
科学研究費委員会 審査・評価第二部会 

各小委員会委員 

平成２０年９月末現在 

（◎印：幹事） 

（○印：副幹事） 

 

＜総合領域・複合新領域＞ 

                  

○ 今村 峯雄 人間文化研究機構国立歴史民族博物館研究部名誉教授 

 稲垣 成哲 神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授 

 井上 輝子 和光大学現代人間学部教授 

 大高 泉 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授 

 押川 文子 京都大学地域研究統合情報センター教授 

 金森 修 東京大学大学院教育学研究科教授 

 滝澤 かほる 新潟大学教育学部教授 

 戸田山 和久 名古屋大学大学院情報科学研究科教授 

 長野 ひろ子 中央大学経済学部教授 

 山岡 道男 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 

 山本 義春 東京大学大学院教育学研究科教授 

 吉村 作治 サイバー大学学長 

 

◎ 古井 貞熙 東京工業大学大学院情報理工学研究科教授 

 赤池 敏宏 東京工業大学大学院生命理工学研究科教授 

 浅田 稔 大阪大学大学院工学研究科教授 

 市川 昌和 東京大学大学院工学系研究科教授 

 河崎 善一郎 大阪大学大学院工学研究科教授 

 窪田 順平 総合地球環境学研究所研究部准教授 

 高橋 幸雄 東京工業大学大学院情報理工学研究科教授 

 田上 英一郎 名古屋大学大学院環境学研究科教授 

 田林 明 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 

 中杉 修身 上智大学大学院地球環境学研究科教授 

 
○ 津本 忠治 理化学研究所脳科学総合研究センターグループディレクター 

 石浜 明 法政大学生命科学部教授 

 岩熊 敏夫 北海道大学大学院地球環境科学研究院長 

 大船 泰史 大阪市立大学大学院理学研究科教授 

 小西 達夫 東京農業大学学術情報課程教授 

 谷 直樹 大阪市立大学大学院生活科学研究科教授 

 丹治 順 玉川大学脳科学研究所教授 



 中井 孝章 大阪市立大学大学院生活科学研究科教授 

 並河 鷹夫 名古屋大学大学院生命農学研究科教授 

 浜地 格 京都大学大学院工学研究科教授 

 藤山 秋佐夫 情報・システム研究機構国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系教授

 山越 憲一 金沢大学大学院自然科学研究科教授 

 山村 研一 熊本大学発生医学研究センター教授 

 和田 仁 東北大学大学院工学研究科教授 

 
＜人文学・社会科学＞ 

◎ 田窪 行則 京都大学大学院文学研究科教授 

○ 大竹 文雄 大阪大学社会経済研究所教授 

 石井 安憲 早稲田大学政治経済学術院教授 

 石川 敏行 中央大学大学院法務研究科教授 

 伊藤 公雄 京都大学大学院文学研究科教授 

 岩崎 祥一 東北大学大学院情報科学研究科教授 

 加藤 尚武 京都大学名誉教授 

 加藤 雅信 上智大学法科大学院教授 

 木畑 洋一 東京大学大学院総合文化研究科教授 

 佐野 みどり 学習院大学文学部教授 

 島村 礼子 津田塾大学学芸学部教授 

 須藤 健一 神戸大学大学院国際文化学研究科教授 

 高橋 義人 京都大学大学院人間・環境学研究科教授 

 竹内 整一 東京大学大学院人文社会系研究科教授 

 谷 聖美 岡山大学大学院社会文化科学研究科教授 

 橋本 紀子 女子栄養大学大学院栄養研究科教授 

 山倉 健嗣 横浜国立大学経営学部教授 

 山本 健兒 九州大学大学院経済学研究院教授 

   

＜数物系科学＞ 

◎ 向井 茂 京都大学数理解析研究所教授 

○ 土岐 博 大阪大学核物理研究センター教授 

 今脇 資郎 海洋研究開発機構執行役 

 大藪 修義 核融合科学研究所大型ヘリカル研究部教授 

 小澤 徹 北海道大学大学院理学研究院教授 

 鹿児島 誠一 東京大学大学院総合文化研究科教授 

 須藤 靖 東京大学大学院理学系研究科教授 

 長谷川 昭 東北大学名誉教授 

 前野 悦輝 京都大学大学院理学研究科教授 

 



＜化学＞ 

◎ 小谷 正博 学習院大学理学部教授 

○ 宮田 清蔵 新エネルギー・産業技術総合開発機構シニアプログラムマネージャー

 梅澤 喜夫 武蔵野大学薬学研究所客員教授 

 逢坂 哲彌 早稲田大学理工学術院教授 

 檜山 爲次郎 京都大学大学院工学研究科教授 

 山本 嘉則 東北大学原子分子材料科学高等研究機構機構長 

 横山 正明 大阪大学先端科学イノベーションセンター客員教授 

 

＜工学Ⅰ＞ 

◎ 久保 愛三 応用科学研究所理事 

○ 塚本 修巳 横浜国立大学産学連携推進本部特任教授 

 久保田 敏弘 京都工芸繊維大学名誉教授 

 酒井 徹志 東京工業大学名誉教授 

 末永 康仁 名古屋大学大学院情報科学研究科教授 

 高城 敏美 大阪産業大学工学部客員教授 

 田中 祀捷 早稲田大学大学院情報生産システム研究科教授 

 益田 重明 慶應義塾大学理工学部教授 

 水谷 一樹 三重大学大学院工学研究科特命学長補佐 

 山部 紀久夫 筑波大学大学院数理物質科学研究科教授 

 吉野 淳二 東京工業大学大学院理工学研究科教授 

 

＜工学Ⅱ＞ 

◎ 小野 徹郎 椙山女学園大学生活科学部教授 

○ 新妻 弘明 東北大学大学院環境科学研究科教授 

 上田 渉 北海道大学触媒化学研究センター教授 

 岡田 益男 東北大学副学長 

 小野田 淳次郎 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部教授 

 島谷 幸宏 九州大学大学院工学研究院教授 

 清水 昭比古 九州大学大学院総合理工学研究院教授 

 菅 泰雄 慶応義塾大学理工学部教授 

 西村 幸夫 東京大学先端科学技術研究センター教授 

 藤倉 良 法政大学人間環境学部教授 

 本多 裕之 名古屋大学大学院工学研究科教授 

 

＜生物学＞ 

◎ 山本 正幸 東京大学大学院理学系研究科教授 

○ 山極 壽一 京都大学大学院理学研究科教授 

 近藤 寿人 大阪大学大学院生命機能研究科教授 



 竹縄 忠臣 神戸大学大学院医学系研究科特命教授 

 藤吉 好則 京都大学大学院理学研究科教授 

 松岡  信 名古屋大学生物機能開発利用研究センター教授 

 

＜農学＞ 

◎ 川井 秀一 京都大学生存圏研究所所長 

○ 甲斐 知恵子 東京大学医科学研究所教授 

 赤江 剛夫 岡山大学大学院環境学研究科教授 

 青海 忠久 福井県立大学生物資源学部教授 

 富樫 一巳 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

 野田 博明 農業生物資源研究所昆虫・微生物間相互作用研究ユニット長

 松田 友義 千葉大学大学院園芸学研究科教授 

 山口 五十麿 前橋工科大学工学部教授 

 

＜医歯薬学Ⅰ＞ 

◎ 廣川 信隆 東京大学大学院医学系研究科教授 

○ 小林 資正 大阪大学大学院薬学研究科教授 

 石井 晃 名古屋大学大学院医学系研究科教授 

 小野江 和則 北海道大学遺伝子病制御研究所教授 

 木南 英紀 順天堂大学学長 

 長尾 善光 徳島大学副学長 

 野間 昭典 立命館大学生命科学部教授 

 矢冨 裕 東京大学医学部附属病院教授 

 

＜医歯薬学Ⅱ＞ 

◎ 山本 照子 東北大学大学院歯学研究科教授 

○ 千原 和夫 兵庫県立加古川病院院長 

 内田 淳正 三重大学大学院医学系研究科教授 

 上西 紀夫 公立昭和病院院長 

 北島 康雄 岐阜大学大学院医学系研究科教授 

 高橋 明 東北大学大学院医学系研究科教授 

 林 良夫 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部教授 

 晴山 雅人 札幌医科大学医学部教授 

 安田 允 東京慈恵会医科大学医学部教授 

 横尾 京子 広島大学大学院保健学研究科教授 

 吉岡 章 奈良県立医科大学学長 

 

 


