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氏名 現職名 委員会名
相川 直樹 慶應義塾大学名誉教授 臨床医学
相澤 益男 内閣府総合科学技術会議議員 化学
相澤 好治 北里研究所常任理事、北里大学副学長･医学部教授 健康・生活科学
相磯 秀夫 東京工科大学理事 情報学
會田 勝美 (独)日本学術振興会監事(常勤) 食料科学
青木 正敏 東京農工大学大学院農学研究院教授 農学
青木 昌彦 スタンフォード大学名誉教授 経済学
青笹 克之 大阪大学医学系研究科教授、日本病理学会理事長 基礎医学
青山 安宏 同志社大学理工学部機能分子･生命化学科教授 化学
赤澤 威 高知工科大学総合研究所教授 統合生物学
赤平 昌文 筑波大学理事･副学長 数理科学
赤堀 文昭 昭和大学客員教授 食料科学
秋光 純 青山学院大学理工学部教授 物理学
秋山 元秀 滋賀大学教授教育学部 地域研究
浅井 滋生 (財)科学技術振興機構ＪＳＴイノベーションプラザ東海館長 材料工学
浅岡 顕 (財)地震予知総合研究振興会地震防災調査研究部副首席主任研究員 土木工学・建築学
浅香 正博 北海道大学大学院医学研究科消化器内科教授 臨床医学
浅野 茂隆 早稲田大学先端科学健康医療融合研究機構機構長･理工学術院教授、東京大学名誉教授 臨床医学
芦田 讓 NPO法人環境･エネルギー･農林業ネットワーク理事長 総合工学
足立 幸男 関西大学政策創造学部教授 政治学
足立 芳寛 東京大学大学院工学系研究科 マテリアル工学専攻特任教授 材料工学
阿藤 誠 早稲田大学人間科学学術院特任教授 社会学
跡見 裕 杏林大学学長 臨床医学
跡見 順子 東京大学名誉教授、東京大学アイソトープ総合センター特任研究員 健康・生活科学
安仁屋 政武 筑波大学名誉教授 地球惑星科学
安仁屋 洋子 琉球大学医学部保健学科教授 基礎医学
安部 明廣 東京工業大学名誉教授 化学
阿部 啓子 東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授 農学
阿部 博之 東北大学名誉教授、(独)科学技術振興機構顧問 機械工学
天児  慧 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 地域研究
天野 郁夫 東京大学名誉教授 心理学・教育学
天野 正子 東京家政学院大学学長 社会学
新井 邦夫 (独)産業技術総合研究所招聘研究員、連携研究体長 化学
新井 民夫 東京大学大学院工学系研究科 精密機械工学専攻教授 総合工学
荒木 信幸 静岡理工科大学学長 機械工学
有川 節夫 九州大学総長 情報学
有信 睦弘 東京大学監事 機械工学
有馬 朗人 科学技術館館長 物理学
有馬 孝禮 宮崎県木材利用技術センター所長 食料科学
有本 章 比治山大学高等教育研究所長･教授 心理学・教育学
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安藤 譲二 獨協医科大学特任教授 基礎医学
安藤 恒也 東京工業大学教授 物理学
安樂 泰宏 東京大学名誉教授 基礎医学
伊井 春樹 (財)逸翁美術館長 言語・文学
飯島 澄男 名城大学大学院理工学研究科教授 材料工学
飯高 茂 学習院大学理学部教授 数理科学
飯吉 厚夫 中部大学総長 総合工学
五十嵐 武士 桜美林大学大学院国際学研究科教授 政治学
井口 雅一 東京大学名誉教授 機械工学
池内 了 総合研究大学院大学理事 物理学
池上 幸江 大妻女子大学名誉教授、国立健康･栄養研究所名誉所員 健康・生活科学
池田 雅夫 大阪大学特任教授 総合工学
池田 康夫 早稲田大学理工学術院先進理工学研究科教授(生命医科学科専攻) 臨床医学
池端 雪浦 東京外国語大学名誉教授 史学
石 弘之 東京農業大学教授 環境学
石井 健一郎 名古屋大学大学院情報科学研究科教授 情報学
石垣 和子 千葉県保健医療大学健康科学部教授･学部長 健康・生活科学
石川 憲一 金沢工業大学学長･教授 機械工学
石毛 光雄 (独)農業生物資源研究所理事長 農学
石田 英之 大阪大学特任教授、(前東レリサーチセンター代表取締役副社長) 化学
石田 寛人 東京大学客員教授 総合工学
石田 眞 早稲田大学大学院法務研究科教授 法学
石田 瑞穂 (独)海洋研究開発機構特任上席研究員 地球惑星科学
石谷 炯 (財)神奈川科学技術アカデミー研究顧問 化学
石原 正泰 (独)理化学研究所仁科加速器研究センター特別顧問 物理学
石渡 信一 早稲田大学理工学術院物理学科教授 統合生物学
和泉 徹 北里大学医学部長･循環器内科学教授 臨床医学
礒野 弥生 東京経済大学現代法学部教授 法学
磯部 力 國學院大學法科大学院教授 法学
磯部 稔 名古屋大学名誉教授 化学
板垣 雄三 東京大学名誉教授 地域研究
板谷 謹悟 ＷＰＩ反応化学棟教授 化学
一井 眞比古 香川大学学長 農学
市川 昌和 東京大学大学院工学系研究科特任教授 総合工学
井筒 雅之 東京工業大学大学院総合理工学研究科特任教授 電気電子工学
逸身 喜一郎 東京大学名誉教授 言語・文学
伊藤 厚子 お茶の水女子大学名誉教授、(独)理化学研究所研究嘱託 物理学
伊藤 貞夫 日本学士院会員 史学
伊藤 卓 横浜国立大学名誉教授 化学
伊藤 達雄 名古屋産業大学名誉学長･特任教授 地域研究
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井藤 英喜 東京都健康長寿医療センター長 臨床医学
伊藤 操子 マイクロフォレストリサーチ株式会社取締役 食料科学
稲垣 康善 豊橋技術科学大学理事･副学長 情報学
乾 賢一 京都薬科大学学長 薬学
犬竹 正明 東北大学電気通信研究所客員教授 物理学
井上 明久 東北大学総長 材料工学
井上 元 総合地球環境学研究所教授 環境学
井上 孝太郎 (独)科学技術振興機構 上席フェロー 機械工学
井上 俊 大阪大学名誉教授、関西大学客員教授 社会学
井上 俊英 東レ株式会社常任理事･化成品研究所担当･先端材料研究所長 化学
井上 晴夫 首都大学東京 戦略研究センター教授 化学
井上 英夫 金沢大学大学院人間社会環境研究科教授 法学
井上 博允 東京大学名誉教授、(独)産業技術総合研究所デジタルヒューマン工学研究センター顧問 機械工学
井上 正康 大阪市立大学大学院医学研究科分子病態学教授 基礎医学
井端 泰彦 京都府特別参与 基礎医学
井原 理代 香川大学名誉教授 経営学
伊福部 達 東京大学先端科学技術研究センター教授 電気電子工学
井部 俊子 聖路加看護大学学長･教授 健康・生活科学
今井 憲一 日本原子力研究開発機構グループリーダー 物理学
今野 浩一郎 学習院大学教授 経営学
今脇 資郎 海洋研究開発機構理事 地球惑星科学
伊豫谷 登士翁 一橋大学大学院社会学研究科教授 社会学
入江 正浩 立教大学特任教授 化学
岩井 宜子 専修大学大学院法務研究科教授 法学
岩城 見一 （無職） 哲学
岩熊 敏夫 函館工業高等専門学校校長 統合生物学
岩田 穆 株式会社エイアールテック代表取締役社長 電気電子工学
岩槻 邦男 東京大学名誉教授、兵庫県立人と自然の博物館館長(非常勤嘱託) 基礎生物学
岩見 和彦 関西大学社会学部教授 心理学・教育学
岩村 和夫 東京都市大学大学院教授 土木工学・建築学
岩村 秀 日本大学理工学研究所教授(客員) 化学
岩元 睦夫 (社)農林水産先端技術産業振興センター理事長 食料科学
植嶌 陸男 大阪府立大学客員教授 化学
上田 完次 (独)産業技術総合研究所理事 総合工学
植田 憲一 電気通信大学レーザー新世代研究センター長･教授 物理学
上田 龍三 名古屋市立大学顧問･医学研究科特任教授、名古屋市病院局長 臨床医学
上谷 宏二 京都大学大学院工学研究科教授 土木工学・建築学
上野 民夫 京都大学名誉教授 食料科学
植松 宏 東京医科歯科大学大学院教授 歯学
上村 達男 早稲田大学法学部･大学院法務研究科教授 法学
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魚崎 浩平 (独)物質･材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス拠点主任研究者 化学
魚本 健人 (独)土木研究所理事長 土木工学・建築学
牛尾  誠夫 鉄鋼学園産業技術短期大学学長 材料工学
潮木 守一 名古屋大学名誉教授 心理学・教育学
潮田 資勝 (独)物質･材料研究機構理事長 物理学
牛島 和夫 福岡市顧問(非常勤) 情報学
内田 健康 早稲田大学理工学術院教授 総合工学
内永 ゆか子 ベネッセコーポレーション取締役副会長 情報学
内山 巖雄 京都大学名誉教授 健康・生活科学
内山 隆 株式会社富士通研究所顧問 電気電子工学
内山 安男 順天堂大学教授 基礎医学
宇都木 伸 (無職) 法学
内海 英雄 (独)医薬品医療機器総合機構理事･審査センター長 薬学
馬越 徹 桜美林大学教授 心理学・教育学
梅澤 喜夫 東京大学名誉教授、武蔵野大学客員教授 化学
梅田 幹雄 京都大学特任教授、キャリアサポートセンター・シニアディレクター、京都大学名誉教授 農学
浦川 道太郎 早稲田大学法学学術院教授 法学
浦野 紘平 横浜国立大学大学院特任教授･名誉教授 環境学
上野 善道 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立国語研究所客員教授 言語・文学
江口 研二 帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科教授 臨床医学
江崎 玲於奈 茨城県科学技術振興財団理事長 物理学
江刺 正喜 東北大学工学部教授 電気電子工学
江澤 郁子 日本女子大学名誉教授 健康・生活科学
江島 義道 京都工芸繊維大学学長 心理学・教育学
絵所 秀紀 法政大学経済学部教授 経済学
江藤 文夫 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局長 臨床医学
榎並 和雅 (独)情報通信研究機構(NICT)研究センター理事 電気電子工学
江原 武一 立命館大学教育開発推進機構教授 心理学・教育学
惠比須 繁之 大阪大学大学院歯学研究科教授 歯学
遠藤 實 埼玉医科大学相談役 基礎医学
遠藤  政夫 山形大学名誉教授 基礎医学
遠藤 真広 九州国際重粒子線がん治療センター技術統括監 基礎医学
尾池 和夫 (財)国際高等研究所所長 地球惑星科学
尾浦 憲治郎 大阪大学特任教授 総合工学
大石 道夫 かずさDNA研究所所長･理事長 基礎生物学
大熊 繁 名古屋大学大学院工学研究科電子情報システム専攻教授 電気電子工学
大島  伸一 (独)国立長寿医療研究センター総長 臨床医学
大隅 良典 東京工業大学統合研究院先進研究機構特任教授 基礎生物学
大園 成夫 東京電機大学未来科学部学部長･教授 機械工学
太田 隆夫 京都大学大学院理学研究科教授 物理学
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太田 猛彦 東京大学名誉教授 食料科学
太田 博明 国際医療福祉大学教授、山王メディカルセンター女性医療センター長 臨床医学
大津 展之 (独)産業技術総合研究所フェロー 情報学
大塚 柳太郎 (財)自然環境研究センター理事長 環境学
大槻 磐男 東京慈恵会医科大学客員教授(細胞生理学教室) 基礎医学
大築 立志 東京大学大学院総合文化研究科名誉教授 健康・生活科学
大泊 巌 早稲田大学名誉教授 電気電子工学
大西 隆 東京大学大学院工学系研究科 都市工学専攻教授 土木工学・建築学
大西 武雄 奈良県立医科大学医学部放射線腫瘍医学講座特任教授 基礎医学
大野 公一 (財)豊田理化学研究所フェロー 化学
大庭 健 専修大学文学部教授 哲学
大橋 謙策 日本社会事業大学元学長 社会学
大橋 秀雄 工学院大学理事長 機械工学
大橋 裕二 いばらき量子ビーム研究センター コーディネーター 化学
大橋 良介 ケルン大学フェロー教授 哲学
大濱 宏文 日本健康食品規格協会理事長 基礎生物学
大平 充宣 大阪大学医学系研究科教授 健康・生活科学
大部 一夫 ライオン株式会社顧問 化学
大峯 巖 分子科学研究所所長 化学
大谷 啓一 東京医科歯科大学医歯学総合研究科 硬組織薬理学分野教授 歯学
岡崎 正之 広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授 歯学
岡田 知雄 日本大学小児科教授 臨床医学
岡田 尚武 北海道大学理事･副学長 地球惑星科学
岡田 泰伸 自然科学研究機構生理学研究所所長、自然科学研究機構理事･副機構長 基礎医学
岡田 義光 防災科学技術研究所理事長 地球惑星科学
岡畑 恵雄 東京工業大学大学院生命理工学研究科教授･評議員 化学
岡部 信彦 感染症情報センター長 基礎医学
岡村 甫 高知工科大学理事長 土木工学・建築学
岡本 和夫 (独)大学評価･学位授与機構理事 数理科学
岡本 佳男 名古屋大学特別招へい教授 化学
小川 彰 岩手医科大学学長 臨床医学
小川 聡 国際医療福祉大学三田病院病院長 臨床医学
小川 誠二 東北福祉大学特任教授 基礎医学
小川 全夫 熊本学園大学社会福祉学部教授 社会学
小川 智子 岩手看護短期大学副学長教授 基礎生物学
小川 智也 (独)理化学研究所 和光研究所長 農学
小川 直宏 日本大学経済学部教授･大学院総合科学研究科教授･人口研究所所長 経済学
小川 眞里子 三重大学学長補佐(女性研究者支援担当)･人文学部教授 史学
沖田 富美子 (無職) 健康・生活科学
荻野 博 放送大学副学長 化学
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沖村 孝 神戸大学名誉教授、(財)建設工学研究所常務理事 土木工学・建築学
奥田 克爾 東京医科歯科大学名誉教授 歯学
奥田 昌道 京都大学名誉教授、日本学士院会員 法学
小口 幸成 神奈川工科大学名誉教授 機械工学
奥野 員敏 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 農学
奥野 正寛 流通経済大学経済学部教授 経済学
奥林 康司 摂南大学経営学部教授･副学長 経営学
小久見 善八 京都大学産官学連携センター特任教授 化学
奥村  直樹 内閣府総合科学技術会議 議員 材料工学
奥山 明彦 社会福祉法人石井記念愛染園附属 愛染橋病院長 臨床医学
奥脇 直也 明治大学大学院法務研究科教授 法学
小此木 政夫 慶應義塾大学法学部教授 地域研究
長村 義之 国際医療福祉大学病理診断センター長、国際医療福祉大学大学院教授 基礎医学
尾島 俊雄 早稲田大学名誉教授 土木工学・建築学
尾嶋 正治 東京大学大学院工学系研究科教授 化学
小田 忠雄 東北大学名誉教授 数理科学
小田 豊 東京歯科大学教授 歯学
尾髙 煌之助 経済産業研究所編纂主幹 経済学
小谷 俊介 東京大学名誉教授 土木工学・建築学
落合 英俊 九州大学理事･副学長 土木工学・建築学
尾鍋 研太郎 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 総合工学
小貫 明 京都大学教授 物理学
小野 晃 (独)産業技術総合研究所副理事長 総合工学
小野 公二 京都大学原子炉実験所教授、附属粒子線腫瘍学研究センター長 基礎医学
小野 徹郎 椙山女学園大学生活科学部生活環境デザイン学科教授 土木工学・建築学
小野 有五 北海道大学大学院地球環境科学研究院教授 環境学
小野江 和則 東胆振ケアセンター施設長、北海道大学名誉教授 基礎医学
小幡 裕一 (独)理化学研究所 筑波研究所所長･バイオリソースセンター長 基礎生物学
小柳 義夫 工学院大学情報学部教授･学部長 情報学
折茂  肇 学校法人富士修紅学院健康科学大学学長 臨床医学
戒能 通厚 早稲田大学名誉教授、名古屋大学名誉教授 法学
加我 君孝 東京大学名誉教授、東京医療センター臨床研究センター名誉センター長 臨床医学
垣本 由紀子 日本ヒューマンファクター研究所顧問、安全人間工学研究室長 総合工学
角五 正弘 (株)岩田商会監査役･顧問 材料工学
覚道 健治 大阪歯科大学附属病院長･教授 歯学
筧 捷彦 早稲田大学理工学術院教授 情報学
加護野 忠男 神戸大学経営学大学院教授 経営学
笠見 昭信 株式会社東芝 社友 電気電子工学
梶村 皓二 (財)機械振興協会副会長･技術研究所所長 物理学
梶谷 文彦 川崎医療福祉大学副学長 基礎医学
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梶山 千里 (独)日本学生支援機構理事長 化学
柏木 孝夫 東京工業大学統合研究院教授 総合工学
春日 雅人 (独)国立国際医療研究センター研究所長 臨床医学
片岡 一忠 高知学園短期大学学長 史学
片山 卓也 北陸先端科学技術大学院大学学長 情報学
勝木 元也 日本学術振興会 学術システム研究センター副所長 基礎生物学
勝又 義直 名古屋医専校長 基礎医学
桂 紹隆 龍谷大学文学部教授 哲学
桂井 誠 放送大学東京文京学習センター所長 電気電子工学
加藤 隆子 自然科学研究機構核融合科学研究所名誉教授 物理学
加藤 尚武 鳥取環境大学大学院環境情報学研究科客員教授 哲学
加藤 紘 山口大学名誉教授 臨床医学
加藤 雅信 上智大学法学部教授、アンダーソン毛利･友常法律事務所弁護士 法学
加藤 雅啓 国立科学博物館植物研究部長 基礎生物学
加藤 泰建 埼玉大学理事･副学長 地域研究
金井 幸雄 筑波大学教育推進部特任教授 食料科学
金井 淑子 立正大学文学部哲学科教授 哲学
金川 克子 神戸市看護大学学長 健康・生活科学
金澤 浩 大阪大学大学院理学研究科教授 基礎生物学
金子 讓 東京歯科大学学長 歯学
蒲島 郁夫 熊本県知事 政治学
釜江 常好 Stanford University, SLAC Professor 物理学
鎌田 壽彦 ヤマザキ学園大学動物看護学部動物看護学科教授 食料科学
上出 洋介 名古屋大学名誉教授 地球惑星科学
神長 百合子 専修大学法学部教授 法学
上野川 修一 日本大学生物資源科学部教授 健康・生活科学
鴨下 重彦 (財)小児医学研究振興財団理事長 臨床医学
茅 幸二 次世代スーパーコンピュータ開発実施本部副本部長 化学
辛島 昇 東京大学名誉教授、大正大学名誉教授 史学
川合 康三 京都大学文学部教授 言語・文学
川合 知二 大阪大学産業科学研究所特任教授(常勤) 化学
川上 潤三 (株)日立製作所顧問 電気電子工学
川口 春馬 神奈川大学特任教授 化学
川嵜 敏祐 立命館大学客員教授･糖鎖工学研究センタ―長 薬学
河田 惠昭 関西大学社会安全学部理事、学部長、教授 情報学
河内 正夫 NTTエレクトロニクス株式会社技術顧問(NELフェロー) 電気電子工学
寒川 賢冶 (独)国立循環器病研究センター理事･研究所長 基礎医学
木内 学 東京大学名誉教授、木内研究室代表、帝京大学非常勤講師 機械工学
木口 憲爾 信州大学名誉教授 食料科学
岸本 健雄 東京工業大学大学院生命理工学研究科教授 基礎生物学
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喜田 宏 北海道大学大学院獣医学研究科教授･人獣共通感染症リサーチセンター長 食料科学
北 泰行 立命館大学薬学部学部長 薬学
北岡 伸一 東京大学大学院法学政治学研究科教授 政治学
北田  正弘 東京芸術大学名誉教授 材料工学
木谷 収 東京大学名誉教授、バイオマスシステム研究所代表 農学
北原 和夫 国際基督教大学教授 物理学
北脇 信彦 筑波大学特任教授･名誉教授 情報学
鬼頭 宏 上智大学経済学部教授 経済学
木畑 洋一 成城大学法学部教授 史学
宜保 清一 放送大学沖縄学習センター所長、琉球大学名誉教授 食料科学
君島 和彦 ソウル大学校師範大学教授 史学
木村 逸郎 大阪科学技術センター顧問、京都大学名誉教授 総合工学
木村 榮一 神戸市外国語大学学長 言語・文学
木村 清孝 鶴見大学学長 哲学
木村 茂行 (社)未踏科学技術協会理事長 材料工学
木村 忠正 電気通信大学名誉教授 電気電子工学
木村 孟 文部科学省顧問 土木工学・建築学
木村 英紀 (独)理化学研究所 BSI-トヨタ連携センター長 総合工学
木村 眞人 名古屋大学大学院教授 食料科学
木村 良晴 京都工芸繊維大学教授、繊維科学センター長 化学
木本 忠昭 東京工業大学名誉教授 史学
京極 髙宣 社会福祉法人浴風会理事長･評議員 経済学
清川 雪彦 東京国際大学経済学部教授 経済学
金田 章裕 大学共同機関法人 人間文化研究機構機構長 地域研究
草間 朋子 大分県立看護科学大学学長 健康・生活科学
鯨岡 峻 京都大学大学院人間･環境学研究科教授 心理学・教育学
久城 育夫 東京大学名誉教授 地球惑星科学
楠田 哲也 北九州市立大学国際環境工学部教授 環境学
葛原 茂樹 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療福祉学科特任教授 臨床医学
楠原 征治 新潟大学名誉教授、公益社団法人新潟県獣医師会会長理事 農学
工藤 翔二 公益財団法人結核予防会複十字病院院長、日本医科大学名誉教授 臨床医学
國島 正彦 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系国際協力学専攻教授 総合工学
久保 千春 九州大学病院病院長 臨床医学
久保田 弘敏 帝京大学大学院理工学研究科長 総合工学
熊谷 英彦 石川県立大学教授 統合生物学
久米 均 公益財団法人日本適合性認定協会理事長 総合工学
倉沢 愛子 慶應義塾大学経済学部教授 地域研究
倉田 毅 富山県衛生研究所 基礎医学
蔵本 由紀 京都大学名誉教授 物理学
栗林 忠男 慶應義塾大学名誉教授 法学
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栗原 敏 細胞生理学講座教授･学長 基礎医学
黒川 清 政策研究大学院大学教授 臨床医学
黒田 昌裕 東北公益文科大学学長 経済学
黒田 洋一郎 (財)東京都医学研究機構神経科学総合研究所客員研究員 基礎医学
下條 文武 新潟大学学長 臨床医学
小池 隆夫 北海道大学大学院医学研究科教授 臨床医学
小泉 英明 (株)日立製作所 基礎研究所フェロー 総合工学
小出 五郎 日本科学技術ジャーナリスト会議理事 健康・生活科学
鯉沼 秀臣 東大新領域創成科学研究科客員教授 化学
郷 信広 (独)理化学研究所播磨研究所上級研究員 基礎生物学
高阪 章 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 経済学
高坂 新一 国立精神･神経医療研究センター神経研究所所長 基礎医学
高阪 宏行 日本大学文理学部教授 地域研究
合志 陽一 筑波大学監事 環境学
厚東 洋輔 関西学院大学社会学部教授 社会学
河野 通方 (独)大学評価･学位授与機構評価研究部長･教授 機械工学
神江 伸介 香川大学法学部教授 政治学
郡 健二郎 名古屋市立大学大学院医学研究科教授(腎･泌尿器科学分野) 臨床医学
小久保 正 中部大学生命健康科学部教授 材料工学
古在 豊樹 千葉大学環境健康フィールド科学センター客員教授 農学
小澤 紀美子 東海大学特任教授 土木工学・建築学
小柴 昌俊 東京大学特別栄誉教授 物理学
小柴 正則 北海道大学大学院情報科学研究科教授 電気電子工学
小嶋 勝衛 一般財団法人建築･まちづくり協力研究所代表理事 土木工学・建築学
児玉 浩子 帝京大学教授 臨床医学
小玉 祐一郎 神戸芸術工科大学教授 土木工学・建築学
小寺 良尚 愛知医科大学医学部教授 臨床医学
後藤 晃 公正取引委員会 委員 経済学
小西 貞則 中央大学理工学部教授 数理科学
小西 美智子 岐阜県立看護大学理事長･学長 健康・生活科学
小西 行郎 同志社大学大学院心理学研究科赤ちゃん学研究センター教授 心理学・教育学
古野 純典 九州大学大学院教授 基礎医学
小畑 秀文 東京農工大学学長 電気電子工学
小林 昭子 日本大学文理学部化学科教授 化学
小林 紘一 慶應義塾大学医学部教授 臨床医学
小林 功郎 東京工業大学名誉教授 電気電子工学
小林 重敬 東京都市大学都市生活学部教授 土木工学・建築学
小林 俊一 秋田県立大学学長･理事長 物理学
小林 猛 中部大学応用生物学部教授 化学
小松 紘一 福井工業大学教授 化学
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小松 利光 九州大学大学院教授 土木工学・建築学
小宮山 宏 株式会社三菱総合研究所理事長、東京大学総長顧問 総合工学
小森 光夫 千葉大学名誉教授 法学
小森田 秋夫 神奈川大学法学部教授 法学
小柳 光正 東北大学未来科学技術共同研究センター教授 電気電子工学
小谷部 育子 日本女子大学教授 土木工学・建築学
小山 勝二 京都大学名誉教授 物理学
小山 貞夫 東北大学名誉教授 法学
近藤 一成 早稲田大学文学学術院教授 史学
近藤 孝男 名古屋大学理学研究科生命理学専攻教授･高等研究院長 基礎生物学
近藤 寿人 大阪大学大学院生命機能研究科教授 基礎生物学
近藤 隆一郎 九州大学大学院農学研究院教授 食料科学
三枝 正彦 豊橋技術科学大学先端農業･バイオリサーチセンター特任教授 食料科学
斎藤 修 一橋大学名誉教授 経済学
斎藤 清機 放送大学岡山学習センター所長 化学
齊藤 毅憲 関東学院大学教授、横浜市立大学特別契約教授 経営学
齋藤 康 千葉大学学長 臨床医学
斎藤 靖二 神奈川県立生命の星･地球博物館館長 地球惑星科学
齊藤 泰弘 京都大学文学研究科教授 言語・文学
佐伯 浩 北海道大学総長 土木工学・建築学
酒井 英行 理化学研究所仁科加速器研究センター共用促進･産業連携部部長 物理学
酒井 善則 東京工業大学教授 情報学
榮原 永遠男 大阪市立大学名誉教授･特任教授 史学
坂神 洋次 名古屋大学大学院生命農学研究科教授 農学
坂本 穆彦 杏林大学医学部病理学講座教授 臨床医学
桜井 由躬雄 東京大学名誉教授 地域研究
笹尾 彰 東京農工大学理事･副学長 農学
笹尾 登 岡山大学極限量子研究コア教授 物理学
笹川 千尋 東京大学教授 基礎医学
佐々木 健一 日本大学教授 哲学
佐々木 公明 尚絅学院大学学長 経済学
佐々木 成 東京医科歯科大学理事･副学長･腎臓内科教授 臨床医学
佐々木 卓治 (独)農業生物資源研究所理事 基礎生物学
佐々木 毅 学習院大学法学部政治学科教授 政治学
佐々木 武 神戸大学名誉教授 数理科学
佐々木 伸雄 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 食料科学
佐々木 英忠 仙台富沢病院顧問 臨床医学
佐々木 宏子 鳴門教育大学名誉教授(社会連携課非常勤研究員) 心理学・教育学
佐々木 康人 (社)日本アイソトープ協会常務理事 臨床医学
佐々木 幸子 元名古屋大学農学部教授 統合生物学
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佐々木 良一 東京電機大学教授 情報学
笹谷 春美 北海道教育大学教授 社会学
薩摩 順吉 青山学院大学理工学部物理･数理学科教授 数理科学
佐藤 晃一 愛媛大学名誉教授、技術士 食料科学
佐藤 哲也 兵庫県立大学教授 物理学
佐藤 矩行 沖縄科学技術研究基盤整備機構代表研究者 基礎生物学
佐藤 文隆 甲南大学特別客員教授 物理学
佐藤 雅彦 京都大学大学院情報学研究科教授 情報学
佐藤 洋平 (独)農業環境技術研究所 理事長 農学
佐野 昭 慶應義塾大学理工学部名誉教授 総合工学
佐和 隆光 滋賀大学学長 経済学
澤田 嗣郎 科学技術振興機構常勤開発総括 化学
沢田 康次 東北工業大学学長 物理学
塩川 徹也 東京大学名誉教授 言語・文学
塩沢 由典 中央大学商学部教授 経済学
塩田 浩平 京都大学理事･副学長 基礎医学
塩野谷 祐一 一橋大学名誉教授 経済学
塩見 正衛 茨城大学名誉教授 農学
珠玖 洋 三重大学教授 臨床医学
重松 敬一 奈良教育大学教育学部教授 心理学・教育学
實成 文彦 山陽学園大学副学長、山陽学園短期大学副学長 健康・生活科学
品川 邦汎 岩手大学農学部名誉教授、特任教授 統合生物学
篠崎 一雄 (独)理化学研究所宿物科学研究センター長 基礎生物学
篠澤 洋太郎 国際医療福祉大学病院救急医療部教授 臨床医学
篠田 純男 岡山理科大学理学部教授 薬学
篠田 義一 東京医科歯科大学名誉教授 基礎医学
柴 宜弘 東京大学名誉教授、Visiting Professor, European Center for Peace and Development 地域研究
柴垣 和夫 ハリウッド大学院大学ビューティビジネス研究科長･教授 経済学
柴田 翔 東京大学名誉教授 言語・文学
柴田 直 東京大学教授 電気電子工学
柴田 徳思 日本原子力研究開発機構J-PARC客員研究員 物理学
柴田 正貴 (社)畜産技術協会参与 食料科学
柴田 洋三郎 (独)大学入試センター副所長･試験研究統括官 基礎医学
柴山 守 京都大学東西アジア研究所教授 地域研究
澁川 祥子 横浜国立大学名誉教授 健康・生活科学
島本 義也 北海道大学名誉教授 食料科学
清水 和幸 九州工業大学情報工学研究院教授 統合生物学
清水 邦夫 慶應義塾大学理工学部数理科学科教授 情報学
清水 伸二 上智大学理工学部機能創造理工学科教授 機械工学
清水 孝雄 東京大学医学部教授 基礎医学
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清水 哲郎 東京大学大学院人文社会系研究科　特任教授 哲学
清水 英佑 中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長 健康・生活科学
清水 雅彦 慶應義塾常任理事、慶應義塾大学名誉教授 経済学
下川 悦郎 鹿児島大学教授 食料科学
下野 正基 東京歯科大学教授 歯学
下光 輝一 東京医科大学公衆衛生学講座主任教授 健康・生活科学
庄司 正弘 神奈川大学工学部教授･工学部長 機械工学
白井  克彦 早稲田大学総長、理工学術院教授 情報学
白井 良明 立命館大学情報理工学部教授 情報学
白石 友紀 岡山大学大学院自然科学研究科教授 農学
白木 靖寛 東京都市大学教授 総合工学
白鳥 則郎 東北大学電気通信研究所客員教授･名誉教授 情報学
神野 直彦 地方財政審議会会長 経済学
神寳 秀夫 九州大学大学院人文科学研究院教授 史学
壽榮松 宏仁 (独)理化学研究所研究顧問 物理学
菅 滋正 大阪大学基礎工学研究科特任教授 物理学
菅野  健太郎 自治医科大学医学部内科学講座主任教授 臨床医学
菅谷 文則 奈良県立橿原考古学研究所所長 史学
菅原 正 複雑系生命システム研究センター特任研究員･名誉教授 化学
杉浦 明 京都大学名誉教授 食料科学
杉浦  幸雄 同志社女子大学薬学部特任教授 薬学
杉原 隆 十文字学園女子大学特任教授 健康・生活科学
杉山 雄一 東京大学大学院薬学系研究科教授 薬学
鈴木 昭憲 東京大学名誉教授 農学
鈴木 厚人 高エネルギー加速器研究機構機構長 物理学
鈴木 修 浜松医科大学理事 基礎医学
鈴木 和夫 (独)森林総合研究所理事長 農学
鈴木 浩平 首都大学東京名誉教授･副オープンユニバーシティ長 機械工学
鈴木 莊太郎 藤沢市保健医療センター顧問 基礎医学
鈴木 俊夫 東京大学大学院工学系研究科教授 材料工学
鈴木 直人 同志社大学心理学部教授 心理学・教育学
鈴木 範男 北海道大学東京オフィス所長 基礎生物学
鈴木 雅之 宮城学院女子大学学芸学部教授 言語・文学
鈴木 義則 九州大学名誉教授 農学
須田 立雄 埼玉医科大学客員教授 歯学
砂山 稔 岩手大学人文社会科学部教授 哲学
清野 進 神戸大学大学院医学研究科教授 基礎医学
盛山 和夫 東京大学大学院人文社会系研究科教授 社会学
関谷 剛男 (財)佐々木研究所研究所長 薬学
瀨古 美喜 慶應義塾大学経済学部教授 経済学
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仙石 正和 新潟大学理事･副学長 電気電子工学
泉水 直人 日本大学生物資源科学部動物資源科学科教授 農学
千田 稔 立命館大学文学研究科客員教授 地域研究
寒川 恒夫 早稲田大学スポーツ科学学術院教授 健康・生活科学
相馬 邦道 東京医科歯科大学名誉教授 歯学
祖田 修 京都大学名誉教授、福井県立大学名誉教授 農学
袖井 孝子 東京家政学院大学客員教授 社会学
曽根 三郎 徳島大学大学院教授 臨床医学
大坊 郁夫 大阪大学大学院人間科学研究科教授 心理学・教育学
高井 治 名古屋大学エコトピア科学研究所教授 材料工学
高井 義美 神戸大学大学院医学研究科長･医学部長･分子細胞生物学分野教授 基礎医学
高草木 明 東洋大学理工学部建築学科教授･建築学科主任 土木工学・建築学
高崎 直道 東京大学名誉教授 哲学
高崎 史彦 高エネルギー加速器研究機構理事 物理学
高階 秀爾 大原美術館館長、東京大学名誉教授 史学
高島 郁夫 北海道大学名誉教授 食料科学
髙津 聖志 富山県薬事研究所所長 基礎医学
高辻 正基 (財)社会開発研究センター理事 農学
高野 照夫 日本医科大学常任理事名誉教授 臨床医学
高埜 利彦 学習院大学文学部教授･図書館長 史学
高橋 清久 (財)精神･神経科学振興財団 理事長 臨床医学
髙橋 久仁子 群馬大学教育学部教授 健康・生活科学
髙橋 惠子 聖心女子大学名誉教授 心理学・教育学
高橋 公太 新潟大学大学院医歯学総合研究科教授 臨床医学
髙橋 重宏 日本社会事業大学学長 社会学
高橋 健夫 日本体育大学教授･大学院研究科長 健康・生活科学
高橋 利忠 あいち健康の森健康科学総合センター長 基礎医学
髙橋 昌明 神戸大学名誉教授 史学
高橋 三保子 筑波大学名誉教授 基礎生物学
高橋 幸雄 東京工業大学名誉教授 総合工学
高橋 義人 平安女学院大学特任教授 言語・文学
高畑  尚之 総合研究大学院大学学長 基礎生物学
高倍 鉄子 名城大学特任教授 農学
高松 薫 流通経済大学スポーツ健康科学部教授･スポーツ健康科学研究科長、筑波大学名誉教授 健康・生活科学
髙本 眞一 三井記念病院院長 臨床医学
多賀谷 一照 千葉大学法経学部教授 法学
高柳 邦夫 東京工業大学大学院理工学研究科 物性物理学専攻教授 物理学
髙山 憲之 一橋大学特任教授 経済学
滝川 正春 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 歯学
滝澤 正 上智大学法科大学院教授 法学
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滝沢 由美子 帝京大学教授 地球惑星科学
田口 貞善 奈良産業大学教授 健康・生活科学
竹市 雅俊 理化学研究所神戸研究所長 基礎生物学
竹内 郁雄 東京大学名誉教授 情報学
竹内 邦良 ICHARMセンター長 土木工学・建築学
竹内 整一 鎌倉女子大学教授、東京大学名誉教授 哲学
竹内 弘高 一橋大学大学院国際企業戦略研究科長･教授 経営学
竹内 洋 関西大学人間健康部長 心理学・教育学
武田 健 東京理科大学薬学部教授･学部長 薬学
竹田 敏 浜松ホトニクス株式会社 筑波研究所顧問 統合生物学
武谷 雄二 東大病院産科婦人科主任教授 臨床医学
田島 和雄 愛知県がんセンター研究所所長 健康・生活科学
田島 道夫 JAXA宇宙科学研究所研究主幹･教授 総合工学
多田 邦雄 金沢工業大学大学院工学研究科知的創造システム専攻教授 総合工学
舘 かおる お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科・教授 心理学・教育学
橘 邦英 京都大学名誉教授 総合工学
龍岡 文夫 東京理科大学理工学部土木工学科教授 土木工学・建築学
田付 貞洋 東京大学名誉教授 農学
立居場 光生 有明工業高等専門学校校長 電気電子工学
立松 正衞 日本バイオアッセイ研究センター客員研究員 基礎医学
田中 勲 北海道大学理学部教授 基礎生物学
田中 一宜 ナノテクノロジー材料ユニット上席フェロー 材料工学
田中 慶一 大阪大谷大学薬学部教授･学部長 薬学
田中 晃二 分子科学研究所教授 化学
田中 耕司 京都大学総長室特命補佐、京都大学次世代研究者育成センター プログラムマネージャー(特任教授) 地域研究
田中 素香 中央大学経済学部教授 地域研究
田中 隆治 サントリーホールディングス(株)顧問･技術監 統合生物学
田中 忠次 (社)地域資源循環技術センター理事長 農学
田中 毎実 京都大学高等教育研究開発推進センター長･教授 心理学・教育学
田中 正人 富山県立大学学長 機械工学
棚瀬 孝雄 弁護士 法学
谷川 彰英 筑波大学特任教授･名誉教授 心理学・教育学
谷口    功 熊本大学学長 化学
谷口 旭 東京農業大学生物産業学部教授 環境学
谷口 研二 大阪大学大学院工学研究科教授 電気電子工学
谷口 順彦 福山大学生命工学部附属内海生物資源研究所教授 食料科学
谷下 一夫 慶應大学理工学部システムデザイン工学科教授 機械工学
田端 正久 早稲田大学特任教授(専任) 数理科学
田林 晄一 東北大学医学部心臓血管外科教授 臨床医学
玉井 哲雄 東京大学大学院教授 情報学
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玉置 憲一 (財)実験動物中央研究所学術担当理事 基礎医学
田村 毅 獨協大学特任教授 言語・文学
田村 俊和 立正大学地球環境科学部教授 地球惑星科学
田村 幸雄 東京工芸大学工学部建築学科教授 土木工学・建築学
丹治 順 東北大学包括的脳科学研究･教育推進センター長 基礎医学
丹保 憲仁 北海道立総合研究機構理事長 土木工学・建築学
千原 國宏 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科教授 情報学
鎮西 康雄 三重大学名誉教授、鈴鹿医療科学大学教授 基礎医学
塚本 勝巳 東京大学大気海洋研究所教授 基礎生物学
佃 良彦 東北大学大学院経済学研究所教授 経済学
辻 彰 金沢大学名誉教授、一般社団法人医薬品開発支援機構代表理事 薬学
辻 敬一郎 名古屋大学名誉教授 心理学・教育学
辻井 薫 元北海道大学電子科学研究所 化学
辻井 重男 中央大学研究開発機構教授 情報学
辻井  潤一 東京大学大学院情報学環教授 情報学
辻井 博彦 (独)放射線医学研究所理事 臨床医学
土屋 博 北海道大学名誉教授 哲学
土屋 了介 (財)癌研究会顧問 臨床医学
筒井 康賢 高知工科大学教授 機械工学
津野 洋 京都大学大学院工学研究科教授 環境学
角田 由紀子 弁護士、明治大学法科大学院教授 法学
津本 忠治 (独)理化学研究所 脳科学総合研究センター シニアチームリーダー 基礎医学
鶴田 浩一郎 宇宙科学研究所名誉教授 地球惑星科学
鶴保 征城 学校法人ＨＡＬ東京校長 情報学
寺崎 昌男 立教学院本部調査役 心理学・教育学
土井 邦雄 東京大学名誉教授 農学
東倉 洋一 国立情報学研究所教授･副所長 情報学
遠山 嘉一 東京大学工学キャリア支援オフィス シニアアドバイザー 総合工学
土岐 寛 大東文化大学法学部教授 政治学
徳留 信寛 (独)国立健康･栄養研究所理事長 健康・生活科学
徳永 宗雄 京都大学名誉教授 言語・文学
都倉 信樹 大阪電気通信大学学長 情報学
所 眞理雄 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所代表取締役社長 情報学
利島 保 広島大学名誉教授 心理学・教育学
戸所 隆 高崎経済大学地域政策学部教授 地域研究
土肥 健純 東京大学大学院情報理工学系研究科教授 機械工学
戸部 博 京都大学大学院理学研究科教授 基礎生物学
富塚 誠義 Executive Assciate Dean, College of Engineering 機械工学
富田 眞治 京都大学物質-細胞統合システム拠点特定拠点教授･事務部門長 情報学
冨田 房男 北海道大学名誉教授、放送大学客員教授、国際微生物学連合2011会議国内組織委員会委員長、国際微生物学連合アジア大使 統合生物学
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富永 智津子 宮城学院女子大学キリスト教文化研究所客員研究員 地域研究
友池 仁暢 榊原記念病院病院長 臨床医学
友澤 史紀 東京大学名誉教授 土木工学・建築学
豊島 聰 医薬品医療機器総合機構シニア･アドバイザー 薬学
豊田 政男 (独)科学技術振興機構 JSTイノベーションプラザ大阪 館長 材料工学
鳥居 宏次 奈良先端科学技術大学院大学非常勤講師 情報学
鳥飼 玖美子 立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科教授 言語・文学
直井 道子 桜美林大学大学院教授 社会学
中井 武 早稲田大学客員教授 化学
永井 博弌 岐阜保健短期大学学長 薬学
永井 正夫 東京農工大学大学院教授 機械工学
永井 美之 (独)理化学研究所 新興･再興感染症研究ネットワーク推進センター長 基礎医学
長尾 真 国立国会図書館館長 情報学
中尾 充宏 国立佐世保工業高等専門学校校長 数理科学
長崎 榮三 静岡大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学
中澤 博江 東海大学名誉教授 基礎医学
中島 憲一郎 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授･副学長 薬学
長嶋 正實 あいち小児保健医療総合センター名誉センター長 臨床医学
長島 順清 大阪大学名誉教授 物理学
中筋 房夫 岡山大学名誉教授 農学
中園 一郎 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授 基礎医学
永田 和宏 京都産業大学総合生命科学部教授･学部長 基礎生物学
長田 敏行 法政大学生命科学部教授･学部長 基礎生物学
中務 哲郎 京都大学名誉教授 言語・文学
中西 準子 (独)産業技術総合研究所安全科学研究部門部門長 環境学
中西 八郎 東北大学監事 化学
中沼 安二 金沢大学医学系研究科形態機能病理学教授 基礎医学
中野 いく子 東海大学健康科学部教授 社会学
中野 重行 大分大学医学部創薬育薬医学教授 臨床医学
中野 敏子 明治学院大学教授 社会学
長野 ひろ子 中央大学経済学部教授 史学
中野 政詩 東京大学名誉教授 農学
中野 三敏 九州大学名誉教授 言語・文学
長野 靖尚 (財)名古屋産業科学研究所上席研究員 機械工学
長野 泰彦 国立民族学博物館教授 地域研究
中畑 龍俊 京都大学iPS細胞研究所副所長 臨床医学
長濱 嘉孝 自然科学研究機構 基礎生物学研究所特任教授 基礎生物学
中原 忠男 環太平洋大学副学長･教授 心理学・教育学
中村 和郎 駒沢大学名誉教授 地球惑星科学
中村 桂子 JT生命誌研究館館長 基礎生物学
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中村 耕三 東京大学大学院医学系研究科 整形外科学教授 臨床医学
中村 信一 金沢大学学長 基礎医学
中村 慶久 岩手県立大学学長 電気電子工学
永山 國昭 自然科学研究機構教授 統合生物学
波平 勇夫 沖縄国際大学名誉教授 社会学
成合 英樹 筑波大学名誉教授 総合工学
成松 久 糖鎖医工学研究センター長 基礎医学
成田 吉徳 九州大学先導物質化学研究所主幹教授 化学
南谷 崇 キヤノン株式会社顧問 情報学
新川 詔夫 北海道医療大学学長 基礎医学
新倉 修 青山学院大学大学院法務研究科教授 法学
二木 立 日本福祉大学教授･副学長 経済学
西 敏夫 東北大学原子分子材料科学高等研究機構教授 材料工学
西 義雄 スタンフォード大学電気工学科教授 電気電子工学
西川 恵子 千葉大学融合科学研究科教授 化学
西島 正弘 国立医薬品食品衛生研究所所長 薬学
西島 基弘 実践女子大学教授 健康・生活科学
西関 隆夫 関西学院大学理工学部情報科学科教授 情報学
西田 篤弘 日本学士院会員 地球惑星科学
西田 睦 東京大学大気海洋研究所所長･教授 基礎生物学
西永 頌 東京大学名誉教授 電気電子工学
西野 仁雄 名古屋市立大学名誉教授 基礎医学
西野 瑞穂 徳島大学名誉教授、モンゴル健康科学大学名誉教授、徳島歯科学院専門学校顧問･教員 歯学
西村 紀 大阪大学蛋白質研究所特任教授 薬学
西村 和雄 京都大学経済研究所教授 経済学
西村 清和 東京大学大学院人文社会系研究科教授 哲学
西村 幹夫 基礎生物学研究所教授 基礎生物学
西脇 信彦 東京農工大学名誉教授 機械工学
新田 明人 (財)電力中央研究所常務理事 材料工学
二ノ方 寿 原子炉工学研究所教授 総合工学
二宮 正夫 岡山光量子科学研究所長 物理学
仁平 義明 白鴎大学教育学部教授 心理学・教育学
二瓶 好正 東京理科大学特別顧問、東京大学名誉教授 化学
丹羽 太貫 バイオメディクス株式会社代表取締役社長 基礎生物学
貫和 敏博 東北大学教授 (医学系研究科内科病態学講座呼吸器病態学分野) 臨床医学
野一色 泰晴 横浜市立大学大学院医学研究科労務教授 臨床医学
野上 道男 東京都立大学名誉教授 地球惑星科学
野城 清 ホソカワミクロン株式会社取締役 材料工学
野口 俊英 愛知学院大学歯学部教授、歯学部長 歯学
野中 郁次郎 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 経営学
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野依 良治 (独)理化学研究所 理事長 化学
袴田 茂樹 青山学院大学国際政治経済学部教授 地域研究
萩原 一郎 東京工業大学大学院理工学研究科教授 総合工学
架谷 昌信 愛知工業大学教授、総合技術研究所長 化学
橋口 公一 第一工業大学教授、九州大学名誉教授 農学
橋本 治 東北大学理学研究科教授 物理学
橋本 信夫 (独)国立循環器病研究センター理事長･総長 臨床医学
橋本 康 愛媛大学名誉教授 農学
長谷川 昭 東北大学大学院理学研究科 地震･噴火予知研究観測センター名誉教授･客員教授 地球惑星科学
八田 一郎 (財)高輝度光科学研究センター嘱託 物理学
服部 民夫 東京大学大学院人文社会系研究科文学部教授 地域研究
服部 岑生 NPOちば地域再生リサーチ理事長 土木工学・建築学
花岡 文雄 学習院大学理学部教授 基礎生物学
羽入 佐和子 お茶の水女子大学学長 哲学
馬場 明道 兵庫医療大学副学長･薬学部教授 薬学
馬場 悠男 国立科学博物館名誉研究員 統合生物学
垣生 園子 順天堂大学教授 基礎医学
浜川 清 法政大学法科大学院教授 法学
濵口 宏夫 東京大学教授(大学院理学系研究科) 化学
浜田 宏一 Department of Economics,Yale University TUNTEX PROFESSOR OF ECONOMICS 経済学
浜野 洋三 (独)海洋研究開発機構地球内部ダイナミクス領域上席研究員 地球惑星科学
早川 誠而 緑と花と彫刻の博物館企画監 農学
林 紀夫 関西労災病院病院長 臨床医学
林 弘子 福岡大学法学部教授、弁護士 法学
林 弘 (独)情報通信研究機構監事 情報学
原 純輔 放送大学特任教授、宮城学習センター所長 社会学
原 ひろ子 城西国際大学大学院客員教授 地域研究
原 慶明 山形シンビオ研究会会長、山形大学名誉教授、山形大学grandprofessor 基礎生物学
原口 紘き (社)国際環境研究協会、環境省プログラムオフィサー 化学
原島 博 東京大学名誉教授 情報学
原田 実根 国立病院機構大牟田病院院長 臨床医学
晴山 雅人 札幌医科大学医学部放射線医学講座教授 臨床医学
半田 宏 東京工業大学大学院生命理工学研究科教授 基礎生物学
坂東 昌子 NPO法人知的人材ネットワークあいんしゅたいん 物理学
板東 義雄 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点最高運営責任者 材料工学
樋口 広芳 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 環境学
久道 茂 （財）宮城県対がん協会会長 健康・生活科学
日比谷 孟俊 慶應義塾大学大学院システムデザイン･マネジメント研究科教授 材料工学
檜山 爲次郎 京都大学大学名誉教授、中央大学研究開発機構教授 化学
平尾 公彦 計算科学研究機構長 化学
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平岡 昌和 厚生労働省労働保険審査会会長 基礎医学
平野 眞一 (独)大学評価･学位授与機構機構長 材料工学
平野 俊夫 大阪大学教授･医学系研究科長 基礎医学
広瀬 茂男 東京工業大学理工学研究科機械宇宙システム専攻教授 機械工学
広瀬 崇子 専修大学法学部教授 政治学
廣田 功 帝京大学経済学部教授 経済学
廣松 毅 情報セキュリティ大学院大学･教授 経済学
深尾 精一 首都大学東京 都市環境学部教授 土木工学・建築学
深尾 良夫 地球内部ダイナミクス領域領域長 地球惑星科学
福岡 正博 和泉市立病院がんセンター長 臨床医学
福島 雅典 (財)先端医療振興財団臨床研究情報センター長、京都大学名誉教授 臨床医学
福田 収一 Consulting Professor, Stanford University, USA、放送大学客員教授、Visiting Professor, Cranfield University, UK 機械工学
福林 徹 早稲田大学スポーツ科学学術院教授 臨床医学
福山 秀敏 東京理科大学副学長、総合研究機構長 物理学
藤井 敏嗣 東京大学名誉教授、環境防災総合政策研究機構 環境防災研究所長 地球惑星科学
藤岡 知昭 岩手医科大学教授 臨床医学
藤川 和男 日本大学理工学部教授 物理学
藤川 清三 北海道大学名誉教授 農学
藤木 幸夫 九州大学理事･副学長･教授 基礎生物学
藤崎 憲治 京都大学大学院農学研究科教授 農学
藤田 正憲 (情報なし) 環境学
藤永 弘 青森公立大学大学院経営経済学研究科教授 経営学
藤本 元 同志社大学理工学部教授 機械工学
藤盛 紀明 NPO法人国際建設技術情報研究所理事長 土木工学・建築学
藤原 研司 (独)労働者健康福祉機構 横浜労災病院名誉院長 臨床医学
伏谷 伸宏 一般財団法人函館国際水産･海洋都市推進機構機構長 食料科学
船津 衛 放送大学客員教授 社会学
舩橋 晴俊 法政大学社会学部教授 社会学
古井 貞熙 東京工業大学大学院情報理工学研究科計算工学専攻教授 情報学
古川 孝順 東洋大学ライフデザイン学部教授 社会学
古川 照美 法政大学名誉教授 法学
古川 久敬 九州大学大学院人間環境学研究院教授 心理学・教育学
古崎 新太郎 東京大学名誉教授 総合工学
古田 勝久 東京電機大学学長 機械工学
別所 文雄 杏林大学医学部小児科医局客員教授 臨床医学
逸見 勝亮 北海道大学理事･副学長 心理学・教育学
星 元紀 放送大学教授 基礎生物学
細野 助博 中央大学大学院公共政策研究科教授･総合政策学部教授 経済学
保立 道久 東京大学教授（史料編纂所） 史学
堀田 知光 国立病院機構名古屋医療センター院長 臨床医学
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堀田 凱樹 大学共同利用機関法人 情報･システム研究機構機構長 基礎生物学
堀 正二 大阪府立成人病センター総長 臨床医学
堀池 信夫 筑波大学大学院人文社会科学研究科教授 哲学
堀越 佳治 早稲田大学理工学術院教授 電気電子工学
堀部 政男 一橋大学名誉教授 法学
本多 俊和 放送大学教授 地域研究
本田 武司 大阪大学名誉教授 基礎医学
本多 佑三 関西大学総合情報学部教授、大阪大学名誉教授 経済学
本間 生夫 昭和大学医学部第二生理学教室教授 基礎医学
本間  研一 北海道大学大学院医学研究科特任教授 基礎医学
前川 孝昭 筑波大学名誉教授 農学
前田 專學 財団法人東方研究会理事長 哲学
前田 靖男 東北大学名誉教授 基礎生物学
真壁 利明 慶應義塾常任理事、慶應義塾大学理工学部教授 総合工学
牧里 毎治 関西学院大学人間福祉学部教授 社会学
牧島 亮男 北陸先端科学技術大学院大学特別学長顧問 材料工学
幕内 博康 東海大学医学部付属病院本部長 臨床医学
真崎 知生 無職 基礎医学
増島 俊之 ルーテル学院大学理事･評議員 政治学
増原 宏 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科特任教授 化学
増渕 幸男 上智大学教授 心理学・教育学
増本 健 (財)電気磁気材料研究所理事長 材料工学
町田 武美 愛国学園大学人間文化学部教授 食料科学
松井 孝典 千葉工業大学惑星探査研究センター所長 地球惑星科学
松井 信行 名古屋工業大学名誉教授、愛知教育大学監事 電気電子工学
松井 芳郎 立命館大学大学院法務研究科教授 法学
松尾 友矩 東洋大学常勤理事 土木工学・建築学
松岡 猛 宇都宮大学大学院工学研究科教授 総合工学
松﨑 益德 山口大学大学院医学系研究科教授 臨床医学
松重 和美 京都大学大学院工学研究科教授 電気電子工学
松田 一郎 北海道療育園理事･医療顧問 臨床医学
松田 晃一 情報処理推進機構ソフトウェア･エンジニアリング･センター所長 情報学
松田 文子 福山大学学長 心理学・教育学
松見 淳子 関西学院大学文学部教授 心理学・教育学
松村 良之 千葉大学大学院人文社会科学研究科教授 法学
松本 忠夫 放送大学教養学部教授 統合生物学
松本 英明 岡山大学名誉教授 農学
松本 紘 京都大学総長 地球惑星科学
松本 幸夫 学習院大学理学部数学科教授 数理科学
松本 良 東京大学大学院理学系研究科教授 地球惑星科学
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松本 礼二 早稲田大学 教育･総合科学学術院教授 政治学
的川 泰宣 JAXA名誉教授・技術参与 総合工学
真鍋 一史 青山学院大学総合文化政策学部教授 社会学
真鍋 俊明 滋賀県成人病センター研究所長 臨床医学
丸野 俊一 九州大学理事・副学長 心理学・教育学
丸山 久一 長岡技術科学大学教授 土木工学・建築学
丸山 哲央 佛教大学社会学部教授 社会学
馬渡 駿介 北海道大学名誉教授 基礎生物学
三浦 慎悟 早稲田大学人間科学部人間環境学科教授 統合生物学
三浦 利章 大阪大学人間科学研究科教授 心理学・教育学
三浦 典子 山口大学名誉教授 社会学
三浦 宏文 工学院大学顧問(名誉教授)、東京大学名誉教授 機械工学
見上 崇洋 立命館大学政策科学部教授、学校法人立命館副理事長 法学
三上 岳彦 東京大学教授 地球惑星科学
三木 千壽 東京工業大学教授(大学院理工学研究科土木工学専攻) 土木工学・建築学
身﨑 壽 北海道大学名誉教授 言語・文学
水谷 正一 宇都宮大学農学部教授 食料科学
御園生 誠 科学技術振興機構主幹 化学
三谷 太一郎 日本学士院会員 政治学
三井 斌友 同志社大学理工学部教授 数理科学
三野 徹 鳥取環境大学教授 農学
三俣 昌子 日本大学医学部研究所教授 基礎医学
陽 捷行 北里大学副学長 環境学
三間 圀興 光産業創成大学院大学特任教授 総合工学
宮内 敏雄 東京工業大学大学院理工学研究科教授 機械工学
三宅 一郎 日本学士院会員 政治学
宮家 準 慶應義塾大学名誉教授 哲学
宮坂 信之 東京医科歯科大学医学部教授･副学長 臨床医学
宮坂 昌之 大阪大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
宮﨑 毅 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 農学
宮崎 則幸 京都大学工学研究科教授 機械工学
宮澤 節生 青山学院大学専門職大学院法務研究科教授 法学
宮島 喬 法政大学社会学研究科教授 社会学
宮田 清蔵 東京工業大学国際高分子基礎研究センター特任教授 材料工学
宮田 隆司 名古屋大学理事･副総長、産学官連携推進本部長 材料工学
宮田 秀明 東京大学大学院工学系研究科システム創成学教授 総合工学
宮寺 晃夫 筑波学院大学教授 心理学・教育学
美山 良夫 慶應義塾大学文学部教授 哲学
宮村 達男 国立感染症研究所名誉所員 基礎医学
宮本 英七 熊本大学名誉教授 基礎医学
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宮本 みち子 放送大学教養学部 社会学
三輪 睿太郎 東京農業大学総合研究所教授 農学
向井 清 東京都済生会中央病院病理診断科部長 基礎医学
向井 宏 京都大学フィールド科学教育研究センター特任教授 基礎生物学
向井 美惠 昭和大学歯学部教授･昭和大学口腔ケアセンター長 歯学
向殿 政男 明治大学理工学部教授 総合工学
虫明 功臣 法政大学大学院工学研究科客員教授 土木工学・建築学
牟田 博光 東京工業大学理事･副学長 心理学・教育学
無藤 隆 白梅学園大学子ども学部教授 心理学・教育学
村井 眞二 奈良先端科学技術大学院大学理事･副学長 化学
村井 敏邦 弁護士、龍谷大学法科大学院講師 (来年度は東京経済大学客員教授の予定) 法学
村井  勝 慶應義塾大学名誉教授、国際親善総合病院院長 臨床医学
村上 清史 金沢大学名誉教授 基礎医学
村上 輝康 野村総合研究所シニア･フェロー 情報学
村上 正紀 学校法人立命館副総長 材料工学
村上 陽一郎 東洋英和女学院大学学長 史学
村瀬 治比古 大阪府立大学生命環境科学研究科教授 農学
村橋 俊一 岡山理科大学客員教授 化学
村松 正實 埼玉医科大学客員教授･ゲノム医学研究センター名誉所長 基礎医学
毛里 和子 早稲田大学名誉教授、東洋文庫研究員 地域研究
本島 修 国際熱核融合エネルギー機構(ITER)機構長 総合工学
桃井  眞里子 自治医科大学医学部長･教授 臨床医学
桃木 芳枝 東京農業大学生物産業学部教授退職(H22.3)、愛知学院大学大学院心身科学研究科在籍 農学
森 敏 石川県立大学客員教授 農学
森 茂郎 帝京大学医学部主任教授 基礎医学
森 英樹 龍谷大学大学院法務研究科教授 法学
森川 康英 慶應義塾大学医学部教授 臨床医学
森島 恒雄 岡山大学大学院医歯薬学総合研究小児医科学教授 臨床医学
森田 隆司 順天堂大学医学部客員教授 薬学
森田 喬 法政大学デザイン工学部教授 地球惑星科学
森田 康夫 東北大学教養教育院総長特命教授 数理科学
森本 幾夫 東京大学医科学研究所教授 臨床医学
森本 政之 神戸大学工学研究科教授 土木工学・建築学
森本 幸裕 京都大学地球環境学堂教授 環境学
森脇 俊雅 関西学院大学法学部教授 政治学
森脇 俊道 摂南大学理工学部長 機械工学
八木 聰明 千葉･柏リハビリテーション学院学院長 臨床医学
薬師寺 泰蔵 (財)世界平和研究所研究主幹 政治学
安井 至 (独)製品評価技術基盤機構理事長 環境学
安岡 善文 (独)国立環境研究所理事 環境学
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八杉 満利子 京都産業大学名誉教授 数理科学
安田 榮一 東京工業大学イノベーション研究推進体特任教授 材料工学
安丸 良夫 一橋大学名誉教授 史学
谷田貝 豊彦 オプティクス教育研究センター長･教授 総合工学
矢野 史子 近畿大学生物理工学部教授 食料科学
山内  惟介 中央大学法学部教授、法学博士、Forschungspreistraeger (Alexander von Humboldt Foundation) 法学
山内 敏弘 龍谷大学法科大学院教授 法学
山内 昌之 東京大学大学院総合文化研究科教授 地域研究
山上 皓 東京医科歯科大学名誉教授 臨床医学
山川 充夫 福島大学経済経営学類教授 地域研究
山口 隆美 東北大学大学院医工学研究科教授 機械工学
山崎 敏光 日本学士院会員 物理学
山下 輝夫 東京大学地震研究所教授 地球惑星科学
山下 泰子 文京学院大学名誉教授 法学
山添 康 東北大学大学院薬学研究科薬物動態学分野 教授 薬学
山田 章吾 東北大学病院がんセンター長･放射線治療科教授 臨床医学
山田 陽城 北里大学北里生命科学研究所教授 薬学
山西 弘一 医薬基盤研究所理事長 基礎医学
山根 源之 東京歯科大学教授 歯学
山根 義久 (財)鳥取県動物臨床医学研究所理事長 食料科学
山本 一良 名古屋大学理事･副総長 総合工学
山本 惠司 千葉大学理事 薬学
山本 修三 日本病院会共済会代表取締役 臨床医学
山本 拓 日本大学経済学部教授 経済学
山本 直樹 国立シンガポール大学教授 基礎医学
山元 弘 神戸学院大学薬学部教授 薬学
山本 平一 奈良先端科学技術大学院大学理事･副学長 情報学
山本 雅彦 大阪大学名誉教授 材料工学
山本 有造 中部大学人文学部教授 経済学
山本 吉宣 青山学院大学教授 政治学
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 化学
湯沢 威 学習院大学経済学部教授 経済学
横尾 京子 広島大学大学院保健学研究科教授 健康・生活科学
横山 伸也 (独)産業技術総合研究所顧問 環境学
吉岡 利忠 弘前学院大学学長･社会福祉学部長 健康・生活科学
吉岡 敏治 日本中毒情報センター理事長、大阪府立急性期･総合医療センター副院長 臨床医学
吉川 弘之 科学技術振興機構 研究開発戦略センター長 総合工学
吉倉 廣 国立感染症研究所名誉所員 基礎医学
吉里 勝利 大阪市立大学客員教授、フェニックスバイオ学術顧問 基礎生物学
美添 泰人 青山学院大学経済学部教授 経済学
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吉田 和男 京都大学大学院経営管理研究部教授兼部長 経済学
吉田 克己 北海道大学大学院法学研究科教授 法学
吉田 純 医仁会さくら総合病院 特別顧問 臨床医学
吉田 進 京都大学大学院情報学研究科教授 電気電子工学
吉田 正志 東北大学大学院法学研究科教授 法学
吉田 光男 放送大学教授 史学
吉野 博 東北大学大学院工学研究科教授 土木工学・建築学
吉野 洋太郎 ハーバードビジネススクール名誉教授 経営学
吉原 經太郎 首都大学東京大学院都市環境科学研究科客員教授 化学
吉原 直樹 東北大学大学院文学研究科教授 社会学
吉村 健清 産業医科大学名誉教授 健康・生活科学
吉村 泰典 慶應義塾大学医学部産婦人科教授 臨床医学
依田 照彦 早稲田大学教授 土木工学・建築学
米倉 義晴 (独)放射線医学総合研究所理事長 臨床医学
米原 謙 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 政治学
米本 昌平 東京大学先端科学技術研究センター特任教授 基礎生物学
覧具 博義 東京農工大学名誉教授 物理学
若土 正曉 北海道大学名誉教授 地球惑星科学
若林 敬二 静岡県立大学食品栄養科学部客員教授 基礎医学
和田 昭允 (独)理化学研究所研究顧問 基礎生物学
和田 章 東京工業大学建築物理研究センター教授 土木工学・建築学
和達 三樹 東京理科大学大学院理学研究科教授 物理学
渡邊 治 一橋大学大学院社会学研究科教授 政治学
渡邊 達夫 朝日医療専門学校岡山校校長 歯学
渡邊 秀樹 慶應義塾大学文学部教授 社会学
渡邊 正孝 (財)東京都医学研究機構 東京都神経科学総合研究所特任研究員 心理学・教育学
渡辺 政廣 山梨大学 燃料電池ナノ材料研究センター長･教授 化学
渡辺 義公 北海道大学特任教授 土木工学・建築学
渡部 終五 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 食料科学
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