
科学研究費補助金(基盤研究（Ｓ))中間・事後評価 

評価協力者 

青野 正和 (独)物質・材料研究機構ナノマテリアル研究所長 

秋田  調 (財)電力中央研究所材料科学研究所副所長 

阿久津 秀雄 大阪大学蛋白質研究所教授 

安部 眞一 熊本大学大学院自然科学研究科教授 

安保  徹 新潟大学大学院医歯学総合研究科教授 

荒井 章司 金沢大学理学部教授 

荒川 忠一 東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授 

荒船 次郎 (独)大学評価・学位授与機構理事 

飯尾 勝矩 東京工業大学大学院理工学研究科教授 

筏  義人 鈴鹿医療科学大学医用工学部教授 

石井 志保子 東京工業大学大学院理工学研究科教授 

伊藤 英司 岡山大学固体地球研究センター教授 

伊東 恭悟 久留米大学医学部教授 

伊藤 進一郎 三重大学生物資源学部教授 

稲辺  保 北海道大学大学院理学研究科教授 

犬竹 正明 東北大学大学院工学研究科教授 

井上 一朗 京都大学大学院工学研究科教授 

今泉  勉 久留米大学医学部教授 

植田 洋匡 京都大学防災研究所教授 

馬越 佑吉 大阪大学大学院工学研究科教授 

越後谷 淳一 岩手大学工学部教授 

及川 武久 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 

大石  正 奈良女子大学大学院人間文化研究科教授 

大倉 一郎 東京工業大学大学院生命理工学研究科教授 

大澤 靖治 京都大学大学院工学研究科教授 

大隅 典子 東北大学大学院医学系研究科教授 

太田  宏 大阪府立大学大学院工学研究科教授 

大竹 久夫 大阪大学大学院工学研究科教授 

大坪 徹夫 広島大学大学院工学研究科教授 

大西 秀臣 愛媛大学工学部教授 

大野 茂男 横浜市立大学医学部教授 

大野 博司 (独)理化学研究所免疫･アレルギー科学総合研究センターチームリーダー 

岡田 徳次 新潟大学工学部教授 



岡田 益男 東北大学大学院工学研究科教授 

岡本 佳男 名古屋大学エコトピア科学研究機構教授 

奥山 雅則 大阪大学大学院基礎工学研究科教授 

尾坂 明義 岡山大学工学部教授 

小野 雅司 (独)国立環境研究所環境健康研究領域室長 

大日方 五郎 名古屋大学エコトピア科学研究機構先端技術共同研究センター教授 

飫冨 延久 和光大学経済経営学部教授 

開發 一郎 広島大学総合科学部教授 

葛西 眞一 旭川医科大学医学部教授 

勝又 紘一 (独)理化学研究所量子磁性材料研究チームリーダー 

勝亦 瞭一 東北大学大学院農学研究科教授 

桂田 英典 室蘭工業大学工学部教授 

加藤 史郎 豊橋技術科学大学工学部教授 

加藤 紘之 斗南病院 

金子  真 広島大学大学院工学研究科教授 

兼松 隆之 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授 

上運天 博 宮崎大学農学部教授 

川合 真紀 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

川上 雄資 北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授 

河村 公隆 北海道大学低温科学研究所教授 

寒川 賢治 国立循環器病センター研究所生化学部教授 

菊野  亨 大阪大学大学院情報科学研究科教授 

木曾 良明 京都薬科大学創薬科学フロンティア研究センター長 

木田 章義 京都大学大学院文学研究科教授 

北川  進 京都大学大学院工学研究科教授 

北澤 良久 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所教授 

北田 敏廣 豊橋技術科学大学工学部教授 

喜多村 直 九州工業大学情報工学部教授 

喜多村 昇 北海道大学大学院理学研究科教授 

北村 正晴 東北大学未来科学技術共同研究センター副センター長 

木村  薫 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

木村 重信 岩手医科大学歯学部教授 

日下部 実 岡山大学固体地球研究センター教授 

工藤 昭彦 東京理科大学理学部教授 

久保 哲夫 東京大学大学院工学系研究科教授 



黒田 洋一郎 (独)科学技術振興機構ＣＲＥＳＴ黒田研究事務所教授 

小泉 潤二 大阪大学大学院人間科学研究科教授 

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 

小島 憲道 東京大学大学院総合文化研究科教授 

小菅 一弘 東北大学大学院工学研究科教授 

後藤 由季子 東京大学分子細胞生物学研究所助教授 

小林  彬 東京工業大学大学院理工学研究科教授 

小林 千草 東海大学文学部教授 

小松 賢志 京都大学放射線生物研究センター教授 

小松 満男 大阪大学大学院工学研究科教授 

近藤 泰弘 青山学院大学文学部教授 

齋藤  滋 富山医科薬科大学医学部教授 

齋藤 清機 岡山大学大学院自然科学研究科教授 

斉藤  隆 (独)理化学研究所免疫･アレルギー科学総合研究センターグループディレクター 

坂井 英隆 九州大学大学院歯学研究院教授 

榊原 建樹 豊橋技術科学大学電気電子工学系教授 

桜井  弘 京都薬科大学薬学部教授 

佐々木 孝友 大阪大学大学院工学研究科教授 

笹山 雄一 金沢大学自然計測応用研究センター教授 

佐藤  亨 京都大学大学院情報学研究科教授 

澤田 廉士 九州大学大学院工学研究院教授 

篠原 俊二郎 九州大学大学院総合理工学研究院教授 

柴崎 正勝 東京大学大学院薬学系研究科教授 

清水 伸二 上智大学理工学部教授 

清水 信義 慶應義塾大学医学部教授 

下澤 楯夫 北海道大学電子科学研究所教授 

正畠 宏祐 名古屋大学大学院工学研究科教授 

菅野 晴夫 (財)癌研究会名誉研究所長 

鈴木 宏正 東京大学先端科学技術研究センター教授 

青海 忠久 福井県立大学生物資源学部教授 

瀬川  晃 同志社大学法学部教授 

関根 一郎 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授 

大坊 郁夫 大阪大学大学院人間科学研究科教授 

高木 節雄 九州大学大学院工学研究院教授 

高津 聖志 東京大学医科学研究所教授 



高月  紘 京都大学環境保全センター教授 

高浪 洋一 九州大学大学院農学研究院教授 

高橋 淑子 (独)理化学研究所発生再生科学総合研究センターチームリーダー 

高橋 是太郎 北海道大学大学院水産科学研究科教授 

高松  研 東邦大学医学部教授 

滝川  清 熊本大学沿岸域環境科学教育研究センター教授 

竹市 雅俊 (独)理化学研究所発生再生科学総合研究センター長 

武田 博清 京都大学大学院農学研究科教授 

武谷 雄二 東京大学大学院医学系研究科教授 

立松 正衛 愛知県がんセンター研究所副所長 

田中 亀代次 大阪大学大学院生命機能研究科教授 

田中  仁 東北大学大学院工学研究科教授 

田中  勝 岡山大学大学院自然科学研究科教授 

谷口 順彦 東北大学大学院農学研究科教授 

手島 新一 鹿児島大学水産学部教授 

遠山 正彌 大阪大学大学院医学系研究科教授 

鳥塚 健二 (独)産業技術総合研究所光技術研究部門グループリーダー 

永井 克也 大阪大学蛋白質研究所教授 

中井 直正 筑波大学大学院数理物質科学研究科教授 

長井  圓 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授 

中尾 一和 京都大学大学院医学研究科教授 

中川 貴雄 (独)宇宙航空研究開発機構赤外･サブミリ波天文学研究系教授 

中沢 正治 東京大学大学院工学系研究科教授 

中田  忠 東京理科大学理学部教授 

永田  俊 京都大学生態学研究センター教授 

中野 明彦 東京大学大学院理学系研究科教授 

中村  郁 北海道大学大学院理学研究科教授 

中村  洋 東京理科大学薬学部教授 

新川 詔夫 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授 

新納  泉 岡山大学大学院文化科学研究科教授 

西川 公一郎 京都大学大学院理学研究科教授 

西田 宏記 大阪大学大学院理学研究科教授 

西田  稔 熊本大学工学部教授 

橋詰 富博 (株)日立製作所基礎研究所主任研究員 

橋本  治 東北大学大学院理学研究科教授 



初田 哲男 東京大学大学院理学系研究科教授 

垣生 園子 東海大学医学部教授 

原  和裕 東京電機大学工学部教授 

平野 哲也 ハワイ大学海洋生物研究所教授 

廣井 美邦 千葉大学大学院自然科学研究科教授 

弘岡 正明 (有)テクノ経済研究所代表 

福井 康裕 東京電機大学理工学部教授 

福岡 捷二 広島大学大学院工学研究科教授 

福山  透 東京大学大学院薬学系研究科教授 

藤井 信吾 京都大学大学院医学研究科教授 

藤井 信孝 京都大学大学院薬学研究科教授 

藤森  淳 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

別府 輝彦 日本大学生物資源科学部教授 

宝月 岱造 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

堀  正二 大阪大学大学院医学系研究科教授 

堀越 佳治 早稲田大学理学部教授 

本間 研一 北海道大学大学院医学研究科教授 

舞原 俊憲 京都大学大学院理学研究科教授 

牧  正志 京都大学大学院工学研究科教授 

桝田 正美 新潟大学大学院自然科学研究科教授 

町田 一成 岡山大学大学院自然科学研究科教授 

松井 紀久男 九州大学大学院工学研究院教授 

松崎 益徳 山口大学大学院医学研究科教授 

松田  彰 北海道大学大学院薬学研究科教授 

松永  是 東京農工大学大学院共生科学技術研究部教授 

松野 正紀 東北大学大学院医学系研究科教授 

松原 覚衛 山口東京理科大学基礎工学部教授 

松村 年郎 名古屋大学大学院工学研究科教授 

松村 功啓 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授 

松本 邦弘 名古屋大学大学院理学研究科教授 

松本  健 国士舘大学イラク古代文化研究所教授 

松本 俊夫 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部教授 

松本  紘 京都大学生存圏研究所長 

松本 芳男 日本大学商学部教授 

松本 亮三 東海大学文学部教授 



眞山 滋志 神戸大学農学部教授 

三浦 佳世 九州大学大学院人間環境学研究院教授 

水崎 純一郎 東北大学多元物質科学研究所教授 

水村 和枝 名古屋大学環境医学研究所教授 

溝田 忠人 山口大学工学部教授 

三田村 好矩 北海道大学大学院情報科学研究科教授 

三矢 保永 名古屋大学大学院工学研究科教授 

宮尾 正信 九州大学大学院システム情報科学研究院教授 

宮坂 榮一 武蔵工業大学環境情報学部教授 

宮澤 浩一 慶應義塾大学名誉教授 

三好 隆志 大阪大学大学院工学研究科教授 

村木  綏 名古屋大学太陽地球環境研究所教授 

村田 幸作 京都大学大学院農学研究科教授 

森  憲作 東京大学大学院医学系研究科教授 

盛永 篤郎 東京理科大学理工学部教授 

森脇 俊道 神戸大学工学部教授 

八木 駿郎 北海道大学電子科学研究所教授 

八島 栄次 名古屋大学大学院工学研究科教授 

矢島 國雄 明治大学文学部教授 

山内 皓平 北海道大学大学院水産科学研究科教授 

山岸 敬道 東京都立大学大学院工学研究科教授 

山本 富士夫 福井大学大学院工学研究科教授 

山森 哲雄 自然科学研究機構基礎生物学研究所教授 

山脇 道夫 東海大学工学部教授 

山家 智之 東北大学加齢医学研究所教授 

湯川 洋司 山口大学人文学部教授 

米勢 政勝 名古屋市立大学大学院薬学研究科教授 

米原  伸 京都大学大学院生命科学研究科教授 

力石 國男 弘前大学理工学部教授 

渡辺 征夫 九州大学大学院システム情報科学研究院教授 

 


