
工学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
東京大学・工学系研究科・教授 尾嶋　正治　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 松重　和美　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・工学研究科・教授 五味　学　　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 梶谷　剛　　　　　　　　　　　　
大阪大学・極限科学研究センター・教授 高井　幹夫　　　　　　　　　　　
九州大学・応用力学研究所・教授 柿本　浩一　　　　　　　　　　　
大阪電気通信大学・工学部・教授 阿久津　典子　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 斉木　幸一朗　　　　　　　　　　
独立行政法人産業技術総合研究所・副研究部門長 安藤　功兒　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 鈴木　義茂　　　　　　　　　　　
東北大学・学際科学国際高等研究センター・教授 八百　隆文　　　　　　　　　　　
上智大学・理工学部・教授 岸野　克巳　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・助教授 長谷川　修司　　　　　　　　　　
東北大学・流体科学研究所・教授 寒川　誠二　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 財満　鎭明　　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・助教授 新井　豊子　　　　　　　　　　　
九州大学・システム情報科学研究院・教授 黒木　幸令　　　　　　　　　　　
北海道大学・電子科学研究所・助教授 田中　悟　　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 野田　進　　　　　　　　　　　　
宇都宮大学・工学研究科・教授 阿山　みよし　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・教授 青木　貞雄　　　　　　　　　　　
東京大学・先端科学技術研究センター・教授 中野　義昭　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・教授 馬場　俊彦　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・教授 小原　實　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 内川　惠二　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 石原　照也　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 伊東　一良　　　　　　　　　　　
北海道大学・電子科学研究所・教授 笹木　敬司　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学部・教授 鵜飼　一彦　　　　　　　　　　　
神戸大学・工学部・教授 和田　修　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・応用セラミックス研究所・助手 弘中　陽一郎　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・教授 巨瀬　勝美　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・助教授 小野　崇人　　　　　　　　　　　
分子科学研究所・教授 加藤　政博　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 飯田　敏行　　　　　　　　　　　
同志社大学・工学部・助教授 松川　真美　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 本岡　輝昭　　　　　　　　　　　
大阪大学・サイバーメディアセンター・助教授 降籏　大介　　　　　　　　　　　
京都大学・学術情報メディアセンター・教授 西村　直志　　　　　　　　　　　
北陸先端科学技術大学院大学・知識科学研究科・教授 本多　卓也　　　　　　　　　　　
東京大学・情報理工学系研究科・教授 杉原　厚吉　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・教授 野口　裕久　　　　　　　　　　　
立命館大学・理工学部・教授 酒井　達雄　　　　　　　　　　　
東京工業大学・情報理工学研究科・教授 中村　春夫　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 田中　正夫　　　　　　　　　　　
富山県立大学・工学部・教授 松岡　信一　　　　　　　　　　　
九州産業大学・工学部・教授 石川　博将　　　　　　　　　　　
工学院大学・工学部・教授 木村　雄二　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 村上　敬宜　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 北村　隆行　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 但野　茂　　　　　　　　　　　　
東京理科大学・工学部・教授 中曽根　祐司　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究部・教授 長岐　滋　　　　　　　　　　　　
山口大学・技術経営研究科・研究科長・教授 上西　研　　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 鍵和田　忠男　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 山内　和人　　　　　　　　　　　
宇都宮大学・工学研究科・教授 進村　武男　　　　　　　　　　　
立命館大学・理工学部・教授 渡部　透　　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・工学部・教授 森　謙一郎　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 中尾　政之　　　　　　　　　　　
信州大学・工学部・教授 清水　保雄　　　　　　　　　　　
富山大学・工学部・教授 森田　昇　　　　　　　　　　　　
九州工業大学・工学部・教授 水垣　善夫　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・助教授 割澤　伸一　　　　　　　　　　　
鳥取大学・工学部・教授 水本　洋　　　　　　　　　　　　
神戸大学・工学部・教授 白瀬　敬一　　　　　　　　　　　

応用物理
学・工学
基礎

応用物性・結晶工学　 4901

薄膜・表面界面物性　 4902

応用光学・量子光工学 4903

応用物理学一般　　　 4904

工学基礎　　　　　　 4905

機械材料・材料力学　 5001

生産工学・加工学　　 5002

機械工学



工学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
岩手大学・工学研究科・教授 岩渕　明　　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 山川　宏　　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 藤田　喜久雄　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・助教授 山中　将　　　　　　　　　　　　
東海大学・工学部・教授 橋本　巨　　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 村上　輝夫　　　　　　　　　　　
新潟大学・自然科学系・教授 新田　勇　　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・教授 青山　英樹　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・教授 金子　覚　　　　　　　　　　　　
静岡大学・工学部・助教授 大岩　孝彰　　　　　　　　　　　
東京工業大学・精密工学研究所・助教授 進士　忠彦　　　　　　　　　　　
東京海洋大学・海洋工学部・教授 志摩　政幸　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 加藤　千幸　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・教授 亀本　喬司　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 古川　明徳　　　　　　　　　　　
首都大学東京・都市教養学部・教授 太田　正廣
東京理科大学・理工学部・教授 河村　洋　　　　　　　　　　　　
埼玉大学・工学部・教授 大八木　重治　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 川野　聡恭　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・助教授 矢野　猛　　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・助教授 高木　周　　　　　　　　　　　　
日機装（株）・参事 小西　義昭　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 稲室　隆二　　　　　　　　　　　
千葉大学・工学部・助教授 森吉　泰生　　　　　　　　　　　
九州大学・名誉教授 本田　博司　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・理事 長野　靖尚　　　　　　　　　　　
日本大学・工学部・客員研究員 棚澤　一郎　　　　　　　　　　　
同志社大学・工学部・教授 藤本　元　　　　　　　　　　　　
東北大学・流体科学研究所・教授 圓山　重直　　　　　　　　　　　
東海大学・工学部・教授 畔津　昭彦　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・教授 植田　利久　　　　　　　　　　　
九州工業大学・生命体工学研究科・教授 石黒　博　　　　　　　　　　　　
福井大学・工学部・助教授 永井　二郎　　　　　　　　　　　
独立行政法人交通安全環境研究所・研究領域長 後藤　雄一　　　　　　　　　　　
東京工業大学・情報理工学研究科・教授 清水　優史　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・助教授 板谷　義紀　　　　　　　　　　　
神戸大学・工学部・教授 神吉　博　　　　　　　　　　　　
埼玉大学・工学部・教授 水野　毅　　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 鎌田　実　　　　　　　　　　　　
茨城大学・工学部・教授 塩幡　宏規　　　　　　　　　　　
青山学院大学・理工学部・教授 小林　信之　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 近藤　孝広　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・教授 高田　一　　　　　　　　　　　　
東北大学・流体科学研究所・教授 高木　敏行　　　　　　　　　　　
上智大学・理工学部・教授 曽我部　潔　　　　　　　　　　　
高知工科大学・工学部・助教授 岡　宏一　　　　　　　　　　　　
香川大学・工学部・助教授 能見　公博　　　　　　　　　　　
東京工業大学・精密工学研究所・教授 香川　利春　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 吉田　和哉　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究部・教授 永井　正夫　　　　　　　　　　　
日本大学・生産工学部・教授 景山　一郎　　　　　　　　　　　
岡山県立大学・情報工学部・教授 渡辺　富夫　　　　　　　　　　　
電気通信大学・電気通信学部・教授 青山　尚之　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 則次　俊郎　　　　　　　　　　　
神戸大学・自然科学研究科・教授 田浦　俊春　　　　　　　　　　　
鳥取大学・工学部・教授 北村　章　　　　　　　　　　　　
立命館大学・理工学部・教授 平井　慎一　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・助教授 前野　隆司　　　　　　　　　　　
名古屋大学・情報科学研究科・助教授 大岡　昌博　　　　　　　　　　　
九州工業大学・工学部・教授 田川　善彦　　　　　　　　　　　

設計工学等　　　　　 5003

流体工学　　　　　　 5004

熱工学　　　　　　　 5005

機械力学・制御　　　 5006

知能機械学等　　　　 5007

機械工学



工学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
長崎大学・工学部・教授 小山　純　　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 一ノ倉　理　　　　　　　　　　　
佐賀大学・理工学部・教授 山部　長兵衛　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 横山　明彦　　　　　　　　　　　
東京工業大学・統合研究院・教授 嶋田　隆一　　　　　　　　　　　
東京電機大学・工学部・教授 柳父　悟　　　　　　　　　　　　
首都大学東京・都市教養学部・教授 清水　敏久　　　　　　　　　　　
山口大学・工学部・教授 福政　修　　　　　　　　　　　　
九州工業大学・工学部・教授 匹田　政幸　　　　　　　　　　　
東京工芸大学・工学部・教授 松井　幹彦　　　　　　　　　　　
愛媛大学・工学部・助教授 神野　雅文　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・教授 大石　潔　　　　　　　　　　　　
大阪電気通信大学・工学部・教授 須崎　渉　　　　　　　　　　　　
神戸大学・工学部・助教授 喜多　隆　　　　　　　　　　　　
京都工芸繊維大学・工芸学部・教授 尾江　邦重　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・助教授 川上　養一　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 綱島　滋　　　　　　　　　　　　
大阪大学・名誉教授 小林　猛　　　　　　　　　　　　
北海道大学・情報科学研究科・教授 福井　孝志　　　　　　　　　　　
奈良工業高等専門学校・教授 京兼　純　　　　　　　　　　　　
東京大学・総合文化研究科・助教授 深津　晋　　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・工学研究科・教授 藤村　紀文　　　　　　　　　　　
静岡大学・電子工学研究所・教授 原　和彦　　　　　　　　　　　　
岐阜大学・工学部・教授 安田　直彦　　　　　　　　　　　
名城大学・理工学部・教授 天野　浩　　　　　　　　　　　　
山梨大学・医学工学総合研究部・助教授 近藤　英一　　　　　　　　　　　
宇都宮大学・工学部・助教授 入江　晃亘　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 中村　僖良　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・工学研究科・教授 裵　鐘石　　　　　　　　　　　　
神奈川工科大学・工学部・教授 中神　隆清　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 和田　一実　　　　　　　　　　　
中央大学・国際交流センター・所長 小林　一哉　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学部・教授 川原田　洋　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 平川　一彦　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・助教授 村田　博司　　　　　　　　　　　
電気通信大学・電気通信学部・助教授 水柿　義直　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 藤巻　朗　　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・工学部・教授 石田　誠　　　　　　　　　　　　
独立行政法人情報通信研究機構・主任研究員 川西　哲也　　　　　　　　　　　
大阪大学・レーザーエネルギー学研究センター・教授 斗内　政吉　　　　　　　　　　　
千葉大学・工学部・教授 橋本　研也　　　　　　　　　　　
新潟大学・自然科学系・教授 大河　正志　　　　　　　　　　　
室蘭工業大学・工学部・教授 長島　知正　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 小牧　省三　　　　　　　　　　　
東京工業大学・統合研究院・教授 益　一哉　　　　　　　　　　　　
和歌山大学・システム工学部・教授 河原　英紀　　　　　　　　　　　
愛媛大学・工学部・教授 大沢　寿　　　　　　　　　　　　
静岡大学・情報学部・教授 水野　忠則　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 小松　尚久　　　　　　　　　　　
大阪大学・情報科学研究科・教授 村田　正幸　　　　　　　　　　　
九州大学・システム情報科学研究院・教授 赤岩　芳彦　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・工学研究科・教授 内匠　逸　　　　　　　　　　　　
電気通信大学・電気通信学部・教授 唐沢　好男　　　　　　　　　　　
九州工業大学・情報工学部・教授 尾知　博　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・イノベーションマネジメント研究科・教授 森　欣司　　　　　　　　　　　　
東京大学・国際・産学共同研究センター・教授 安田　浩　　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・教授 浜田　望　　　　　　　　　　　　
首都大学東京・理工学研究科・教授 横山　隆一　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 斎藤　浩海　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 潮　俊光　　　　　　　　　　　　

電子・電気材料工学　 5102

電子デバイス・機器　 5103

電力工学等　　　　　 5101

5104

システム工学　　　　 5105

通信・ネットワーク　

電気電子
工学



工学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
東京工業大学・理工学研究科・助教授 中本　高道　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 小林　哲則　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 櫛引　淳一　　　　　　　　　　　
京都大学・情報学研究科・教授 佐藤　亨　　　　　　　　　　　　
首都大学東京・システムデザイン学部・教授 長澤　親生　　　　　　　　　　　
茨城大学・工学部・教授 馬場　充　　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・工学研究科・教授 大松　繁　　　　　　　　　　　　
東北大学・東北アジア研究センター・教授 佐藤　源之　　　　　　　　　　　
静岡大学・電子工学研究所・教授 川人　祥二　　　　　　　　　　　
群馬大学・工学部・教授 山越　芳樹　　　　　　　　　　　
熊本大学・工学部・教授 宇佐川　毅　　　　　　　　　　　
信州大学・工学部・教授 斉藤　保典　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 三平　満司　　　　　　　　　　　
宇都宮大学・工学部・教授 足立　修一　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 井上　昭　　　　　　　　　　　　
京都大学・情報学研究科・教授 山本　裕　　　　　　　　　　　　
中京大学・生命システム工学部・教授 舟橋　康行　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 藤田　政之　　　　　　　　　　　
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 杉本　謙二　　　　　　　　　　　
岐阜大学・工学部・教授 川﨑　晴久　　　　　　　　　　　
京都大学・情報学研究科・教授 杉江　俊治　　　　　　　　　　　
広島大学・教育学研究科・教授 山本　透　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・情報理工学研究科・教授 井村　順一　　　　　　　　　　　
東北大学・情報科学研究科・教授 橋本　浩一　　　　　　　　　　　
首都大学東京・システムデザイン学部・教授 児島　晃　　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・助教授 横井　浩史　　　　　　　　　　　
香川大学・工学部・教授 堺　孝司　　　　　　　　　　　　
高知工科大学・工学部・教授 草柳　俊二　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 鈴木　基行　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 大即　信明　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・工学研究科・教授 梅原　秀哲　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 宮川　豊章　　　　　　　　　　　
山口大学・工学部・教授 宮本　文穂　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 宇佐美　勉　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 二羽　淳一郎　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 依田　照彦　　　　　　　　　　　
熊本大学・自然科学研究科・教授 大津　政康　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・助教授 岸　利治　　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 松本　勝　　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 上田　多門　　　　　　　　　　　
茨城大学・工学部・教授 横山　功一　　　　　　　　　　　
山梨大学・医学工学総合研究部・教授 杉山　俊幸　　　　　　　　　　　
埼玉大学・工学部・教授 睦好　宏史　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 大塚　久哲　　　　　　　　　　　
岐阜大学・工学部・教授 本城　勇介　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 善　功企　　　　　　　　　　　　
東京電機大学・理工学部・教授 安田　進　　　　　　　　　　　　
立命館大学・理工学部・教授 建山　和由　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 浅岡　顕　　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 小長井　一男　　　　　　　　　　
室蘭工業大学・工学部・教授 藤間　聡　　　　　　　　　　　　
中部大学・工学部・教授 岩田　好一朗　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 中辻　啓二　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・工学研究科・教授 喜岡　渉　　　　　　　　　　　　
埼玉大学・理工学研究科・教授 浅枝　隆　　　　　　　　　　　　
中央大学・理工学部・教授 山田　正　　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 禰津　家久　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 小池　俊雄　　　　　　　　　　　
広島大学・工学研究科・教授 河原　能久　　　　　　　　　　　
九州工業大学・工学部・教授 秋山　壽一郎　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・助教授 陸　旻皎　　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 澤本　正樹　　　　　　　　　　　

計測工学　　　　　　 5106

構造工学・地震工学等 5202

地盤工学　　　　　　 5203

制御工学　　　　　　 5107

土木材料・施工等　　 5201

5204水工水理学　　　　　

土木工学

電気電子
工学



工学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
名古屋大学・環境学研究科・教授 林　良嗣　　　　　　　　　　　　
東京大学・国際・産学共同研究センター・教授 桑原　雅夫　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・工学部・教授 広畠　康裕　　　　　　　　　　　
京都大学・防災研究所・教授 岡田　憲夫　　　　　　　　　　　
北海道大学・公共政策学連携研究部・教授 加賀屋　誠一　　　　　　　　　　
九州工業大学・工学部・教授 渡辺　義則　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・工学部・教授 木曽　祥秋　　　　　　　　　　　
高知工科大学・工学部・教授 村上　雅博　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・助教授 大橋　晶良　　　　　　　　　　　
東北学院大学・工学部・教授 石橋　良信　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 盛岡　通　　　　　　　　　　　　
東京大学・環境安全研究センター・教授 山本　和夫　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・工学研究科・教授 谷池　義人　　　　　　　　　　　
東京工業大学・情報理工学研究科・教授 瀧口　克己　　　　　　　　　　　
名古屋大学・環境学研究科・教授 福和　伸夫　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・工学部・教授 加藤　史郎　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 渡邉　史夫　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 緑川　光正　　　　　　　　　　　
東京大学・地震研究所・教授 壁谷澤　寿海　　　　　　　　　　
神奈川大学・工学部・教授 岩田　衛　　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 三橋　博三　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・工学研究科・教授 市之瀬　敏勝　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 竹脇　出　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 時松　孝次　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 相良　和伸　　　　　　　　　　　
関西大学・工学部・教授 河井　康人　　　　　　　　　　　
名古屋大学・環境学研究科・教授 久野　覚　　　　　　　　　　　　
国土技術政策総合研究所・室長 澤地　孝男　　　　　　　　　　　
奈良女子大学・生活環境学部・教授 井上　容子　　　　　　　　　　　
東京理科大学・工学部・教授 倉渕　隆　　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 野口　孝博　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 西村　幸夫　　　　　　　　　　　
金沢大学・自然科学研究科・教授 川上　光彦　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 青木　義次　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 門内　輝行　　　　　　　　　　　
東京理科大学・総合研究所・教授 辻本　誠　　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・助教授 石坂　公一　　　　　　　　　　　
熊本大学・工学部・教授 両角　光男　　　　　　　　　　　
近畿大学・理工学部・教授 森本　信明　　　　　　　　　　　
京都工芸繊維大学・繊維学部・教授 山口　重之　　　　　　　　　　　
九州大学・人間・環境学研究院・教授 竹下　輝和　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学院研究科・教授 鳴海　邦碩　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 前田　忠直　　　　　　　　　　　
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 斎藤　英俊　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 藤岡　洋保　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学部・教授 入江　正之　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・教授 吉田　鋼市　　　　　　　　　　　
京都工芸繊維大学・工芸学部・教授 中川　理　　　　　　　　　　　　
京都大学・名誉教授 足立　裕彦　　　　　　　　　　　
名古屋大学・名誉教授 坂　公恭　　　　　　　　　　　　
東北大学・環境科学研究科・教授 丸山　公一　　　　　　　　　　　
熊本大学・工学部・教授 大野　恭秀　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 南埜　宜俊　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 松村　晶　　　　　　　　　　　　
大阪大学・先端科学イノベーションセンター・教授 町田　憲一　　　　　　　　　　　
東北大学・学際科学国際高等研究センター・教授 山根　久典　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・教授 小松　高行　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 田中　功　　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 幾原　雄一　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 浅井　滋生　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 松尾　陽太郎　　　　　　　　　　
東北大学・多元物質科学研究所・教授 佐藤　次雄　　　　　　　　　　　
大阪大学・産業科学研究所・教授 小林　光　　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・教授 植松　敬三　　　　　　　　　　　
独立行政法人物質・材料研究機構・フェロー 板東　義雄　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・工学研究科・教授 辰巳砂　昌弘　　　　　　　　　　

交通工学・国土計画　 5205

土木環境システム　　 5206

都市計画・建築計画　 5303

建築史・意匠　　　　 5304

建築構造・材料　　　 5301

建築環境・設備　　　 5302

金属物性　　　　　　 5401

無機材料・物性　　　 5402

土木工学

材料工学

建築学



工学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
大阪大学・工学研究科・教授 座古　勝　　　　　　　　　　　　
独立行政法人物質・材料研究機構・ディレクター 田中　英彦　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・工学部・教授 逆井　基次　　　　　　　　　　　
長崎大学・工学部・教授 香川　明男　　　　　　　　　　　
山形大学・工学部・教授 井上　隆　　　　　　　　　　　　
独立行政法人宇宙航空研究開発機構・教授 八田　博志　　　　　　　　　　　
岩手大学・工学部・教授 越後谷　淳一　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 山本　孝夫　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 石田　清仁　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 菅野　幹宏　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 村上　正紀　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・工学部・教授 梅本　実　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 半那　純一　　　　　　　　　　　
東北大学・金属材料研究所・教授 新家　光雄　　　　　　　　　　　
茨城大学・理工学研究科・教授 友田　陽　　　　　　　　　　　　
高知工科大学・副学長 佐久間　健人　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 森永　正彦　　　　　　　　　　　
独立行政法人物質・材料研究機構・ディレクター 平野　敏幸　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 粟倉　泰弘　　　　　　　　　　　
独立行政法人物質・材料研究機構・ディレクター 原田　広史　　　　　　　　　　　
熊本大学・工学部・教授 西田　稔　　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・教授 岡崎　正和　　　　　　　　　　　
弘前大学・理工学部・教授 古屋　泰文　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 高木　節雄　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 黄地　尚義　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 吉田　豊信　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 堀田　善治　　　　　　　　　　　
名古屋大学・エコトピア科学研究所・教授・副所長 高井　治　　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・工学部・教授 東　健司　　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 松原　英一郎　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 須賀　唯知　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 川崎　亮　　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・工学研究科・教授 間渕　博　　　　　　　　　　　　
立命館大学・理工学部・教授 飴山　惠　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 石川　孝司　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 安田　秀幸　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・客員教授 足立　芳寛　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・名誉教授 井口　義章　　　　　　　　　　　
京都大学・エネルギー科学研究科・教授 岩瀬　正則　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 粉川　博之　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・教授 鎌土　重晴　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 里　達雄　　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 田中　敏宏　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 中島　邦彦　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 成田　敏夫　　　　　　　　　　　
室蘭工業大学・工学部・教授 嶋影　和宜　　　　　　　　　　　
東北大学・多元物質科学研究所・教授 板垣　乙未生　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 碓井　建夫　　　　　　　　　　　
東北大学・環境科学研究科・教授 新井　邦夫　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 荒井　康彦　　　　　　　　　　　
静岡大学・工学部・教授 須藤　雅夫　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 平沢　泉　　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 後藤　邦彰　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 鈴木　正昭　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 三浦　孝一　　　　　　　　　　　
群馬大学・工学部・教授 寶田　恭之　　　　　　　　　　　
工学院大学・工学部・教授 五十嵐　哲　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 上山　惟一　　　　　　　　　　　
山形大学・工学部・教授 都田　昌之　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 岸田　昌浩　　　　　　　　　　　
愛媛大学・工学部・教授 山口　力　　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 宮本　明　　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 金田　清臣　　　　　　　　　　　
岡山大学・環境学研究科・教授 笹岡　英司　　　　　　　　　　　
福岡大学・工学部・教授 中野　勝之　　　　　　　　　　　
埼玉大学・工学部・教授 三浦　弘　　　　　　　　　　　　

複合材料・物性　　　 5403

構造・機能材料　　　 5404

反応工学等　　　　　 5502

触媒・資源化学　　　 5503

5405

金属生産工学　　　　 5406

化工物性・移動操作等 5501

材料加工・処理　　　

材料工学

プロセス
工学



工学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
中部大学・応用生物学部・教授 小林　猛　　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 後藤　雅宏　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 長棟　輝行　　　　　　　　　　　
広島大学・先端物質科学研究科・教授 山田　隆　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 山根　隆　　　　　　　　　　　　
福井大学・工学部・教授 榊原　三樹男　　　　　　　　　　
九州工業大学・情報工学部・教授 清水　和幸　　　　　　　　　　　
独立行政法人食品総合研究所・食品工学・部長 中嶋　光敏　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 久保井　亮一　　　　　　　　　　
神戸大学・工学部・教授 近藤　昭彦　　　　　　　　　　　
立命館大学・理工学部・教授 立木　隆　　　　　　　　　　　　
崇城大学・生物生命学部・教授 上岡　龍一　　　　　　　　　　　
九州大学・応用力学研究所・教授 高雄　善裕　　　　　　　　　　　
千葉大学・工学部・教授 前野　一夫　　　　　　　　　　　
独立行政法人宇宙航空研究開発機構・教授 藤井　孝藏　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 中橋　和博　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・工学研究科・教授 大久保　博志　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 河内　啓二　　　　　　　　　　　
独立行政法人海上技術安全研究所・領域長 松岡　一祥　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 山口　一　　　　　　　　　　　　
鹿児島大学・水産学部・教授 永松　哲郎　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・助教授 梅田　直哉　　　　　　　　　　　
北海道大学・水産科学研究院・教授 芳村　康男　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 吉川　孝男　　　　　　　　　　　
岩手大学・工学研究科・教授 中澤　廣　　　　　　　　　　　　
独立行政法人産業技術総合研究所・副研究ラボ長 山口　勉　　　　　　　　　　　　
東北大学・環境科学研究科・教授 榎本　兵治　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 江原　幸雄　　　　　　　　　　　
熊本大学・工学部・教授 尾原　祐三　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 六川　修一　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 恒川　昌美　　　　　　　　　　　
独立行政法人物質・材料研究機構・センター長 原田　幸明　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 島岡　隆行　　　　　　　　　　　
関西大学・工学部・教授 芝田　隼次　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・助教授 平尾　雅彦　　　　　　　　　　　
東京農工大学・工学研究部・教授 細見　正明　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 笹尾　真実子　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 堀池　寛　　　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 小野　靖　　　　　　　　　　　　
核融合科学研究所・教授 居田　克巳　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・助教授 高木　郁二　　　　　　　　　　　
九州大学・応用力学研究所・助教授 矢木　雅敏　　　　　　　　　　　
九州大学・総合理工学研究院・教授 清水　昭比古　　　　　　　　　　
核融合科学研究所・教授 大藪　修義　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 長﨑　晋也　　　　　　　　　　　
独立行政法人日本原子力研究開発機構・理事 野田　健治　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 鬼柳　善明　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 石橋　健二　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 三村　均　　　　　　　　　　　　
京都大学・原子炉実験所・所長・教授 代谷　誠治　　　　　　　　　　　
東京工業大学・原子炉工学研究所・教授 服部　俊幸　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 大橋　弘忠　　　　　　　　　　　
東京農工大学・生物システム応用科学教育部・助教授 秋澤　淳　　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 武田　信生　　　　　　　　　　　
東京理科大学・理工学部・教授 森　俊介　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 奥野　喜裕　　　　　　　　　　　
独立行政法人海上技術安全研究所・主任研究員 城田　英之　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 高田　保之　　　　　　　　　　　
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