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謝　暁晨 ｱﾔ ｻﾄｼ
機能材料・デバ
イス

液晶におけるアンカリング転移の
基礎研究と高性能デバイスへの
応用

東京工業大学
理工学・教授・竹添
秀男

荒井　達彦 ｱﾗｲ ﾀﾂﾋｺ 機能物質化学
卖結晶内での精密かつ巨大な分
子反応場の構築

東京大学
工学（系）・教授・藤田
誠

磯野　拓也 ｲｿﾉ ﾀｸﾔ 高分子化学
为鎖上に刺激応答性ロタキサン
構造を有するポリアセチレンの精
密合成と機能開発

北海道大学
総合化学・教授・覚知
豊次

井波　輔 ｲﾅﾐ ﾀｽｸ 有機化学
ニッケル触媒を用いた含硫黄複
素環化合物の新規合成法の開発
とその応用

京都大学
工学（系）・教授・松原
誠二郎

井内　俊文 ｲﾉｳﾁ ﾄｼﾌﾐ 有機工業材料
分子デバイス複合化を可能にす
るπ 共役連結ユニットの開発

奈良先端科学技
術大学院大学

物質創成科学・教授・
河合　壯

今泉　崇紀 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｶｷ 合成化学
遷移金属アミドを用いた高活性酸
塩基協働触媒の開発及びその有
機合成への応用

東京大学
理学（系）・教授・小林
修

今任　景一 ｲﾏﾄｳ ｹｲｲﾁ 高分子化学
共有結合の解離・形成制御に基
づく機能性架橋ポリマーの創製

九州大学
工学（系）・教授・高原
淳

岩田　隆幸 ｲﾜﾀ ﾀｶﾕｷ 生物分子科学
生体を「鋳型」とする生体内機能
性分子の鋳型有機合成と展開

大阪大学
理学（系）・教授・深瀬
浩一

植木　亮介 ｳｴｷ ﾘﾖｳｽｹ 生体関連化学
神経疾患関連酵素の代謝解析に
むけた核磁気共鳴プローブの開
発

九州大学
工学（系）・教授・山東
信介

宇治　広隆 ｳｼﾞ ﾋﾛﾀｶ
ナノ材料・ナノ
バイオサイエン
ス

ヘリックスペプチド卖一分子の電
気的特性の解明

京都大学
工学（系）・教授・木村
俊作

内田　紀之 ｳﾁﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 機能物質化学
光架橋性仮留めネットワークを経
由する共有結合型アクアマテリア
ルの開拓

東京大学
工学（系）・教授・相田
卓三

梅山　大樹 ｳﾒﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 機能物質化学
多孔性錯体ネットワークを利用し
たイオン伝導の自在制御

京都大学
物質－細胞統合シス
テム拠点・教授・北川
進

大須賀　孝史 ｵｵｽｶﾞ ﾀｶﾌﾐ 無機化学
自己集合性錯体を利用した金属
ナノワイヤーの構築と卖分子伝導
度測定

東京大学
工学（系）・教授・藤田
誠

岡　大地 ｵｶ ﾀﾞｲﾁ
機能材料・デバ
イス

新奇強誘電体材料ペロブスカイト
型酸窒化物エピタキシャル薄膜
の合成および物性評価

東京大学
理学（系）・教授・長谷
川　哲也
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奥野　克樹 ｵｸﾉ ｶﾂｷ 物理化学
逐次二光子吸収分子動力学法を
用いたジアリールエテン誘導体の
励起状態反応制御

大阪大学
基礎工学・教授・中野
雅由

片島　拓弥 ｶﾀｼﾏ ﾀｸﾔ 高分子化学
網目構造形成に及ぼすゲル化反
応速度の影響とその静的・動的
力学特性の解明

東京大学
工学（系）・教授・鄭
雄一

金子　哲 ｶﾈｺ ｻﾄｼ 機能物質化学
卖一分子分光により規定した卖
分子接合の新規物性探索

東京工業大学
理工学・准教授・木口
学

河合　宏樹 ｶﾜｲ ﾋﾛｷ 物理化学
固体表面-量子ドット系における
ホットキャリア輸送過程に関する
理論的研究

東京大学
工学（系）・教授・山下
晃一

川崎　洋志 ｶﾜｻｷ ﾖｳｼﾞ
高分子・繊維材
料

相溶性高分子ブレンド系の成分
ダイナミクス：動的不均一性の効
果

京都大学
化学研究所・教授・渡
辺　宏

北上　恵理香 ｷﾀｶﾐ ｴﾘｶ
医用生体工学・
生体材料学

生体適合性を有する3次元ナノ・
マイクロパターン化足場材料によ
る歯周組織再生

山形大学
理工学・教授・田中
賢

北川　大地 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 機能物質化学
光応答性有機結晶の結晶成長制
御による新規機能性材料の創生

大阪市立大学
工学（系）・教授・小畠
誠也

金　致源 ｷﾑ ﾁｳｵﾝ 機能物質化学
多孔性物質を用いた光駆動型一
酸化窒素リリースシステムの構築

京都大学
物質－細胞統合シス
テム拠点・教授・北川
進

黒田　浩介 ｸﾛﾀﾞ ｺｳｽｹ
高分子・繊維材
料

イオン液体を移動相とするHPLC：
難溶性高分子の溶液物性解析・
制御

東京農工大学
工学（系）・教授・大野
弘幸

洪　達超 ｺｳ ﾀﾂﾁﾖｳ 機能物質化学
水と酸素から過酸化水素を製造
する複合光触媒システム

大阪大学
工学（系）・教授・福住
俊一

甲田　優太 ｺｳﾀﾞ ﾕｳﾀ 高分子化学
機能基集積星型ポリマーによる
革新的機能空間の構築

京都大学
工学（系）・教授・澤本
光男

ゴルゴル　リ
カルド　ミゾグ
チ

ｺﾞﾙｺﾞﾙ ﾘｶﾙﾄﾞ
ﾐｿﾞｸﾞﾁ

機能物質化学
フラーレン二重膜ベシクルの超階
層的組織化による光電変換シス
テムの構築

東京大学
理学（系）・教授・中村
栄一

西城　宏樹 ｻｲｼﾞﾖｳ ﾋﾛｷ 合成化学
不飽和有機フッ素化合物と芳香
族ホウ素化合物との無塩基カップ
リング反応

大阪大学
工学（系）・教授・生越
専介

酒井　直哉 ｻｶｲ ﾅｵﾔ 高分子化学
新規光互変性不斉金属錯体を触
媒に用いた不斉選択重合による
機能性高分子材料の開発

北海道大学
総合化学・教授・覚知
豊次
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坂口　達也 ｻｶｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 生体関連化学
多量体化と配向化を基盤としたバ
イオミネラリゼーションによる無機
ナノ材料の構造制御

北海道大学
総合化学・教授・坂口
和靖

佐久田　淳司 ｻｸﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｼﾞ 機能物質化学
液晶性リチウムイオン伝導体の
開発

東京大学
工学（系）・教授・加藤
隆史

沢木　拓也 ｻﾜｷ ﾀｸﾔ 無機化学
金属錯体のフォトクロミックな構造
変化に基づく触媒反応の制御

筑波大学
数理物質科学・教授・
小島　隆彦

菅原　峻 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾕﾝ 有機化学
反芳香族１６π ポルフィリンの創
製と新規カルベン配位子を用いた
遷移金属触媒の開発

広島大学
理学（系）・教授・山本
陽介

杉本　向史 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋｻｼ 合成化学
二点配位型アミン触媒の開発と
不斉反応への応用

京都大学
理学（系）・教授・丸岡
啓二

鈴木　悠記 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 生物分子科学
ペクテノトキシン類の生理活性部
位およびその作用機構の解明を
目指した合成研究

北海道大学
総合化学・准教授・藤
原　憲秀

セーボレー
那沙

ｾ-ﾎﾞﾚ- ﾅｻ 生体関連化学
次世代シーケンサーを用いたア
プタマー探索による腫瘍細胞の
新規バイオマーカー開発

東京農工大学
工学（系）・教授・池袋
一典

孫　健 ｿﾝ ｹﾝ
環境技術・環境
材料

微生物工場における乳酸ベース
ポリマーの生合成と化学修飾

北海道大学
総合化学・教授・田口
精一

高橋　祥子 ﾀｶﾊｼ ｼﾖｳｺ
高分子・繊維材
料

スライディングスターポリマーの
合成と物性

東京大学
新領域創成科学・教
授・伊藤　耕三

田中　俊資 ﾀﾅｶ ｼﾕﾝｽｹ 高分子化学
ジビニルベンゼン類のリビングア
ニオン重合

東京工業大学
理工学・教授・平尾
明

田部　博康 ﾀﾍﾞ ﾋﾛﾔｽ 生体関連化学
ガス分子貯蔵と変換を目指した
機能性リゾチーム結晶の創製

京都大学
物質－細胞統合シス
テム拠点・教授・北川
進

張　冬 ﾁﾖｳ ﾄｳ 有機化学
N-アレニルニトロン鍵中間体を活
用する新規触媒反応の開発

東北大学
理学（系）・教授・寺田
眞浩

土戸　良高 ﾂﾁﾄﾞ ﾖｼﾀｶ 有機化学
大環状二核遷移金属錯体をホス
ト成分に用いる超分子の合成と
動的機能

東京工業大学
総合理工学・教授・小
坂田　耕太郎

寺坂　尚紘 ﾃﾗｻｶ ﾅｵﾋﾛ 生体関連化学
生体内小分子によって成熟が制
御されるヒトmiRNA前駆体の探索
及び機能解析

東京大学
理学（系）・教授・菅
裕明
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土井富　一城 ﾄﾞｲﾄﾐ ｶｽﾞｷ 生体関連化学
計算化学的ミューテーションによ
る酵素の反応制御と設計

九州大学
工学（系）・教授・吉澤
一成

長江　春樹 ﾅｶﾞｴ ﾊﾙｷ 合成化学
炭素-水素結合活性化を経由した
ビニルモノマーの末端官能基化
重合反応の開発

大阪大学
基礎工学・教授・真島
和志

中畑　雅樹 ﾅｶﾊﾀ ﾏｻｷ 高分子化学
マクロスケールでの自己組織化と
外部刺激制御を融合した新規機
能性超分子材料の創製

大阪大学
理学（系）・教授・原田
明

中前　佳那子 ﾅｶﾏｴ ｶﾅｺ 無機化学
四座ホスフィンを用いた低原子価
遷移金属クラスターの精密合成と
機能材料への応用

奈良女子大学
人間文化（学）・教授・
棚瀬　知明

西口　昭広 ﾆｼｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ
医用生体工学・
生体材料学

ナノ構造制御薄膜による血管網
の構造制御と選択的回収法の創
製

大阪大学
工学（系）・教授・明石
満

西原　達哉 ﾆｼﾊﾗ ﾀﾂﾔ 生体関連化学
個体応用を指向した新規レポー
タータンパク質システムの創製

九州大学
工学（系）・教授・山東
信介

西峯　貴之 ﾆｼﾐﾈ ﾀｶﾕｷ 有機化学
爆発性テトラゾール‐フタロシアニ
ンの合成と細胞破壊型癌治療薬
への展開

名古屋工業大学
工学（系）・教授・柴田
哲男

西本　佳央 ﾆｼﾓﾄ ﾖｼｵ 物理化学
分子動力学シミュレーションを基
にした反応経路探索と金属酵素
化学への応用

名古屋大学
理学（系）・教授・Irle
Stephan

野嶋　優妃 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳｷ 物理化学
化学反応場としての生体膜の特
性：高速時間分解分光法による
解明

学習院大学
理学（系）・教授・岩田
耕一

朴　ジユン ﾊﾟｸ ｼﾞﾕﾝ 無機化学
金属イオン共役電子移動による
高原子価金属オキソ錯体の水の
酸化触媒活性制御

大阪大学
工学（系）・教授・福住
俊一

馬場　克明 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂｱｷ 合成化学
不活性な炭素-ヘテロ原子結合の
活性化を鍵とする新規へテロ環
の触媒的合成法開発

大阪大学
工学（系）・教授・茶谷
直人

平池　佑介 ﾋﾗｲｹ ﾕｳｽｹ 機能物質化学
遷移金属によるカーボンアロイ正
極触媒活性化メカニズムの解明

東京大学
工学（系）・教授・藤岡
洋

平田　豊章 ﾋﾗﾀ ﾄﾖｱｷ
高分子・繊維材
料

高分子最外層のナノ構造制御に
よるバイオ界面の構築

九州大学
工学（系）・教授・田中
敬二

藤居　瑠彌 ﾌｼﾞｲ ﾘﾕｳﾔ 生物分子科学
生合成遺伝子の汎用的異種発現
による糸状菌ポリケタイド合成酵
素の触媒機構の解明

北海道大学
総合化学・教授・及川
英秋
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藤波　武 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾀｹｼ 無機化学
水素結合型集積構造を有するス
ピン転移錯体のヒステリシス発現
機構の解明

熊本大学
自然科学・教授・松本
尚英

藤村　卓也 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ ナノ構造科学
無機ナノシート上での金ナノ粒子
の生成及び配列操作

首都大学東京
都市環境科学・准教
授・高木　慎介

前川　健久 ﾏｴｶﾜ ﾀｹﾋｻ 有機化学
芳香族π 拡張リビング重合による
グラフェンナノリボンの革新的合
成

名古屋大学
理学（系）・教授・伊丹
健一郎

前田　啓明 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 無機化学
錯体オリゴマーワイヤの卖一鎖
内電子移動の解析と外部刺激制
御

東京大学
理学（系）・教授・西原
寛

牧口　孝祐 ﾏｷｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 高分子化学
生分解性や物性を自在に調整し
た生分解性ポリエステルの化学
合成法の確立

北海道大学
総合化学・教授・覚知
豊次

松坂　直樹 ﾏﾂｻﾞｶ ﾅｵｷ
医用生体工学・
生体材料学

さまざまな細胞種の細胞シート作
製を実現する次世代型温度応答
性培養基材の開発

東京理科大学
基礎工学・教授・菊池
明彦

松澤　彰信 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｷﾉﾌﾞ 合成化学
シャペロン分子による立体制御を
利用した新規不斉触媒の開発

東京大学
薬学（系）・教授・金井
求

松田　翔一 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾖｳｲﾁ 環境関連化学
有用物質・エネルギー生産を志向
した微生物代謝の電気化学的制
御

東京大学
工学（系）・教授・橋本
和仁

松野　太輔 ﾏﾂﾉ ﾀｲｽｹ 有機化学
芳香族カップリング反応による卖
結合生成を鍵とした新規多環式
芳香族化合物の合成

東北大学
理学（系）・教授・磯部
寛之

单本　大穂 ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾋﾛｵ
ナノ材料・ナノ
バイオサイエン
ス

量子ビーム装置とイオン液体を組
み合わせた新規マイクロ・ナノ構
造体作製法の開発

大阪大学
工学（系）・教授・桑畑
進

武藤　克也 ﾑﾄｳ ｶﾂﾔ 機能物質化学
高速フォトクロミズムを利用した自
己組織化過程の時空間制御

青山学院大学
理工学・教授・阿部
二朗

村山　恵司 ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｼﾞ 生体関連化学
非環状人工核酸aTNAとSNAを用
いた高機能性超分子の創製

名古屋大学
工学（系）・教授・浅沼
浩之

森　崇理 ﾓﾘ ﾀｶﾐﾁ 合成化学
メタラサイクルを活性中間体とし
て活用した新形式有機合成反応
の開発

長崎大学
工学（系）・教授・木村
正成

森本　裕也 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾔ 物理化学
レーザーアシステッド電子散乱を
用いた超高速電子回折法の開発

東京大学
理学（系）・教授・山内
薫
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森脇　佑也 ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾔ 有機化学
マイクロリアクターによる不安定
有機金属種を活用するクロスカッ
プリング反応の開発

京都大学
工学（系）・教授・吉田
潤一

安川　知宏 ﾔｽｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 合成化学
多機能型高分子固定化ナノクラ
スター触媒を用いた反応集積化
システムの創成

東京大学
理学（系）・教授・小林
修

山口　敦史 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ 合成化学
芳香環直接連結と脱芳香族化を
鍵とした生物活性物質の合成

名古屋大学
理学（系）・教授・伊丹
健一郎

山田　俊理 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾐﾁ 分析化学
卖一生細胞内における複数種
mRNA蛍光イメージング法の開発

東京大学
理学（系）・教授・小澤
岳昌

山西　克典 ﾔﾏﾆｼ ｶﾂﾉﾘ 無機化学
アミド基を導入したポルフィリン錯
体による酵素様反応の発現

静岡大学
機器分析センター・准
教授・近藤　満

柳　鍾泰 ﾕ ｼﾞﾖﾝﾃ ナノ構造科学
カーボンナノチューブにおける選
択的分子認識の解明及びそれに
基づいた高純度分離精製

九州大学
工学（系）・教授・中嶋
直敏

吉岡　翔太 ﾖｼｵｶ ｼﾖｳﾀ
マイクロ・ナノデ
バイス

卖結晶ナノリアクターの開発 東京大学
工学（系）・教授・藤田
誠

米田　友貴 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ 有機化学
環拡張ポルフィリンの高次集積化
及び機能化

京都大学
理学（系）・教授・大須
賀　篤弘

レ　ヒュイン
ティエン
ドゥック

ﾚ ﾋﾕｲﾝ ﾃｲｴﾝ
ﾄﾞｳﾂｸ

ナノ構造科学
階層構造を有するエラスチン由来
人工細胞外マトリックスの構築

東京大学
工学（系）・教授・大久
保　達也


