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青沼　宏佳 ｱｵﾇﾏ ﾋﾛｶ 応用獣医学
感染症媒介節足動物におけるト
レランスの解明

帯広畜産大学
原虫病研究センター・
教授・嘉糠　洋陸

飯田　碧 ｲｲﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 水産学一般
ハゼ科魚類における通し回遊現
象の起源と進化

琉球大学
理学（系）・准教授・立
原　一憲

池澤　信博 ｲｹｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 応用生物化学
テルペノイドのコンビナトリアルバ
イオケミストリーと微細藻類にお
ける合成生物学

大阪大学
工学（系）・教授・村中
俊哉

泉津　弘佑 ｲｽﾞﾐﾂ ｺｳｽｹ 植物病理学
植物病原菌ゲノミクス手法を用い
た殺菌剤作用機構の研究基盤の
確立

滋賀県立大学
環境科学・教授・鈴木
一実

乾　隆帝 ｲﾇｲ ﾘﾕｳﾃｲ
環境影響評価・
環境政策

希少ハゼ類を指標とした河川汽
水域の生物多様性の評価・保全・
再生手法の構築

徳島大学
ソシオテクノサイエン
ス研究部・教授・鎌田
麿人

岩崎　雄一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ
環境影響評価・
環境政策

河川底生動物の種多様性に着目
した重金属の生態リスク評価：複
合影響評価モデルの構築

東京工業大学
理工学・准教授・吉村
千洋

上野　琴巳 ｳｴﾉ ｺﾄﾐ
生物生産化学・
生物有機化学

低分子プローブを用いたストリゴ
ラクトン受容と代謝機構の解明

神戸大学
農学（系）・教授・杉本
幸裕

上野　大輔 ｳｴﾉ ﾀﾞｲｽｹ 水産学一般
地球温暖化に伴って北進する熱
帯性魚類寄生カイアシ類の特定
と防除のための基礎研究

琉球大学
理学（系）・教授・広瀬
裕一

遠藤　力也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 森林科学
ナガキクイムシ科養菌性キクイム
シと菌類の複合共生系の解明

独立行政法人森
林総合研究所

室長・佐橋　憲生

大久保　晋治
郎

ｵｵｸﾎﾞ ｼﾝｼﾞﾛ
ｳ

環境農学
大気と植生間の乱流輸送によら
ない二酸化炭素交換評価に関す
る研究

独立行政法人農
業・食品産業技
術総合研究機構

研究チーム長・廣田
知良

太田　悠造 ｵｵﾀ ﾕｳｿﾞｳ 水産学一般
魚類の有害寄生虫ウミクワガタ類
幼生における種同定法の確立

広島大学
生物圏科学・教授・長
澤　和也

大舘　巧 ｵｵﾀﾞﾃ ﾀｸﾐ 応用微生物学
定常期におけるROS受容体として
のPrxの機能解析

東北薬科大学
薬学（系）・教授・久下
周佐

大根　陽一郎 ｵｵﾈ ﾖｳｲﾁﾛｳ
応用分子細胞
生物学

リン酸化プロテオミクスによる
mTORの細胞機能の解明

東京大学
医学（系）・教授・饗場
篤

荻原　麻理 ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾘ 応用昆虫学
交尾刺激が制御する成虫エクジ
ソン生合成機構の解明

東京大学
新領域創成科学・教
授・片岡　宏誌
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笠松　純 ｶｻﾏﾂ ｼﾞﾕﾝ 応用動物科学
抗ガン治療の基礎研究：樹状細
胞によるNK細胞活性化機構の解
明

北海道大学
医学（系）・教授・瀬谷
司

柏﨑　隼 ｶｼﾜｻﾞｷ ｼﾞﾕﾝ 応用微生物学
分裂酵母からの収縮環単離と再
活性化による収縮メカニズムの解
明

学習院大学
理学（系）・教授・馬渕
一誠

片山　健太 ｶﾀﾔﾏ ｹﾝﾀ 育種学
分子育種への応用に向けた植物
ミトコンドリア多様性の基礎的解
析

東京大学
農学生命科学・教授・
堤　伸浩

加藤　大志 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 応用獣医学
日本脳炎ウイルスコアタンパク質
の細胞内動態および機能解析に
よる病原発現機構の解明

大阪大学
微生物病研究所・教
授・松浦　善治

栗和田　隆 ｸﾘﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 応用昆虫学
人為環境下で野生生物はどのよ
うに家畜化していくか？　その方
向と速度を探る

独立行政法人農
業・食品産業技
術総合研究機構

チーム長・松村　正哉

児嶋　美穂 ｺｼﾞﾏ ﾐﾎ 木質科学
植林環境・根系・樹幹材質の相互
関係の解明から持続可能な植林
方法の提案へ

名古屋大学
環境学・准教授・平野
恭弘

佐々木　崇 ｻｻｷ ﾀｶｼ 応用獣医学 ブドウ球菌と哺乳類の共進化
国立感染症研究
所

室長・黒田　誠

佐藤　真弓 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ 農業経済学
農山村における「交流産業」に関
する研究-類型化による持続性の
解明-

法政大学
現代福祉（学）・准教
授・図司　直也

佐藤根　妃奈 ｻﾄﾈ ﾋﾅ 水産化学
魚類における水域環境毒物の蓄
積排出機構の解明

東京大学
農学生命科学・教授・
渡部　終五

島田　貴士 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 植物病理学
オイルボディが担う菌感染防御機
構の解明

京都大学
農学（系）・准教授・高
野　義孝

白石　純一
ｼﾗｲｼ ｼﾞﾕﾝｲ
ﾁ

畜産学・草地学
鳥類脳キメラを用いた幼雛期エネ
ルギー代謝調節ネットワークの解
明

北里大学
一般教育・教授・浜崎
浩子

関　信輔 ｾｷ ｼﾝｽｹ 水産学一般 魚類卵子の凍結保存・体外成熟 東京海洋大学
海洋科学・准教授・吉
崎　悟朗

高梨　秀樹 ﾀｶﾅｼ ﾋﾃﾞｷ 育種学
イネ助細胞が制御する受精メカニ
ズムの解明

名古屋大学
理学（系）・教授・東山
哲也

高橋　由紀子 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｺ 森林科学
ブナ科樹木萎凋病における通道
阻害発生機構の解明

東京大学
新領域創成科学・教
授・福田　健二
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田代　陽介 ﾀｼﾛ ﾖｳｽｹ 応用微生物学
遺伝子伝播を用いたバイオフィル
ム脱離手法の開発

北海道大学
工学（系）・教授・岡部
聡

土光　智子 ﾄﾞｺｳ ﾄﾓｺ 環境動態解析
クマ類の絶滅リスク評価、現在と
将来の生息分布予測モデルとそ
の生態系復元計画の策定

横浜国立大学
環境情報（学）・教授・
小池　文人

中江　雅典 ﾅｶｴ ﾏｻﾉﾘ 水産学一般
機能形態からみた魚類の外洋お
よび陸上への適応戦略の解明

独立行政法人国
立科学博物館

研究主幹・篠原　現人

長野　稔 ﾅｶﾞﾉ ﾐﾉﾙ
応用分子細胞
生物学

膜ラフトを介した植物病害抵抗性
機構の解明とその育種利用

奈良先端科学技
術大学院大学

バイオサイエンス・教
授・島本　功

南光　一樹 ﾅﾝｺｳ ｶｽﾞｷ 森林科学
山地斜面の樹木・林冠による降
雨再分配プロセスの評価

東京農工大学
農学（系）・准教授・五
味　高志

西川　邦夫 ﾆｼｶﾜ ｸﾆｵ 農業経済学
地域的多様性に対応した水田農
業構造改革の展望に関する研究

東京大学
社会科学研究所・教
授・加瀬　和俊

西村　裕志 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 木質科学
超高分解能分子モニタリングで捉
える選択的リグニン分解機構の
ダイナミクスと包括解析

京都大学
エネルギー理工学研
究所・教授・片平　正
人

野村　俊尚 ﾉﾑﾗ ﾄｼﾋｻ
応用分子細胞
生物学

環境浄化技術への応用に向けた
ホンモンジゴケの重金属耐性、蓄
積メカニズムの解明

独立行政法人理
化学研究所

グループディレクター・
榊原　均

平尾　綾子 ﾋﾗｵ ｱﾔｺ 応用昆虫学
カイコガにおける核多角体病ウイ
ルス抵抗性系統の作出とその抵
抗性発達機構の解明

東京農工大学
農学（系）・教授・国見
裕久

福井　洋平 ﾌｸｲ ﾖｳﾍｲ 水産学一般
ゲノム情報を利用したスサビノリ
共生細菌における共生分子機構
の解明

独立行政法人水
産総合研究セン
ター

主任研究員・里見　正
隆

藤井　一至 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾐﾁ 森林科学
放射性炭素を利用した森林土壌
の有機物蓄積過程及び速度の定
量的解析

独立行政法人森
林総合研究所

領域長・金子　真司

藤田　大輔 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 育種学
熱帯アジア・アフリカのイネ品種
改良に向けた籾数増加に関する
遺伝子解析と育種的利用

独立行政法人国
際農林水産業研
究センター

主任研究員・小林　伸
哉

藤原　崇志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ
応用分子細胞
生物学

植物の亜鉛応答および亜鉛感知
機構の解明

名古屋大学
生命農学・教授・前島
正義

前島　健作 ﾏｴｼﾞﾏ ｹﾝｻｸ 植物病理学
非宿主抵抗性因子の単細胞系ス
クリーニングを用いた新規植物ウ
イルス抵抗性戦略の構築

東京大学
農学生命科学・教授・
橋本　光司
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水島　秀成
ﾐｽﾞｼﾏ ｼﾕｳｾ
ｲ

応用動物科学
多精受精モデル、鳥類の新規卵
子活性化機構の探索とクローン
鳥類創出への挑戦

静岡大学
農学（系）・准教授・笹
浪　知宏

水野　信之 ﾐｽﾞﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 育種学
異質倍数化によって起こるエピ
ジェネティックな変化のナチュラル
バリエーション解析

京都大学
農学（系）・教授・遠藤
隆

満尾　世志人 ﾐﾂｵ ﾖｼﾄ 農業環境工学
環境改変に伴う魚類の生活史変
化が湖沼生態系に及ぼす波及効
果の解明

龍谷大学
理工学・教授・遊磨
正秀

桃沢　幸秀 ﾓﾓｻﾞﾜ ﾕｷﾋﾃﾞ 応用動物科学
ゲノムワイド関連解析を用いたイ
ヌの気質・行動関連遺伝子の探
索

独立行政法人理
化学研究所

チームリーダー・久保
充明

谷口　成紀 ﾔｸﾞﾁ ｼｹﾞﾉﾘ 園芸学・造園学
品質関連形質のゲノム情報解析
と光質制御等によるネギ類の高
付加価値化技術の開発

独立行政法人農
業・食品産業技
術総合研究機構

上席研究員・若生　忠
幸

山根　隆史 ﾔﾏﾈ ﾀｶｼ 応用昆虫学
カスミカメムシ2種におけるメスの
交尾後行動の変化の検証とその
生理学的要因の解明

独立行政法人農
業・食品産業技
術総合研究機構

管理監・渡邊　朋也

横田　　圭祐 ﾖｺﾀ ｹｲｽｹ
応用分子細胞
生物学

バイオイメージングによるマメ科
植物-根粒菌共生を制御する小
胞輸送系の解明

独立行政法人農
業生物資源研究
所

ユニット長・林　誠

吉田　彩子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｺ 応用生物化学
アレルギー関連遺伝子発現制御
機構に関する構造生物学的、遺
伝生化学的研究

順天堂大学
医学（系）・准教授・西
山　千春

和田　直樹 ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ
応用分子細胞
生物学

新規の植物育種のための植物人
工染色体ベクター作出方法の確
立

鳥取大学
医学（系）・教授・押村
光雄


