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蘆田　真二 ｱｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 複合化学・合成化学
炭素―炭素結合切断を鍵とする新規遷移
金属触媒反応の開発とその有機合成への
応用

京都大学
工学（系）・教授・村上
正浩

池田　怜男奈 ｲｹﾀﾞ ﾚｵﾅ
複合化学・生体関連
化学

高効率な“ＯＮ‐ＯＦＦ”応答性電気化学的Ｓ
ＮＰｓ検出法の開発

富山大学
薬学（系）・教授・井上
将彦

生駒　実 ｲｺﾏ ﾐﾉﾙ
生物分子科学・生物
分子科学

多様性指向型有機合成による生理活性天
然有機化合物およびその類縁体の合成研
究

東北大学
生命科学・教授・佐々
木　誠

板垣　浩司 ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｼﾞ 複合化学・合成化学
新規オレフィン系ポリマーの創製を可能とす
る高性能分子触媒の設計・創製

奈良先端科学技術大
学院大学

物質創成科学・助教
授・野村　琴広

猪熊　泰英 ｲﾉｸﾏ ﾔｽﾋﾃﾞ
複合化学・機能物質
化学

ボウル型ポルフィリン誘導体の開拓－サブ
ポルフィリン・バッキーポルフィリン合成－

京都大学
理学（系）・教授・大須
賀　篤弘

岩瀬　顕秀 ｲﾜｾ ｱｷﾋﾃﾞ
材料化学・無機工業
材料

表面修飾による光触媒の高活性化および
表面ナノ構造体の形成

東京理科大学
理学（系）・教授・工藤
昭彦

江上　寛通 ｴｶﾞﾐ ﾋﾛﾐﾁ 複合化学・合成化学
ルテニウム錯体によって触媒される酸素酸
化の反応機構の解明とその応用に関する研
究

九州大学
理学（系）・教授・香月
勗

海老根　真琴 ｴﾋﾞﾈ ﾏｺﾄ
生物分子科学・生物
分子科学

イオンチャネルに拮抗作用するポリエーテ
ル分子の全合成と活性構造の解明

東北大学
生命科学・教授・佐々
木　誠

大崎　基史 ｵｵｻｷ ﾓﾄﾌﾐ
複合化学・高分子化
学

超分子錯体触媒の構築：酵素様機能の発
現とその超越

大阪大学
理学（系）・教授・原田
明

大西　裕也 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾔ 基礎化学・無機化学
大規模系のための高精度理論の開発と遷
移金属錯体への応用

京都大学
工学（系）・教授・榊　茂
好

岡本　和紘 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 複合化学・合成化学
光学活性ジエン配位子の新規開発とこれを
用いた遷移金属触媒による不斉反応の研
究

京都大学
理学（系）・教授・林　民
生

小阪田　泰子 ｵｻｶﾀﾞ ﾔｽｺ
複合化学・生体関連
化学

がん治療への応用を目指したＤＮＡ内電荷
分離を介した光増感ＤＮＡ酸化損傷機構の
解明

大阪大学
産業科学研究所・教
授・真嶋　哲朗

小野　公輔 ｵﾉ ｺｳｽｹ 基礎化学・無機化学
自己組織化孤立空間内での平面状金属錯
体の高次集積と機能発現

東京大学
工学（系）・教授・藤田
誠

角田　洋幸 ｶｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 複合化学・分析化学
赤外分光法とケモメトリックス法による薄膜
中の有機分子集合機構の解析

東京工業大学
理工学・助教授・長谷
川　健

柏原　泰吾 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｲｺﾞ 複合化学・合成化学
アシル－ロジウム錯体の反応挙動の解明及
びそれを鍵中間体とする新規触媒反応の開
拓

東京工業大学
資源化学研究所・教
授・田中　正人

粕谷　亮 ｶｽﾔ ﾘﾖｳ
材料化学・機能材
料・デバイス

次世代透明光学デバイス用ナノクリスタル蛍
光体の低温液相合成と特性評価

慶應義塾大学
理工学・助教授・磯部
徹彦

金澤　親志 ｶﾅｻﾞﾜ ﾁｶｼ 複合化学・合成化学
金属触媒および有機触媒を用いた複素環
化合物の新規合成法の開発

東北大学
理学（系）・教授・寺田
眞浩

神谷　亮介 ｶﾐﾀﾆ ﾘﾖｳｽｹ
複合化学・生体関連
化学

細胞分化誘導を目指したプロテオグリカン
様糖鎖フィルムの創製

北海道大学
電子科学研究所・教
授・居城　邦治

川上　大輔 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ 基礎化学・無機化学
多核金属ユニットを基盤としたラダー型金属
錯体の合理的設計と新奇物性探索

東北大学
理学（系）・教授・山下
正廣

菅野　学 ｶﾝﾉ ﾏﾅﾌﾞ 基礎化学・物理化学
強レーザー場誘起イオン化の理論的評価
法の開発と超高速分子ダイナミクスの実時
間追跡

東北大学
理学（系）・教授・藤村
勇一

菊地　由希子 ｷｸﾁ ﾕｷｺ 複合化学・分析化学
ケージド細胞培養基板を用いた単一細胞回
収法の開発

東洋大学
工学（系）・教授・吉田
泰彦

岸　亮平 ｷｼ ﾘﾖｳﾍｲ 基礎化学・物理化学
非経験的分子軌道法に基づく量子ダイナミ
クスによる超分子系の光学特性についての
研究

大阪大学
基礎工学・教授・中野
雅由

桐谷　乃輔 ｷﾘﾔ ﾀﾞｲｽｹ 基礎化学・無機化学
外場誘起分子内電子移動と柔軟応答構造
の連動によるミクロ・マクロ物性の協同的制
御

京都大学
工学（系）・教授・北川
進
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栗山　磯子 ｸﾘﾔﾏ ｲｿｺ
生物分子科学・生物
分子科学

ＤＮＡ合成酵素の分子種特異的阻害物質
の探索とケミカルノックアウト解析

神戸学院大学
食品薬品総合科学・助
教授・水品　善之

黒田　貴一 ｸﾛﾀﾞ ｷｲﾁ 基礎化学・有機化学
新しい酸化還元的炭素－窒素結合生成反
応の開発

東京理科大学
工学（系）・助教授・林
雄二郎

小西　達也 ｺﾆｼ ﾀﾂﾔ 基礎化学・物理化学
金属微小接合の溶液内安定形成とコンダク
タンス量子化挙動の制御

北海道大学
理学（系）・教授・村越
敬

小林　博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ
材料化学・高分子・
繊維材料

高分子微粒子中への界面活性剤の吸蔵化
現象解明及び吸蔵化を用いた機能性微粒
子の創製

神戸大学
自然科学・教授・大久
保　政芳

斉藤　誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ
材料化学・無機工業
材料

固体電解質膜反応器を用いた含窒素物質
の反応化学的研究

大阪大学
先端科学イノベーショ
ンセンター・教授・町田
憲一

佐藤　章徳 ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ 基礎化学・有機化学
リン－リン結合のホモリシス開裂を利用した
新規リン原子導入法の開発

京都大学
工学（系）・教授・大嶌
幸一郎

椎名　康裕 ｼｲﾅ ﾔｽﾋﾛ 基礎化学・有機化学
ダイズシスト線虫孵化促進物質グリシノエク
レピンＡの不斉全合成研究

北海道大学
理学（系）・助教授・谷
野　圭持

塩見　拓史 ｼｵﾐ ﾀｸｼ 複合化学・合成化学
遷移金属触媒による還元過程を起点とした
高効率不斉触媒反応の探索

名古屋大学
工学（系）・教授・西山
久雄

島　明日香 ｼﾏ ｱｽｶ 基礎化学・無機化学
直線状多核金属錯体の特異反応性を活か
した高次構造構築

大阪大学
基礎工学・教授・真島
和志

志村　晴季 ｼﾑﾗ ﾊﾙﾄｷ
複合化学・機能物質
化学

異方的イオン伝導性分子集合体の開発 東京大学
工学（系）・教授・加藤
隆史

鈴木　宏明 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ
複合化学・生体関連
化学

質量分析法による電位依存性ナトリウムチャ
ネルの立体構造解析と機能相関研究

東京大学
理学（系）・教授・橘　和
夫

反町　啓一 ｿﾘﾏﾁ ｹｲｲﾁ 複合化学・合成化学
基質認識型ブレンステッド酸触媒による環
境調和型有機変換反応の開発

東北大学
理学（系）・教授・寺田
眞浩

武田　貴志 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｼ 基礎化学・有機化学
分子内トリアリールメタン－トリアリールメチリ
ウム錯体の三中心結合：その構造と物性

北海道大学
理学（系）・教授・鈴木
孝紀

立石　洋平 ﾀﾃｲｼ ﾖｳﾍｲ
複合化学・高分子化
学

高分子薄膜表面・界面を反応場とした光化
学反応と分子運動特性解析への応用

九州大学
工学（系）・教授・長村
利彦

田中　泰央 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 基礎化学・有機化学 大環状環拡張ポルフィリン化学の開拓 京都大学
理学（系）・教授・大須
賀　篤弘

田中　嘉人 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄ
複合化学・機能物質
化学

光圧ポテンシャルにより分子レベルの秩序
構造を制御したＪ会合体の作製・配列

大阪大学
工学（系）・教授・増原
宏

豊福　昌志 ﾄﾖﾌｸ ﾏｻｼ 複合化学・合成化学
電子的に柔軟な配位子を有する有機金属
錯体の創製と有機合成および材料科学へ
の応用

大阪大学
工学（系）・教授・神戸
宜明

内藤　一也 ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ
複合化学・機能物質
化学

単一分子蛍光法を用いた光機能化カーボ
ンナノチューブの評価とバイオセンサーへ
の応用

大阪大学
産業科学研究所・教
授・真嶋　哲朗

永井　寛嗣 ﾅｶﾞｲ ｶﾝｼﾞ
複合化学・高分子化
学

人工らせん高分子からなる剛直主鎖型コレ
ステリック液晶の創製とその不斉場の応用

名古屋大学
工学（系）・教授・八島
栄次

長岡　修平 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾕｳﾍｲ 基礎化学・物理化学
有機金属クラスターを機能単位としたボトム
アップ的手法によるナノ光機能材料の創製

慶應義塾大学 理工学・教授・中嶋　敦

中村　伊都子 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｺ
複合化学・生体関連
化学

変異体セルラーゼを用いた酵素触媒重合と
セルロースの結晶構造制御

京都大学
工学（系）・教授・木村
俊作

二川　秀史 ﾆｶﾜ ﾋﾃﾞﾌﾐ 基礎化学・有機化学 常磁性内包フラーレン化学の新展開 筑波大学
数理物質科学・教授・
赤阪　健

野中　洋 ﾉﾅｶ ﾋﾛｼ
複合化学・生体関連
化学

タンパク質のリン酸化を蛍光レシオ検出する
人工低分子ペプチドプローブの開発

京都大学
工学（系）・教授・浜地
格
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萩原　幸司 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ
生物分子科学・生物
分子科学

リアノジン全合成とカルシウム放出チャネル
の機能研究

東北大学
理学（系）・教授・平間
正博

花田　汐理 ﾊﾅﾀﾞ ｼｵﾘ 複合化学・合成化学
反応性有機金属ポリマーに包摂された白金
触媒の開発とその触媒反応への応用

九州大学
先導物質化学研究所・
教授・永島　英夫

林　剛介 ﾊﾔｼ ｺﾞｳｽｹ
複合化学・生体関連
化学

Ｌ型ＤＮＡ固定化ＤＮＡマイクロアレイの開
発とＣＡＧリピート結合分子の開発

大阪大学
産業科学研究所・教
授・中谷　和彦

平原　衣梨 ﾋﾗﾊﾗ ｴﾘ
複合化学・機能物質
化学

一次元電子系白金ナノワイヤーの連結をプ
ログラムした超分子集積体の開発と光物性
評価

東京大学
工学（系）・教授・相田
卓三

細谷　夏樹 ﾎｿﾔ ﾅﾂｷ 基礎化学・物理化学
一次元多層構造の希土類有機金属クラス
ターの気相生成と誘電率・発光特性の評価

慶應義塾大学 理工学・教授・中嶋　敦

本田　幸司 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ
複合化学・高分子化
学

フルオロアルキル系高分子の精密分子設
計による表面機能性制御

九州大学
先導物質化学研究所・
教授・高原　淳

松崎　功佑 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳｽｹ
材料化学・機能材
料・デバイス

透明酸化物半導体の固有の特性を利用し
たデバイスの探索と実現

東京工業大学
フロンティア創造共同
研究センター・教授・細
野　秀雄

迎　文都子 ﾑｶｴ ﾓﾄｺ 複合化学・分析化学
アントラセン－ＤＮＡコンジュゲートの光化学
ライゲーションおよび遺伝子解析への応用

熊本大学
工学（系）・助教授・井
原　敏博

邨次　智 ﾑﾗﾂｸﾞ ｻﾄｼ 基礎化学・無機化学
ジメチルジヒドロピレン架橋‐次元遷移金属
錯体中の電子移動の可逆的スイッチング

東京大学
理学（系）・教授・西原
寛

山田　洋 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 基礎化学・有機化学
ケイ素を含むパイ共役電子系の構造修飾に
よる機能開拓

名古屋大学
理学（系）・教授・山口
茂弘

横川　大輔 ﾖｺｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 基礎化学・物理化学
溶媒効果を取り込んだ金属錯体の電子状
態に関する理論的研究

京都大学
工学（系）・教授・榊　茂
好

吉田　純 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞﾕﾝ
複合化学・機能物質
化学

金属錯体をゲスト、液晶・無機層状物質をホ
ストとするホスト・ゲスト化合物の創製

東京大学
総合文化・兼任助教
授・錦織　紳一

吉本　純一 ﾖｼﾓﾄ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 複合化学・合成化学
―「形ある水」触媒の創製―酸―塩基相互
作用に基づく新しい分子認識と触媒作用の
開発

名古屋大学
理学（系）・助教授・斎
藤　進

渡邉　亮子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾖｳｺ
ナノ・マイクロ科学・
ナノ材料・ナノバイオ

高分子ナノ相分離構造を鋳型とする構造転
写プロセスの開発と新規ナノ材料の創製

東京工業大学
資源化学研究所・教
授・彌田　智一
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