送体タンパク質の機能調節のため
の膜貫通セグメントの構造と機能に関する
研究

佐賀大学
理工学・助教授・兒玉
浩明

高梨　和憲 ﾀｶﾅｼ ｶｽﾞﾉﾘ 基礎化学・有機化学 多元素環状６π電子系分子の創成 筑波大学
数理物質科学・教授・
関口　章

高梨　健作 ﾀｶﾅｼ ｹﾝｻｸ
複合化学・高分子化
学

新規デンドリマーを利用したヘテロ金属精
密クラスターの創製

慶應義塾大学
理工学・教授・山元　公
寿

瀧川　紘 ﾀｷｶﾜ ﾋﾛｼ 基礎化学・有機化学
核間位に不斉第４級炭素をもつ多環性化合
物の合成法

東京工業大学
理工学・教授・鈴木　啓
介

武内　敏秀 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾋﾃﾞ 薬学・化学系薬学
細胞内薬物送達の制御を目指した新規構
造スイッチング型膜透過ペプチドの設計と
開発

京都大学
化学研究所・助教授・
二木　史朗

竹澤　悠典 ﾀｹｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 基礎化学・無機化学
金属錯体型人工ＤＮＡによる金属イオンの
ヘテロ集積化と新規機能発現制御

東京大学
理学（系）・教授・塩谷
光彦

竹林　新二 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ
複合化学・機能物質
化学

共役系高分子のナノレベル配列制御システ
ムの構築

九州大学
工学（系）・教授・新海
征治

田中　祐圭 ﾀﾅｶ ﾏｻﾖｼ
ナノ・マイクロ科学・
ナノ材料・ナノバイオ

バイオナノマグネタイトの結晶成長関連タン
パク質機能解析とその応用法の確立

東京農工大学
工学教育部・教授・松
永　是

谷村　景貴 ﾀﾆﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ 基礎化学・物理化学
精密な相対論的電子状態理論の開発と重
原子化合物の磁気物性と励起状態への応
用

首都大学東京
理学（系）・教授・波田
雅彦

鶴岡　孝章 ﾂﾙｵｶ ﾀｶｱｷ
材料化学・機能材
料・デバイス

化合物半導体ナノ粒子をユニットとした三次
元構造体の構築およびその光学特性制御

甲南大学
自然科学・教授・縄舟
秀美

手塚　照明 ﾃﾂﾞｶ ﾃﾙｱｷ
材料化学・無機工業
材料

無機材料をベースとするプロトン伝導体の
作製と広温度範囲作動型燃料電池の構築

大阪府立大学
工学（系）・教授・辰巳
砂　昌弘

富田　一行 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ
電気電子工学・電
子・電気材料工学

高誘電率材料のフォノン構造と電子物性の
解明、及びＭＯＳデバイスへの最適化

東京大学
工学（系）・教授・鳥海
明

中　寛史 ﾅｶ ﾋﾛｼ 薬学・化学系薬学
遷移状態解析に基づく多核金属アート塩基
の論理的開発と機能性芳香族構築化学へ
の展開

東京大学
薬学（系）・教授・大和
田　智彦

長井　智幸 ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾕｷ
複合化学・機能物質
化学

非線形ダイナミクスによる多様な自己組織
化秩序形成の開拓と三次元ナノ構造の構
築

大阪大学
基礎工学・教授・中戸
義禮

中島　隆芳 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾖｼ
応用物理学・工学・
応用物性・結晶工

高臨界電流特性超伝導大型結晶材料の開
発

東京大学
工学（系）・教授・岸尾
光二

中畑　崇 ﾅｶﾊﾀ ﾀｶｼ
農芸化学・生物生産
化学

昆虫摂食阻害物質アザジラクチンの全合成
研究

東北大学
農学（系）・教授・桑原
重文

中村　泰之 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ
複合化学・機能物質
化学

ポルフィリンナノマテリアル（リング、シート、
チューブ）の開拓

京都大学
理学（系）・教授・大須
賀　篤弘

成田　敦 ﾅﾘﾀ ｱﾂｼ
複合化学・生体関連
化学

“細胞内遺伝子検出システム”を用いる薬剤
高速スクリーニング系の構築

京都大学
工学（系）・教授・青山
安宏

西岡　宏司 ﾆｼｵｶ ｺｳｼﾞ
ナノ・マイクロ科学・
ナノ構造科学

金ナノロッドの形状製御技術を駆使した一
次元金ナノ配線の構築

九州大学
工学（系）・教授・山田
淳

野崎　大二郎 ﾉｻﾞｷ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ
複合化学・機能物質
化学

単一分子デバイスの機能制御と量子輸送
過程に関する研究

九州大学
先導物質化学研究所・
教授・吉澤　一成

野澤　雅人 ﾉｻﾞﾜ ﾏｻﾄ
複合化学・生体関連
化学

アルツハイマー治療薬開発～非含窒素幻
覚物質サルビノリンの合成研究～

新潟大学
自然科学・教授・萩原
久大

羽根田　剛 ﾊﾈﾀﾞ ﾂﾖｼ
複合化学・機能物質
化学

配位結合性高分子骨格を用いた新規導電
性錯体の開拓研究

東京大学
工学（系）・教授・藤田
誠
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馬場　達志 ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾂｼ
複合化学・機能物質
化学

ハイブリッド触媒の創製とナノ特異反応場を
利用したクリーン物質変換反応

九州大学
工学（系）・教授・久枝
良雄

原　聡亮 ﾊﾗ ｿｳｽｹ 薬学・化学系薬学
環状デプシペプチド類の合成と固相合成法
への応用

千葉大学
薬学（系）・教授・濱田
康正

原　和香奈 ﾊﾗ ﾜｶﾅ
材料工学・無機材
料・物性

紫外パルスレーザーを用いた無機結晶材
料の室温合成とナノ機能化

東京工業大学
応用セラミックス研究
所・助教授・吉本　護

原田　勝好 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾖｼ
複合化学・生体関連
化学

非天然ヘムを駆使したシトクロムＰ４５０の電
子伝達経路解明と高機能変換

九州大学
工学（系）・助教授・久
枝　良雄

半矢　祐己 ﾊﾝﾔ ﾕｳｷ 薬学・化学系薬学
抗腫瘍活性を有するビスインドール型アル
カロイド、コノフィリンの効率的全合成研究

東京大学
薬学（系）・教授・福山
透

一二三　洋希 ﾋﾌﾐ ﾋﾛｷ 複合化学・分析化学
核磁気共鳴機能分子プローブ（ＭＲＩプロー
ブ）の創製とイメージング応用

慶應義塾大学
理工学・教授・鈴木　孝
治

平野　康次 ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ 基礎化学・有機化学
炭素－炭素結合開裂を伴うアリルジルコニ
ウム反応剤の調製とその利用

京都大学
工学（系）・教授・大嶌
幸一郎

平野　潤三 ﾋﾗﾉ ｼﾞﾕﾝｿﾞｳ 複合化学・分析化学
超高感度新規蛍光団の開発と定量分析・イ
メージング基材への展開

九州大学
薬学（系）・教授・財津
潔

藤井　智彦 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋｺ
生物分子科学・生物
分子科学

生理活性プローブ分子を用いたマメ科植物
就眠運動関連受容体の検出とその分子生
理学

東北大学
理学（系）・教授・上田
実

穂坂　直 ﾎｻｶ ﾅｵ
複合化学・高分子化
学

ケイ素系ナノフィラーを用いた高分子ナノハ
イブリッド薄膜材料の創製

九州大学
先導物質化学研究所・
教授・高原　淳

星野　美保子 ﾎｼﾉ ﾐﾎｺ
地球惑星科学・岩
石・鉱物・鉱床学

褐レン石地質温度・圧力計の開発と希土類
元素の地球内部循環メカニズムの解明

筑波大学
生命環境科学・教授・
木股　三善

細水　康平 ﾎｿﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ
材料化学・機能材
料・デバイス

ポルフィリン自己集合体における構造と光
物性の相関に関する研究

京都大学
工学（系）・教授・今堀
博

前川　健典 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｽｹ 基礎化学・物理化学
遷移金属錯体を用いた一般化フェリ磁性系
の構築と量子磁気スイッチング

大阪市立大学
理学（系）・助教授・塩
見　大輔

牧　利克 ﾏｷ ﾄｼｶﾂ
複合化学・環境関連
化学

環境調和型脱水縮合反応に有効なアリー
ルボロン酸触媒の分子設計

名古屋大学
工学（系）・教授・石原
一彰

松永　真理子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾘｺ
複合化学・機能物質
化学

有機単分子膜修飾ゲートＦＥＴを用いたアミ
ノ酸のオンラインキラル識別センサの構築

早稲田大学
理工学・教授・逢坂　哲
彌

松原　一喜 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ
材料化学・機能材
料・デバイス

酸化チタン－金属ナノ粒子系材料が示す
多色フォトクロミック現象の解明及びその応
用

東京大学
生産技術研究所・助教
授・立間　徹

松本　和弘 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 複合化学・合成化学
シス－β型および７配位五方両錐型錯体を
利用した電子環状付加反応の制御に関す
る研究

九州大学
理学（系）・教授・香月
勗

右田　章 ﾐｷﾞﾀ ｱｷﾗ
生物分子科学・生物
分子科学

ポリエーテル抗生物質ラサロシド生合成に
おけるエーテル環構築機構の解明

北海道大学
理学（系）・教授・及川
英秋

宮澤　朋久 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ
プロセス工学・触媒・
資源化学

再生可能資源バイオマスの高性能ガス化触
媒の開発

筑波大学
数理物質科学・教授・
国森　公夫

村井　健一 ﾑﾗｲ ｹﾝｲﾁ 薬学・化学系薬学
立体選択的分子内ハロアミノ化反応の開発
とその天然物合成への応用

大阪大学
薬学（系）・教授・北　泰
行

森　啓二 ﾓﾘ ｹｲｼﾞ 基礎化学・有機化学
新規軸不斉化合物を利用した不斉誘起法
の開発

東京工業大学
理工学・教授・鈴木　啓
介

諸岡　紗以子 ﾓﾛｵｶ ｻｲｺ 基礎化学・物理化学
無触媒有機反応と化学進化の解明を目指
した熱水中におけるＣ１化学の構築

京都大学
化学研究所・助教授・
松林　伸幸

山口　拓実 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 基礎化学・有機化学
配位結合ナノチューブの自己組織化におけ
る精密構造制御とその機能化

東京大学
工学（系）・教授・藤田
誠

山口　友佳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 基礎化学・無機化学
第一遷移金属－希土類金属系多核錯体の
構造制御に基づく単分子磁性体の構築

岡山大学
理学（系）・教授・小島
正明
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山下　修治 ﾔﾏｼﾀ ｼﾕｳｼﾞ
生物分子科学・生物
分子科学

巨大縮環ポリエーテル統一的全合成法の
開発と展開

東北大学
理学（系）・教授・平間
正博

山田　久嗣 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻﾂｸﾞ
複合化学・生体関連
化学

がん細胞およびその遺伝子異常を検出する
イメージング分子の開発

京都大学
工学（系）・教授・西本
清一

山本　明保 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾔｽ 材料工学・金属物性
二ホウ化マグネシウム超伝導体における磁
束ピンニング機構の解明と実用化基盤研究

東京大学
工学（系）・教授・岸尾
光二

山本　茂樹 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｷ 複合化学・分析化学
表面増強ラマン散乱法の液液界面ナノマッ
ピングとキラル計測への展開

大阪大学
理学（系）・教授・渡會
仁

弓削　哲治 ﾕｹﾞ ﾃﾂﾊﾙ
ナノ・マイクロ科学・
ナノ構造科学

自己組織化による有機結晶の配列制御と有
機エレクトロニクスへの応用

大阪大学
工学（系）・教授・宮田
幹二

横田　実咲 ﾖｺﾀ ﾐｻｷ 基礎化学・有機化学 高次ヘリセン類の新規合成法の開発 東京大学
理学（系）・教授・奈良
坂　紘一

横谷　聡 ﾖｺﾀﾆ ｻﾄﾙ
複合化学・生体関連
化学

プリオンタンパク質のモリブデンによるコンホ
メーション変化誘導の構造要因解析

九州大学
理学（系）・助教授・野
瀬　健

鷲尾　卓哉 ﾜｼｵ ﾀｸﾔ 薬学・化学系薬学
新規二核ロジウム（ＩＩ）錯体の創製に基づく
不斉ルイス酸触媒反応の開発

北海道大学
薬学（系）・教授・橋本
俊一
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