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青嶋　紘 ｱｵｼﾏ ﾋﾛｼ 高分子化学
活性種の相互変換に基づくリビン
グ同時重合系の開発

名古屋大学
工学（系）・教授・上垣
外　正己

雨森　翔悟 ｱﾒﾓﾘ ｼﾖｳｺﾞ 機能物質化学
低極性有機溶媒中で機能する触
媒担持刺激応筓性高分子の創製

北海道大学
総合化学・教授・佐田
和己

荒井　堅太 ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 生体関連化学
ペプチド鎖間にSS結合を有するイ
ンスリンの効率的なフォールディ
ング手法の開発

東海大学
総合理工学・教授・岩
岡　道夫

荒巻　吉孝 ｱﾗﾏｷ ﾖｼﾀｶ 有機化学
低酸化数ホウ素化合物の合成と
応用

東京大学
工学（系）・教授・野崎
京子

安藤　幸治 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 高分子化学
混合溶媒を用いた準希薄溶液中
で形成されるミクロ相分離構造と
レーザー共振器への応用

名古屋工業大学
工学（系）・准教授・岡
本　茂

石井　陽祐 ｲｼｲ ﾖｳｽｹ 無機工業材料
ナトリウムイオンクラスタリング貯
蔵を実現するための新規ナノス
ペースカーボンの創製

名古屋工業大学
工学（系）・教授・川崎
晋司

一色　弘成 ｲﾂｼｷ ﾋﾛﾅﾘ 物理化学
走査型トンネル顕微鏡をもちいた
2層フタロシアニン型卖分子磁石
のスピン検出

東北大学
多元物質科学研究
所・教授・米田　忠弘

一刀　かおり ｲﾂﾄｳ ｶｵﾘ 生物分子科学
エリナシンEの合成研究と脳内動
態の解明

東北大学
生命科学・教授・有本
博一

伊藤　崇希 ｲﾄｳ ﾀｶｷ 有機化学
反応性カチオン種の制御を指向
した非配位性キラルアニオン型ブ
レンステッド酸の創製

名古屋大学
工学（系）・教授・大井
貴史

伊藤　千秋 ｲﾄｳ ﾁｱｷ
ケミカルバイオ
ロジー

新規シグナル分子ニトロcGMPに
よるオートファジー誘導機構の解
明と創薬への応用

東北大学
生命科学・教授・有本
博一

稲葉　央 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛｼ 生体関連化学
精密ナノサイズのチューブ蛋白質
構築と生体分子認識ツールへの
展開

京都大学
物質－細胞統合シス
テム拠点・教授・北川
進

今井　洋輔 ｲﾏｲ ﾖｳｽｹ 機能物質化学
ソフト界面吸着膜におけるドメイン
構造とその形成原理を明らかに
する研究

九州大学
理学（系）・教授・荒殿
誠

岩花　宗一郎
ｲﾜﾊﾅ ｿｳｲﾁﾛ
ｳ

高分子化学
フラビンを基本骨格とする光学活
性高分子の合成とキラル材料へ
の応用

名古屋大学
工学（系）・教授・八島
栄次

上友　淳弘 ｳｴﾄﾓ ｱﾂﾋﾛ 有機化学
三重項電荷分離の特性解明とス
ピン変換機能を有した多機能分
子システムの構築

大阪市立大学
理学（系）・准教授・小
嵜　正敏



DC2・化学　118名　平成24年度特別研究員採用者一覧

氏名 カナ氏名 分科・細目 研究課題 受入研究機関 受入研究者

宇都宮　徹 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾄｵﾙ 物理化学
グラフェン端で生じる電子授受過
程に影響する局所電子状態と溶
媒和構造の解明

大阪大学
基礎工学・教授・福井
賢一

太田　匡彦 ｵｵﾀ ﾏｻﾋｺ 高分子化学
非極性溶媒中での静電反発を利
用した螺旋状親油性高分子電解
質の階層的構造制御

北海道大学
総合化学・教授・佐田
和己

大戸　達彦 ｵｵﾄ ﾀﾂﾋｺ 物理化学
時間に依存する電圧下での第一
原理伝導計算

東京大学
工学（系）・教授・山下
晃一

大村　聡 ｵｵﾑﾗ ｻﾄｼ 有機化学
高次組織化されたd‐π 共役系ハ
イブリッドシステムの設計

大阪大学
工学（系）・教授・平尾
俊一

岡　和輝 ｵｶ ｶｽﾞｷ 環境関連化学
規則メソ細孔体および複合高分
子膜を駆使した、プロトン・電子共
伝導性燃料電池の創製

千葉大学
理学（系）・准教授・泉
康雄

落合　秀紀 ｵﾁｱｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 有機化学 Discorhabdin類の合成研究 東京大学
薬学（系）・教授・福山
透

柏女　洋平 ｶｼﾜﾒ ﾖｳﾍｲ 無機化学
β -プロティック配位子をもつ協奏
機能触媒の創出とその触媒作用

東京工業大学
理工学・教授・碇屋
隆雄

勝田　修平 ｶﾂﾀ ｼﾕｳﾍｲ 有機化学
光および酸化開裂反応を利用し
たアセン類の合成と有機半導体
材料への応用

奈良先端科学技
術大学院大学

物質創成科学・准教
授・山田　容子

神谷　昌宏 ｶﾐﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 無機化学
鉄触媒によるアルコールからの
脱水素過程による水素生成反応
の開発

大阪市立大学
理学（系）・教授・中沢
浩

川澄　克光 ｶﾜｽﾐ ｶﾂｱｷ 合成化学
炭素水素結合の直接変換を駆使
したグラフェンナノリボンの精密合
成

名古屋大学
理学（系）・教授・伊丹
健一郎

川原　諒子 ｶﾜﾊﾗ ﾘﾖｳｺ 合成化学
回収・再利用可能な水溶性遷移
金属錯体触媒を用いた環境調和
型分子変換システムの開発

京都大学
人間環境学・准教授・
藤田　健一

川本　拓治 ｶﾜﾓﾄ ﾀｸｼﾞ 合成化学
ホルムアルデヒドをC1合成素子と
するラジカル反応の新展開

大阪府立大学
理学（系）・教授・柳
日馨

神林　直哉 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 有機化学
面不斉金属錯体を用いた新規ア
リル位置換反応の開発とその応
用

大阪大学
理学（系）・教授・鬼塚
清孝

神戸　徹也 ｶﾝﾍﾞ ﾃﾂﾔ 無機化学
π 共役金属錯体二次元ナノシー
ト半導体の界面創製と構造-物性
相間

東京大学
理学（系）・教授・西原
寛
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貴志　礼文 ｷｼ ﾉﾘﾌﾐ 無機化学
アントラセン環を有する金属架橋
カプセルによるナノカーボンの新
機能創出

東京工業大学
総合理工学・准教授・
吉沢　道人

北口　雄也 ｷﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 物理化学
光誘起表面反応の卖一分子計測
と光触媒メカニズムの解明

京都大学
理学（系）・准教授・奥
山　弘

吉方　孝至 ｷﾂﾎﾟｳ ﾀｶｼ 有機化学
ハロゲンラジカルを利用した炭素
-炭素結合形成反応の開発と多
成分連結反応への展開

大阪府立大学
理学（系）・教授・柳
日馨

木下　奈津子 ｷﾉｼﾀ ﾅﾂｺ 有機化学
光学活性アリールアミノホスホニ
ウム塩を用いるイオン性ブレンス
テッド酸触媒の化学

名古屋大学
工学（系）・教授・大井
貴史

金　燦宇 ｷﾑ ﾁﾔﾝｳ-
医用生体工学・
生体材料学

がん特異的スマートナノキャリア：
細胞内シグナル異常に基づく高
安全性遺伝子治療法

九州大学
システム生命科学・教
授・片山　佳樹

日下　心平 ｸｻｶ ｼﾝﾍﾟｲ 機能物質化学
ジピリン錯体のボトムアップ伸張
によるフォトニックワイヤの開発

東京大学
理学（系）・教授・西原
寛

楠本　周平 ｸｽﾓﾄ ｼﾕｳﾍｲ 合成化学
9族金属錯体を用いた炭化水素
化合物官能基化反応の開発

東京大学
工学（系）・教授・野崎
京子

熊谷　嘉晃 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼｱｷ 物理化学
H(2s)生成断面積測定で探る多電
子励起分子の崩壊ダイナミクス

東京工業大学
理工学・教授・河内
宣之

桑原　拓也 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ 有機化学
高周期14族元素と遷移金属から
なる新しい芳香族化合物の創製
と触媒化学への展開

埻玉大学
理工学・教授・斎藤
雅一

甲田　信一 ｺｳﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 物理化学
集光デンドリマーのエネルギー移
動機構の階層的非断熱理論によ
る研究

東京大学
総合文化・教授・高塚
和夫

河野　七瀬 ｺｳﾉ ﾅﾅｾ 物理化学
振動励起分子の衝突素過程に関
する速度論と動力学の融合研究

広島大学
理学（系）・教授・山崎
勝義

小島　広之 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 高分子化学
感熱高分子水溶液・ゲルの相転
移に関する統計力学的研究

京都大学
工学（系）・教授・吉﨑
武尚

小堀　峻吾 ｺﾎﾞﾘ ｼﾕﾝｺﾞ 生体関連化学
糖尿病治療に向けたグルコース
に応筓するリアクターモデルの構
築

大阪大学
情報科学・教授・四方
哲也

佐々野　浩太 ｻｻﾉ ｺｳﾀ 合成化学
卖純アルケンならびにアルカンと
二酸化炭素からの触媒的飽和カ
ルボン酸合成法の開発

東京工業大学
理工学・教授・岩澤
伸治
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笹村　哲也 ｻｻﾑﾗ ﾃﾂﾔ
機能材料・デバ
イス

新規半導体ナノ粒子の合成と量
子ドット太陽電池への応用

名古屋大学
工学（系）・教授・鳥本
司

定岡　香菜 ｻﾀﾞｵｶ ｶﾅ 有機化学
光合成タンパク質に結合するクロ
ロフィルの構造変換反応解析と光
合成代謝研究への展開

近畿大学
理工学・教授・柏村
成史

三小田　憲史 ｻﾝｺﾀﾞ ｹﾝｼ
放射線・化学物
質影響科学

沿岸域における多環芳香族炭化
水素の光反応機序の解析と生態
毒性

熊本県立大学
環境共生・教授・篠原
亮太

重光　孟 ｼｹﾞﾐﾂ ﾊｼﾞﾒ 機能物質化学
外部刺激応筓性超分子ナノファイ
バーの創製

大阪大学
工学（系）・教授・宮田
幹二

篠崎　鉄哉 ｼﾉｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 環境動態解析
北極海・アラスカ泥炭堆積物を用
いた近未来北極圏における温暖
化影響予測に関する研究

筑波大学
生命環境科学・准教
授・内海　真生

島本　康宏 ｼﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 合成化学
有機分子の光活性化を経る二酸
化炭素固定化反応の開発

京都大学
工学（系）・教授・村上
正浩

庄　逸熙 ｼﾖｳ ｲﾂｷ 無機工業材料
複数種ナノ結晶析出制御に基づ
いた透明結晶化ガラスの機能多
元化

京都大学
人間・環境学・教授・
田部　勢津久

荘司　優 ｼﾖｳｼﾞ ﾕｳ 高分子化学
新規液晶性ポリイミドの合成とそ
の高熱伝導性複合絶縁膜への応
用

東京工業大学
理工学・教授・上田
充

白兼　研史 ｼﾛｶﾈ ｹﾝｼﾞ 有機化学
N-メトキシアミド基を利用した新
規アルカロイド合成法の開発と天
然物合成への応用

慶應義塾大学
理工学・教授・千田
憲孝

菅　拓也 ｽｶﾞ ﾀｸﾔ 合成化学
C-H結合活性化を用いた卖純炭
化水素の触媒的光カルボキシル
化反応の開発

東京工業大学
理工学・教授・岩澤
伸治

菅　虎雄 ｽｶﾞ ﾄﾗｵ 生体関連化学
機能性環状ペプチドを基礎とした
協奏的生物活性制御システムの
構築

佐賀大学
工学（系）・教授・兒玉
浩明

杉山　雄樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 高分子化学
触媒的環化付加反応を基盤とす
る新しい精密重合手法の開拓

神奈川大学
工学（系）・教授・岡本
専太郎

曽川　洋光 ｿｶﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ 高分子化学
高次構造の制御された新規光学
活性高分子および超分子の合成
と機能評価

京都大学
工学（系）・准教授・三
田　文雄

高崎　祐一 ﾀｶｻｷ ﾕｳｲﾁ 無機化学
卖結晶多孔質固体中に生成する
吸着酸素秩序体の構造および磁
性研究

横浜市立大学
生命ナノシステム科
学・教授・高見澤　聡
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高嶋　一平 ﾀｶｼﾏ ｲﾂﾍﾟｲ 生体関連化学
アセチルCoAを選択的に検出す
る蛍光プローブを用いた細胞内
代謝の可視化解析

九州大学
薬学（系）・教授・王子
田　彰夫

高嶋　俊輔 ﾀｶｼﾏ ｼﾕﾝｽｹ 高分子化学
ロタキサン形成を利用し糖のキラ
リティーを高次構造へと記憶でき
るらせん分子の創製

富山大学
医学薬学・教授・井上
将彦

高濱　謙太朗 ﾀｶﾊﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 生体関連化学
新規テロメア結合タンパク質のグ
アニン四重鎖結合性と機能の解
明

静岡大学
理学（系）・講師・大吉
崇文

田川　典生 ﾀｶﾞﾜ ﾉﾘｵ 機能物質化学
スピロピランのナノ結晶化による
結晶フォトクロミズム発現と材料
展開

東北大学
多元物質科学研究
所・教授・及川　英俊

滝沢　和宏 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ
高分子・繊維材
料

ポリイミドの電子構造・凝集状態
と光学特性の相関解析および光
機能材料への応用

東京工業大学
理工学・教授・安藤
慎治

田中　みゆき ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ
機能材料・デバ
イス

薬剤輸送システム応用に向けた
層状複水酸化物の形態制御と細
胞輸送機構の解明

東北大学
多元物質科学研究
所・教授・佐藤　次雄

谷藤　一樹 ﾀﾆﾌｼﾞ ｶｽﾞｷ 無機化学
COデヒドロゲナーゼを指向した新
規金属硫黄クラスターの合成

名古屋大学
物質科学国際研究セ
ンター・教授・巽　和行

田上　亮太 ﾀﾉｳｴ ﾘﾖｳﾀ ナノ構造科学
2次元ナノフレームワークを鋳型と
した3次元COF/MOFハイブリッド
格子の創成

熊本大学
自然科学・教授・國武
雅司

丹波　俊輔 ﾀﾝﾊﾞ ｼﾕﾝｽｹ 合成化学
C-H結合直接官能基化を利用し
たポリチオフェンの原子効率に優
れた合成法の開発

神戸大学
工学（系）・教授・森
敦紀

張　永宏 ﾁﾔﾝ ﾖﾝﾎﾝ 合成化学
ピンサー型ホスファアルケン配位
子を有する9族遷移金属錯体の
合成と触媒機能

京都大学
化学研究所・教授・小
澤　文幸

辻本　総一郎
ﾂｼﾞﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛ
ｳ

無機工業材料
希土類酸化物を基盤とした新規
な窒素酸化物浄化触媒の開発

大阪大学
工学（系）・教授・今中
信人

筒井　陽仁 ﾂﾂｲ ﾊﾙﾋﾄ 分析化学
メタボライトプロファイリングによる
糖尿病新規バイオマーカー探索
研究

静岡県立大学
薬学（系）・教授・豊岡
利正

堤　亮祐 ﾂﾂﾐ ﾘﾖｳｽｹ 合成化学
金属過オキソ酸ホスホニウム触
媒の創製およびその酸化反応へ
の応用

名古屋大学
工学（系）・教授・大井
貴史

戸田　裕之 ﾄﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ
医用生体工学・
生体材料学

幹細胞の増殖分化制御のための
機能化培養基材の作製

京都大学
再生医科学研究所・
教授・田畑　泰彦
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冨永　理人 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾄ 高分子化学
カルボランの特異な構造・性質を
利用した電子・光機能性材料の
創成

京都大学
工学（系）・教授・中條
善樹

内貴　博之 ﾅｲｷ ﾋﾛﾕｷ
ナノ材料・ナノ
バイオサイエン
ス

卖一光子発生の制御を目指した
金属-量子ドットナノ構造体の創
製

東北大学
多元物質科学研究
所・教授・及川　英俊

長瀬　裕太 ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀ 有機化学
インドール類を求核剤とする新規
ルイス酸触媒反応の開発

明治大学
理工学・准教授・土本
晃久

中津　大貴 ﾅｶﾂ ﾋﾛｷ 合成化学
ジアゾ化合物の潜在的求電子性
を利用した触媒的不斉環化反応
の開発

京都大学
理学（系）・教授・丸岡
啓二

長野　卓人 ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾄ 合成化学
含窒素芳香族化合物の触媒的不
斉水素化反応による光学活性環
状アミンの効率的合成

大阪大学
基礎工学・教授・真島
和志

中原　靖人 ﾅｶﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ 合成化学
遷移金属錯体を用いた窒素求核
剤によるアルコール類の直接的
不斉置換反応の開発

大阪大学
基礎工学・教授・真島
和志

長町　俊希 ﾅｶﾞﾏﾁ ﾄｼｷ 有機化学
フラーレンの修飾法の開拓ならび
に空間および表面制御による新
奇反応媒体の開拓

大阪大学
工学（系）・教授・单方
聖司

中村　健一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 機能物質化学
三次元電子構造を目指した環状
TTFオリゴマーの合成と性質

愛媛大学
理工学・教授・御崎
洋二

名村　響 ﾅﾑﾗ ｷﾖｳ 無機化学
8 族金属ポリヒドリドクラスターを
用いた窒素及び二酸化炭素の固
定化

東京工業大学
理工学・教授・鈴木
寛治

西　晃史朗 ﾆｼ ｺｳｼﾛｳ
機能材料・デバ
イス

メゾスコピック領域にあるスピンク
ロスオーバー錯体創生と新規量
子効果

熊本大学
自然科学・教授・松本
尚英

西村　章 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾗ 合成化学
不斉ニッケル触媒を用いた［２＋
２＋２］環化付加反応における多
点立体制御

大阪大学
工学（系）・教授・生越
専介

延島　大樹 ﾉﾍﾞｼﾏ ﾀｲｷ
機能材料・デバ
イス

交流型-電気化学発光によって実
現する周波数での複数色制御可
能な新規発光素子

千葉大学
融合科学・教授・小林
範久

萩原　宏明 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 機能物質化学
超分子集積構造の次元性を起源
とする協同的スピン転移機構の
解明

熊本大学
自然科学・教授・松本
尚英

花田　良輔 ﾊﾅﾀﾞ ﾘﾖｳｽｹ 有機化学
タキサンジテルペノイドの合成研
究

北海道大学
総合化学・教授・谷野
圭持
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原田　龍一 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾕｳｲﾁ 生体関連化学
近赤外光シングルトレーサーによ
るアルツハイマー病の二大病理
像の同時イメージング

東北大学
医学（系）・准教授・岡
村　信行

原渕　祐 ﾊﾗﾌﾞﾁ ﾕｳ 物理化学
実在環境を考慮した励起状態動
力学計算によるDNA二重らせん
構造の光安定性の解明

北海道大学
総合化学・教授・武次
徹也

坂東　勇哉 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 機能物質化学
π 共役系アニオン応筓性素子を
基盤としたイオン駆動型超分子ナ
ノ材料の機能創発

立命館大学
薬学（系）・教授・民秋
均

引間　悠太 ﾋｷﾏ ﾕｳﾀ
高分子・繊維材
料

高分子材料内の３次元配向分布
可視化法の検討と熱伝導性制御
への応用

東京工業大学
理工学・卓越教授・橋
本　壽正

日比　大治郎 ﾋﾋﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 有機化学
ゼトレンおよびその類縁体の合成
と物性

大阪大学
基礎工学・教授・戸部
義人

日比　裕理 ﾋﾋﾞ ﾕｳｽｹ 高分子化学
テンプレート分子設計に基づく配
列制御ラジカル重合

京都大学
工学（系）・教授・澤本
光男

平井　啓一朗 ﾋﾗｲ ｹｲｲﾁﾛｳ 有機化学
ケダルシジンクロモフォアの全合
成研究

東北大学
理学（系）・教授・寺田
眞浩

平林　和久
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋ
ｻ

生体関連化学
革新的蛍光ラベル化法に基づくタ
ンパク質の高感度イメージングと
その創薬研究への応用

東京大学
薬学（系）・教授・長野
哲雄

福本　和貴 ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞｷ 無機化学
タンパク質内部空間への金属錯
体の導入による新規触媒反応の
開発

大阪大学
工学（系）・教授・林
高史

福本　紗世 ﾌｸﾓﾄ ｻﾖ 有機化学
分子間相互作用の制御による高
キラル選択性フォトクロミズムとキ
ラル増幅に関する研究

奈良先端科学技
術大学院大学

物質創成科学・教授・
河合　壮

藤本　健史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ 生体関連化学
核酸-金属-有機構造体(NAMOF)
による光電変換分子デバイスの
構築

甲单大学
フロンティアサイエン
ス・准教授・三好　大
輔

二村　朱香 ﾌﾀﾑﾗ ｱｷｶ 分析化学
プログラムされた核酸複合体を基
体とする触媒デザインとそのシグ
ナル増幅への応用

熊本大学
自然科学・教授・井原
敏博

本多　智 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ 高分子化学
環状両親媒性ブロック共重合体
による刺激応筓型ナノ構造体の
構築と新規機能の開拓

東京工業大学
理工学・教授・手塚
育志

前田　綾香 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ
高分子・繊維材
料

相互作用描像による構造性多糖
分子物性の真相究明

大阪大学
理学（系）・教授・井上
正志
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松下　尚嗣 ﾏﾂｼﾀ ﾋｻｼ 生体関連化学
超高感度フッ素MRIプローブを応
用した遺伝子発現のin vivoイメー
ジング

大阪大学
工学（系）・教授・菊地
和也

松原　正樹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻｷ
機能材料・デバ
イス

液晶性有機無機ハイブリッドデン
ドリマーの創製

東北大学
多元物質科学研究
所・教授・村松　淳司

松本　和也 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ
機能材料・デバ
イス

酸化還元法を用いた新規人工超
格子薄膜の作成と評価

京都大学
化学研究所・教授・島
川　祐一

松本　卓士 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾄ 無機化学
多重安定性を示すグリッド型錯体
の合成と物性制御

筑波大学
数理物質科学・教授・
大塩　寛紀

单　皓輔 ﾐﾅﾐ ｺｳｽｹ 生体関連化学
高度に構造制御された化学修飾
フラーレン集合体の構築と核酸輸
送への応用

東京大学
理学（系）・教授・中村
栄一

宮崎　貴匡 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 合成化学
異種金属二核窒素錯体を用いた
次世代を担う触媒的窒素固定法
の開発

東京大学
工学（系）・准教授・西
林　仁昭

宮崎　雄平 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ 無機化学
配位空間の利用を目指した、安
定な水の光還元触媒として機能
する配位高分子錯体の合成

神奈川大学
理学（系）・教授・川本
達也

宮本　皓史 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｼﾞ 機能物質化学
分子ゲルの不斉アニソトロピーを
活用した超分子触媒と不斉識別
システムの構築

熊本大学
自然科学・教授・伊原
博隆

村田　慧 ﾑﾗﾀ ｹｲ 無機化学
太陽光エネルギーを駆動力とす
る波長応筓型重合触媒の開発と
高分子構造制御

東京工業大学
総合理工学・教授・穐
田　宗隆

村松　正康 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾔｽ 物理化学
超高速時間分解分光法およびX
線分光法によるイオン液体溶媒
和構造の実時間計測

大阪大学
基礎工学・教授・宮坂
博

森本　将央 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻｵ 合成化学
イソシアナートを用いた完全分子
間[2+2+2]付加環化反応

京都大学
工学（系）・教授・村上
正浩

安井　祐介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ 有機化学
有機触媒を用いた不斉アルドー
ル反応

東京理科大学
総合化学・教授・林
雄二郎

山口　雄規 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 有機化学
含カルコゲン蛍光性化合物の開
発とその特異な蛍光特性の解明

埻玉大学
理工学・教授・石井
昭彦

山田　美穂子 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾎｺ 無機化学
湾曲型コラニュレン分子の構造修
飾による新規金属錯体の合成と
機能創出

東京大学
理学（系）・教授・塩谷
光彦
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吉井　一記 ﾖｼｲ ｶｽﾞｷ 無機工業材料
イオン液体と真空技術を組み合
わせた新規ナノ材料の創製と応
用

大阪大学
工学（系）・教授・桑畑
進

吉井　良介 ﾖｼｲ ﾘﾖｳｽｹ 高分子化学
ホウ素-窒素原子間結合の特徴
を活かした高機能性高分子の創
成

京都大学
工学（系）・教授・中條
善樹

吉永　泰三 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｲｿﾞｳ 機能物質化学
表面プラズモン増強光電場による
革新的水完全分解光触媒の創製

筑波大学
数理物質科学・教授・
新井　達郎

吉村　彰真 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾏｻ 生物分子科学
タンパク質機能の阻害・活性化を
制御する機能性化学プローブの
開発

大阪大学
工学（系）・教授・菊地
和也

和田　資子 ﾜﾀﾞ ﾖﾘｺ 物理化学
ポリイン-ヨウ素錯体の振動分光
による無極性溶媒中の三ヨウ化
物構造の同定

近畿大学
総合理工学・准教授・
若林　知成

王　国慶 ﾜﾝ ｺﾞ-ﾁﾝ
ナノ材料・ナノ
バイオサイエン
ス

DNAを用いた金ナノ粒子の３D規
則配列とファノ共鳴効果

北海道大学
総合化学・教授・居城
邦治


