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[A]
Abe, Hiroyuki 阿部 博之 (公社)日本工学アカデミー会長
Abe, Tsuyoshi 阿部 剛士 横河電機㈱執行役員･マーケティング本部長
Adachi, Chihaya 安達 千波矢 九州大学教授
Adachi, Hiromi 安達　 洋 日本大学名誉教授
Adachi, Yoshitaka 足立 吉隆 名古屋大学教授
Adschiri, Tadafumi 阿尻 雅文 東北大学材料科学高等研究所教授
Aida, Hitoshi 相田 　仁 東京大学教授
Aikawa, Kentaro 相川 賢太郎 三菱重工業㈱相談役
Aiso, Hideo 相磯 秀夫 東京工科大学理事
Aizawa, Masuo 相澤 益男 国立研究開発法人科学技術振興機構顧問
Akamatsu, Teruaki 赤松 映明 京都大学名誉教授
Akasaki, Isamu 赤崎   勇 名城大学理工学研究科終身教授
Akashi, Kazuo 明石 和夫 東京大学名誉教授
Akatsu, Masaharu 赤津 雅晴 ㈱日立製作所技師長
Akimoto, Yumi 秋元 勇巳 (一財)日本原子力文化振興財団監事
Amano, Hiroshi 天野 　浩 名古屋大学未来材料･システム研究所教授
Amano, Reiko 天野 玲子 国立研究開発法人防災科学技術研究所審議役
Ando, Makoto 安藤 　真 (独)国立高等専門学校機構理事
Anzai, Koichi 安斎 浩一 東北大学大学院工学研究科教授
Anzai, Yuichiro 安西 祐一郎 (独)日本学術振興会顧問･学術情報分析センター所長
Aoki, Takafumi 青木 孝文 東北大学副学長･大学院情報科学研究科教授
Aoki, Teruaki 青木 昭明 ソニー㈱社友
Aoyama, Hiroyuki 青山 博之 東京大学名誉教授
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Aoyama, Hiroyuki 青山 博之 東京大学名誉教授
Arai, Mitsuru 新井   充 東京大学教授
Arakawa, Yasuhiko 荒川 泰彦 東京大学生産技術研究所教授
Araki, Keijiro 荒木 啓二郎 九州大学大学院システム情報科学研究院長･学府長･主幹教授
Ariga, Ichiro 有賀 一郎 慶應義塾大学名誉教授
Arikawa, Setsuo 有川 節夫 放送大学学園理事長
Arimoto, Tateo 有本 建男 政策研究大学院大学教授
Arinobu, Mutsuhiro 有信 睦弘 東京大学大学執行役･副学長
Asahioka, Eishun 旭岡 叡峻 ㈱社会インフラ研究センター代表取締役社長
Asama, Hajime 淺間 　一 東京大学教授
Asami, Masahiro 浅見 正弘 富士フイルム㈱フェロー 技術戦略 知的財産戦略 担当
Asami, Tohru 浅見 　徹 ㈱国際電気通信基礎技術研究所代表取締役社長
Asami, Yasushi 浅見 泰司 東京大学教授
Atsumi, Kazuhiko 渥美 和彦 東京大学名誉教授
Azuma, Akira 東    昭 東京大学名誉教授
Azushima, Akira 小豆島 明 横浜国立大学名誉教授
[B]
Baba, Naoshi 馬場 直志 北海道大学名誉教授
[C]
Chiba, Isamu 千葉　 勇 ㈱三菱総合研究所顧問
Chinone, Naoki 茅根 直樹 ㈱ＧＶＩＮ取締役
Chonan, Seiji 長南 征二 東北大学名誉教授
Chou, Iton 張 惟敦 ㈱ＩＨＩ理事･技術開発本部副本部長
[D]
Daimaruya, Masashi 臺丸谷 政志 室蘭工業大学名誉教授
Domen, Kazunari 堂免 一成 東京大学(化学システム工学専攻)教授
Doyama, Masao 堂山 昌男 帝京科学大学名誉教授
[E]

Egami, Mime 江上 美芽
東京女子医科大学先端生命医科学研究所客員教授･チーフメ
ディカルイノベーションオフィサー

Egi, Norihiko 江木 紀彦 NPO法人危険管理士会代表理事
Emi, Toshihiko 江見 俊彦 北京大学科学技術大学・東北大学（瀋陽）名誉教授
Endo, Morinobu 遠藤 守信 信州大学特別特任教授
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Endoh Tetsuo 遠藤 哲郎
東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センターセンター長･
教授

[F]
Fujie G. Masakatsu 藤江 正克 早稲田大学名誉教授･次世代ロボット研究機構
Fujie, Koichi 藤江 幸一 横浜国立大学先端科学高等研究院副高等研究院長･教授
Fujii, Kozo 藤井 孝藏 東京理科大学工学部(情報工学科)教授
Fujii, Susumu 藤井 　進 神戸大学名誉教授
Fujii, Teruo 藤井 輝夫 東京大学生産技術研究所所長･教授
Fujino, Yozo 藤野 陽三 横浜国立大学先端科学高等研究院上席特別教授
Fujisaki, Hiroya 藤崎 博也 東京大学名誉教授
Fujishima, Akira 藤嶋 　昭 東京理科大学栄誉教授
Fujishiro Hiroyuki 藤代 博之 岩手大学理工学部教授
Fujita, Masahiro 藤田 正弘 三菱電機㈱常務執行役 開発本部長

Fujita, Reiko 藤田 玲子
国立研究開発法人科学技術振興機構ImPACTプログラム･マネー
ジャー

Fujita, Toyohisa 藤田 豊久 東京大学大学院工学系研究科教授
Fujiwara, Kazuhiko 藤原 一彦 住友ベークライト㈱社長
Fujiwara, Yoshio 冨士原 由雄 ㈱岡本アソシエイツ
Fukano, Hiroyuki 深野 弘行 伊藤忠商事㈱常務理事 社長特命(関西担当)
Fukazawa, Yoshiaki 深澤 良彰 早稲田大学理事･教授
Fukuda, Hideki 福田 秀樹 (独)大学改革支援･学位授与機構長
Fukuda, Shuichi 福田 収一 慶應義塾大学システムデザインマネジメント研究所顧問
Fukuda, Toshio 福田 敏男 名城大学理工学部メカトロニクス工学科教授
Fukui, Yasuhiro 福井 康裕 東京電機大学理工学部教授
Fukumura, Hiroshi 福村 裕史 仙台高等専門学校校長
Fukumura, Teruo 福村 晃夫 中京大学名誉教授
Fukunaga, Yasushi 福永　 泰 日本電産㈱専務執行役員
Fukunishi, Yu 福西 　祐 東北大学教授

Fukushi, Kensuke 福士 謙介
東京大学国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構教
授

Fukutomi, Hiroshi 福富 洋志 横浜国立大学大学院工学研究院長･教授
Fukutomi Reijiro 福富 禮治郎 ㈱日立製作所名誉顧問Fukutomi, Reijiro 福富 禮治郎 ㈱日立製作所名誉顧問
Fukuwa, Nobuo 福和 伸夫 名古屋大学減災連携研究センター長･教授

Fukuyama, Mayumi 福山 満由美
㈱日立製作所研究開発グループ技術戦略室技術統括センタ長･
CIO

Funamizu, Naoyuki 船水 尚行 室蘭工業大学理事･副学長
Funazaki Ken-ichi 船崎 健一 岩手大学大学院工学研究科長･理工学部長･教授
Furukawa, Hidemitsu 古川 英光 山形大学大学院理工学研究科教授
Furusaki, Shintaro 古崎 新太郎 東京大学名誉教授
Furusawa, Akira 古澤 　明 東京大学教授
Furuta, Katsuhisa 古田 勝久 東京電機大学学事顧問
[G]
Ge, Hanbin 葛　漢彬 名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科教授
Gohshi, Yohichi 合志 陽一 筑波大学監事
Gonokami, Makoto 五神 　真 東京大学総長
Goto, Sakichi 後藤 佐吉 東京大学名誉教授
Goto, Toshio 後藤 俊夫 中部大学学長特別顧問･特任教授
Goto, Yoshimasa 後藤 吉正 国立研究開発法人科学技術振興機構理事
[H]
Hagihara, Satoru 蘒原　 智
Hagiwara, Ichiro 萩原 一郎 明治大学研究知財戦略機構特任教授
Hakomori, Kyojiro 箱守 京次郎 東北大学名誉教授
Hanaki, Keisuke 花木 啓祐 東洋大学情報連携学部情報連携学研究科長
Hano, Tadashi 羽野 　忠 大分大学名誉教授

Hara, Kunihiko 原 　邦彦
名古屋大学学術研究･産学官連携推進本部イノベーション戦略室
特任教授

Hara, Tsutomu 原 　勉 浜松ホトニクス㈱常務取締役･中央研究所長
Harada, Koosuke 原田 耕介 崇城大学名誉教授
Harada, Yasuhiro 原田 靖裕 マツダ㈱本部長
Harashima, Satoshi 原島 　俊 崇城大学生物生命学部(応用微生物工学科)教授
Harayama, Yuko 原山 優子 東北大学名誉教授
Hasegawa, Fumihiko 長谷川 史彦 東北大学未来科学技術共同研究センターセンター長・教授
Haseyama, Miki 長谷山 美紀 北海道大学大学院情報科学研究科教授
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Hashida, Toshiyuki 橋田　俊之
東北大学大学院工学研究科附属先端材料強度科学研究セン
ター教授

Hashiguchi, Koichi 橋口 公一 エムエスシーソフトウェア㈱技術顧問

Hashimoto, Akihiro 橋本 明弘
福井大学学術研究院工学系部門工学領域(電気･電子工学講座)
教授･評議員

Hashimoto, Kazuhito 橋本 和仁 国立研究開発法人物質･材料研究機構理事長
Hashimoto, Masahiro 橋本 正洋 東京工業大学環境･社会理工学院イノベーション科学系教授
Hashimoto, Setsuko 橋本 せつ子 ㈱セルシード代表取締役社長
Hattori, Shunji 服部 俊治 ㈱ニッピバイオマトリックス研究所所長
Hayama, Toru 早山　 徹 ㈱ニッピ監査役
Hayase, Toshiyuki 早瀬 敏幸 東北大学流体科学研究所教授

Hayashi, Hideki 林 　秀樹
国立研究開発法人新エネルギー･産業技術総合開発機構技術戦
略研究センターフェロー

Hayashi, Tsutomu 林　 農 鳥取大学名誉教授
Hayashi, Yoshitsugu 林 　良嗣 中部大学総合工学研究所教授
Hayashi, Yutaka 林 　豊 豊田工業大学半導体研究室招聘研究員
Hino, Mitsutaka 日野 光兀 東北大学名誉教授
Hino, Shinichi 日野 伸一 大分工業高等専門学校校長
Hirano, Shin-ichi 平野 眞一 上海交通大学特別教授
Hirao, Akiko 平尾 明子 ㈱東芝研究開発センター技監
Hirasawa, Ryo 平澤　 泠 平澤事務所
Hirata, Yasuo 平田 康夫 ㈱国際電気通信基礎技術研究所相談役

Hiromatsu, Takeshi 廣松   毅
情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科
客員教授

Hirooka, Masaaki 弘岡 正明 テクノ経済研究所代表
Hisada, Makoto 久田 　真 東北大学大学院工学研究科長補佐･教授
Hisada, Yasuo 久田 安夫 特定非営利活動法人(NPO)海ロマン２１理事長
Hisaeda, Yoshio 久枝 良雄 九州大学教授
Hishida, Koichi 菱田 公一 慶應義塾大学理工学部(システムデザイン工学科)教授

Hokkirigawa, Kazuo 堀切川 一男
東北大学大学院工学研究科
(機械システムデザイン工学専攻)教授

H i Shi ji 本阿弥 眞治 東京理科大学名誉教授Honami, Shinji 本阿弥 眞治 東京理科大学名誉教授
Hori, Yukio 堀   幸夫 金沢工業大学学事顧問
Horikawa, Kiyoshi 堀川 清司 日本学士院会員
Horiuchi, Kazuo 堀内 和夫 早稲田大学名誉教授
Hoshino, Susumu 星野　進 ㈱ニコン加工技術開発部主任研究員

Hotate, Kazuo 保立 和夫
豊田工業大学副学長･工学部先端工学基礎学科
システム光波工学研究室教授

[I]
Ibuka, Makoto 井深　 丹 タマティーエルオー㈱代表取締役会長
Ibusuki, Takashi 指宿 堯嗣 (一社)産業環境管理協会常務理事
Ichiki, Takanori 一木　隆範 東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻教授
Ichimura, Shingo 一村 信吾 早稲田大学研究戦略センター教授
Ido, Ichiro 井戸 一朗 日本防災システム協会会長
Ido, Seiichi 伊土 誠一 ＮＴＴソフトウェア㈱相談役
Igarashi, Jinichi 五十嵐 仁一 ＪＸＴＧエネルギー㈱取締役 常務執行役員
Igata, Naohiro 井形 直弘 東京大学名誉教授
Ihara, Manabu 伊原 　学 東京工業大学大学院理工学研究科(化学工学専攻)教授
Iida, Ichiro 飯田　一朗 秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科教授
Iijima, Taizo 飯島 泰蔵 東京工業大学名誉教授
Iizuka, Hiroshi 飯塚 　博 山形大学大学院理工学研究科長･工学部長
Iizuka, Kozo 飯塚 幸三 (一社)日本計量振興協会顧問
Ikeda, Hiromasa 池田 博昌 東京情報大学名誉教授
Ikeda, Masao 池田 雅夫 大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室特任教授
Ikeda, Syunsuke 池田 駿介 ㈱建設技術研究所国土文化研究所研究顧問
Ikeda, Yoshikazu 池田 佳和 大谷大学真宗総合研究所
Ikegami, Tetsuhiko 池上 徹彦 文部科学省科学技術政策研究所客員研究官

Imai, Hidetaka 今井 秀孝
国立研究開発法人産業技術総合研究所計測標準研究部門研究
顧問

Imai, Kaneichiro 今井 兼一郎
Imamura, Fumihiko 今村 文彦 東北大学災害科学国際研究所長･津波工学研究分野教授
Inaba, Yoshiharu 稲葉 善治 ファナック㈱代表取締役会長･CEO
Inagaki, Masayuki 稲垣 昌幸 住友ベークライト㈱取締役 専務執行役員
Inamura, Takao 稲村 隆夫 弘前大学大学院理工学研究科教授
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Inomata, Hiroshi 猪股 　宏 東北大学大学院工学研究科教授
Inooka, Hikaru 猪岡 　光 研究工房ろごす
Inoue, Akihisa 井上 明久 東北大学名誉教授
Inoue, Masahiro 井上 雅弘 精華学園精華女子短期大学学長
Inoue, Mitsuteru 井上 光輝 豊橋技術科学大学理事･副学長
Inoue, Tokuta 井上 悳太 東北大学客員教授
Inutsuka, Takashi 犬塚 隆志 (一社)日本薬理評価機構研究統括
Ishihara, Sunao 石原　 直 東京大学大学院工学系研究科上席研究員
Ishii, Yoshinori 石井 吉徳 東京大学名誉教授
Ishii, Yumio 石井 弓夫 ㈱建設技術研究所名誉顧問
Ishikawa, Ken-ichi 石川 憲一 金沢工業大学名誉学長･教授
Ishikawa, Masatoshi 石川 正俊 東京大学教授
Ishikawa, Mikiko 石川 幹子 中央大学理工学部人間総合理工学科環境デザイン研究室

Ishikawa, Takashi 石川 隆司
名古屋大学特任教授･ナショナルコンポジットセンター担当総長補
佐

Ishimaru, Tsuneo 石丸 典生
Ishino, Shiori 石野   栞 東京大学名誉教授
Ishizaka, Seiichi 石坂 誠一 富山国際大学名誉学長
Ishizuka, Masaru 石塚 　勝 富山県立大学学長
Isobe, Masahiko 磯部 雅彦 高知工科大学学長
Itakura, Ken-ichi 板倉 賢一 室蘭工業大学教授

Itao, Kiyoshi 板生 　清
特定非営利活動法人ウェアラブル環境情報ネット推進機構理事
長

Ito, Higashi 伊藤 　東 デンカ㈱特任嘱託
Ito, Kazuhide 伊藤 一秀 九州大学大学院総合理工学研究院教授
Ito, Manabu 伊藤   學 東京大学名誉教授
Ito, Shigeru 伊藤   滋 伊藤滋都市計画事務所
Ito, Takatoshi 伊藤 高敏 東北大学流体科学研究所教授
Ito, Yoshimi 伊東 　誼 東京工業大学名誉教授

Ito, Yuko 伊藤 裕子
文部科学省科学技術･学術政策研究所科学技術予測センター主
任研究官(センター長補佐)

Itoh Arata 伊藤 新 日本電信電話㈱情報ネットワーク総合研究所長Itoh, Arata 伊藤　 新 日本電信電話㈱情報ネットワ ク総合研究所長
Itoh, Junji 伊藤 順司 住友電気工業㈱常務取締役研究開発本部長
Itoh, Sanae 伊藤 早苗 九州大学極限プラズマ研究連携センター顧問

Itoh, Satoshi 伊藤 　聡
国立研究開発法人物質･材料研究機構情報統合型物質材料研
究拠点拠点長

Iwabuchi, Akira 岩渕　 明 岩手大学学長
Iwai, Yoshiro 岩井 善郎 福井大学理事･副学長
Iwamoto, Toshio 岩本 敏男 ㈱エヌ・ティ・ティデータ代表取締役社長
Iwata, Shin 岩田 眞 東海旅客鉄道株式会社常務執行役員
Iwata, Shuichi 岩田 修一 事業構想大学院大学教授
Iwatsuki, Nobuyuki 岩附 信行 東京工業大学工学院長･教授
Izawa, Tatsuo 伊澤 達夫
Izumi, Hiroto 和泉 洋人 内閣官房内閣総理大臣補佐官
[K]

Kajii, Yoshizumi 梶井 克純
京都大学大学院人間･環境学研究科教授
地球環境学堂教授

Kajima, Shoichi 鹿島 昭一 鹿島建設㈱取締役相談役
Kajimura, Koji 梶村 皓二
Kajiwara, Susumu 梶原 　将 東京工業大学副学長・教授
Kajiyama, Tisato 梶山 千里 福岡女子大学理事長･学長

Kakeshita, Tomoyuki 掛下 知行
大阪大学大学院工学研究科
(マテリアル生産科学専攻)教授

Kamei, Shin-ichi 亀井 信一 ㈱三菱総合研究所研究理事
Kamijo, Kenjiro 上條 謙二郎 東北大学名誉教授
Kamimoto, Masayuki 神本 正行 弘前大学学長特別補佐
Kaminaga, Susumu 神永 　晉 住友精密工業㈱社友
Kamiyama, Shinichi 神山 新一 東北大学名誉教授
Kamon, Masashi 嘉門 雅史 京都大学名誉教授
Kanai, Hiroshi 金井 　浩 東北大学副学長(研究力強化･機構改革担当)
Kanaya, Ichiroh 金谷 一朗 長崎県立大学教授

Kanaya, Yugo 金谷 有剛
国立研究開発法人海洋研究開発機構地球表層物質循環研究分
野分野長代理

Kanayama, Toshihiko 金山 敏彦 国立研究開発法人産業技術総合研究所特別顧問

4/14



NAME 名前 所属 備考

Kaneko, Shun'ichi 金子 俊一 北海道大学教授
Kaneta, Chioko 金田 千穂子 ㈱富士通研究所特任研究員
Kano, Yutaka 狩野 　裕 大阪大学大学院基礎工学研究科長･工学部長
Kanzaki, Ryohei 神崎 亮平 東京大学先端科学技術研究センター所長・教授
Karasaki, Takashi 唐﨑 隆史 日本工営㈱専務執行役員 電力事業本部担当
Karube, Isao 軽部 征夫 東京工科大学学長
Kasahara, Hironori 笠原 博徳 早稲田大学教授
Kasahara, Masao 笠原 正雄
Kasami, Akinobu 笠見 昭信 ㈱東芝社友

Kataoka, Kazunori 片岡 一則
(公財)川崎市産業振興財団ナノ医療
イノベーションセンター長

Kataoka, Shoei 片岡 照榮
Kato, Akio 加藤 昭夫 九州大学名誉教授

Kato, Chisachi 加藤 千幸 東京大学生産技術研究所革新的シミュレーション研究センターセ
ンター長･教授

Kato, Masana 加藤 正名 東北大学名誉教授
Kato, Nei 加藤　寧 東北大学大学院情報科学研究科教授
Kato, Takashi 加藤 隆史 東京大学(化学生命工学専攻)教授
Kato, Takehiko 加藤 毅彦 エムエスシーソフトウェア㈱代表取締役社長
Kato, Yoshiaki 加藤 義章 光産業創成大学院大学学長
Katori, Hidetoshi 香取 秀俊 東京大学大学院工学系研究科(物理工学専攻)教授
Katsumi, Takeshi 勝見 　武 京都大学大学院地球環境学堂教授
Kawabata, Kazushige 川端 和重 新潟大学理事･副学長
Kawahara, Genta 河原 源太 大阪大学大学院基礎工学研究科教授
Kawahara, Haruo 河原 春郎 ㈱ＺＭＰ取締役全社経営戦略政策
Kawahara, Yoshihiro 川原 圭博 東京大学准教授
Kawai, Maki 川合 眞紀 自然科学研究機構分子科学研究所所長
Kawai, Sunao 河合 素直 早稲田大学理工学術院教授
Kawai, Tomoji 川合 知二 大阪大学産業科学研究所特任教授
Kawai, Toshitake 河合 俊岳 ㈱本田技術研究所四輪R＆Dセンター主任研究員
Kawajiri, Yoshiaki 川尻 喜章 名古屋大学大学院工学研究科物質プロセス工学専攻教授
Kawakami Nobuaki 川上 伸昭 宮城大学理事長･学長Kawakami, Nobuaki 川上 伸昭 宮城大学理事長 学長
Kawakubo, Tatsuyuki 川久保 達之 桐蔭横浜大学工学部教授
Kawamata, Masayuki 川又 政征 東北大学大学院工学研究科(電子工学専攻)教授
Kawamoto, Yoji 川本 要次 三菱重工業㈱執行役員･総合研究所長
Kawamura, Sadao 川村 貞夫 立命館大学理工学部(ロボティクス学科)教授
Kawamura, Tatsuo 河村 達雄 東京大学名誉教授
Kawase, Masaaki 川瀬　正明 千歳科学技術大学学長
Kawasumi, Mikiko 川澄 未来子 名城大学准教授
Kawazoe, Katsuhiko 川添 雄彦 日本電信電話㈱取締役 研究企画部門長
Kaya, Yoichi 茅   陽一 (公財)地球環境産業技術研究機構理事長
Kikuchi, Eiichi 菊地 英一
Kimpara, Isao 金原 　勲 金沢工業大学副学長
Kimura, Fumihiko 木村 文彦 東京大学名誉教授
Kimura, Itsuro 木村 逸郎 東京大学名誉教授
Kimura, Makoto 木村 　亮 京都大学大学院工学研究科教授
Kimura, Shigeyuki 木村 茂行 (一社)未踏科学技術協会理事長
Kimura, Toru 木村　 徹 大日本住友製薬㈱取締役 執行役員
Kimura, Tsutomu 木村 　孟 (独)大学評価･学位授与機構顧問
Kimura, Yasunori 木村 康則 ㈱富士通研究所フェロー
Kinoshita, Motoyasu 木下 幹康 東京大学人工物工学研究センター客員研究員
Kishi, Norimitsu 岸　徳光 室蘭工業大学大学院特任教授
Kishi, Teruo 岸   輝雄 東京大学先端科学技術研究ｾﾝﾀー名誉教授室名誉教授
Kishimoto, Kikuo 岸本 喜久雄 東京工業大学名誉教授
Kishinami, Takeshi 岸浪 建史 室蘭工業大学監事
Kita, Takashi 喜多 　隆 神戸大学教授
Kitamori, Takehiko 北森 武彦 東京大学副学長･教授
Kitamura, Hiroshi 北村   弘 大成建設㈱社友
Kitamura, Masaharu 北村 正晴 ㈱テムス研究所代表取締役所長
Kitamura, Shinzo 北村 新三 神戸大学名誉教授
Kitamura, Takayuki 北村 隆行 京都大学大学院工学研究科教授

Kitaoka, Mitsuo 北岡 光夫
㈱島津製作所常務執行役員(技術研究担当)･基盤技術研究所所
長

Kitaoka, Yasuo 北岡 康夫 大阪大学産学共創本部副本部長･教授
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Kitsuregawa, Masaru 喜連川　優 情報･システム研究機構国立情報学研究所所長
Kiuchi, Manabu 木内 　学 木内研究室代表
Kobayashi, Akira 小林　 昭 東京大学名誉教授
Kobayashi, Hideaki 小林 秀昭 東北大学流体科学研究所教授
Kobayashi, Hisashi 小林 久志 Princeton UniversityDepartment of Electrical
Kobayashi, Junichi 小林 淳一 秋田県立大学理事長･学長
Kobayashi, Kiyoshi 小林 潔司 京都大学経営管理大学院教授
Kobayashi, Naoto 小林 直人 早稲田大学研究戦略センター副所長･教授
Kobayashi, Ryoji 小林 陵二 東北大学名誉教授
Kobayashi, Shigeo 小林 繁夫 東京大学名誉教授
Kobayashi, Shinichi 小林 信一 広島大学高等教育研究開発センター特任教授

Kobayashi, Toshio 小林 敏夫
芝浦工業大学ＳＩＴ総合研究所グリーンイノベーション研究セン
ター客員教授

Kobayashi, Yoshimitsu 小林 喜光 ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役会長
Kobayashi, Yukinori 小林 幸徳 北海道大学大学院工学研究院教授・工学院長
Kobori, Hiromi 小堀 洋美 東京都市大学特別教授
Kodama, Fumio 児玉 文雄 (一社)日本ＭＯＴ振興協会副会長
Kodama, Kisaburo 小玉 喜三郎 国立研究開発法人産業技術総合研究所特別顧問
Kodama, Ryosuke 兒玉 了祐 大阪大学栄誉教授･大阪大学レーザー科学研究所所長
Kodama, Teruo 児玉 皓雄 ㈱AIRI代表取締役会長

Kodate, Kashiko 小舘 香椎子
日本女子大学名誉教授･ﾏﾙﾁｷｬﾘｱﾊﾟｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当学長特別補
佐

Koizumi, Hideaki 小泉 英明 ㈱日立製作所名誉フェロー
Koizumi, Hideki 小泉 秀樹 東京大学先端科学技術研究センター教授
Kojima, Katsue 小嶋 勝衛 (一財)建築･まちづくり協力研究所代表理事
Koma, Atsushi 小間 　篤 東京大学名誉教授
Komatsu, Toshimitsu 小松 利光 九州大学名誉教授
Komatsu, Yasutoshi 小松 康俊 日本経済大学特任教授
Komiyama, Hiroshi 小宮山  宏 ㈱三菱総合研究所理事長
Komoto, Mitsuaki 河本 光明 住友化学㈱気候変動対応担当部長
Kondo, Akihiko 近藤 昭彦 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科長･教授
Kondo Kenji 近藤 賢二 三菱電機㈱シニアアドバイザーKondo, Kenji 近藤 賢二 三菱電機㈱シニアアドバイザ
Kondo, Reiko 近藤　玲子 総務省サイバーセキュリティ統括官室参事官
Kondo, Shunsuke 近藤 駿介 原子力委員会委員長
Konno, Hiroshi 今野 　弘 東北工業大学学長
Kono, Miyuki 河野 美由紀

Koseki, Toshihiko 小関 敏彦
東京大学副学長･大学院工学系研究科(マテリアル工学専攻)教
授

Koshi, Mitsuo 越　 光男 横浜国立大学環境情報学府客員教授
Koyama, Fumio 小山 二三夫 東京工業大学科学技術創成研究院長
Koyama, Kiyohito 小山 清人 山形大学学長

Koyama, Tamami 小山 珠美
昭和電工㈱コーポレートフェロー･先端技術開発研究所長･安全
性試験センター長

Kozasu, Isao 小指 軍夫 ＮＫＫ社友
Kubo, Shiro 久保 司郎 摂南大学理工学部(機械工学科)教授
Kuga, Yoshikazu 空閑 良壽 室蘭工業大学学長
Kumabe, Eiichi 隈部 英一 トヨタ自動車㈱社友
Kunitake, Toyoki 國武 豊喜 九州大学高等研究院特別主幹教授
Kuno, Mineya 玖野 峰也

Kuramochi, Takao 倉持 隆雄
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センターセン
ター長代理

Kurauchi, Noritaka 倉内 憲孝 住友電気工業㈱名誉顧問
Kurihara, Kazue 栗原 和枝 東北大学未来科学技術共同研究センター教授
Kuroda, Chiaki 黒田 千秋 東京工業大学名誉教授
Kuroda, Tadahiro 黒田 忠広 慶應義塾大学理工学部(電子工学科)教授
Kurokawa, Kazuya 黒川 一哉 苫小牧工業高等専門学校校長
Kurokawa, Kosuke 黒川 浩助 特定非営利活動法人再生可能エネルギー協議会理事長
Kusuda, Tetsuya 楠田 哲也 九州大学東アジア環境研究機構特別顧問
Kusumi, Harushige 楠見 晴重 関西大学理事･環境都市工学部教授
Kuwahara, Hiroshi 桑原　 洋 日立マクセル㈱名誉相談役
Kuwahara, Terutaka 桑原 輝隆 政策研究大学院大学教授
Kuwahara, Yutaka 桑原 　裕 ㈱ＧＶＩＮ代表取締役ＣＥＯ
Kwamura, Ryutaro 川村 龍太郎 日本電信電話㈱サービスイノベーション総合研究所長
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Kyuma, Kazuo 久間 和生
国立研究開発法人農業･食品産業技術総合研究機構
理事長

[M]
Mae, Kazuhiro 前　一廣 京都大学大学院工学研究科(化学工学専攻)教授
Maeda, Masafumi 前田 正史 京都学園大学
Makihara, Izuru 牧原 出 東京大学先端科学技術研究センター教授

Managi, Shunsuke 馬奈木　俊介
九州大学大学院工学研究院主幹教授
都市研究センター長

Maruta, Kaoru 丸田 　薫 東北大学流体科学研究所教授
Maruyama, Ippei 丸山　一平 名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻教授
Maruyama, Shigenao 圓山 重直 八戸工業高等専門学校校長
Masada, Eisuke 正田 英介 (公財)鉄道総合技術研究所会長
Masateru, Taniguchi 谷口 正輝 大阪大学教授
Masuda, Takao 増田 隆夫 北海道大学大学院工学研究院長･工学部長
Masuda, Yoshihiko 増田 義彦 豊田工業大学理事長
Matsui,  Kazuaki 松井 一秋 (一財)エネルギー総合工学研究所研究顧問
Matsui, Nobuyuki 松井 信行 名古屋工業大学名誉教授
Matsumi, Yoshio 松見 芳男 伊藤忠商事㈱理事
Matsumiya, Tooru 松宮　 徹 金沢大学大学院自然科学研究科客員教授
Matsumoto, Akira 松本 　陽 日本大学総合科学研究所教授
Matsumoto, Eiju 松本 栄寿 日本計量史学会副会長
Matsumoto, Hiroshi 松本 　紘 国立研究開発法人理化学研究所理事長
Matsumoto, Shin-ichi 松本 真一 秋田県立大学システム科学技術学部長･教授
Matsumoto, Yoichiro 松本 洋一郎 東京理科大学学長
Matsumoto, Yoko 松本 陽子 崇城大学大学院工学研究科(応用生命科学専攻)教授
Matsunaga, Tadashi 松永 　是 東京農工大学大学院工学研究院特別招聘教授
Matsuno, Kenichi 松野 建一 日本工業大学工業技術博物館長
Matsuo, Naoki 松尾 直規 中部大学学監
Matsuo, Tomonori 松尾 友矩 東洋大学顧問
Matsuoka, Takeshi 松岡　 猛 宇都宮大学基盤教育センター非常勤講師
Matsuse, Koki 松瀨 貢規 明治大学名誉教授
Matsushima Katsumori 松島 克守 (一社)俯瞰工学研究所代表Matsushima, Katsumori 松島 克守 ( 社)俯瞰工学研究所代表
Megumi, Sayuri 惠 小百合 江戸川大学名誉教授
Michioku, Kohji 道奥 康治 法政大学デザイン工学部(都市環境デザイン工学科)教授

Midorikawa, Katsumi 緑川 克美
国立研究開発法人理化学研究所光量子工学研究センターセン
ター長

Mihashi, Hirozo 三橋 博三 東北大学名誉教授
Miki, Chitoshi 三木 千壽 東京都市大学学長
Miki, Yukinobu 三木 幸信 国立研究開発法人産業技術総合研究所副理事長
Mimura, Nobuo 三村 信男 茨城大学学長
Mishima, Kaichiro 三島 嘉一郎 ㈱原子力安全システム研究所技術システム研究所長
Mishima, Nozomu 三島 　望 秋田大学大学院理工学研究科教授
Mishima, Tetsuya 三島 徹也 前田建設工業㈱技術研究所長
Mishima, Yoshinao 三島 良直 東京工業大学名誉教授
Misono, Makoto 御園生 誠 東京大学名誉教授
Misugi, Takahiko 三杉 隆彦
Mitamura, Yoshinori 三田村 好矩 東海大学生物理工学部生体機能科学科特任教授

Mitarai, Yoko 御手洗 容子
国立研究開発法人物質･材料研究機構構造材料研究拠点副拠
点長

Mitsui, Tsuneo 三井 恒夫
Mitsuishi, Mamoru 光石 　衛 東京大学教授
Miyagi, Mitsunobu 宮城 光信 宮城学院理事長
Miyahara, Hideo 宮原 秀夫 大阪大学大学院情報科学研究科特任教授
Miyahara, Yuji 宮原 裕二 東京医科歯科大学生体材料工学研究所所長･教授
Miyaike, Yoshihito 宮池 克人 中日本高速道路㈱代表取締役社長CEO

Miyamoto, Akira 宮本 　明
東北大学未来科学技術共同研究センター
シニアリサーチフェロー

Miyanaga, Yoshikazu 宮永 喜一 北海道大学大学院情報科学研究科研究科長･教授

Miyazaki, Noriyuki 宮﨑 則幸
北九州市環境エレクトロニクス研究所パワーエレクトロニクス信頼
性研究室室長･主席研究員

Miyazaki, Toshiaki 宮崎 敏明 会津大学理事･コンピュータ理工学部長
Miyazu, Jun-ichiro 宮津 純一郎 日本電信電話㈱特別顧問

Miyoshi, Takemasa 三好 建正
国立研究開発法人理化学研究所計算科学研究センターチーム
リーダー
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Mizutani, Norimi 水谷 法美 名古屋大学大学院工学研究科(社会基盤工学専攻)教授
Mochida, Yukou 持田 侑宏 バイエルン州駐日代表部顧問
Mori, Fusao 森   英夫 三菱電機㈱社友
Mori, Masahiko 森　 雅彦 DMG森精機㈱取締役社長
Morimoto, Koichi 森本 浩一 国立研究開発法人海洋研究開発機構アドバイザー
Morishita, Shin 森下   信 横浜国立大学理事･副学長
Morita, Sumie 森田 純恵 ㈱富士通ゼネラル空調機商品開発本部主席部長
Moriwaki, Toshimichi 森脇 俊道 摂南大学学事顧問(客員教授)
Moriya, Tsuneo 守谷 恒夫 住友ベークライト㈱名誉顧問
Moteki, Michiko 茂木 美智子 東京医療保健大学客員教授
Motomura, Masato 本村 真人 北海道大学大学院情報科学研究科教授
Motozuna, Kazumichi 元綱 数道
Mukaidono, Masao 向殿 政男 明治大学名誉教授
Murakami, Akira 村上 　章 京都大学大学院農学研究科副研究科長･教授

Murakami, Hideyuki 村上 秀之
国立研究開発法人物質･材料研究機構構造材料研究拠点上席
研究員

Murakami, Masanori 村上 正紀 立命館理事補佐･立命館大学特別招聘研究教授
Murakami, Masato 村上 雅人 芝浦工業大学学長
Murakami, Masaya 村上 雅也 (一財)日本建築防災協会耐震改修支援センター長
Murakami, Satoshi 村上 　哲 アイシン軽金属㈱取締役副社長
Murakami, Yukitaka 村上 敬宜 九州大学名誉教授
Muraki,Shigeru 村木 　茂 東京ガス㈱顧問
Muraoka, Mikio 村岡 幹夫 秋田大学大学院理工学研究科長
Murata, Minoru 村田　 稔
Murayama, Norimitsu 村山 宣光 国立研究開発法人産業技術総合研究所理事
Mushiake, Yasuto 虫明 康人 東北大学名誉教授
Muto, Shigeo 武藤 成生 ＮＰＯ法人ダ･ヴィンチミュージアムネットワーク副理事長
[N]
Nagai, Kotobu 長井 　寿 国立研究開発法人物質･材料研究機構名誉研究員
Nagai, Ryozo 永井 良三 自治医科大学学長
Nagamatsu, Soichi 永松 荘一 (一財)ニューメディア開発協会理事長
Nagamune Teruyuki 長棟 輝行 東京大学名誉教授Nagamune, Teruyuki 長棟 輝行 東京大学名誉教授
Nagano, Hirosaku 永野 広作 ㈱カネカエグゼクティブ･フェロー

Nagano, Hiroshi 永野 　博
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター特
任フェロー

Nagano, Toshiki 永野 智己 国立研究開発法人科学技術振興機構研究監･フェロー
Nagao, Makoto 長尾   真 京都大学名誉教授
Nagao, Takaaki 長尾 高明

Nagasaka, Tetsuya 長坂 徹也
東北大学大学院工学研究科(金属フロンティア工学専攻)副研究
科長･教授

Nagase, Kimikazu 長瀬 公一 東レ㈱主席部員
Nagashima, Akira 長島 　昭 中部大学客員教授
Nagata, Minoru 永田   穰 ㈱日立製作所名誉嘱託
Nagata, Tadashi 長田 　正 九州大学名誉教授
Nagayama, Osamu 永山 　治 中外製薬㈱代表取締役会長
Nakagawa, Hajime 中川　 一 京都大学防災研究所所長･教授
Nakagawa, Takeo 中川 威雄 ファインテック㈱代表取締役社長
Nakahara, Nobuo 中原 信生 環境システック中原研究処
Nakahara, Tsunamitsu 中原 綱光 東京工業大学名誉教授
Nakajima, Ichiro 中島 一郎

Nakajima, Mitsutoshi 中嶋 光敏
筑波大学大学院生命環境科学研究科(国際地縁技術開発科学専
攻)教授･北アフリカ研究センター長

Nakajima, Naomasa 中島 尚正 海陽学園海陽中等教育学校校長
Nakajima, Yoshikazu 中島 義和 東京医科歯科大学生体材料工学研究所教授
Nakamura, Hideo 中村 英夫 日本大学名誉教授
Nakamura, Hisashi 中村 尚 東京大学先端科学技術研究センター教授
Nakamura, Michiharu 中村 道治 国立研究開発法人科学技術振興機構顧問
Nakamura, Yasunobu 中村 泰信 東京大学先端科学技術研究センター教授
Nakanishi M. Tomoko 中西 友子 東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授
Nakano, Masami 中野 政身 東北大学未来科学技術共同研究センター教授
Nakao, Shin-ichi 中尾 真一 工学院大学工学部環境エネルギー化学科教授
Nakashima, Hideyuki 中島 秀之 札幌市立大学学長
Nakashima, Masayoshi 中島 正愛 ㈱小堀鐸二研究所代表取締役社長
Nakashio, Fumiyuki 中塩 文行 九州大学名誉教授
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Nakasuka, Shinichi 中須賀 真一 東京大学大学院工学系研究科教授

Nakata, Toshihiko 中田　俊彦
東北大学大学院工学系研究科技術社会
システム専攻教授

Nakatani, Isao 中谷 　功
国立研究開発法人物質･材料研究機構
名誉研究員･客員研究員

Nakatani, Kazuhiko 中谷 和彦 大阪大学産業科学研究所教授
Nakatani, Takeshi 中谷 武志 国立研究開発法人海洋研究開発機構技術研究員
Nakatsuka, Katsuto 中塚 勝人

Nakayama, Tomohiro 中山 智弘
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター企
画運営室長･フェロー

Naruse, Jun 成瀬 　淳 大阪電気通信大学理事
Nawa, Toyoharu 名和 豊春 北海道大学総長
Niinomi, Mitsuo 新家 光雄 東北大学名誉教授
Nishida, Makoto 西田 　眞 放送大学特任教授･秋田学習センター所長
Nishigaki, Makoto 西垣 　誠 岡山大学名誉教授
Nishihara, Hideaki 西原 英晃 京都大学名誉教授
Nishii, Junji 西井 準治 北海道大学理事･副学長
Nishijima, Akio 西嶋　昭生 早稲田大学研究院客員教授
Nishikawa, Takao 西川 孝夫 首都大学東京名誉教授
Nishimoto, Takahiro 西本 尚弘 ㈱島津製作所基盤技術研究所副所長
Nishinari, Katsuhiro 西成 活裕 東京大学先端科学技術研究センター教授
Nishio, Shojiro 西尾 章治郎 大阪大学総長
Nishitani, Akira 西谷　 章 早稲田大学理工学術院建築学教授
Nishiyama, Hideya 西山 秀哉 大阪大学接合科学研究所招聘教授
Nishiyama, Tohru 西山 　徹 NPOバイオ･食･味覚コミュニケーションセンター理事長
Nitta, Akito 新田 明人 (一財)電力中央研究所名誉特別顧問
Niwa, Fujio 丹羽 冨士雄 政策研究大学院大学名誉教授
Noda, Ken'ichi 野田 健一 拓殖大学名誉教授
Noda, Suguru 野田 　優 早稲田大学理工学術院教授
Nogi, Kiyoshi 野城 　清 大阪大学名誉教授
Noguchi, Kazuhiko 野口 和彦 横浜国立大学環境情報研究院教授
N hi Sh i hi 野口 正 (財)仙台応用情報学研究振興財団理事長Noguchi, Shoichi 野口 正一 (財)仙台応用情報学研究振興財団理事長
Nomakuchi, Tamotsu 野間口 有 三菱電機㈱特別顧問
Nomura, Masakatsu 野村 正勝 大阪油化工業㈱監査役

Nonaka, Youichi 野中 洋一
㈱日立製作所研究開発グループテクノロジーイノベーション統括
本部　生産イノベーションセンター主管研究長

Noyori, Ryoji 野依 良治
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センターセン
ター長

Nozawa, Masao 能澤 正雄
Nozu, Hideo 野津 英夫

Numata, Keiji 沼田 圭司
国立研究開発法人理化学研究所バイオ高分子研究チームチー
ムリーダー

[O]
Obayashi, Shigeru 大林 　茂 東北大学流体科学研究所教授
Oda, Kimihiko 小田 公彦 山形大学エンロールメント･マネージメント部教授
Oda, Shunri 小田 俊理 東京工業大学教授

Oda, Yoshiaki 織田 佳明
住友化学㈱常務執行役員 技術･研究企画部･工業化技術研究
所･先端材料開発研究所 担当

Ogata, Hitoshi 尾形 仁士 三菱電機㈱社友
Ogawa, Matsuto 小川 真人 神戸大学理事･副学長

Ogawa, Nobuaki 小川 信明
秋田大学理事(研究･産学連携･国際交流･国際戦略担当)
副学長

Ogawa, Tetsuo 小川 哲生 大阪大学理事･副学長
Ohara, Taku 小原 　拓 東北大学流体科学研究所教授
Ohashi, Hideo 大橋 秀雄 工学院大学顧問･名誉教授
Ohba, Yoshihiro 大場 好弘 山形大学理事･副学長
Ohgaki, Shinichiro 大垣 眞一郎 (公財)水道技術研究センター理事長
Ohkura, Michiko 大倉 典子 芝浦工業大学学長補佐･工学部教授
Ohno, Eiichi 大野 榮一 三菱電機㈱社友
Ohno, Hideo 大野 英男 東北大学電気通信研究所所長･教授
Ohshima, Masahiro 大嶋 正裕 京都大学大学院工学研究科教授
Ohtaki, Yoshihiro 大滝 義博 ㈱バイオフロンティア パートナーズ代表取締役社長
Ohtsuka, Kazuo 大塚 一雄 秋田大学名誉教授
Ohtsuki, Tatsuo 大附 辰夫 早稲田大学名誉教授
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Ohyama, Noboru 大山   昇
Oikawa, Hiroshi 及川   洪 東北大学名誉教授
Oike, Mamoru 尾池 　守 石巻専修大学学長
Oishi, Yoshihiro 大石 善啓 ㈱三菱総合研究所常務研究理事
Ojima, Toshio 尾島 俊雄 (一財)建築保全センター理事長
Oka, Hisao 岡   久雄 三菱電機㈱社友
Oka, Ryuichi 岡 　隆一 会津大学理事長･学長
Okada, Masatoshi 岡田 雅年 国立研究開発法人物質･材料研究機構名誉顧問
Okada, Masuo 岡田 益男 東北大学未来科学技術共同研究センター客員教授
Okada, Tsuneo 岡田 恒男 (一財)日本建築防災協会理事長
Okamoto, Kazuo 岡本 一雄
Okamura, Hajime 岡村　 甫 東京大学名誉教授
Okamura, Hiroyuki 岡村 弘之 東京大学名誉教授
Okano, Hideyuki 岡野 栄之 慶應義塾大学医学部教授
Oki, Taikan 沖   大幹 国際連合大学上級副学長
Okita, Yuji 大来 雄二 金沢工業大学科学技術応用倫理研究所客員教授
Okubo, Tatsuya 大久保 達也 東京大学大学院工学系研究科長･教授
Okubo, Yasukuni 大久保 泰邦 (一財)宇宙システム開発利用推進機構
Okumura, Naoki 奥村 直樹
Omika, Yukihiro 五十殿 侑弘 ㈱小堀鐸二研究所代表取締役会長
Ono, Shinsuke 小野 信輔 九州大学名誉教授
Onodera, Tadashi 小野寺 　正 ＫＤＤＩ㈱取締役相談役
Onomichi, Kazuya 尾道 一哉 味の素㈱常務執行役員
Onoye, Takao 尾上 孝雄 大阪大学大学院情報科学研究科教授
Ooeda, Kenji 大江田 憲治 (公社)日本工学アカデミー常務理事

Osaka, Tetsuya 逢坂 哲彌 早稲田大学総長室参与･理工学術院名誉教授･ナノ･ライフ創新
研究機構名誉機構長･特任研究教授

Osakabe, Nobuyuki 長我部 信行
㈱日立製作所理事･ヘルスケアビジネスユニット
CSO･CTO

O'shima, Eiji 大島 榮次 東京工業大学名誉教授
Oshima, Marie 大島 まり 東京大学教授
Oshima Seiji 大嶋 清治 ㈱東洋高圧顧問Oshima, Seiji 大嶋 清治 ㈱東洋高圧顧問
Ota, Koichi 太田 光一 豊田合成㈱特任顧問
Owadano, Yoshiro 大和田野 芳郎 福島県ハイテクプラザ所長
Oyama, Shigenori 小山 茂典 ㈱トーキン代表取締役 執行役員社長
Ozaka, Yoshio 尾坂 芳夫 東北大学名誉教授
Ozaki, Miwako 尾崎 美和子 Asia Medical CenterDirector and Professor
Ozawa, Mamoru 小澤　 守 関西大学社会安全学部教授
Ozawa, Yoshihito 小沢 喜仁 福島大学副学長（地域連携担当)･教授
Ozawa, Yoshio 小澤 良夫 ㈱構造地盤研究所代表取締役
[R]
Ren, Fuji 任　 福継 徳島大学教授
[S]
Saeki, Hiroshi 佐伯 　浩 (一社)寒地港湾技術研究センター代表理事会長
Saiki, Tomoko 佐伯 とも子 東京工業大学名誉教授
Saito, Fujio 齋藤 冨士郎
Saito, Norifumi 斉藤 了文 関西大学社会学部教授
Saito, Tadao 齊藤 忠夫 ㈱トヨタＩＴ開発センターＣＴＯ

Saka, Masumi 坂 　真澄
東北大学大学院工学研究科(ファインメカニクス専攻)
教授

Sakai, Shinsuke 酒井 信介 横浜国立大学リスク共生社会創造センター客員教授
Sakai, Yoshinori 酒井 善則 津田塾大学総合政策学部客員教授
Sakakibara, Sadayuki 榊原 定征 東レ㈱特別顧問
Sakakibara, Yuji 榊原 裕二 ㈱島津製作所技術顧問
Sakamura, Ken 坂村　　健 東京大学大学院情報学環教授
Sakata, Ichiro 坂田 一郎 東京大学政策ビジョン研究センター教授
Sakata, Kenji 阪田 憲次 (一社)岡山県コンクリート技術センター理事長
Sakata, Toichi 坂田 東一 (一財)日本宇宙フォーラム理事長
Sakata, Yasushi 坂田 泰史 大阪大学大学院医学系研究科(循環器内科学)教授
Sakuma, Ichiro 佐久間 一郎 東京大学大学院工学系研究科教授
Samura, Hideo 佐村 秀夫 ㈱ＦＳコーポレーション代表取締役社長
Sankai, Yoshiyuki 山海 嘉之 筑波大学サイバニクス研究センター教授･研究統括
Sasaki, Hajime 佐々木 元
Sasaki, Naoya 佐々木 直哉 ㈱日立製作所研究開発グループ技師長
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Sasaki, Yoshiki 佐々木 美樹 日本戦略投資㈱代表取締役
Sasoh, Akihiro 佐宗 章弘 名古屋大学大学院工学研究科(航空宇宙工学専攻)教授
Sato, Hiroyuki 佐藤 裕之 弘前大学大学院理工学研究科研究科長・教授
Sato, Hisayoshi 佐藤 壽芳 東京大学名誉教授
Sato, Kuniaki 佐藤 邦昭 ㈱アルテス顧問
Sato, Masaaki 佐藤 正明 東北大学学際科学フロンティア研究所顧問
Sato, Teiichi 佐藤　禎一 桜美林大学特別招聘教授

Sawa, Yoshiki 澤 芳樹
大阪大学大学院医学系研究科(外科学講座心臓血管外科学)教
授

Sawamoto, Mitsuo 澤本 光男 中部大学総合工学研究所教授

Sawaya, Kunio 澤谷 邦男
東北大学産学連携機構イノベーション戦略推進センター
特任教授

Seki, Minoru 関　 実
千葉大学副学長(研究担当)･大学院工学研究科長･工学部長･工
学研究科(共生応用化学専攻)教授

Sekimura, Naoto 関村 直人 東京大学副研究科長･教授
Sekine, Chizu 関根 千津 住友化学㈱理事
Sekine, Yasuji 関根 泰次 (一財)電力中央研究所名誉特別顧問
Sekitani, Tsuyoshi 関谷　毅 大阪大学産業科学研究所栄誉教授
Senda, Mitsuru 仙田 　満 ㈱環境デザイン研究所会長
Shibata, Heki 柴田   碧 東京大学名誉教授
Shibata, Naoki 柴田 直樹 日機装技研㈱取締役副社長
Shibutani, Yoji 渋谷 陽二 大阪大学大学院工学研究科副理事･教授
Shibuya, Satoru 澁谷 啓 神戸大学大学院工学研究科教授
Shibuya, Yotsugi 渋谷 　嗣 秋田大学大学院理工学研究科教授
Shimazu, Takayuki 嶋津 孝之 広島大学名誉教授
Shimemura, Etsujiro 示村 悦二郎 早稲田大学名誉教授
Shimizu, Motoo 清水 基夫 日本工業大学大学院技術経営研究科教授
Shimizu, Yasuhiro 清水 康博 長崎大学大学院工学研究科教授
Shindo, Yasuhide 進藤 裕英 東北職業能力開発大学校校長
Shinkai, Seiji 新海 征治 九州大学高等研究院特別主幹教授
Shinohara, Hiromichi 篠原 弘道 日本電信電話㈱取締役会長
Shirai Katsuhiko 白井 克彦 早稲田大学名誉顧問Shirai, Katsuhiko 白井 克彦 早稲田大学名誉顧問
Shirai, Toshiaki 白井 俊明 横河電機㈱マーケティング本部シニアアドバイザー
Shiratori, Masaki 白鳥 正樹 横浜国立大学名誉教授

Shiroishi, Yoshihiro 城石 芳博
㈱日立製作所研究開発グループチーフアーキテクト
技術顧問

Shoji, Tetsuo 庄子 哲雄
東北大学未来科学技術共同センターシニアリサーチ
フェロー

Soga, Naohiro 曽我 直弘 京都大学名誉教授
Sogawa, Tetsuomi 寒川 哲臣 日本電信電話㈱先端技術総合研究所所長
Someya, Takao 染谷 隆夫 東京大学教授
Someya, Tsuneo 染谷 常雄 東京大学名誉教授
Sone, Jun'ichi 曽根 純一 国立研究開発法人科学技術振興機構上席フェロー
Sonoda, Yoshimi 園田 佳臣 九州大学工学研究院教授
Souma, Kenichi 相馬 憲一 ㈱日立産機システム研究開発センター長･CTO
Soyama, Hitoshi 祖山　 均 東北大学大学院工学研究科(ファインメカニクス専攻)教授
Sue, Noboru 陶 　昇 高砂熱学工業㈱事業革新本部本部長補佐
Suematsu, Yasuharu 末松 安晴 (公財)高柳記念電子科学技術振興財団理事長
Suga, Hiroaki 菅   裕明 東京大学大学院理学系研究科教授
Sugano, Takuo 菅野 卓雄 東京大学名誉教授
Sugimoto, Noboru 杉本 　旭
Sugita, Kiyoshi 杉田　 清
Sugiyama, Hiromu 杉山 　弘 室蘭工業大学名誉教授
Sugiyama, Masakazu 杉山 正和 東京大学先端科学技術研究センター教授
Sumi, Tetsuya 角 　哲也 京都大学防災研究所水資源環境研究センター教授
Sumita, Kenji 住田 健二 大阪大学名誉教授
Suwa, Motoi 諏訪　 基 国立障害者リハビリテーションセンター研究所顧問
Suzuki, Akinori 鈴木 昭憲 東京農業大学理事(非常勤)
Suzuki, Hiroshi 鈴木   浩 メタエンジニアリング研究所所長
Suzuki, Jun 鈴木 　潤 政策研究大学院大学政策研究科教授
Suzuki, Masatoshi 鈴木 正敏 ㈱ＫＤＤＩ総合研究所主席特別研究員
Suzuki, Norihiro 鈴木 教洋 ㈱日立製作所ＣＴＯ･研究開発グループ長
Suzuki, Soichiro 鈴木　聡一郎 北見工業大学学長
Suzuki, Tomoo 鈴木 朝夫 東京工業大学名誉教授
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Suzuki, Toshio 鈴木 俊夫 東京大学名誉教授
[T]
Tabata, Hideo 田畑 日出男 いであ㈱代表取締役会長
Tabata, Yoneho 田畑 米穂 原子力システム研究懇話会
Tachi, Susumu 舘 　暲 東京大学高齢社会総合研究機構舘研究室名誉教授
Tada, Koji 多田 紘二

Tadano, Shigeru 伹野 　茂
(独)国立高等専門学校機構理事･函館工業高等専門学校
校長

Tadokoro, Satoshi 田所 　諭 東北大学教授
Taira, Asahiko 平 　朝彦 国立研究開発法人海洋研究開発機構理事長
Tajima, Makoto 田島 　眞 実践女子大学学長
Takagi, Toshiyuki 高木 敏行 東北大学流体科学研究所教授
Takahara, Atsushi 高原 　淳 九州大学先導物質化学研究所教授
Takahashi, Atsushi 高橋　 惇 高砂熱学工業㈱技術本部技術研究所非常勤顧問
Takahashi, Hidehito 髙橋 秀仁 昭和電工㈱取締役常務執行役員 戦略企画部管掌

Takahashi, Masayo 髙橋 政代
国立研究開発法人理化学研究所生命機能科学研究センタープロ
ジェクトリーダー

Takahashi, Nobuo 高橋　信夫 北見工業大学学長
Takahashi, Takayuki 高橋 隆行 福島大学教授
Takahashi, Tatsuhiro 高橋 辰宏 山形大学理事特別補佐･工学部長補佐･教授
Takahashi, Yoshikazu 高橋 良和 京都大学教授
Takahasi, Yutaka 高橋   裕 国際連合大学上席学術顧問
Takai, Madoka 高井 まどか 東京大学教授
Takamatsu, Hiroshi 高松　 洋 九州大学副学長･教授
Takara, Kaoru 寶　 馨 京都大学総合生存学館学館長
Takayama, Makoto 高山 　誠 大正大学教授
Takayanagi, Sei-ichi 高柳 誠一
Takeda, Eiji 武田 英次 東京電機大学客員教授
Takeda, Haruo 武田 晴夫 ㈱日立製作所研究開発グループ技師長
Takeda, Hiroshi 武田 　廣 神戸大学学長
Takeda, Kazuya 武田 一哉 名古屋大学情報科学研究科教授
Takeda Yasutsugu 武田 康嗣 日立工機㈱名誉相談役Takeda, Yasutsugu 武田 康嗣 日立工機㈱名誉相談役
Takenami, Yuichiro 武濤 雄一郎 お茶の水女子大学学長特別顧問

Takeuchi, Kazuhiko 武内 和彦
東京大学国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構長･
教授

Takeuchi, Yoshimi 竹内 芳美 中部大学副学長･教授
Takeyasu, Yoshimitsu 武安 義光 (一財)新技術振興渡辺記念会理事長
Takizawa, Hirotsugu 滝澤 博胤 東北大学理事･副学長
Tamaki, Hisashi 玉置 　久 神戸大学大学院システム情報学研究科教授

Tamura, Masamitsu 田村 昌三
横浜国立大学安心･安全の科学研究教育センター
客員教授

Tamura, Yukio 田村 幸雄 東京工芸大学教授
Tanabe, Koji 田辺 孝二 東京工業大学環境･社会理工学院特任教授
Tanaka, Hideo 田中 秀雄 早稲田大学環境総合研究センター招聘研究員
Tanaka, Mami 田中 真美 東北大学大学院医工学研究科教授
Tanaka, Masato 田中 正人 東京大学名誉教授
Tanaka, Takaharu 田中 隆治 星薬科大学学長
Tanaka, Toshihiro 田中 敏宏 大阪大学大学院工学研究科長･工学部長･教授
Tanaka, Tsuneshichi 田中 道七 立命館ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究機構顧問
Taneichi, Takeshi 種市 　健 (公財)日本科学技術振興財団監事

Taniguchi, Eiichi 谷口 栄一
京都大学名誉教授･京都大学学際融合教育研究推進センターレ
ジリエンス実践ユニット

Taniguchi, Isao 谷口 　功 (独)国立高等専門学校機構理事長
Tarucha, Seigo 樽茶 清悟 東京大学大学院工学系研究科教授
Tatsumi, Takashi 辰巳 　敬 (独)製品評価技術基盤機構理事長
Teranishi, Nobukazu 寺西 信一 兵庫県立大学特任教授
Toda, Iwao 戸田   巌 高千穂交易㈱顧問
Tomita, Tatsuo 富田 達夫 (独)情報処理推進機構理事長
Tomita, Yoshihiro 冨田 佳宏 神戸大学名誉教授

Tomiura, Azusa 冨浦   梓
国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発セン
ター研究開発成果実装支援プログラムPO

Tomiyama, Akio 冨山 明男 神戸大学大学院工学研究科長･教授
Tomono, Hiroshi 友野 　宏 新日鐵住金㈱代表取締役副会長
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Tomota, Yo 友田　 陽
国立研究開発法人物質･材料研究機構元素戦略材料センター構
造材料ユニットＮＩＭＳ特別研究員

Torii, Hiroyuki 鳥井 弘之
Torii, Kunio 鳥居 邦夫 ㈱鳥居食情報調節研究所代表取締役
Toriizuka, Takashi 鳥居塚 崇 日本大学生産工学部教授
Toyoda, Shoichiro 豊田 章一郎 トヨタ自動車㈱名誉会長
Toyotama, Hideki 豊玉 英樹 ㈱ナカニシ常勤監査役
Tozaki, Yasuyuki 戸﨑 泰之 新日鐵住金㈱常任顧問

Tsuchiya, Koichi 土谷 浩一
国立研究開発法人物質･材料研究機構元素戦略材料センターセ
ンター長

Tsuda, Yasuhisa 津田 靖久
Tsuge, Ayao 柘植 綾夫 (公社)日本工学会顧問
Tsuji, Atsuko 辻 　篤子 名古屋大学特任教授
Tsuji, Yoshiko 辻　佳子 東京大学環境安全研究センター教授
Tsujii, Shigeo 辻井 重男 中央大学研究開発機構教授
Tsujiuchi, Jumpei 辻内 順平 東京工業大学名誉教授
Tsukahara, Kenichi 塚原 健一 九州大学大学院工学研究院教授
Tsukahara, Yasunori 塚原 保徳 マイクロ波化学㈱取締役ＣＳＯ

Tsukamoto, Hiroshi 塚本 　寛
(公財)北九州産業学術推進機構産学連携
シニアアドバイザー

Tsukihashi, Fumitaka 月橋 文孝 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

Tsumoto, Kouhei 津本　浩平
東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング
専攻教授

Tsunoyama, Shigeaki 角山 茂章 福島県環境創造センター所長
Tsutsui, Yasukata 筒井 康賢 兼松エンジニアリング㈱社外監査役
Tsutsumi, Kazuhiko 堤　 和彦 三菱電機㈱顧問
Tsuzuki, Koichi 都築 浩一 ㈱日立製作所産業･水業務統括本部ＣＴＯ
[U]
Uchida, Moriya 内田 盛也 ㈱モリエイ代表取締役会長
Uchida, Tatsuo 内田 龍男 (独)国立高等専門学校機構顧問
Uchiyama, Kunio 内山 邦男 ㈱日立製作所研究開発グループ技術顧問
Uchiyama Masaru 内山 勝 (公財)みやぎ産業振興機構テクニカルアドバイザーUchiyama, Masaru 内山 　勝 (公財)みやぎ産業振興機構テクニカルアドバイザ
Uchiyamada, Takeshi 内山田 竹志 トヨタ自動車㈱取締役会長
Ueda, Shinjirou 上田 新次郎 信州大学アクア･イノベーション拠点特任教授
Ueda, Tamon 上田　多門 北海道大学大学院工学研究院教授
Ueda, Teruhisa 上田 輝久 ㈱島津製作所代表取締役 社長
Uematsu, Yasushi 植松 　康 東北大学大学院工学研究科教授
Ueno, Haruki 上野 晴樹 情報･システム研究機構国立情報学研究所名誉教授
Ueno, Hiroshi 上野 　博
Uesaka, Mitsuru 上坂 　充 東京大学大学院工学系研究科教授
Ukai, Hiroyuki 鵜飼 裕之 名古屋工業大学学長
Ushijima, Kazuo 牛島 和夫 福岡市顧問(ＩＴ戦略担当)非常勤
Usuda, Seijiro 臼田 誠次郎
Usui, Shiro 臼井 支朗 豊橋技術科学大学名誉教授
Utaka, Yoshio 宇高 義郎 天津大学教授
Utida, Yositika 内田 祥哉 金澤美術工芸大学客員教授

Uto, Shotaro 宇都 正太郎
国立研究開発法人海上･港湾･航空技術研究所海上技術安全研
究所理事･海上技術安全研究所長

[W]
Wada, Hiroshi 和田 　仁 東北文化学園大学科学技術学部教授
Wada, Motoi 和田 　元 同志社大学大学院理工学研究科教授
Wang, Shuoyu 王　碩玉 高知工科大学システム工学群(ロボット工学専攻)教授
Watanabe O. Miyoko 渡辺 美代子 国立研究開発法人科学技術振興機構副理事
Watanabe, Hisatsune 渡辺 久恒 知的財産高等裁判所専門委員

Watanabe, Tadao 渡邊 忠雄
中国(瀋陽)東北大学材料異方性集合組織研究所(重点実験室)名
誉客員教授

[Y]
Yaegashi, Takehisa 八重樫 武久 ㈱コーディア代表取締役社長
Yagawa, Genki 矢川 元基 (公財)原子力安全研究協会理事長
Yagi, Takashi 八木 　隆 敷島スターチ㈱代表取締役社長
Yagi, Yasushi 八木 康史 大阪大学理事･副学長
Yamada, Ichiro 山田 一郎 東京大学名誉教授
Yamada, Ikuo 山田 郁夫
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Yamada, Koichi 山田 興一 国立研究開発法人科学技術振興機構低炭素社会戦略センター
副センター長

Yamada, Mamoru 山田　 守 山口大学農学部教授
Yamada, Muneyoshi 山田 宗慶 東北生活文化大学･東北生活文化大学短期大学部学長
Yamada, Sunao 山田　 淳 (公財)九州先端科学技術研究所所長
Yamaguchi, Eiichi 山口 栄一 京都大学大学院教授
Yamaguchi, Fujio 山口 富士夫 早稲田大学名誉教授
Yamaguchi, Hiroki 山口 宏樹 埼玉大学学長
Yamaguchi, Hiroshi 山口 博司 同志社大学大学院工学研究科(機械工学専攻)教授
Yamaguchi, Shu 山口　 周 東京大学教授
Yamaguchi, Umetaro 山口 梅太郎 東京大学名誉教授
Yamaji, Kenji 山地 憲治 (公財)地球環境産業技術研究機構理事･研究所長

Yamamoto, Hisashi 山本　 尚
中部大学分子性触媒研究センター長･総合工学研究所長
教授

Yamamoto, Kohei 山本 貢平 (一財)小林理学研究所常務理事･所長
Yamamoto, Satoru 山本 　悟 東北大学大学院情報科学研究科教授

Yamamoto, Yoshihisa 山本 喜久
国立研究開発法人科学技術振興機構ImPACTプログラム
マネージャー

Yamamoto, Yoshiyuki 山本 善之 東京大学名誉教授
Yamasaki, Hiro 山﨑 弘郎 東京大学名誉教授
Yamashita, Ichiro 山下 一郎 大阪大学大学院工学研究科特任教授
Yamashita, Toshio 山下 利夫 東電設計㈱顧問
Yamauchi, Masaya 山内 正彌

Yamawaki, Michio 山脇 道夫
(一社)日本原子力産業協会原子力システム
研究懇話会運営委員長

Yamazaki, Koetsu 山崎 光悦 金沢大学長
Yano, Kazuo 矢野 和男 ㈱日立製作所フェロー
Yashima, Atsushi 八嶋 　厚 岐阜大学工学部教授
Yashiro, Tomonari 野城 智也 東京大学生産技術研究所教授
Yasuda, Hiroshi 安田 　浩 東京電機大学学長
Yasuda, Takami 安田 孝美 名古屋大学教授
Yasuda Yasuhiko 安田 靖彦 東京大学名誉教授Yasuda, Yasuhiko 安田 靖彦 東京大学名誉教授
Yasui, Masato 安井 正人 慶應義塾大学医学部薬理学教室教授

Yasunaga, Yuko 安永 裕幸
国際連合工業開発機関東京投資･技術移転促進事務所
所長

Yasuura, Hiroto 安浦 寛人 九州大学理事･副学長
Yoda, Naoya 依田 直也 ㈱イノベーション経営研究所代表取締役社長
Yoda, Teruhiko 依田 照彦 早稲田大学名誉教授
Yohda, Masafumi 養王田 正文 東京農工大学教授
Yokoyama, Akihiko 横山 明彦 東京大学教授
Yokoyama, Naoki 横山 直樹 ㈱富士通研究所名誉フェロー
Yorizane, Masahiro 頼實 正弘 広島大学名誉教授
Yoshida, Makoto 吉田   眞 東京大学国際工学教育推進機構

Yoshida, Toyonobu 吉田 豊信
国立研究開発法人科学技術振興機構イノベーション拠点推進部
ＳＩＰ「革新的構造材料」シニアフェロー

Yoshida, Zen-ichi 吉田 善一 近畿大学教授
Yoshikai, Masanori 吉海 正憲
Yoshikawa, Hiroyuki 吉川 弘之 国立研究開発法人科学技術振興機構上席フェロー

Yoshimura, Kenji 吉村 健志 国立研究開発法人海上･港湾･航空技術研究所海上技術安全研
究所主任研究員

Yoshimura, Noboru 吉村 　昇 東北公益文科大学学長
Yoshimura, Shinobu 吉村 　忍 東京大学副学長･教授
Yoshino, Hiroshi 吉野　博 東北大学名誉教授
Yotsuyanagi, Takao 四ツ柳 隆夫 東北大学名誉教授
Yugami, Hiroo 湯上 浩雄 東北大学大学院工学研究科副研究科長･教授
Yuki, Akio 結城 章夫 国立研究開発法人科学技術振興機構上席フェロー

Yumoto, Noboru 湯元 　昇
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
特任部長
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