
工学分野

分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
東京工業大学・フロンティア創造共同研究センター・教授 石原　宏
九州大学・システム情報科学研究院・教授 宮尾　正信
京都大学・工学研究科・教授 松重　和美
東京大学・先端科学技術研究センター・教授 荒川　泰彦
筑波大学・物理工学系・教授 名取　研二
広島大学・先端物質科学研究科・教授 高萩　隆行
埼玉大学・工学部・教授 吉田　貞史
山梨大学・工学部・教授 松本　俊
東海大学・電子情報学部・教授 白石　正
東北大学・電気通信研究所・教授 大野　英男
東京都立大学・工学研究科・教授 奥村　次徳
大阪大学・工学研究科・教授 森田　清三
大阪電気通信大学・工学研究科・教授 越川　孝範
九州大学・システム情報科学研究院・教授 黒木　幸令
理化学研究所・主任研究員 川合　真紀
東京理科大学・理工学部・教授 二瓶　好正
筑波大学・物理工学系・教授 山部　紀久夫
東北大学・電気通信研究所・教授 庭野　道夫
北海学園大学・工学部・教授 高井　信勝
日本大学・理工学部・教授 伊藤　彰義
九州大学・工学研究院・教授 永山　邦仁
大阪大学・基礎工学研究科・教授 荒木　勉
高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所・助教授 伊藤　健二
京都工芸繊維大学・工芸学部・教授 久保田　敏弘
大阪府立大学・工学研究科・教授 岩田　耕一
秋田大学・工学資源学部・教授 佐藤　進
京都大学・エネルギー理工学研究所・教授 宮崎　健創
千葉大学・工学部・教授 吉川　明彦
上智大学・理工学部・教授 岸野　克巳
東京大学・情報理工学系・教授 石川　正俊
大阪大学・人間科学研究科・教授 桑野　園子
武蔵工業大学・工学部・教授 持木　幸一
横浜国立大学・工学研究院・教授 山口　益弘
名古屋大学・工学研究科・教授 河野　明広
早稲田大学・理工学総合研究センター・教授 長谷部　信行
九州工業大学・工学部・教授 近浦　吉則
東京理科大学・基礎工学部・教授 後藤　芳彦
北海道大学・経済学研究科・教授 木村　俊一
茨城大学・理学部・教授 大西　和栄
大阪大学・基礎工学研究科・教授 藤重　悟
東京大学・情報理工学系研究科・教授 室田　一雄
東京大学・生産技術研究所・教授 都井　裕
東京大学・国際産業共同研究センター・教授 相澤　龍彦
京都大学・工学研究科・教授 北村　隆行
富山県立大学・工学部・教授 松岡　信一
豊橋技術科学大学・工学教育国際協力研究センター・教授 本間　寛臣
熊本大学・自然科学研究科・教授 三浦　秀士
立命館大学・理工学部・教授 酒井　達雄
東北大学・工学研究科・教授 佐藤　正明
静岡大学・工学部・教授 東郷　敬一郎
大阪大学・工学研究科・教授 澁谷　陽二
神戸大学・工学部・教授 中井　善一
武蔵工業大学・工学部・教授 湯浅　栄二
青山学院大学・理工学部・教授 小川　武史
東京大学・生産技術研究所・教授 谷　泰弘
大阪府立大学・工学研究科・教授 杉村　延広
中央大学・理工学部・教授 井原　透
東京工業大学・理工学研究科・教授 帯川　利之
法政大学・工学部・教授 福田　好朗
名古屋工業大学・工学部・教授 稲村　豊四郎
東京工業大学・精密工学研究所・教授 新野　秀憲
大阪大学・工学研究科・教授 片岡　俊彦
東洋大学・工学部・教授 神田　雄一
東北大学・工学研究科・助教授 厨川　常元
九州工業大学・情報工学部・教授 鈴木　裕
埼玉大学・工学部・教授 堀尾　健一郎
神戸大学・工学部・教授 多田　幸生
東京工業大学・精密工学研究所・教授 横田　真一
東京理科大学・工学部・教授 吉本　成香
京都大学・工学研究科・教授 吉村　允孝
東京大学・工学系研究科・教授 樋口　俊郎
九州大学・工学研究院・教授 山本　雄二
岡山大学・工学部・教授 吉田　彰
福井大学・工学部・教授 岩井　善郎
信州大学・工学部・教授 田中　道彦
大阪工業大学・工学部・教授 小山　富夫
九州大学・工学研究院・教授 市丸　和徳
芝浦工業大学・工学部・教授 舟橋　宏明
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分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
名古屋大学・工学研究科・教授 新美　智秀
神戸大学・自然科学研究科・助教授 冨山　明男
九州大学・工学研究院・教授 古川　明徳
工学院大学・工学部・教授 水野　明哲
琉球大学・工学部・教授 永井　實
滋賀県立大学・工学部・教授 高野　泰斉
東京大学・工学系研究科・教授 松本　洋一郎
北海道大学・工学研究科・教授 池川　昌弘
東北大学・工学研究科・教授 中橋　和博
大阪大学・工学研究科・助教授 梶島　岳夫
東京都立大学・工学研究科・教授 太田　正広
山形大学・工学部・助教授 内藤　健
名古屋工業大学・工学部・教授 長野　靖尚
大阪大学・工学研究科・教授 香月　正司
慶應義塾大学・理工学部・教授 上松　公彦
東京工業大学・理工学研究科・教授 岡崎　健
九州大学・機能物質科学研究所・教授 藤井　丕夫
東京理科大学・理工学部・教授 河村　洋
慶應義塾大学・理工学部・教授 飯田　訓正
群馬大学・工学部・教授 新井　雅隆
九州大学・機能物質科学研究所・教授 本田　博司
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 河野　通方
東北大学・工学研究科・教授 三浦　隆利
北海道大学・工学研究科・教授 杉山　憲一郎
横浜国立大学・環境情報研究院・教授 森下　信
東京大学・工学系研究科・教授 班目　春樹
名古屋大学・工学研究科・教授 安田　仁彦
明治大学・理工学部・教授 下坂　陽男
大阪府立大学・工学研究科・教授 藤田　勝久
広島大学・工学研究科・教授 中川　紀壽
京都大学・工学研究科・教授 松久　寛
埼玉大学・工学部・教授 佐藤　勇一
長岡技術科学大学・工学部・教授 矢鍋　重夫
九州大学・工学研究院・教授 金光　陽一
神戸大学・工学部・教授 神吉　博
東京大学・国際産学協同研究センター・教授 須田　義大
東北大学・工学研究科・教授 小菅　一弘
北海道大学・工学研究科・教授 嘉数　侑昇
神奈川工科大学・システムデザイン工学科・教授 安部　正人
慶應義塾大学・環境情報学部・教授 清水　浩
東京工業大学・精密工学研究所・教授 北條　春夫
東京大学・工学系研究科・教授 新井　民夫
東北大学・工学研究科・教授 内山　勝
芝浦工業大学・工学部・教授 水川　真
新潟工科大学・機械制御システム工学科・教授 中嶋　新一
新潟大学・工学部・教授 原　利昭
関西大学・工学部・教授 多川　則男
信州大学・工学部・教授 山沢　清人
東北大学・工学研究科・教授 松木　英敏
九州大学・総合理工学研究院・教授 笹田　一郎
豊橋技術科学大学・工学部・教授 水野　彰
山口大学・工学部・教授 濱島　髙太郎
工学院大学・工学部・教授 小林　幹
横浜国立大学・工学研究院・教授 大山　力
大分大学・工学部・教授 大久保　利一
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 堀田　栄喜
東京理科大学・理工学部・教授 池田　紘一
東京大学・生産技術研究所・教授 堀　洋一
大阪電気通信大学・工学部・教授 橋本　正弘
新潟大学・工学部・教授 金子　双男
名古屋大学・工学研究科・教授 綱島　滋
神奈川工科大学・工学部・教授 宇野　武彦
東京工業大学・理工学研究科・教授 小長井　誠
愛知工業大学・工学部・教授 依田　正之
成蹊大学・工学部・教授 石郷岡　猛
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 柴田　直
信州大学・工学部・教授 脇若　弘之
北海道大学・工学研究科・教授 武笠　幸一
千葉大学・教育学部・教授 山野　芳昭
石巻専修大学・理工学部・教授 若月　昇
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分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
北海道大学・工学研究科・教授 青木　由直
静岡大学・電子工学研究所・教授 中西　洋一郎
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 浅田　邦博
高知工科大学・工学部・教授 河東田　隆
東北大学・未来科学技術共同研究センター・教授 伊藤　弘昌
山口大学・工学部・教授 田口　常正
大阪大学・超高圧電子顕微鏡センター・教授 鷹岡　昭夫
千葉大学・工学部・教授 工藤　一浩
神奈川工科大学・工学部・教授 小宮　一三
大阪大学・レーザー核融合研究センター・教授 宮永　憲明
理化学研究所・レーザー物理工学研究室・主任研究員 緑川　克美
大阪大学・工学研究科・教授 小牧　省三
九州大学・システム情報科学研究院・教授 赤岩　芳彦
筑波大学・電子・情報工学系・教授 北脇　信彦
名古屋大学・工学研究科・教授 谷本　正幸
茨城大学・工学部・教授 鹿子嶋　憲一
室蘭工業大学・工学部・教授 長島　知正
東京大学・新領域創成科学研究科・助教授 森川　博之
奈良先端科技大学院大学・情報科学研究科・教授 鹿野　清宏
金沢大学・工学部・教授 橋本　秀雄
名古屋工業大学・工学部・教授 田坂　修二
新潟大学・工学部・教授 間瀬　憲一
早稲田大学・国際情報通信研究科・教授 田中　良明
慶應義塾大学・理工学部・教授 浜田　望
京都大学・エネルギー科学研究科・助教授 手塚　哲央
名古屋工業大学・工学部・教授 中村　光一
熊本大学・工学部・教授 末吉　敏則
東北大学・工学研究科・教授 斎藤　浩海
東京工業大学・理工学研究科・教授 国枝　博昭
筑波大学・機能工学系・教授 青島　伸治
京都大学・情報学研究科・教授 英保　茂
神奈川工科大学・工学部・教授 山本　圭治郎
東京農工大学・生物システム応用科学研究科・教授 小畑　秀文
山口大学・工学部・教授 田中　正吾
東北大学・情報科学研究科・教授 出口　光一郎
佐賀大学・工学系研究科・教授 信太　克規
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 武田　常廣
宇都宮大学・工学部・教授 山本　純雄
大阪大学・工学研究科・教授 三好　隆志
東京商船大学・商船学部・教授 佐藤　吉信
メディア教育開発センター・研究開発部・助教授 仁科　エミ
大阪大学・基礎工学研究科・教授 藤井　隆雄
佐賀大学・工学系研究科・教授 中村　政俊
慶應義塾大学・理工学部・教授 相吉　英太郎
大分大学・工学部・教授 杉坂　政典
熊本大学・自然科学研究科・教授 川路　茂保
筑波大学・機能工学系・教授 安信　誠二
東京大学・情報理工学系研究科・教授 原　辰次
京都大学・情報学研究科・教授 片井　修
神戸大学・工学部・教授 太田　有三
名古屋大学・工学研究科・教授 小野木　克明
京都工芸繊維大学・工芸学部・教授 大住　晃
静岡大学・工学部・教授 市川　朗
徳島大学・工学部・教授 水口　裕之
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
広島大学・工学研究科・教授 佐藤　良一
熊本大学・自然科学研究科・教授 大津　政康
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 國島　正彦
京都大学・工学研究科・教授 田村　武
高知工科大学・工学部・教授 藤澤　伸光
宮崎大学・工学部・教授 原田　隆典
東北大学・工学研究科・教授 岩熊　哲夫
名古屋大学・理工科学総合研究センター・教授 伊藤　義人
室蘭工業大学・工学部・教授 岸　徳光
大阪大学・工学研究科・教授 松井　繁之
埼玉大学・工学部・教授 睦好　宏史
広島工業大学・工学部・教授 中山　隆弘
北海道大学・工学研究科・教授 佐藤　浩一
長岡技術科学大学・工学部・教授 丸山　久一
東京大学・生産技術研究所・教授 小長井　一男
北海道大学・工学研究科・教授 三田地　利之
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 八嶋　厚
東京工業大学・理工学研究科・教授 太田　秀樹
鳥取大学・工学部・教授 榎　明潔
中央大学・理工学部・教授 國生　剛治
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分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
名古屋大学・工学研究科・教授 辻本　哲郎
鳥取大学・工学部・教授 木村　晃
八戸工業大学・工学部・教授 佐々木　幹夫
京都大学・工学研究科・教授 椎葉　充晴
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 磯部　雅彦
九州大学・工学研究院・教授 神野　健二
名古屋工業大学・工学部・教授 喜岡　渉
筑波大学・機能工学系・教授 西村　仁嗣
徳島大学・工学部・教授 岡部　健士
九州工業大学・工学部・教授 秋山　壽一郎
埼玉大学・理工学研究科・教授 浅枝　隆
北海道大学・工学研究科・教授 長谷川　和義
九州工業大学・工学部・教授 渡辺　義則
東北大学・東北アジア研究センター・教授 宮本　和明
京都大学・工学研究科・教授 北村　隆一
広島大学・工学研究科・教授 杉恵　頼寧
東京大学・工学研究科・教授 家田　仁
神戸大学・自然科学研究科・教授 朝倉　康夫
大阪大学・工学研究科・教授 盛岡　通
室蘭工業大学・建設システム工学科・教授 穂積　準
長岡技術科学大学・工学部・教授 原田　秀樹
岡山大学・自然科学研究科・教授 田中　勝
京都大学・地球環境学舎・教授 松岡　譲
北海道大学・工学研究科・教授 渡辺　義公
京都大学・防災研究所・教授 中島　正愛
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 神田　順
東京工業大学・情報理工学研究科・教授 瀧口　克己
慶應義塾大学・理工学部・助教授 三田　彰
名古屋大学・環境学研究科・教授 松井　徹哉
名古屋工業大学・工学部・教授 守　明子
千葉大学・工学部・教授 森田　耕次
東北大学・工学研究科・教授 杉村　義広
九州大学・人間環境学研究院・教授 松藤　泰典
東京工芸大学・工学部・教授 大野　隆司
日本文理大学・工学部・教授 平居　孝之
大阪大学・工学研究科・教授 大野　義照
早稲田大学・理工学部・教授 長谷見　雄二
武蔵工業大学・環境情報学部・教授 宿谷　昌則
名古屋工業大学・工学系研・教授 堀越　哲美
東北大学・工学研究科・助教授 持田　灯
京都大学・工学研究科・教授 吉田　治典
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 梅于野　晁
京都大学・工学研究科・助教授 古阪　秀三
名古屋市立大学・芸術工学研究科・教授 瀬口　哲夫
九州大学・人間環境学研究院・教授 萩島　哲
神戸大学・発達科学部・助教授 平山　洋介
東京商船大学・商船学部・教授 高橋　洋二
九州大学・工学研究院・教授 角　知憲
東京工業大学・理工学研究科・教授 青木　義次
東京都立大学・工学研究科・教授 深尾　精一
早稲田大学・理工学部・教授 門内　輝行
大阪大学・工学研究科・助教授 横田　隆司
法政大学・工学部・教授 森田　喬
筑波大学・社会工学系・教授 大村　謙二郎
早稲田大学・理工学部・教授 中川　武
熊本大学・自然科学研究科・助教授 伊藤　重剛
法政大学・工学部・教授 陣内　秀信
京都大学・人間環境学研究科・助教授 西垣　安比古
昭和女子大学短期大学部・助教授 堀内　正昭
横浜国立大学・工学研究院・教授 吉田　鋼市
九州大学・総合理工学研究院・教授 友清　芳二
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 木村　薫
九州工業大学・工学部・教授 成田　舒孝
姫路工業大学・工学研究科・教授 椿野　晴繁
大阪大学・工学研究科・教授 白井　泰治
東北大学・金属材料研究所・教授 松原　英一郎
東京農工大学・工学部・教授 鈴木　健之
山梨大学・工学部・教授 木野村　暢一
京都大学・エネルギー科学研究科・教授 八尾　健
長岡技術科学大学・工学部・教授 小松　高行
九州大学・先端科学技術共同研究センター・教授 三浦　則雄
大阪大学・接合科学研究所・教授 宮本　欽生
名古屋工業大学・工学部・教授 山口　明良
東京工業大学・応用セラミックス研究所・教授 細野　秀雄
東北大学・金属材料研究所・教授 後藤　孝
愛媛大学・工学部・教授 前川　尚
国士館大学・工学部・教授 宮本　正章
大阪府立大学・工学研究科・教授 辰己砂　昌弘

土木工学

建築学

材料工学

土木環境システム

建築構造・材料

水工水理学

交通工学・国土計画

建築史・意匠

金属物性

建築環境・設備

都市計画・建築計画

無機材料・物性



工学分野

分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
山形大学・工学部・教授 増子　徹
信州大学・工学部・教授 藤井　恒男
長岡技術科学大学・工学部・教授 五十野　善信
東京大学・生産技術研究所・教授 香川　豊
東京工業大学・応用セラミックス研究所・助教授 田辺　靖博
湘南工科大学・工学部・教授 幾田　信生
立命館大学・理工学部・教授 飴山　惠
鳥取大学・工学部・教授 早川　元造
東京大学・工学系研究科・教授 柴田　浩司
芝浦工業大学・工学部・教授 大塚　正久
大阪大学・産業科学研究所・教授 中嶋　英雄
関西大学・工学部・教授 赤松　勝也
千葉工業大学・工学部・教授 茂木　徹一
京都大学・工学研究科・教授 粟倉　泰弘
大阪府立大学・工学研究科・教授 高杉　隆幸
物質・材料研究機構・材料研究所・ディレクター 原田　広史
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 三島　良直
筑波大学・物質工学系・教授 宮崎　修一
千葉大学・工学部・教授 廣橋　光治
東京工業大学・精密工学研究所・教授 肥後　矢吉
九州大学・工学研究院・教授 小野寺　龍太
宇宙科学研究所・宇宙輸送研究系・教授 栗林　一彦
大阪大学・基礎工学研究科・教授 小坂田　宏造
横浜国立大学・工学研究院・教授 小豆島　明
物質・材料研究機構・溶接グループ・アソシエートディレクター 平岡　和雄
東京大学・工学研究科・教授 吉田　豊信
茨城大学・工学部・教授 本橋　嘉信
東北大学・教育情報学研究部・教授 渡辺　龍三
大阪府立大学・工学研究科・教授 東　健司
東京工業大学・理工学研究科・教授 水流　徹
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 月橋　文孝
埼玉大学・工学部・教授 加藤　寛
豊田工業大学・工学部・教授 恒川　好樹
京都大学・エネルギー科学研究科・教授 岩瀬　正則
東京工業大学・理工学研究科・教授 須佐　匡裕
東北大学・多元物質科学研究所・教授 梅津　良昭
大阪大学・工学研究科・教授 西本　和俊
室蘭工業大学・工学部・教授 嶋影　和宜
東京大学・工学系研究科・教授 山口　周
九州大学・工学研究院・教授 福島　久哲
熊本大学・工学部・教授 河原　正泰
慶應義塾大学・理工学部・教授 菅　泰雄
石巻専修大学・理工学部・教授 山崎　達也
同志社大学・工学部・教授 日高　重助
富山大学・工学部・教授 熊沢　英博
九州大学・機能物質科学研究所・教授 今石　宣之
広島大学・工学研究科・教授 浅枝　正司
京都大学・工学研究科・教授 田門　肇
鹿児島大学・工学部・教授 幡手　泰雄
大阪大学・基礎工学研究科・教授 新田　友茂
工学院大学・工学部・教授 長本　英俊
東京農工大学・工学部・教授 国眼　孝雄
京都大学・工学研究科・助教授 長谷部　伸治
群馬大学・工学部・教授 寶田　恭之
横浜国立大学・工学研究院・教授 辰巳　敬
東北大学・未来技術共同研究センター・教授 宮本　明
東京大学・工学系研究科・教授 水野　哲孝
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 中野　義夫
富山大学・工学部・教授 椿　範立
静岡大学・工学部・教授 上野　晃史
東京大学・工学系研究科・教授 多比良　和誠
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・助教授 金谷　重彦
同志社大学・工学部・教授 高野　頌
神奈川科学技術アカデミー・室長 伊藤　嘉浩
関西大学・工学部・教授 土戸　哲明
東京工業大学・理工学研究科・教授 太田口　和久
大阪市立大学・工学研究科・教授 大嶋　寛
京都大学・工学研究科・助教授 植田　充美
北陸先端科学技術大学院大学・材料科学研究科・教授 高木　昌宏
東北大学・工学研究科・教授 米本　年邦
東京農工大学・工学部・助教授 竹山　春子（張　春子）
崇城大学・工学部・教授 小川　隆平

プロセス工学

材料工学

構造・機能材料

材料加工・処理

複合材料・物性

反応工学・プロセスシ
ステム

触媒・資源化学プロセ
ス

金属生産工学

化工物性・移動操作・
単位操作

生物機能・バイオプロ
セス



工学分野

分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
九州大学・工学研究院・教授 久能　和夫
東京大学・工学系研究科・教授 荒川　義博
名古屋大学・工学研究科・教授 梅村　章
大阪府立大学・工学研究科・教授 東　久雄
筑波大学・機能工学系・教授 村上　正秀
宇宙科学研究所・宇宙輸送研究系・教授 安部　隆士
九州大学・工学研究院・教授 福地　信義
大阪府立大学・工学研究科・教授 奥野　武俊
横浜国立大学・工学研究院・教授 角　洋一
東京大学・生産技術研究所・教授 木下　健
神戸商船大学・商船学部・教授 杉田　英昭
長崎総合科学大学・工学部・教授 慎　燦益
京都大学・工学研究科・教授 芦田　讓
九州大学・工学研究院・教授 松井　紀久男
山口大学・工学部・教授 溝田　忠人
名古屋大学・環境学研究科・教授 山口　靖
北海道大学・工学研究科・教授 金子　勝比古
産業技術総合研究所・地圏資源環境研究部門・副研究部門長 松永　烈
東北大学・多元物質科学研究所・教授 中村　崇
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 柳澤　幸雄
大阪大学・工学研究科・教授 原　茂太
早稲田大学・理工学部・教授 大和田　秀二
名古屋大学・難処理人工研究センター・教授 伊藤　秀章
産業技術総合研究所・環境調和技術研究部門・総括研究員 小林　幹男
大阪大学・工学研究科・教授 岡田　成文
東北大学・金属材料研究所・教授 松井　秀樹
茨城大学・理学部・助教授 田内　広
東京大学・工学系研究科・教授 田中　知
九州大学・総合理工学研究院・教授 西川　正史
核融合科学研究所・大型ヘリカル研究部・教授 伊藤　公孝
東北大学・工学研究科・教授 北村　正晴
東京工業大学・原子炉工学研究所・教授 有冨　正憲
埼玉大学・工学部・教授 松本　史朗
東京大学・工学系研究科・教授 岡　芳明
京都大学・原子炉実験所・教授 小林　捷平
大分県立看護科学大学・看護学部・教授 草間　朋子
大阪大学・工学研究科・教授 高城　敏美
大阪府立大学・工学研究科・教授 伊東　弘一
専修大学・ネットワーク情報学部・教授 齋藤　雄志
京都大学・工学研究科・教授 武田　信生
九州大学・工学研究院・教授 福田　研二
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 山地　憲治

総合工学

船舶海洋工学

地球・資源システム工
学

航空宇宙工学

原子力学

エネルギー学

リサイクル工学

核融合学


