
工学　平成２０年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
東京農工大学・工学府・教授 纐纈　明伯　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 藤原　康文　　　　　　　　　　　
（独）物質・材料研究機構・ナノ有機センター・グループリーダー 三木　一司　　　　　　　　　　　
立命館大学・総合理工学研究機構・教授 鈴木　彰　　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 田中　雅明　　　　　　　　　　　
東京理科大学・理工学部・教授 竹中　正　　　　　　　　　　　　
京都工芸繊維大学・教授 播磨　弘　　　　　　　　　　　　
東北大学・多元物質科学研究所・准教授 村山　明宏　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・准教授 平本　昌宏　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 黒田　新一　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 上浦　洋一　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 森　勇介　　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学研究科・教授 植松　真司　　　　　　　　　　　
東北大学・電気通信研究所・教授 室田　淳一　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・准教授 影島　賢巳　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・准教授 髙橋　琢二　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・准教授 秋本　晃一　　　　　　　　　　　
九州大学・産学連携センター・教授 中島　寛　　　　　　　　　　　　
東北大学・学際科学国際高等教育センター・教授 谷内　哲夫　　　　　　　　　　　
豊田工業大学・工学研究科・教授 大石　泰丈　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 志村　努　　　　　　　　　　　　
大阪大学・情報科学研究科・教授 谷田　純　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・量子ナノエレクトロニクス研究センター・教授 荒井　滋久　　　　　　　　　　　
北海道大学・情報科学研究科・教授 小柴　正則　　　　　　　　　　　
（独）理化学研究所・河田ナノフォトニクス研究室・先任研究員 岡本　隆之　　　　　　　　　　　
大阪大学・生命機能研究科・教授 井上　康志　　　　　　　　　　　
金沢大学・自然科学研究科・教授 山田　実　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・エコトピア科学研究所・教授 川瀬　晃道　　　　　　　　　　　
徳島大学・ソシオテクノサイエンス研究部・准教授 早崎　芳夫　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究院・特任准教授 芦原　聡　　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・准教授 酒井　啓司　　　　　　　　　　　
東京工業大学・精密工学研究所・准教授 中村　健太郎　　　　　　　　　　
（財）高輝度光科学研究センター・制御・情報部門・主幹研究員 豊川　秀訓　　　　　　　　　　　
青山学院大学・理工学部・教授 魚住　清彦　　　　　　　　　　　
高エネルギー加速器研究機構・名誉教授 川合　將義　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 桑野　博喜　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・准教授 石原　卓　　　　　　　　　　　　
新潟大学・自然科学系（情報理工学）・教授 田中　環　　　　　　　　　　　　
京都大学・情報学研究科・教授 福嶋　雅夫　　　　　　　　　　　
東京工業大学・学術国際情報センター・教授 青木　尊之　　　　　　　　　　　
大阪電気通信大学・情報通信工学部・教授 生田　孝　　　　　　　　　　　　
岐阜大学・工学部・教授 田中　嘉津夫　　　　　　　　　　
NPO法人アジア科学教育経済発展機構・理事 相澤　龍彦　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 大野 信忠

応用物理学・工学基礎

応用光学・量子光工学

応用物理学一般　　　

工学基礎　　　　　　

応用物性・結晶工学　

薄膜・表面界面物性　

4901

4902

4903

4904

4905

名古屋大学・工学研究科・教授 大野　信忠　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 箕島　弘二　　　　　　　　　　　
神戸大学・工学研究科・教授 冨田　佳宏　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 橋田　俊之　　　　　　　　　　　
日本大学・生産工学部・教授 邉　吾一　　　　　　　　　　　　
茨城大学・工学部・教授 前川　克廣　　　　　　　　　　　
上智大学・理工学部・教授 末益　博志　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 但野　茂　　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 坂　真澄　　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 北條　正樹　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 野口　博司　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 宇野　義幸　　　　　　　　　　　
熊本大学・自然科学研究科・教授 安井　平司　　　　　　　　　　　
東海大学・工学部・教授 川島　康　　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 帯川　利之　　　　　　　　　　　
首都大学東京・システムデザイン学部・教授 諸貫　信行　　　　　　　　　　　
茨城大学・工学部・教授 乾　正知　　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究院・准教授 笹原　弘之　　　　　　　　　　　
神奈川大学・工学部・教授 青木　勇　　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・准教授 大村　悦二　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 佐藤　勲　　　　　　　　　　　　
（独）理化学研究所・人事部キャリアサポート室・嘱託職員 池　浩　　　　　　　　　　　　　
金沢大学・自然科学研究科・教授 上田　隆司　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 杉村　丈一　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 木村　文彦　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 梅原　徳次　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 堀切川　一男　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・教授 青山　藤詞郎　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 中原　綱光　　　　　　　　　　　
神戸大学・海事科学研究科・教授 福岡　俊道　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 梅田　靖　　　　　　　　　　　　
九州工業大学・工学部・継続研究員 兼田　楨宏　　　　　　　　　　　
（財）名古屋産業科学研究所・研究員 三矢　保永　　　　　　　　　　　
芝浦工業大学・システム工学部・教授 岡村　宏　　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 加藤　孝久　　　　　　　　　　　

機械工学 生産工学・加工学　　

設計工学等　　　　　

機械材料・材料力学　 5001

5002

5003



工学　平成２０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 古川　雅人　　　　　　　　　　　
（独）宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究本部・教授 安部　隆士　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 小森　悟　　　　　　　　　　　　
元　東北大学・流体科学研究所・教授 南部　健一　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 松本　洋一郎　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・教授 小尾　晋之介　　　　　　　　　　
名古屋大学・エコトピア科学研究所・教授 長谷川　豊　　　　　　　　　　　
東京理科大学・工学部・教授 山本　誠　　　　　　　　　　　　
東洋大学・工学部・教授 望月　修　　　　　　　　　　　　
埼玉大学・理工学研究科・准教授 平原　裕行　　　　　　　　　　　
（独）理化学研究所・臓器全身スケール研究開発チーム 髙木　周　　　　　　　　　　　　
室蘭工業大学・工学部・教授 杉山　弘　　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 西尾　茂文　　　　　　　　　　　
東京農工大学・工学府・教授 望月　貞成　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 岡崎　健　　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 近久　武美　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・工学研究科・教授 須賀　一彦　　　　　　　　　　　
佐賀大学・海洋エネルギー研究センター・教授 門出　政則　　　　　　　　　　　
東北大学・流体科学研究所・教授 小林　秀昭　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 吉田　英生　　　　　　　　　　　
明治大学・理工学部・教授 中別府　修　　　　　　　　　　　
三重大学・工学研究科・教授 廣田　真史　　　　　　　　　　　
岡山大学・理事・副学長 稲葉　英男　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 丸山　茂夫　　　　　　　　　　　
千葉大学・工学研究科・教授 野波　健蔵　　　　　　　　　　　
大阪電気通信大学・工学部・部長 石井　徳章　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・常任理事 吉田　和夫　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 早川　義一　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 金子　成彦　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 末岡　淳男　　　　　　　　　　　
京都工芸繊維大学・工芸科学研究科・教授 曽根　彰　　　　　　　　　　　　
島根大学・総合理工学部・教授 池田　隆　　　　　　　　　　　　
群馬大学・教授 長屋　幸助　　　　　　　　　　　
電気通信大学・知能機械工学科・教授 松野　文俊　　　　　　　　　　　
岐阜大学・工学部・教授 佐々木　実　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 遠藤　満　　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 石黒　浩　　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 金子　真　　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 光石　衛　　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 森島　繁生　　　　　　　　　　　
自治医科大学・脳神経外科・教授 渡辺　英寿　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・工学研究科・教授 佐野　明人　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 小寺　秀俊　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 広瀬 茂男

機械工学

機械力学・制御　　　

知能機械学等　　　　

流体工学　　　　　　

熱工学　　　　　　　 5005

5006

5007

5004

東京工業大学・理工学研究科・教授 広瀬　茂男　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 高増　潔　　　　　　　　　　　　
東京大学・情報理工学系研究科・教授 下山　勲　　　　　　　　　　　　
筑波大学・システム情報工学研究科・教授 坪内　孝司　　　　　　　　　　　
広島大学・工学研究科・教授 辻　敏夫　　　　　　　　　　　　
東洋大学・工学部・教授 矢野　昌雄　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 一ノ倉　理　　　　　　　　　　　
宇都宮大学・工学部・教授 里　周二　　　　　　　　　　　　
秋田工業高等専門学校・電気情報工学科・教授 高橋　身佳　　　　　　　　　　　
明治大学・理工学部・教授 三木　一郎　　　　　　　　　　　
北海道大学・情報科学研究科・教授 小笠原　悟司　　　　　　　　　　
東京理科大学・工学部・教授 内田　直之　　　　　　　　　　　
長崎大学・工学部・准教授 黒川　不二雄　　　　　　　　　　
埼玉大学・理工学研究科・教授 阿部　茂　　　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 大崎　博之　　　　　　　　　　　
北海道大学・情報科学研究科・教授 北　裕幸　　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・工学研究科・教授 竹下　隆晴　　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 柴田　直　　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・極微デバイス機能システム研究センター・教授 江川　孝志　　　　　　　　　　　
東北大学・電気通信研究所・教授 村岡　裕明　　　　　　　　　　　
奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科学研究科・准教授 浦岡　行治　　　　　　　　　　　
仙台電波工業高等専門学校・電子工学科・教授 羽賀　浩一　　　　　　　　　　　
日本大学・理工学部・教授 山本　寛　　　　　　　　　　　　
広島大学・ナノデバイス・システム研究センター・教授 吉川　公麿　　　　　　　　　　　
東京工業大学・精密工学研究所・准教授 宮本　智之　　　　　　　　　　　
岐阜工業高等専門学校・電気情報工学科・教授 所　哲郎　　　　　　　　　　　　
明治大学・理工学部・教授 山元　洋　　　　　　　　　　　　
山口大学・理工学研究科・教授 諸橋　信一　　　　　　　　　　　
東京工科大学・バイオニクス学部・教授 三田地　成幸　　　　　　　　　　
（独）情報通信研究機構・電磁波計測研究センター・主任研究員 福永　香　　　　　　　　　　　　
長崎大学・理事 福永　博俊　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・教授 雨宮　尚之　　　　　　　　　　　

電気電子工学

電力工学等　　　　　

電子・電気材料工学　

5101

5102



工学　平成２０年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
龍谷大学・理工学部・教授 粟井　郁雄　　　　　　　　　　　
神戸大学・名誉教授 三好　旦六　　　　　　　　　　　
広島大学・ナノデバイス・システム研究センター・教授 横山　新　　　　　　　　　　　　
東京農工大学・総合情報メディアセンター・教授 須田　良幸　　　　　　　　　　　
静岡大学・創造科学技術大学院・教授 小楠　和彦　　　　　　　　　　　
電気通信大学・教授 本城　和彦　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・准教授 宮本　恭幸　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・教授 吉川　信行　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 澤谷　邦男　　　　　　　　　　　
埼玉大学・理工学研究科・教授 羽石　操　　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・教授 津田　裕之　　　　　　　　　　　
東京工科大学・コンピュータサイエンス学部・教授 黒田　道子　　　　　　　　　　　
（独）情報通信研究機構・新世代ネットワーク研究センター・研究マネージャー 川西　哲也　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・准教授 河合　晃　　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 廣瀬　明　　　　　　　　　　　　
新潟大学・自然科学系・教授 仙石　正和　　　　　　　　　　　
広島市立大学・情報科学研究科・教授 吉田　彰顕　　　　　　　　　　　
東北大学・電気通信研究所・教授 中沢　正隆　　　　　　　　　　　
北海道大学・情報科学研究科・教授 小川　恭孝　　　　　　　　　　　
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 木戸出　正継　　　　　　　　　　
千葉大学・工学研究科・教授 伊藤　公一　　　　　　　　　　　
北見工業大学・工学部・教授 細矢　良雄　　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 山本　博資　　　　　　　　　　　
芝浦工業大学・工学部・教授 大賀　壽郎　　　　　　　　　　　
徳島大学・ソシオテクノサイエンス研究部・教授 大濱　靖匡　　　　　　　　　　　
武蔵工業大学・知識工学部・教授 佐和橋　衛　　　　　　　　　　　
熊本大学・自然科学研究科・教授 井上　高宏　　　　　　　　　　　
電気通信大学・先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター・教授 山尾　泰　　　　　　　　　　　　
筑波大学・システム情報工学研究科・教授 藤原　良叔　　　　　　　　　　　
早稲田大学・情報生産システム研究科・准教授 古月　敬之　　　　　　　　　　　
東京大学・情報理工学系研究科・教授 石川　裕　　　　　　　　　　　　
北海道大学・情報科学研究科・教授 大内　東　　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 谷野　哲三　　　　　　　　　　　
広島大学・工学研究科・教授 西崎　一郎　　　　　　　　　　　
東北工業大学・工学部・客員教授 樋口　龍雄　　　　　　　　　　　
九州大学・システム情報科学研究院・教授 圓福　敬二　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 保立　和夫　　　　　　　　　　　
鹿児島大学・工学部・教授 湯ノ口　万友　　　　　　　　　　
日本大学・工学部・教授 尾股　定夫　　　　　　　　　　　
芝浦工業大学・工学部・教授 野村　徹　　　　　　　　　　　　
金沢大学・自然科学研究科・教授 中山　謙二　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・第8工学系・教授 田中　三郎　　　　　　　　　　　
早稲田大学・人間科学学術院・教授 戸川　達男　　　　　　　　　　　
室蘭工業大学・機械システム工学科・教授 相津 佳永

電気電子工学

システム工学　　　　

計測工学　　　　　　

電子デバイス・電子機器　

通信・ネットワーク工学

5105

5106

5104

5103

室蘭工業大学・機械システム工学科・教授 相津　佳永　　　　　　　　　　　
大阪工業大学・工学部・教授 村岡　茂信　　　　　　　　　　　
東海大学・海洋学部・教授 斎藤　繁実　　　　　　　　　　　
熊本県立技術短期大学校・校長 岩井　善太
東京農工大学・共生科学技術研究院・教授 涌井　伸二　　　　　　　　　　　
北海道大学・情報科学研究科・教授 和田　充雄　　　　　　　　　　　
茨城大学・工学部・学部長 白石　昌武　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 梶原　宏之　　　　　　　　　　　
山口大学・理工学研究科・教授 石川　昌明　　　　　　　　　　　
電気通信大学・電気通信学部・教授 新　誠一　　　　　　　　　　　　
東海大学・情報理工学部・教授 大内　茂人　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 萩原　朋道　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 池田　雅夫　　　　　　　　　　　
高知大学・医学部・教授 花崎　和弘　　　　　　　　　　　
京都工芸繊維大学・工芸科学研究科・准教授 澤田　祐一　　　　　　　　　　　
徳島大学・ソシオテクノサイエンス研究部・教授 水口　裕之　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 日野　伸一　　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 國島　正彦　　　　　　　　　　　
鹿児島大学・工学部・教授 武若　耕司　　　　　　　　　　　
香川大学・工学部・教授 堺　孝司　　　　　　　　　　　　
広島大学・工学研究科・教授 佐藤　良一　　　　　　　　　　　
九州工業大学・工学部・教授 幸左　賢二　　　　　　　　　　　
長崎大学・工学部・教授 松田　浩　　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 関　博　　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 伊藤　義人　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 園田　佳巨　　　　　　　　　　　
日本大学・理工学部・教授 野村　卓史　　　　　　　　　　　
岐阜大学・総合情報メディアセンター・教授 内田　裕市　　　　　　　　　　　
首都大学東京・都市環境科学研究科・教授 前田　研一　　　　　　　　　　　
愛媛大学・理工学研究科・教授 氏家　勲　　　　　　　　　　　　
熊本大学・自然科学研究科・教授 松田　泰治　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 依田　照彦　　　　　　　　　　　
九州工業大学・工学部・教授 山口　栄輝　　　　　　　　　　　
茨城大学・工学部・教授 安原　一哉　　　　　　　　　　　
九州共立大学・工学部・教授 前田　良刀　　　　　　　　　　　
佐賀大学・低平地研究センター・教授 林　重徳　　　　　　　　　　　　
岐阜大学・工学部・教授 本城　勇介　　　　　　　　　　　
熊本大学・自然科学研究科・教授 大谷　順　　　　　　　　　　　　
鹿児島大学・工学部・教授 北村　良介　　　　　　　　　　　

土木工学 構造工学・地震工学等

地盤工学　　　　　　

制御工学　　　　　　

土木材料・施工等　　

5107

5201

5202

5203



工学　平成２０年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
東北大学・工学研究科・教授 田中　仁　　　　　　　　　　　　
愛媛大学・理工学研究科・教授 渡邊　政広　　　　　　　　　　　
山梨大学・医学工学総合研究部・教授 砂田　憲吾　　　　　　　　　　　
（独）土木研究所　寒地土木研究所・寒地河川チーム・上席研究員 渡邉　康玄　　　　　　　　　　　
西日本工業大学・工学部・教授 赤司　信義　　　　　　　　　　　
熊本大学・自然科学研究科・准教授 山田　文彦　　　　　　　　　　　
岡山大学・環境学研究科・准教授 前野　詩朗　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 清水　康行　　　　　　　　　　　
広島大学・工学研究科・准教授 川西　澄　　　　　　　　　　　　
和歌山大学・システム工学部・教授（学部長） 平田　健正　　　　　　　　　　　
九州大学・総合理工学研究院・准教授 杉原　裕司　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・環境・建設系・准教授 細山田　得三　　　　　　　　　　
日本大学・総合科学研究所・教授 高橋　洋二　　　　　　　　　　　
立命館大学・理工学部・教授 塚口　博司　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 角　知憲　　　　　　　　　　　　
筑波大学・システム情報工学研究科・教授 石田　東生　　　　　　　　　　　
宮崎大学・工学部・准教授 吉武　哲信　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・環境・建設系・教授 松本　昌二　　　　　　　　　　　
（独）国立環境研究所・社会環境システム研究領域・主任研究員 一ノ瀬　俊明　　　　　　　　　　
北九州市立大学・国際環境工学研究科・教授 楠田　哲也　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 田中　宏明　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 滝沢　智　　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 大村　達夫　　　　　　　　　　　
国立保健医療科学院・水道工学部・水質管理室長 浅見　真理　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 中埜　良昭　　　　　　　　　　　
日本女子大学・家政学部・教授 石川　孝重　　　　　　　　　　　
首都大学東京・都市環境科学研究科・教授 芳村　学　　　　　　　　　　　　
広島大学・名誉教授 菅野　俊介　　　　　　　　　　　
北九州市立大学・国際環境工学部・教授 松藤　泰典　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 上谷　宏二　　　　　　　　　　　
琉球大学・工学部・教授 山川　哲雄　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・工学研究科・准教授 趙　衍剛　　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 多田　元英　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 嘉納　成男　　　　　　　　　　　
鹿島建設（株）技術研究所・上席研究員 鈴木　康嗣　　　　　　　　　　　
日本大学・理工学部・教授 岡田　章　　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 高橋　大弐　　　　　　　　　　　
奈良女子大学・生活環境学部・准教授 久保　博子　　　　　　　　　　　
九州大学・人間・環境学研究院・准教授 赤司　泰義　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 加藤　信介　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 吉野　博　　　　　　　　　　　　
早稲田大学・創造理工学部・教授 田邉　新一　　　　　　　　　　　
宇都宮大学・工学研究科・准教授 郡　公子　　　　　　　　　　　　
愛知産業大学・造形学研究所・教授 延藤 安弘

土木工学

建築学

水工学　　　　　

土木計画学・交通工学　

土木環境システム　　

建築構造・材料　　　

建築環境・設備　　　

5204

5205

5206

5301

5302

愛知産業大学・造形学研究所・教授 延藤　安弘　　　　　　　　　　　
千葉大学・工学研究科・教授 小林　秀樹　　　　　　　　　　　
京都大学・防災研究所・教授 田中　哮義　　　　　　　　　　　
西日本工業大学・デザイン学部・教授 岡田　知子　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 石川　幹子　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 小林　英嗣　　　　　　　　　　　
首都大学東京・都市環境学部・教授 深尾　精一　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 宗本　順三　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 松村　秀一　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・生活科学研究科・教授 多治見　左近　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 藤井　明　　　　　　　　　　　　
日本女子大学・家政学部・教授 定行　まり子　　　　　　　　　　
工学院大学・工学部・教授 長澤　泰　　　　　　　　　　　　
昭和女子大学・国際文化研究所・教授 友田　博通　　　　　　　　　　　
日本工業大学・工学部・教授 伊藤　庸一　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・准教授 山岸　常人　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 藤森　照信　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・教授 三宅　理一　　　　　　　　　　　
工学院大学・建築学科・教授 初田　亨　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 篠野　志郎　　　　　　　　　　　
立命館大学・歴史都市防災研究センター・教授 益田　兼房　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 小山　泰正　　　　　　　　　　　
（独）物質・材料研究機構・フェロー 宝野　和博　　　　　　　　　　　
九州工業大学・工学部・教授 大谷　博司　　　　　　　　　　　
東北大学・多元物質科学研究所・教授 貝沼　亮介　　　　　　　　　　　
東京工業大学・総合理工学研究科・准教授 梶原　正憲　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・工学研究科・教授 西野　洋一　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・センター長 白井　泰治　　　　　　　　　　　
東京理科大学・基礎工学部・教授 安盛　敦雄　　　　　　　　　　　
長崎大学・工学部・教授 内山　休男　　　　　　　　　　　
（独）産業技術総合研究所・ユビキタスエネルギー研究部門・上席研究員 香山　正憲　　　　　　　　　　　
東京工業大学・材料工学専攻・准教授 篠崎　和夫　　　　　　　　　　　
（財）高輝度光科学研究センター・産業利用推進室・主席研究員 梅咲　則正　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・セラミックス基盤工学研究センター・教授 石澤　伸夫　　　　　　　　　　　
龍谷大学・理工学部・実験講師 中野　裕美　　　　　　　　　　　
東京工業大学・応用セラミックス研究所・教授 山内　尚雄　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・つくり領域・准教授 福田　功一郎　　　　　　　　　　
東京工業大学・准教授 八島　正知　　　　　　　　　　　
（財）ファインセラミックスセンター・材料技術研究所・チームリーダー 幾原　裕美　　　　　　　　　　　
秋田大学・工学資源学部・教授 小玉　展宏　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・准教授 早川　聡　　　　　　　　　　　　

材料工学

建築学

無機材料・物性　　　

建築史・意匠　　　　

都市計画・建築計画　

金属物性　　　　　　 5401

5402

5304

5303



工学　平成２０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・新領域創成科学研究科・教授 武田　展雄　　　　　　　　　　　
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 尾中　晋　　　　　　　　　　　　
上智大学・理工学部・教授 板谷　清司　　　　　　　　　　　
京都工芸繊維大学・工芸科学研究科・教授 濱田　泰以　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 増田　千利　　　　　　　　　　　
九州大学・応用力学研究所・准教授 汪　文学　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 丸山　俊夫　　　　　　　　　　　
愛媛大学・理工学研究科・教授 仲井　清眞　　　　　　　　　　　
（独）物質・材料研究機構・量子ビームセンター・主幹研究員 大沼　正人　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・工学研究科・教授 橋本　敏　　　　　　　　　　　　
東北大学・金属材料研究所・教授 古原　忠　　　　　　　　　　　　
北見工業大学・工学部・教授 青木　清　　　　　　　　　　　　
大阪大学・産業科学研究所・教授 中嶋　英雄　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・生産システム工学系・教授 戸田　裕之　　　　　　　　　　　
（独）物質・材料研究機構・磁性材料センター・グループリーダー 大久保　忠勝　　　　　　　　　　
（独）物質・材料研究機構・材料ラボ・グループリーダー 篠原　嘉一　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・准教授 竹山　雅夫　　　　　　　　　　　
富山大学・水素同位体科学研究センター・教授 波多野　雄治　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 小池　淳一　　　　　　　　　　　
上智大学・理工学部・准教授 高井　健一　　　　　　　　　　　
熊本大学・自然科学研究科・教授 高島　和希　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・環境・建設系・教授 佐藤　一則　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・教授 小豆島　明　　　　　　　　　　　
（独）宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究本部・教授 栗林　一彦　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・准教授 辻　伸泰　　　　　　　　　　　　
電気通信大学・知能機械工学科・教授 酒井　拓　　　　　　　　　　　　
滋賀大学・教育学部・教授 磯西　和夫　　　　　　　　　　　
（独）物質・材料研究機構・領域コーディネーター 長井　寿　　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 成島　尚之　　　　　　　　　　　
北陸先端科学技術大学院大学・マテリアルサイエンス研究科・講師 高村　由起子（山田　由起子）　　　

兵庫県立大学・工学研究科・教授 山崎　徹　　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・准教授 王　占杰　　　　　　　　　　　　
埼玉工業大学・先端科学研究所・准教授 下条　雅幸　　　　　　　　　　　
京都大学・エネルギー科学研究科・教授 石原　慶一　　　　　　　　　　　
東海大学・工学部・教授 松村　義人　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・特別研究教員 吉原　美知子　　　　　　　　　　
熊本大学・自然科学研究科・教授 里中　忍　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 興戸　正純　　　　　　　　　　　
兵庫県立大学・工学研究科・教授 森下　政夫　　　　　　　　　　　
大阪工業大学・工学部・教授 羽賀　俊雄　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 福島　久哲　　　　　　　　　　　
埼玉大学・理工学研究科・教授 加藤　寛　　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 中島　邦彦　　　　　　　　　　　
早稲田大学・創造理工学部・教授 不破 章雄

材料工学

複合材料・物性　　　

構造・機能材料　　　

材料加工・処理　　　

金属生産工学　　　　

5403

5404

5406

5405

早稲田大学・創造理工学部・教授 不破　章雄　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・工学部・准教授 竹中　俊英　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・准教授 岡部　徹　　　　　　　　　　　　
芝浦工業大学・工学部・講師 正木　匡彦　　　　　　　　　　　
室蘭工業大学・工学部・教授 平井　伸治　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 東谷　公　　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 後藤　雅宏　　　　　　　　　　　
首都大学東京・都市環境科学専攻・教授 加藤　覚　　　　　　　　　　　　
中央大学・理工学部・教授 船造　俊孝　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 大垣　一成　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 松田　仁樹　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 田川　智彦　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 長谷部　伸治　　　　　　　　　　
北海道大学・エネルギー変換マテリアル研究センター・教授 林　潤一郎　　　　　　　　　　　
静岡大学・創造科学技術大学院・教授 齋藤　隆之　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 田谷　正仁　　　　　　　　　　　
九州大学・総合理工学研究院・教授 寺岡　靖剛　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 水野　哲孝　　　　　　　　　　　
名古屋大学・名誉教授 森　滋勝　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・准教授 山中　一郎　　　　　　　　　　　
北海道大学・触媒化学研究センター・教授 大澤　雅俊　　　　　　　　　　　
中部大学・工学部・教授 二宮　善彦　　　　　　　　　　　
静岡大学・工学部・教授 須藤　雅夫　　　　　　　　　　　
北見工業大学・工学部・教授 鈴木　勉　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 太田口　和久　　　　　　　　　　
国立循環器病センター研究所・薬理部・室長 髙木　敦子　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 飯島　信司　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 加納　健司　　　　　　　　　　　
大分大学・工学部・教授 宇田　泰三　　　　　　　　　　　
北陸先端科学技術大学院大学・教授 高木　昌宏　　　　　　　　　　　
大阪大学・情報科学研究科・教授 清水　浩　　　　　　　　　　　　
山口大学・工学部・教授 山本　修一　　　　　　　　　　　
北海道大学・水産科学研究院・教授 尾島　孝男　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 竹山　春子　　　　　　　　　　　
東京薬科大学・薬学部・教授 楠　文代　　　　　　　　　　　　
首都大学東京・システムデザイン学部・教授 湯浅　三郎　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・環境情報研究院・教授 上野　誠也　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 山崎　伸彦　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・准教授 松永　三郎　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 永田　晴紀　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・准教授 松島　紀佐　　　　　　　　　　　

総合工学

生物機能・バイオプロセス

航空宇宙工学　　　　

触媒・資源化学プロセスプロセス工学

化工物性・移動操作等

反応工学等　　　　　

5501

5502

5503

5504

5601



工学　平成２０年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
神戸大学・海事科学研究科・教授 井上　欣三　　　　　　　　　　　
日本大学・理工学部・教授 増田　光一　　　　　　　　　　　
（独）海上技術安全研究所・流体部門・部門長 児玉　良明　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 新開　明二　　　　　　　　　　　
東京海洋大学・海洋工学部・教授 鶴田　三郎　　　　　　　　　　　
大阪大学・接合科学研究所・教授 村川　英一　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 石田　毅　　　　　　　　　　　　
東北大学・環境科学研究科・教授 井上　千弘　　　　　　　　　　　
室蘭工業大学・材料物性工学科・教授 後藤　龍彦　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・准教授 笹木　圭子　　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・准教授 徳永　朋祥　　　　　　　　　　　
熊本大学・自然科学研究科・教授 小池　克明　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 平島　剛　　　　　　　　　　　　
東海大学・開発工学部・教授 佐々木　雅美　　　　　　　　　　
京都大学・環境保全センター・教授 酒井　伸一　　　　　　　　　　　
岩手大学・工学研究科・教授 中澤　廣　　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・つくり領域・准教授 安井　晋示　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 大和田　秀二　　　　　　　　　　
（独）日本原子力研究開発機構・経営企画部・研究主席 三浦　幸俊　　　　　　　　　　　
富山大学・水素同位体科学研究センター・センター長 松山　政夫　　　　　　　　　　　
大阪大学・レーザーエネルギー学研究センター・准教授 白神　宏之　　　　　　　　　　　
自然科学研究機構　核融合科学研究所・大型ヘリカル研究部・教授 山田　弘司　　　　　　　　　　　
東京工業大学・原子炉工学研究所・助教 筒井　広明　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 橋爪　秀利　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 山中　伸介　　　　　　　　　　　
近畿大学・理工学部・教授 大澤　孝明　　　　　　　　　　　
（独）日本原子力研究開発機構・先端基礎研究センター・研究主席 大貫　敏彦　　　　　　　　　　　
東北大学・高等教育開発推進センター・教授 関根　勉　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 井口　哲夫　　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 岡本　孝司　　　　　　　　　　　
筑波大学・システム情報工学研究科・教授 阿部　豊　　　　　　　　　　　　
神戸大学・海事科学研究科・教授 小田　啓二　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・准教授 小崎　完　　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 出光　一哉　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・准教授 神野　郁夫　　　　　　　　　　　
東京工業大学・原子炉工学研究所・教授 矢野　豊彦　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 中田　俊彦　　　　　　　　　　　
新潟大学・自然科学系（工学部）・教授 児玉　竜也　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・教授 森　康彦　　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究院・教授 秋澤　淳　　　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・准教授 冨重　圭一　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・工学研究科・教授 横山　良平　　　　　　　　　　　

総合工学 核融合学　　　　　　

エネルギー学　　　　

船舶海洋工学　　　　

地球・資源システム工学

原子力学　　　　　　

リサイクル工学　　　 5604

5605

5607

5606

5602

5603
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