
複合新領域分野

分科 細目名 機関名・部局名・職名 氏名
北海道大学・水産科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 斉藤　誠一　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　 及川　武久　　　　　　　　　　　
信州大学・理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸田　任重　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　 竹中　千里　　　　　　　　　　　
京都大学・防災研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 植田　洋匡　　　　　　　　　　　
和歌山大学・システム工学部・助教授　　　　　　　　　　　　　 江種　伸之　　　　　　　　　　　
長崎大学・水産学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石坂　丞二　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学研究科・助教授　　　　　　 中屋　晴恵（益田晴恵）　　　　　
千葉商科大学・商経学部・助教授　　　　　　　　　　　　　　　 杉田　文　　　　　　　　　　　　
江戸川大学・社会学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 双木　小百合（恵，小百合）　　　
近畿大学・理工学部・講師　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐野　到　　　　　　　　　　　　
日本気象協会・首都圏支社調査部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　康雄　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　 富樫　一巳　　　　　　　　　　　
東京大学・先端科学技術研究センター・特任教授　　　　　　　　 藤本　淳　　　　　　　　　　　　
岐阜大学・流域圏科学研究センター・教授 　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋山　侃　　　　　　　　　　　　
静岡大学・理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加藤　憲二　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授　　　　　　　　 小川　滋　　　　　　　　　　　　
長崎大学・生産科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 萩原　篤志　　　　　　　　　　　
北海道大学・文学研究科・助教授　　　　　　　　　　　　　　　 宮内　泰介　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究部・助教授 　　　　　　　　　　　　　　　　伊豆田　猛　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・共同研究推進センター・客員教授 　　　　　　　　　　　　　　中杉　修身　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授　　　　　　　　　 森澤　眞輔　　　　　　　　　　　
長崎大学・環境科学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 有吉　範敏　　　　　　　　　　　
神奈川大学・経営学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 柳田　仁　　　　　　　　　　　　
弘前大学・医学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 阿部　由直　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　 河内　宣之　　　　　　　　　　　
京都大学・原子炉実験所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　 小野　公二　　　　　　　　　　　
広島大学・原爆放射線医科学研究所・教授　　　　　　　　　　　 神谷　研二　　　　　　　　　　　
九州大学・医学研究院・教授　　　　　　　　　 續　輝久　　　　　　　　　　　　
産業医科大学・医学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 法村　俊之　　　　　　　　　　　
東北大学・薬学研究科・教授　　　　　　　　　　　　 永沼　章　　　　　　　　　　　　
京都工芸繊維大学・工芸学部・助教授　　　　　　　　　　　　　 山田　悦　　　　　　　　　　　　
愛媛大学・沿岸環境科学研究センター・教授 　　　　　　　　　　　　　　　　　田辺　信介　　　　　　　　　　　
熊本県立大学・環境共生学部・教授　　　　　　　　　　　　　　 有薗　幸司　　　　　　　　　　　
自治医科大学・医学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 香山　不二雄　　　　　　　　　　
武蔵大学・人文学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　 薬袋　佳孝　　　　　　　　　　　
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 　　　　　　　秋山　友宏　　　　　　　　　　　
東北大学・環境科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 谷口　尚司　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授　　　　　　　　　 古米　弘明　　　　　　　　　　　
東京海洋大学・海洋科学部・助教授　　　　　　　　　　　　　　 岡本　峰雄　　　　　　　　　　　
岐阜大学・流域圏科学研究センター・教授 　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯浅　晶　　　　　　　　　　　　
三重大学・生物資源学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　 船岡　正光　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授　　　　　　　　　 伊藤　禎彦　　　　　　　　　　　
島根大学・生物資源科学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　 佐藤　利夫　　　　　　　　　　　
山口大学・理事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸本　卓哉　　　　　　　　　　　
成蹊大学・工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小島　紀徳　　　　　　　　　　　
中央大学・理工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　 船造　俊孝　　　　　　　　　　　
近畿大学・農学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 若月　利之　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授　　　　　　　　　 大村　達夫　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・助教授　　　　　　　　 滝沢　智　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　 丸山　俊夫　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・助教授　　　　　　　 山内　龍男　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・助教授　　　　　　　 和田　信一郎　　　　　　　　　　
創価大学・工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 久保　いづみ　　　　　　　　　　
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東北大学・理学研究科・教授　　　　　　　　　 谷垣　勝己　　　　　　　　　　　
千葉大学・工学部・助教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤浪　眞紀　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　 高柳　邦夫　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・助教授　　　　　　　　　　　　　 青井　啓悟　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授　　　　　　　　　 今堀　博　　　　　　　　　　　　
独立行政法人物質・材料研究機構・強磁場研究センター・主幹研究員　　丹所　正孝　　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　 大塚　洋一　　　　　　　　　　　
東京大学・物性研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 勝本　信吾　　　　　　　　　　　
京都大学・エネルギー理工学研究所・教授　　　　　　　　　　　 尾形　幸生　　　　　　　　　　　
神戸大学・工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 林　真至　　　　　　　　　　　　
福岡大学・理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 脇田　久伸　　　　　　　　　　　
独立行政法人産業技術総合研究所・ナノテクノロジー研究部門・研究員　石田　敬雄　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授　　　　　　　　　 石井　慶造　　　　　　　　　　　
山形大学・工学部・助教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐野　正人　　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　 赤木　和夫　　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　 寺西　利治　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授　　　　　　　　　 相田　卓三　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授　　　　　　　　　 山口　由岐夫　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・教授　　　　　　　 荻野　俊郎　　　　　　　　　　　
金沢大学・自然科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　 安藤　敏夫　　　　　　　　　　　
北陸先端科学技術大学院大学・材料科学研究科・助教授 　　　　　　　　富取　正彦　　　　　　　　　　　
信州大学・工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 遠藤　守信　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・助教授　　　　　　　 丹司　敬義　　　　　　　　　　　
京都大学・国際融合創造センター・教授 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒井　明　　　　　　　　　　　　
大阪大学・理学研究科・教授　　　　　　　　　 渡會　仁　　　　　　　　　　　　
大阪大学・超高圧電子顕微鏡センター・教授 　　　　　　　　　　　　　　　　　森　博太郎　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授　　　　　　　　　 今任　稔彦　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・工学研究科・教授　　　　　　　 中山　喜萬　　　　　　　　　　　
大阪電気通信大学・工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　 越川　孝範　　　　　　　　　　　
分子科学研究所・分子構造研究系・教授 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横山　利彦　　　　　　　　　　　
東北大学・環境科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 末永　智一　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授　　　　　　　　　 鷲津　正夫　　　　　　　　　　　
東京工業大学・生命理工学研究科・教授　　　　　　　　　　　　 猪飼　篤　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・助教授　　　　　　　 石島　秋彦　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授　　　　　　　　　 吉川　研一　　　　　　　　　　　
鳥取大学・工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河田　康志　　　　　　　　　　　
千葉大学・工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 星野　勝義　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　 藤田　博之　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授　　　　　　　　　 大塚　浩二　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　 新井　健生　　　　　　　　　　　
独立行政法人理化学研究所・大森素形材工学研究室・主任研究員 　　大森　整　　　　　　　　　　　　
北海道大学・情報科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　 雨宮　好仁　　　　　　　　　　　
東北大学・多元物質科学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　 進藤　大輔　　　　　　　　　　　
筑波大学・数理物質科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　 重川　秀実　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・助教授　　　　　　　　　　　　　　 藤井　輝夫　　　　　　　　　　　
京都大学・化学研究所・助教授　　　　　　　　　　　　　　　　 倉田　博基　　　　　　　　　　　
独立行政法人物質・材料研究機構・ナノマラリアル研究所・ディレクター　関口　隆史　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授　　　　　　　　　 小出　治　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・社会理工学研究科・教授　　　　　　　　　　　　 渡辺　千仭　　　　　　　　　　　
電気通信大学・電気通信学部・教授　　　　　　　　　　　　　　 松井　正之　　　　　　　　　　　
政策研究大学院大学・政策研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丹羽　冨士雄　　　　　　　　　　
東海大学・電子情報学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松丸　正延　　　　　　　　　　　
独立行政法人国立環境研究所・社会環境システム領域・主任研究員　　薄井　みどり（青柳，みどり）　　
北海道大学・工学研究科・教授　　　　　　　　 越沢　明　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・教育環境創造研究センター・教授 　　　　　　　　　　　　　　藍澤　宏　　　　　　　　　　　　
名古屋市立大学・芸術工学研究科・助教授　　　　　　 志田　弘二　　　　　　　　　　　
東京女子大学・文理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　 広瀬　弘忠　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 古谷　誠章　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 小松原　明哲　　　　　　　　　　
北海道大学・理学研究科・助教授　　　　　　　 笹谷　努　　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・助教授　　　　　　　　 植木　貞人　　　　　　　　　　　
東京大学・地震研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 纐纈　一起　　　　　　　　　　　
京都大学・防災研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 石原　和弘　　　　　　　　　　　
広島大学・工学研究科・教授　　　　　　　　　 金子　新　　　　　　　　　　　　
独立行政法人海洋研究開発機構・地球内部変動研究センター・プログラムディレクター　　　　 坪井　誠司　　　　　　　　　　　
東京大学・情報学環・学際情報学府・教授 　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣井　脩　　　　　　　　　　　　
京都大学・防災研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 池淵　周一　　　　　　　　　　　
東海大学・海洋研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長尾　年恭　　　　　　　　　　　
富士常葉大学・環境学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　 重川　希志依　　　　　　　　　　
立命館大学・理工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 江頭　進治　　　　　　　　　　　
独立行政法人防災科学技術研究所・総合防災研究部門・主任研究員　　岩崎　伸一　　　　　　　　　　　
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東京工業大学・生命理工学研究科・教授　　　　　　　　　　　　 岡田　典弘　　　　　　　　　　　
京都大学・医学研究科・教授　　　　　　　　　 武藤　誠　　　　　　　　　　　　
大阪大学・微生物病研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　 松浦　善治　　　　　　　　　　　
横浜市立大学・総合理工学研究院・教授　　　　　　　 片平　正人　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・医学部・助教授　　　　　　　　　　　　　　　　 工藤　純　　　　　　　　　　　　
国立情報学研究所・学術研究情報研究系・教授 　　　　　　　　　　　　　　藤山　秋佐夫　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　 菅野　純夫　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究部・助教授 　　　　　　　　　　　　　　　　黒田　裕　　　　　　　　　　　　
京都大学・東南アジア研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　 西渕　光昭　　　　　　　　　　　
九州工業大学・情報工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　 皿井　明倫　　　　　　　　　　　
独立行政法人理化学研究所・システムバイオロジー研究チーム・チームリーダー　　　　　　　　　　 上田　泰己　　　　　　　　　　　
（財）かずさＤＮＡ研究所・植物遺伝子研究部・部長 　　　　　　　　　　　　　田畑　哲之　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授　　　　　　　　　 原島　俊　　　　　　　　　　　　
徳島大学・工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大島　敏久　　　　　　　　　　　
京都府立大学・農学研究科・教授　　　　　　 荻原　保成　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　 柳川　弘志　　　　　　　　　　　
東京薬科大学・生命科学部・助教授　　　　　　　　　　　　　　 山岸　明彦　　　　　　　　　　　
独立行政法人産業技術総合研究所・生物情報解析研究センター・センター長　　　　　　　　　 渡辺　公綱　　　　　　　　　　　
千葉大学・薬学研究院・教授　　　　　　　　　　　　 齊藤　和季　　　　　　　　　　　
東京大学・先端科学技術研究センター・教授　　　　　　　　　　 浜窪　隆雄　　　　　　　　　　　
東京医科歯科大学・疾患生命科学研究部・教授 　　　　　　　　　　　　　　萩原　正敏　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・助教授　　　　　　　　　　　　　　 城所　俊一　　　　　　　　　　　
宮崎大学・農学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 酒井　正博　　　　　　　　　　　
独立行政法人理化学研究所・ゲノム科学総合研究センター・プロジェクト副ディレクター　　　　 廣田　洋　　　　　　　　　　　　
北海道大学・薬学研究科・教授　　　　　　　　　　　 加茂　直樹　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・助教授　　　　　　　　 門田　功　　　　　　　　　　　　
東北大学・薬学研究科・教授　　　　　　　　　　　　 大島　吉輝　　　　　　　　　　　
千葉大学・薬学研究院・教授　　　　　　　　　　　　 石橋　正己　　　　　　　　　　　
東京大学・先端科学技術研究センター・助教授　　　　　　　　　 菅　裕明　　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・講師　　　　　　　　　　　　　 中尾　洋一　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　 高橋　孝志　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・助教授　　　　　　　　　　　　　　 小林　高臣　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授　　　　　　　　　 杉山　弘　　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授　　　　　　　　 宮川　恒　　　　　　　　　　　　
大阪大学・生命機能研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 難波　啓一　　　　　　　　　　　
大阪大学・理学研究科・助教授　　　　　　　　 深瀬　浩一　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授　　　　　　　　　 小林　昭雄　　　　　　　　　　　
奈良女子大学・人間文化研究科・教授 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野　重信　　　　　　　　　　　
徳島大学・ヘルスバイオサイエンス研究部・教授 　　　　　　　　　　　　　　宍戸　宏造　　　　　　　　　　　
名古屋市立大学・薬学研究科・教授　　　　　　　　　 樋口　恒彦　　　　　　　　　　　
独立行政法人理化学研究所・中央研究所・副主任研究員 　　　　　　　　掛谷　秀昭　　　　　　　　　　　
国立国際医療センター研究所・副所長　　　　　　　　　　　 山本　健二　　　　　　　　　　　
北海道大学・地球環境科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　 岩熊　敏夫　　　　　　　　　　　
岩手大学・農学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高畑　義人　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・環境情報研究院・教授 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松田　裕之　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　 並河　鷹夫　　　　　　　　　　　
島根大学・汽水域研究センター・教授 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國井　秀伸　　　　　　　　　　　
大学共同利用機関法人自然科学研究機構・岡崎統合バイオサイエンスセンター・教授　　　 井口　泰泉　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授　　　　　　　　　 日野　光兀　　　　　　　　　　　
秋田大学・工学資源学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　 泰松　齊　　　　　　　　　　　　
千葉大学・工学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小熊　幸一　　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・助教授　　　　　　　　　　　 吉永　淳　　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・工学研究院・助教授　　　　　　 大谷　英雄　　　　　　　　　　　
マイクロ化学技研株式会社・技術顧問　　　　　　　　　　　　　 大久保　明　　　　　　　　　　　
北海道大学・スラブ研究センター・教授 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家田　修　　　　　　　　　　　　
東北大学・国際文化研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　 北川　誠一　　　　　　　　　　　
東京大学・総合文化研究科・助教授　　　　　　　　　　　　　　 谷垣　真理子　　　　　　　　　　
京都大学・東南アジア研究所・助教授 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野　泰之　　　　　　　　　　　
島根県立大学・総合政策学部・助教授　　　　　　　　　　　　　 貴志　俊彦　　　　　　　　　　　
立命館大学・文学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤巻　正己　　　　　　　　　　　
東京大学・社会科学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　 大沢　真理　　　　　　　　　　　
駿河台大学・経済学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋山　洋子　　　　　　　　　　　
北里大学・看護学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　 髙橋　真理　　　　　　　　　　　
日本女子大学・人間社会学部・教授　　　　　　　　　　　　　　 成田　龍一　　　　　　　　　　　
早稲田大学・法務研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浅倉　むつ子　　　　　　　　　　
国立民族学博物館・先端人類科学研究部・助教授 　　　　　　　　　　　　　宇田川　妙子　　　　　　　　　　
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