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評価協力者 

相原 正樹 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科教授 

青木 由直 e シルクロード研究工房長 

青野 正和 (独)物質・材料研究機構ナノマテリアル研究所長 

赤岩 芳彦 九州大学大学院システム情報科学研究院教授 

赤木 和夫 筑波大学大学院数理物質科学研究科教授 

明石 満 大阪大学大学院工学研究科教授 

浅田 邦博 東京大学大規模集積システム設計教育研究センター教授 

安部 隆士 (独)宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部教授 

荒井 克俊 北海道大学大学院水産科学研究院教授 

有冨 正憲 東京工業大学原子炉工学研究所教授 

安藤 寿男 茨城大学理学部助教授 

安藤 正海 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所教授 

五十嵐 一衛 千葉大学大学院薬学研究院教授 

石井 延久 東邦大学医学部教授 

石井 勝 福岡教育大学教育学部教授 

石川 本雄 筑波大学大学院システム情報工学研究科教授 

伊藤 彰義 日本大学理工学部教授 

伊藤 維昭 京都大学ウイルス研究所教授 

伊藤 重剛 熊本大学工学部教授 

稲垣 暢也 京都大学大学院医学研究科教授 

井上 克郎 大阪大学大学院情報科学研究科教授 

茨木 俊秀 関西学院大学理工学部教授 

今里 純 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所教授 

今西 武 大阪大学大学院薬学研究科教授 

今本 恒雄 千葉大学理学部教授 

井廻 道夫 昭和大学医学部教授 

入村 達郎 東京大学大学院薬学系研究科教授 

入間田 宣夫 元 東北大学東北アジア研究センター教授 

岩井 裕子 京都大学大学院生命科学研究科助教授 

岩澤 康裕 東京大学大学院理学系研究科教授 

岩瀬 正則 京都大学大学院エネルギー科学研究科教授 

上田 一郎 北海道大学大学院農学研究科教授 

宇田川 信之 松本歯科大学歯学部教授 



内山 一美 首都大学東京都市環境学部助教授 

梅津 良昭 東北大学多元物質科学研究所教授 

梅村 章 名古屋大学大学院工学研究科教授 

榎本 武美 東北大学大学院薬学研究科教授 

老木 成稔 福井大学医学部教授 

大串 始 (独)産業技術総合研究所セルフエンジニアリング研究部門研究グループ長 

太田 富久 金沢大学大学院自然科学研究科教授 

岡 正朗 山口大学医学部教授 

小笠原 司 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科教授 

岡本 久 京都大学数理解析研究所教授 

奥野 武俊 大阪府立大学大学院工学研究科教授 

奥村 康 順天堂大学医学部教授 

小倉 克之 千葉大学工学部教授 

苧阪 直行 京都大学大学院文学研究科教授 

長村 光造 京都大学大学院工学研究科教授 

小澤 一雅 大阪電気通信大学情報通信工学部教授 

小沢 慎治 慶應義塾大学理工学部教授 

押味 和夫 順天堂大学医学部教授 

帯川 利之 東京工業大学大学院理工学研究科教授 

貝淵 弘三 名古屋大学大学院医学系研究科教授 

鹿子嶋 憲一 茨城大学工学部教授 

加納 航治 同志社大学工学部教授 

嘉門 雅史 京都大学大学院地球環境学堂教授 

川合 研兒 高知大学農学部教授 

川合 眞紀 (独)理化学研究所川合表面化学研究室主任研究員 

川口 春馬 慶應義塾大学理工学部教授 

河地 洋子 香蘭女子短期大学被服学科教授 

河南 洋 宮崎大学医学部長 

木下 尚子 熊本大学文学部教授 

木村 英紀 (独)理化学研究所バイオ・ミメティックコントロール研究センターチームリーダー 

轡田 邦夫 東海大学海洋学部教授 

栗原 和枝 東北大学多元物質科学研究所教授 

桑野 博行 群馬大学大学院医学系研究科教授 

小泉 博 岐阜大学流域圏科学研究センター教授 

國分 眞一朗 日本大学医学部教授 



越川 孝範 大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所長 

腰原 信也 東京工業大学大学院理工学研究科教授 

五嶋 良郎 横浜市立大学大学院医学研究科教授 

小谷 猛夫 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授 

税所 宏光 千葉大学大学院医学研究院教授 

齋藤 理一郎 東北大学大学院理学研究科教授 

酒井 英行 東京大学大学院理学系研究科教授 

佐川 正敏 東北学院大学文学部教授 

佐久間 康夫 日本医科大学医学部教授 

櫻木 弘之 大阪市立大学大学院理学研究科教授 

佐々木 聡 東京工業大学応用セラミックス研究所教授 

佐藤 良一 広島大学大学院工学研究科教授 

重川 一郎 京都大学大学院理学研究科教授 

宍戸 宏造 徳島大学薬学部教授 

柴崎 亮介 東京大学空間情報科学研究センター長 

柴田 重信 早稲田大学理工学部教授 

清水 敏美 (独)産業技術総合研究所界面ナノアーキテクトニクス研究センター長 

正山 征洋 九州大学大学院薬学研究院教授 

陣内 秀信 法政大学工学部教授 

新名主 輝男 九州大学先導物質化学研究所教授 

杉本 直己 甲南大学先端生命工学研究所長 

住 明正 東京大学気候システム研究センター教授 

曽我部 正博 名古屋大学大学院医学系研究科教授 

多比良 和誠 東京大学大学院工学系研究科教授 

高井 信勝 北海学園大学工学部教授 

髙木 睦 北海道大学大学院工学研究科教授 

髙浪 洋一 九州大学大学院農学研究院教授 

宝田 恭之 群馬大学工学部教授 

竹中 章郎 東京工業大学大学院生命理工学研究科教授 

竹安 邦夫 京都大学大学院生命科学研究科教授 

多田 隆治 東京大学大学院理学系研究科教授 

田中 歩 北海道大学低温科学研究所教授 

田中 耕司 京都大学東南アジア研究所長 

田中 順三 (独)物質・材料研究機構生体材料研究センター長 

田中 博 東京医科歯科大学大学院疾患生命科学研究部教授 



田邊 勉 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 

谷 泰弘 東京大学生産技術研究所教授 

谷口 研二 大阪大学大学院工学研究科教授 

谷口 順彦 東北大学大学院農学研究科教授 

谷口 彬雄 信州大学繊維学部教授 

谷下 一夫 慶應義塾大学理工学部教授 

田村 正人 北海道大学大学院歯学研究科教授 

田門 肇 京都大学大学院工学研究科教授 

月橋 文孝 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

辻 荘一 神戸大学名誉教授 

辻本 賀英 大阪大学大学院医学系研究科教授 

坪内 博仁 宮崎大学医学部教授 

寺岡 慧 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター外科教授 

寺岡 徹 東京農工大学大学院農学教育部教授 

遠山 正彌 大阪大学大学院医学系研究科教授 

土肥 敏博 広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授 

冨田 幸光 (独)国立科学博物館地学研究部室長 

中尾 眞二 金沢大学大学院医学系研究科教授 

中北 英一 京都大学防災研究所教授 

中澤 高清 東北大学大学院理学研究科教授 

長澤 寛道 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

中島 捷久 名古屋市立大学大学院医学研究科教授 

中嶋 英雄 大阪大学産業科学研究所教授 

長谷 あきら 京都大学大学院理学研究科教授 

中西 博 九州大学大学院歯学研究院教授 

長野 靖尚 名古屋工業大学理事 

中原 純一郎 北海道大学大学院理学研究科教授 

中村 玄 北海道大学大学院理学研究科教授 

仲村 匡司 京都大学大学院農学研究科講師 

難波 啓一 大阪大学大学院生命機能研究科教授 

新島 溪子 元 (独)森林総合研究所多摩森林科学園教育的資源研究グループ長 

二木 鋭雄 (独)産業技術総合研究所ヒューマンストレスシグナル研究センター長 

西田 栄介 京都大学大学院生命科学研究科教授 

西谷 和彦 東北大学大学院生命科学研究科教授 

布谷 鉄夫 (財)日本生物科学研究所長 



野澤 義則 (財)岐阜県国際バイオ研究所理事長 

野瀬 善明 九州大学大学院医学研究院教授 

萩田 紀博 ＡＴＲ知能ロボティクス研究所長 

橋本 周司 早稲田大学理工学部教授 

橋本 俊一 北海道大学大学院薬学研究科教授 

長谷川 勉 九州大学大学院システム情報科学研究院教授 

幡手 泰雄 鹿児島大学工学部教授 

濱田 康正 千葉大学大学院薬学研究院教授 

浜地 格 京都大学大学院工学研究科教授 

林 友直 千葉工業大学附属総合研究所教授 

半田 宏 東京工業大学大学院生命理工学研究科教授 

平井 直樹 杏林大学医学部教授 

平出 正孝 名古屋大学大学院工学研究科教授 

平川 一彦 東京大学生産技術研究所教授 

福地 信義 九州大学大学院工学研究院教授 

藤井 讓治 京都大学大学院文学研究科長 

藤井 丕夫 九州大学先導物質化学研究所教授 

藤岡 知昭 岩手医科大学医学部教授 

藤田 和男 芝浦工業大学大学院 MDT キャンパス工学マネジメント研究科教授 

船津 高志 東京大学大学院薬学系研究科教授 

船曳 信生 岡山大学工学部教授 

星長 清隆 藤田保健衛生大学病院教授 

堀内 嵩 自然科学研究機構基礎生物学研究所教授 

前田 瑞夫 (独)理化学研究所中央研究所主任研究員 

益田 秀樹 首都大学東京都市環境学部教授 

町田 泰則 名古屋大学大学院理学研究科教授 

松井 孝典 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

松影 昭夫 日本女子大学理学部教授 

松木 英敏 東北大学大学院工学研究科教授 

松澤 昭 東京工業大学大学院理工学研究科教授 

松田 武久 九州大学大学院医学系研究院教授 

松本 史朗 埼玉大学工学部教授 

三明 康郎 筑波大学大学院数理物理科学研究科教授 

水野 彰 豊橋技術科学大学工学部教授 

三谷 忠興 北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授 



南谷 晴之 慶應義塾大学理工学部教授 

三村 徹郎 神戸大学理学部教授 

宮川 豊章 京都大学大学院工学研究科教授 

三宅 和正 大阪大学大学院基礎工学研究科教授 

三宅 幹夫 北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授 

宮崎 修一 筑波大学大学院数理物質科学研究科教授 

宮澤 陽夫 東北大学大学院農学研究科教授 

宮本 一夫 九州大学大学院人文科学研究院教授 

持田 邦夫 学習院大学理学部教授 

本林 透 (独)理化学研究所重イオン核物理研究室主任研究員 

森 博太郎 大阪大学超高圧電子顕微鏡センター教授 

森脇 俊道 神戸大学工学部教授 

矢ヶ崎 一三 東京農工大学大学院共生科学技術研究部教授 

矢木 修身 東京大学大学院工学系研究科教授 

薬師 久弥 自然科学研究機構分子科学研究所教授 

山内 卓 徳島大学薬学部教授 

山崎 和彦 実践女子大学生活科学部教授 

山本 健二 九州大学大学院歯学研究院教授 

横矢 直和 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科教授 

横山 浩 (独)産業技術総合研究所ナノテクノロジー研究部門長 

横山 泰 横浜国立大学大学院工学研究院教授 

吉田 武義 東北大学大学院理学研究科教授 

米田 幸雄 金沢大学大学院自然科学研究科教授 

力石 國男 弘前大学理工学部教授 

和田 健彦 大阪大学大学院工学研究科助教授 

渡辺 勝彦 日本工業大学副学長 

 
（平成１７年９月末現在） 

 


