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秋葉　宏樹 ｱｷﾊﾞ ﾋﾛｷ 生体関連化学
タンパク質リン酸化を選択的に認
識する化学プローブの創製

東京大学
先端科学技術研究セ
ンター・教授・小宮山
眞

厚見　宙志 ｱﾂﾐ ﾋﾛｼ 生体関連化学
DNA周期配列への電子スピン導
入によるロイドモデルの化学的構
築に関する研究

大阪大学
理学（系）・教授・中谷
和彦

安部　良太 ｱﾍﾞ ﾘﾖｳﾀ 生体関連化学
黄色ブドウ球菌由来ヘム鉄輸送
蛋白質のヘム輸送機構の解明

東京大学
医科学研究所・教授・
津本　浩平

天野　健一 ｱﾏﾉ ｹﾝｲﾁ 物理化学
生体系における水の並進エントロ
ピーの重要性：統計力学理論解
析

京都大学
エネルギー理工学研
究所・教授・木下　正
弘

池田　飛展 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 機能物質化学
可視光水完全分解反応に向けた
高性能ナノ粒子触媒の開発

筑波大学
数理物質科学・教授・
寺西　利治

池田　将啓 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 有機化学
有機触媒及び遷移金属触媒によ
る協奏的不斉合成反応

東京大学
工学（系）・准教授・西
林　仁昭

石川　隼也 ｲｼｶﾜ ｼﾞﾕﾝﾔ 生体関連化学
RNA立体構造の認識を基盤とし
た機能性ncRNAの探索・解析技
術の開発

九州大学
工学（系）・准教授・井
川　善也

石堂　泰志 ｲｼﾄﾞｳ ﾔｽｼ 高分子化学
精密重合による交互共重合体の
合成と選択的分解：新規ケミカル
リサイクルへ向けて

大阪大学
理学（系）・教授・青島
貞人

伊奈　稔哲 ｲﾅ ﾄｼｱｷ 物理化学
理想界面を用いた高温イオニクス
デバイスヘテロ界面構造の解明
と高活性電極の創製

京都大学
人間・環境学・教授・
内本　喜晴

犬飼　章恵 ｲﾇｶｲ ﾉﾘｴ 機能物質化学
段階的超分子形成を利用した
DNA四重鎖の構造制御

奈良先端科学技
術大学院大学

物質創成科学・教授・
河合　壯

今泉　伸治 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾝｼﾞ
高分子・繊維材
料

電場とナノ流動場を利用した，
カーボンナノチューブの繊維化と
電極への応用

東京工業大学
理工学・教授・谷岡
明彦

伊村　くらら ｲﾑﾗ ｸﾗﾗ 機能物質化学
エマルション界面膜を用いた新規
な温度応答性粘度材料の創製

東京理科大学
総合化学・教授・河合
武司

伊村　芳郎 ｲﾑﾗ ﾖｼﾛｳ ナノ構造科学
アミドアミン誘導体による金属ナノ
マテリアルの高機能化

東京理科大学
総合化学・教授・河合
武司

岩佐　淳司 ｲﾜｻ ｼﾞﾕﾝｼﾞ 無機化学
多種の成分からなる多面体型錯
体の構築と新規構造・機能の創
製

東京大学
工学（系）・教授・藤田
誠
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上野　慎太郎 ｳｴﾉ ｼﾝﾀﾛｳ
機能材料・デバ
イス

ワイドギャップ半導体のナノ構造
制御と光エネルギー変換デバイ
スへの応用

慶應義塾大学
理工学・准教授・藤原
忍

ウエルナー
ダニエル

ｳｴﾙﾅー ﾀﾞﾆｴ
ﾙ

物理化学
貴金属ナノ粒子のパルスレー
ザー誘起サイズ減少の実験的・
理論的解明

徳島大学
ソシオテクノサイエン
ス研究部・教授・橋本
修一

大澤　浩二 ｵｵｻﾜ ｺｳｼﾞ 物理化学
超高速時間分解誘導ラマン分光
法による超臨界水中での分子内
電荷移動反応機構の解明

京都大学
理学（系）・准教授・木
村　佳文

大嶋　梓 ｵｵｼﾏ ｱｽﾞｻ 分析化学
微細加工技術に基づくグルタミン
酸イオンチャネルセンサに関する
研究

東北大学
医工学・准教授・平野
愛弓

大西　祥晴 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾊﾙ 合成化学
有機合成反応の極限的な負荷軽
減触媒の追及

大阪大学
工学（系）・教授・馬場
章夫

岡田　悠悟 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 物理化学
電界効果による有機分子性結晶
表面への高密度キャリア注入と
二次元電子相の創製

大阪大学
理学（系）・教授・中澤
康浩

岡村　浩之 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 環境関連化学
発光性分子内協同試薬によるイ
オン液体抽出系の開発と有害金
属応答型センサへの応用

金沢大学
物質化学・教授・井村
久則

小川　拓哉 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 分析化学
金属イオンとπ系分子との高度
自己組織化を利用した多種金属
の同時イメージングの開発

奈良先端科学技
術大学院大学

物質創成科学・教授・
河合　壯

貝塚　亙輔 ｶｲﾂﾞｶ ｺｳｽｹ 有機化学
多元金属ナノクラスターによる高
機能協奏触媒の開発と連続流通
システムへの展開

東京大学
理学（系）・教授・小林
修

風間　美里 ｶｻﾞﾏ ﾐｻﾄ 物理化学
新しいX線光電子分光理論による
プラズモン励起機構の解明

千葉大学
融合科学・教授・藤川
高志

片岡　祐介 ｶﾀｵｶ ﾕｳｽｹ 機能物質化学
量子化学計算手法による超分子
金属錯体の水の光分解のメカニ
ズムの解明と分子設計

大阪大学
理学（系）・教授・奥村
光隆

岸　智裕 ｷｼ ﾄﾓﾋﾛ
環境技術・環境
材料

焼却過程における非意図的有害
化学物質の低減化に関する研究

東京理科大学
薬学（系）・教授・武田
健

金　善旭 ｷﾑ ｿﾝｳｸ 無機工業材料
新しい希土類蛍光体の設計と発
光特性

大阪大学
工学（系）・教授・今中
信人

櫛田　知克 ｸｼﾀﾞ ﾄﾓｶﾂ 機能物質化学
平面固定トリアリールボランを鍵
とする機能性π電子系の開発

名古屋大学
理学（系）・教授・山口
茂弘
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沓抜　雄一郎
ｸﾂﾇｷﾞ ﾕｳｲﾁ
ﾛｳ

機能材料・デバ
イス

フォトクロミックターアリーレンによ
るネットワーク型光スイッチポリ
マーの創成

奈良先端科学技
術大学院大学

物質創成科学・教授・
河合　壯

小崎　大輔 ｺｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ
環境技術・環境
材料

無公害な水質モニタリングを目指
した水溶離液を用いるイオンクロ
マトグラフ法の開発

広島大学
国際協力・教授・田中
一彦

小澤　隆弘 ｺｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 無機工業材料
固相反応を促進させる水蒸気触
媒作用の解明

高知大学
総合科学・教授・柳澤
和道

小西　彬仁 ｺﾆｼ ｱｷﾋﾄ 有機化学
ナノグラフェンのエッジ状態の解
明を指向した縮合多環芳香族化
合物の設計・合成・物性

大阪大学
理学（系）・教授・久保
孝史

酒巻　大輔 ｻｶﾏｷ ﾀﾞｲｽｹ 有機化学
特異な立体構造を有する芳香族
アミンの合成と電子物性の解明

京都大学
工学（系）・教授・田中
一義

佐藤　一樹 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 生体関連化学
グリコシルボラノホスフェートを鍵
中間体とするグリコシルホス
フェート誘導体の合成

東京大学
新領域創成科学・准
教授・和田　猛

佐藤　貴広 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 有機化学
エチニレンユニットによる新規拡
張π共役型ジシレンの創製

京都大学
化学研究所・教授・時
任　宣博

澤野　卓大 ｻﾜﾉ ﾀｶﾋﾛ 有機化学
新規ホスフィン-オレフィン配位子
を用いた触媒的不斉反応の開発

京都大学
理学（系）・講師・西村
貴洋

品村　祥司 ｼﾅﾑﾗ ｼﾖｳｼﾞ
機能材料・デバ
イス

複素多環芳香族化合物を用いた
有機半導体材料の開発と応用

広島大学
工学（系）・教授・瀧宮
和男

柴田　友和 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 生体関連化学
タンパク質の機能調節機構にお
ける電子的効果の定量的解明

筑波大学
数理物質科学・教授・
山本　泰彦

柴田　知範 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾉﾘ 生物分子科学
膜貫通型DNAの創製及び人工シ
グナル伝達系の構築

大阪大学
理学（系）・教授・中谷
和彦

下川　良彦 ｼﾓｶﾜ ﾖｼﾋｺ 生物分子科学
糸状菌メロテルペノイドの生合成
研究

東京大学
薬学（系）・教授・阿部
郁朗

上本　紘平 ｼﾞﾖｳﾓﾄ ｺｳﾍｲ 物理化学
ハイブリッド反応系構築によるサ
リチリデンアニリン類のフォトクロ
ミズム動的制御

東京工業大学
理工学・准教授・植草
秀裕

杉村　亮治 ｽｷﾞﾑﾗ ﾘﾖｳｼﾞ 有機化学
電子ドナー・アクセプター連結白
金錯体を用いたスピン制御型光
電子移動の研究

大阪市立大学
理学（系）・教授・岡田
惠次
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鈴木　克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ
機能材料・デバ
イス

キラル有機ビラジカル液晶の合
成と物性

京都大学
人間・環境学・教授・
田村　類

角野　歩 ｽﾐﾉ ｱﾕﾐ 生体関連化学
光合成膜タンパク質集合体機能
解明のための超分子アレイの創
成

名古屋工業大学
工学（系）・准教授・出
羽　毅久

巣山　慶太郎 ｽﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ
放射線・化学物
質影響科学

ヒト核内受容体すべてをスクリー
ニング可能な万能蛍光トレーサー
の開発

九州大学
理学（系）・教授・下東
康幸

関澤　佳太 ｾｷｻﾞﾜ ｹｲﾀ 無機化学
金属錯体-半導体複合系による
人工光合成光触媒の創製

東京工業大学
理工学・教授・石谷
治

仙波　一彦 ｾﾝﾊﾞ ｶｽﾞﾋｺ 合成化学
新規銅触媒を用いた不飽和結合
の還元反応の開発

京都大学
工学（系）・教授・辻
康之

竹村　拓馬 ﾀｹﾑﾗ ﾀｸﾏ 生物分子科学
γ-ピロンのアルドール型反応を
鍵反応とするオーリピロン類の構
造活性相関研究

筑波大学
数理物質科学・教授・
木越　英夫

田原　淳士 ﾀﾊﾗ ｱﾂｼ 無機化学
遷移金属多核ヒドリド錯体による
アルカン及び二酸化炭素の活性
化と新規触媒反応の開発

東京工業大学
理工学・教授・鈴木
寛治

田伏　英哲 ﾀﾌﾞｾ ﾋﾃﾞｱｷ 合成化学
触媒分子内に異なる酸性官能基
を導入する新規キラルブレンス
テッド酸触媒の設計開発

東北大学
理学（系）・教授・寺田
眞浩

鄭　祐政 ﾁﾖﾝ ｳｼﾞﾖﾝ 高分子化学
らせん高分子が形成するトポロジ
カル分子認識場を利用したSWNT
のキラル分割

奈良先端科学技
術大学院大学

物質創成科学・教授・
谷原　正夫

塚越　かおり ﾂｶｺｼ ｶｵﾘ 生体関連化学
パーキンソン病診断・治療に向け
た細胞障害性オリゴマー検出ア
プタマーの開発と応用

東京農工大学
工学（系）・教授・池袋
一典

遠山　武範 ﾄｵﾔﾏ ﾀｹﾉﾘ 無機化学
新奇な物性を示すAサイト秩序型
ペロブスカイト酸化物の探索的研
究

京都大学
化学研究所・教授・島
川　祐一

所　雄一郎 ﾄｺﾛ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高分子化学
典型元素キノレート錯体類とπ電
子系の相互作用を活かした発光
性共役系高分子の創成

京都大学
工学（系）・教授・中條
善樹

富永　和生 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ
機能材料・デバ
イス

超分子構造に基づく導電性高分
子アクチュエータ

九州工業大学
生命体工学・教授・金
藤　敬一

冨永　雄一 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁ 機能物質化学
新規ハイブリッド型多機能磁性
ビーズ材料の創製とバイオ技術
への応用展開

東北大学
環境科学・教授・井奥
洪二
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内藤　豊裕 ﾅｲﾄｳ ﾄﾖﾋﾛ
マイクロ・ナノデ
バイス

システムバイオロジーのためのマ
イクロバイオデバイスの開発

名古屋大学
工学（系）・教授・馬場
嘉信

中島　一成 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 合成化学
水による炭素-水素結合の酸化を
鍵とするエネルギー創製プロセス
の構築

東京大学
工学（系）・准教授・西
林　仁昭

中塚　　宏志 ﾅｶﾂｶ　 ﾋﾛｼ 合成化学
sp2N/sp3NH混合系鎖状配位子
を用いるケトン類の触媒的不斉水
素化

名古屋大学
物質科学国際研究セ
ンター・教授・北村　雅
人

中西　亮 ﾅｶﾆｼ ﾘﾖｳ ナノ構造科学
カーボンナノチューブを用いた金
属原子ワイヤーの選択的創製と
その解析

名古屋大学
理学（系）・教授・篠原
久典

名倉　　和彦 ﾅｸﾞﾗ　 ｶｽﾞﾋｺ 有機化学
光励起状態における構造変化の
制御を機軸とした機能性π電子
系の創製

名古屋大学
理学（系）・教授・山口
茂弘

西川　道弘 ﾆｼｶﾜ ﾐﾁﾋﾛ 無機化学
ピリミジン銅錯体の光誘起反転異
性化による単光子ー単電子変換

東京大学
理学（系）・教授・西原
寛

西田　真之 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 生物分子科学
DNAポリメラーゼλ阻害を介した
食品成分による抗炎症作用機序
の解明

神戸大学
医学（系）・教授・東
健

橋本　士雄磨 ﾊｼﾓﾄ ｼｸﾞﾏ 有機化学
湾曲π電子系を有するホスファグ
ラフェン類縁体の合成と応用

京都大学
化学研究所・教授・中
村　正治

花輪　洋宇 ﾊﾅﾜ ﾋﾛﾀｶ 環境関連化学
その場全反射赤外分光法による
燃料電池電極反応の解析

山梨大学
クリーンエネルギー研
究センター・センター
長・内田　裕之

濱村　朋史 ﾊﾏﾑﾗ ﾄﾓﾌﾐ
機能材料・デバ
イス

広帯域に強い吸収を有する新規
色素を用いた高効率色素増感太
陽電池の開発

東京大学
先端科学技術研究セ
ンター・教授・瀬川　浩
司

原　範之 ﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 合成化学
新規分子内配位型触媒の創製と
実用的不斉合成法の開発

名古屋工業大学
工学（系）・准教授・中
村　修一

坂野　元紀 ﾊﾞﾝﾉ ﾓﾄﾉﾘ 高分子化学
AFMを用いたらせん高分子の構
造決定法の確立と応用

名古屋大学
工学（系）・教授・八島
栄次

氷室　真史 ﾋﾑﾛ ﾏｻﾌﾐ 合成化学
短工程リモノイド骨格構築法の開
発とアザジラクチンの全合成

東北大学
理学（系）・教授・平間
正博

蛭田　勇樹 ﾋﾙﾀ ﾕｳｷ 分析化学
メソポーラスシリカを用いた新規
イオンオプトードの創製と応用

慶應義塾大学
理工学・教授・鈴木
孝治
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比留間　貴久 ﾋﾙﾏ ﾀｶﾋｻ 生物分子科学
抗マラリア剤アルテミシニンに類
似した低分子群の短段階合成と
構造多様化

北海道大学
総合化学・教授・及川
英秋

福丸　貴弘 ﾌｸﾏﾙ ﾀｶﾋﾛ
高分子・繊維材
料

超高強度・高耐熱性を有するカー
ボンナノチューブ・高分子ナノ複
合体材料の創製

九州大学
工学（系）・教授・中嶋
直敏

藤井　大雅 ﾌｼﾞｲ ﾀｲｶﾞ 生体関連化学
ヘテロ会合による核酸の高感度
検出を目指した新規DNAプローブ
の開発

名古屋大学
工学（系）・教授・浅沼
浩之

藤井　麻樹子 ﾌｼﾞｲ ﾏｷｺ 分析化学
微小材料解析のためのshave-off
深さ方向分析法の高精度化に関
する研究

東京大学
工学（系）・教授・尾張
真則

渕瀬　啓太 ﾌﾁｾ ｹｲﾀ 高分子化学
有機触媒を用いたテルペン類の
精密重合による新規バイオプラス
チックの開発

北海道大学
工学（系）・教授・覚知
豊次

古舘　信 ﾌﾙﾀﾁ ﾏｺﾄ 合成化学
チオエステルを求核剤とする直接
的触媒的不斉アルドール反応の
開発

東京大学
薬学（系）・教授・金井
求

堀部　貴大 ﾎﾘﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 合成化学
キラルビナフトラート典型金属塩
触媒を用いる直截的不斉触媒反
応の開発

名古屋大学
工学（系）・教授・石原
一彰

ボロフコフ　ア
レクセイ

ﾎﾞﾛﾌｺﾌ ｱﾚｸｾ
ｲ

ナノ材料・ナノ
バイオサイエン
ス

高分子ナノ構造の精密設計と遺
伝子治療、再生医療への応用

北海道大学
総合化学・客員教授・
中山　泰秀

本庄　義人 ﾎﾝｼﾖｳ ﾖｼﾋﾄ
機能材料・デバ
イス

マイクロ波誘電損失法を用いた有
機-無機界面電気伝導特性の評
価

大阪大学
工学（系）・教授・関
修平

牧　知治 ﾏｷ ﾄﾓﾊﾙ 分析化学
水溶性ペリレン誘導体を主骨格と
する蛍光プローブの開発と細胞
内イメージングへの応用

九州大学
工学（系）・教授・今任
稔彦

槇田　祐輔 ﾏｷﾀﾞ ﾕｳｽｹ 有機化学
遷移金属触媒による高選択的ア
リルカップリング反応の開発

北海道大学
総合化学・教授・澤村
正也

升谷　敦子 ﾏｽﾔ ｱﾂｺ 分析化学
近赤外光バイオ計測・診断・治療
への展開を志向したビラジカル金
属錯体の機能創発

東北大学
環境科学・教授・星野
仁

松尾　和哉 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾔ 生体関連化学
自己集合を利用した酵素検出用
19F-NMR/MRIオフオン型プロー
ブの開発

京都大学
工学（系）・教授・浜地
格

松木　亮 ﾏﾂｷﾞ ｱｷﾗ 物理化学
すす生成に関わる不飽和炭化水
素ラジカルの反応に関する研究

東京大学
工学（系）・准教授・三
好　明
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松山　直人 ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵﾄ 合成化学
ニッケル触媒を用いた分子状酸
素を利用する新規酸化的カップリ
ング反応の開発

大阪大学
工学（系）・教授・三浦
雅博

丸山　優史 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｼ 機能物質化学
分子内に強い電子的相互作用を
持つフラーレン金属錯体を用いた
光機能性分子材料の開発

東京大学
理学（系）・特任教授・
松尾　豊

三浦　洋平 ﾐｳﾗ ﾖｳﾍｲ 有機化学
ラジカル安定化能を持つ窒素複
素環をモチーフとした機能性化合
物の設計と合成及び評価

北海道大学
理学（系）・教授・鈴木
孝紀

水川　葉月 ﾐｽﾞｶﾜ ﾊﾂﾞｷ
放射線・化学物
質影響科学

ペット動物における有機ハロゲン
代謝物の汚染実態と蓄積特性の
解明およびリスク評価

愛媛大学
理工学・教授・田辺
信介

宮田　康平 ﾐﾔﾀ ｺｳﾍｲ 有機工業材料
希土類錯体ナノ結晶の開発と光
物性評価

北海道大学
総合化学・教授・長谷
川　靖哉

宮村　泰直 ﾐﾔﾑﾗ ﾔｽﾅｵ 高分子化学
立体規則性重合によるくさび型ポ
リマーの合成とそれを足場とする
機能性材料の開拓

東京大学
工学（系）・教授・相田
卓三

毛利　和弘 ﾓｳﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 合成化学
新奇非平面性π共役化合物の創
製と機能開拓

名古屋大学
理学（系）・教授・山口
茂弘

森川　響二朗
ﾓﾘｶﾜ ｷﾖｳｼﾞﾛ
ｳ

物理化学
流動電位法を用いた拡張ナノ空
間の水物性評価

東京大学
工学（系）・教授・北森
武彦

森川　翔太 ﾓﾘｶﾜ ｼﾖｳﾀ 無機化学
一次元細孔を有する配位高分子
を用いた新規プロトン伝導体の創
成

京都大学
理学（系）・教授・北川
宏

森中　裕太 ﾓﾘﾅｶ ﾕｳﾀ 有機化学
フラーレンのσ骨格変換反応によ
る新規筒型π電子系化合物の合
成と物性探索

京都大学
化学研究所・教授・村
田　靖次郎

山際　清史 ﾔﾏｷﾞﾜ ｷﾖﾌﾐ 無機工業材料
液相一段合成法によるカーボン
ナノ材料の創製とその応用

東京理科大学
総合化学・准教授・桑
野　潤

山口　渉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾖｳ 合成化学
多糖をテンプレートとするハイブ
リッド生体機能性材料の創製とそ
の機能評価

東京工業大学
理工学・教授・高橋
孝志

山崎　啓智 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｻﾄ 無機化学
人工光合成の創生に向けた水の
光酸化機能分子の合成と光ア
ノード界面への応用

新潟大学
自然科学・教授・八木
政行

山下　健 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝ 有機化学
遷移金属錯体触媒と配位圏外助
触媒の複合効果を利用した革新
的触媒プロセスの開拓

名古屋大学
工学（系）・准教授・山
本　芳彦
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横井　太史 ﾖｺｲ ﾀｲｼ 無機工業材料
水和ゲル内に生成するリン酸カ
ルシウム結晶の相、形態および
配向性の制御

名古屋大学
工学（系）・教授・大槻
主税

横大路　裕介
ﾖｺｵｵｼﾞ ﾕｳｽ
ｹ

生体関連化学
微生物ゲノム情報に基づいた新
規代謝機構の解明

京都大学
工学（系）・教授・跡見
晴幸

横山　俊 ﾖｺﾔﾏ ｼﾕﾝ
ナノ材料・ナノ
バイオサイエン
ス

金属酸化物-ハロゲン化合物間
の化学反応を利用した新規ナノ
表面制御技術開発

東北大学
環境科学・教授・田路
和幸

陸　仕栄 ﾘｸ ｽﾖｳ 合成化学
遷移金属触媒を用いたフラーレン
の選択的官能基化及びその物性
に関する研究

東北大学
原子分子材料科学高
等研究機構・教授・山
本　嘉則

脇川　祐介 ﾜｷｶﾜ ﾕｳｽｹ 物理化学
超分子ナノ組織体における光誘
起スピン伝導効果

新潟大学
自然科学・准教授・生
駒　忠昭

渡邉　雄一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ
機能材料・デバ
イス

電気化学反応を利用した反射・発
光型デュアルモード表示素子の
開発

千葉大学
融合科学・教授・小林
範久

王　ニン ﾜﾝ ﾆﾝ 生物分子科学
細菌細胞壁ペプチドグリカン部分
構造ライブラリ構築と網羅的な被
認識構造・機能の解析

大阪大学
理学（系）・教授・深瀬
浩一


