
化学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
京都大学・工学研究科・教授 榊　茂好　　　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・教授 齋藤　一弥　　　　　　　　　　　
北海道大学・理学研究科・教授 村越　敬　　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 古川　行夫　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 大野　公一　　　　　　　　　　　
兵庫県立大学・物質理学研究科・教授 木村　啓作　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・教授 濱口　宏夫　　　　　　　　　　　
九州大学・総合理工学研究院・教授 青木　百合子　　　　　　　　　　
神戸大学・分子フォトサイエンス研究センター・教授 富永　圭介　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学研究科・教授 手木　芳男　　　　　　　　　　　
独立行政法人理化学研究所・主任研究員 鈴木　俊法　　　　　　　　　　　
宇都宮大学・工学部・教授 江川　千佳司　　　　　　　　　　
関西学院大学・理工学部・教授 玉井　尚登　　　　　　　　　　　
分子科学研究所・教授 斉藤　真司　　　　　　　　　　　
広島大学・理学研究科・教授 相田　美砂子　　　　　　　　　　
九州大学・先導物質化学研究所・教授 成田　吉徳　　　　　　　　　　　
名古屋大学・情報科学研究科・教授 早川　芳宏　　　　　　　　　　　
金沢大学・自然科学研究科・教授 猪股　勝彦　　　　　　　　　　　
首都大学東京・都市教養学部・教授 伊与田　正彦　　　　　　　　　　
東京大学・薬学系研究科・教授 小林　修　　　　　　　　　　　　
広島大学・工学研究科・教授 九内　淳堯　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 丸岡　啓二　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 井上　佳久　　　　　　　　　　　
山口大学・理学部・教授 石黒　勝也　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・工学研究科・教授 荒木　修喜　　　　　　　　　　　
兵庫県立大学・物質理学研究科・助教授 杉村　高志　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 古田　弘幸　　　　　　　　　　　
東京工業大学・資源化学研究所・教授 小坂田　耕太郎　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学研究科・教授 中沢　浩　　　　　　　　　　　　
宇都宮大学・工学部・教授 井本　英夫　　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・教授 大塩　寛紀　　　　　　　　　　　
近畿大学・理工学部・教授 宗像　惠　　　　　　　　　　　　
奈良女子大学・人間文化研究科・助教授 加藤　昌子　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・助教授 中西　和樹　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・助教授 大越　慎一　　　　　　　　　　　
東京理科大学・理学部・教授 中井　泉　　　　　　　　　　　　
神戸大学・理学部・教授 瀬恒　潤一郎　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・助教授 石谷　治　　　　　　　　　　　　
九州大学・未来化学創造センター・教授 小江　誠司　　　　　　　　　　　
徳島大学・工学部・教授 本仲　純子　　　　　　　　　　　
京都大学・化学研究所・教授 宗林　由樹　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 寺前　紀夫　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・教授 梅澤　喜夫　　　　　　　　　　　
富山大学・理学部・教授 田口　茂　　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・教授 鈴木　孝治　　　　　　　　　　　
北海道大学・地球環境科学院・教授 中村　博　　　　　　　　　　　　
東京理科大学・理工学部・教授 渡辺　邦洋　　　　　　　　　　　
首都大学東京・都市環境学部・助教授 内山　一美　　　　　　　　　　　
北海道大学・理学研究科・助教授 宮島　直美　　　　　　　　　　　
東京工業大学・総合理工学研究科・助教授 沖野　晃俊　　　　　　　　　　　
秋田大学・教育文化学部・教授 岩田　吉弘　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 高井　和彦　　　　　　　　　　　
京都大学・化学研究所・教授 小澤　文幸　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 岩澤　伸治　　　　　　　　　　　
鳥取大学・工学部・教授 伊藤　敏幸　　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・助教授 冨重　圭一　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・助教授 寺田　眞浩　　　　　　　　　　　
千葉大学・工学部・教授 小倉　克之　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 野崎　京子　　　　　　　　　　　
名古屋大学・理学研究科・教授 山口　茂弘　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・工学部・教授 伊津野　真一　　　　　　　　　　
岐阜大学・工学部・教授 村井　利昭　　　　　　　　　　　
分子科学研究所・教授 魚住　泰広　　　　　　　　　　　

基礎化学

物理化学　　　　　　 4601

有機化学　　　　　　 4602

無機化学　　　　　　 4603

分析化学　　　　　　 4701

合成化学　　　　　　 4702

複合化学



化学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
京都大学・化学研究所・教授 福田　猛　　　　　　　　　　　　
北陸先端科学技術大学院大学・材料科学研究科・助教授 篠原　健一　　　　　　　　　　　
熊本大学・工学部・助教授 井原　敏博　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 覚知　豊次　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・工学部・教授 竹市　力　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・資源化学研究所・教授 彌田　智一　　　　　　　　　　　
富山大学・工学部・教授 北野　博巳　　　　　　　　　　　
九州大学・先導物質化学研究所・教授 菊池　裕嗣　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 加藤　隆史　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 上垣外　正己　　　　　　　　　　
大阪大学・理学研究科・教授 佐藤　尚弘　　　　　　　　　　　
独立行政法人物質・材料研究機構・主幹研究員 樋口　昌芳　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 堂免　一成　　　　　　　　　　　
分子科学研究所・教授 薬師　久弥　　　　　　　　　　　
宇都宮大学・工学部・教授 平谷　和久　　　　　　　　　　　
東北大学・多元物質科学研究所・教授 栗原　和枝　　　　　　　　　　　
大阪大学・産業科学研究所・教授 安蘇　芳雄　　　　　　　　　　　
独立行政法人理化学研究所・主任研究員 加藤　礼三　　　　　　　　　　　
奈良先端科学技術大学院大学・教授 藤木　道也　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・理学系研究科・助教授 細越　裕子　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 戸部　義人　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 山下　正廣　　　　　　　　　　　
北海道大学・触媒化学研究センター・教授 大谷　文章　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 君塚　信夫　　　　　　　　　　　
山形大学・工学部・教授 岡田　修司　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・助教授 近藤　寛　　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 宮田　幹二　　　　　　　　　　　
広島大学・理学研究科・教授 井上　克也　　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・教授 赤阪　健　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・物質科学国際研究センター・教授 今栄　東洋子　　　　　　　　　　
東京工業大学・炭素循環エネルギー研究センター・教授 玉浦　裕　　　　　　　　　　　　
北見工業大学・工学部・教授 松田　剛　　　　　　　　　　　　
琉球大学・理学部・助教授 新垣　雄光　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・教授 小泉　淳一　　　　　　　　　　　
北海道大学・触媒化学研究センター・教授 朝倉　清高　　　　　　　　　　　
広島大学・生物圏科学研究科・教授 佐久川　弘　　　　　　　　　　　
名古屋大学・理学研究科・教授 渡辺　芳人　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学研究科・教授 伊東　忍　　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 宍戸　昌彦　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・教授 塩谷　光彦　　　　　　　　　　　
甲南大学・理工学部先端生命工学研究所・所長 杉本　直己　　　　　　　　　　　
東海大学・工学部・教授 稲津　敏行　　　　　　　　　　　
大阪大学・産業科学研究所・教授 中谷　和彦　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・助教授 井上　将行　　　　　　　　　　　
奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科学研究科・教授 菊池　純一　　　　　　　　　　　
立命館大学・理工学部・教授 民秋　均　　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・助教授 跡見　晴幸　　　　　　　　　　　
京都薬科大学・薬学部・助教授 橋本　貴美子　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 伊藤　耕三　　　　　　　　　　　
信州大学・繊維学部・教授 谷口　彬雄　　　　　　　　　　　
独立行政法人産業技術総合研究所・研究部門長 横山　浩　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・フロンティア創造共同研究センター・教授 腰原　伸也　　　　　　　　　　　
愛媛大学・工学部・教授 小島　秀子　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 河本　邦仁　　　　　　　　　　　
東京工業大学・資源化学研究所・教授 山本　隆一　　　　　　　　　　　
山形大学・工学部・教授 城戸　淳二　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 田中　一義　　　　　　　　　　　
岐阜大学・工学研究科・教授 箕浦　秀樹　　　　　　　　　　　
大阪大学・先端科学イノベーションセンター・教授 大森　裕　　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・教授 水口　仁　　　　　　　　　　　　
山形大学・工学部・教授 泉　多恵子　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 神戸　宣明　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 渡辺　正　　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・工学研究科・教授 中澄　博行　　　　　　　　　　　
千葉大学・工学部・教授 北村　彰英　　　　　　　　　　　
熊本県工業技術センター・参事研究員 永岡　昭二　　　　　　　　　　　

環境関連化学　　　　

高分子化学　　　　　 4703

機能物質化学　　　　 4704

4801

有機工業材料　　　　 4802

複合化学

材料化学

4705

生体関連化学　　　　 4706

機能材料・デバイス　



化学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
九州大学・工学研究院・教授 北條　純一　　　　　　　　　　　
首都大学東京・都市環境学部・教授 金村　聖志　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 今中　信人　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 吉川　信一　　　　　　　　　　　
同志社大学・工学部・教授 廣田　健　　　　　　　　　　　　
株式会社豊田中央研究所・主席研究員 稲垣　伸二　　　　　　　　　　　
群馬大学・工学部・教授 甲本　忠史　　　　　　　　　　　
京都工芸繊維大学・工芸学部・教授 浦川　宏　　　　　　　　　　　　
奈良女子大学・人間文化研究科・助教授 黒子　弘道　　　　　　　　　　　
関西大学・工学部・教授 越智　光一　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 手塚　育志　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・助教授 吉田　亮　　　　　　　　　　　　
東北大学・多元物質科学研究所・教授 戒能　俊邦　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 土井　正男　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・助教授 北岡　卓也　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・助教授 河原　成元　　　　　　　　　　　
大阪大学・理学研究科・教授 青島　貞人　　　　　　　　　　　
山梨大学・医学工学総合研究部・教授 鈴木　章泰　　　　　　　　　　　

無機工業材料　　　　 4803

高分子・繊維材料　　 4804

材料化学


