
第２２期日本学術会議新会員名簿
平成２３年１０月１日に内閣総理大臣から任命される１０５名



氏名 ふりがな 専門分野 所属・職名

相原 博昭 あいはら ひろあき 物理学 東京大学大学院理学系研究科教授

新井 民夫 あらい たみお 機械工学 東京大学大学院工学系研究科教授

有信 睦弘 ありのぶ むつひろ 機械工学 東京大学監事

石田 亨 いしだ とおる 情報学 京都大学大学院情報学研究科教授

井野瀬 久美惠 いのせ くみえ 史学
甲南大学文学部教授・学長補佐・広域副専
攻センター所長

岩本 康志 いわもと やすし 経済学 東京大学大学院経済学研究科教授

上田 一郎 うえだ いちろう 農学 北海道大学理事・副学長

尾家 祐二 おいえ ゆうじ 情報学 九州工業大学理事・副学長

大久保 修平 おおくぼ しゅうへい 地球惑星科学
東京大学地震研究所教授・高エネルギー
素粒子地球物理学研究センター長

大島 伸一 おおしま しんいち 臨床医学
独立行政法人国立長寿医療研究センター
総長

太田 喜久子 おおた きくこ 健康・生活科学 慶應義塾大学看護医療学部教授

大塚 啓二郎 おおつか けいじろう 経済学 政策研究大学院大学教授

大西 隆 おおにし たかし 土木工学・建築学
東京大学大学院工学系研究科都市工学専
攻教授

大政 謙次 おおまさ けんじ 農学 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

岡 眞 おか まこと 物理学 東京工業大学大学院理工学研究科教授

岡崎 健 おかざき けん 機械工学 東京工業大学大学院理工学研究科教授

苧阪 満里子 おさか まりこ 心理学・教育学 大阪大学大学院人間科学研究科教授
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 尾﨑 博 おざき ひろし 食料科学 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

小幡 純子 おばた じゅんこ 法学
上智大学大学院法学研究科教授・法科大
学院長

梶 茂樹 かじ しげき 語学・文学
京都大学大学院アジア･アフリカ地域研究
研究科教授

金子 元久 かねこ もとひさ 心理学・教育学
独立行政法人国立大学財務経営センター
教授・研究部長

川井 秀一 かわい しゅういち 食料科学 京都大学生存圏研究所教授

川合 眞紀 かわい まき 化学 独立行政法人理化学研究所理事

川口 淳一郎 かわぐち じゅんいちろう 総合工学
独立行政法人宇宙航空研究開発機構宇宙
科学研究所宇宙航行システム研究系教
授・研究主幹

川本 明人 かわもと あきと 経済学 広島修道大学商学部教授

岸本 健雄 きしもと たけお 基礎生物学
東京工業大学大学院生命理工学研究科教
授

北川 源四郎 きたがわ げんしろう 情報学 情報・システム研究機構機構長

北川 進 きたがわ すすむ 化学
京都大学物質－細胞統合システム拠点副
拠点長・教授

喜連川 優 きつれがわ まさる 情報学 東京大学生産技術研究所教授

久保 亨 くぼ とおる 史学 信州大学人文学部教授

倉田 のり くらた のり 農学
情報・システム研究機構国立遺伝学研究
所副所長

後藤 弘子 ごとう ひろこ 法学 千葉大学大学院専門法務研究科教授

小長井 誠 こながい まこと 総合工学 東京工業大学大学院理工学研究科教授

小松 利光 こまつ としみつ 土木工学・建築学 九州大学大学院工学研究院教授

2



氏名 ふりがな 専門分野 所属・職名

小松 久男 こまつ ひさお 地域研究 東京大学大学院人文社会系研究科教授

小森田 秋夫 こもりだ あきお 法学 神奈川大学法学部教授

古谷野 潔 こやの きよし 歯学 九州大学大学院歯学研究院教授

笹川 千尋 ささかわ ちひろ 基礎医学 東京大学医科学研究所教授

佐々木 信夫 ささき のぶお 政治学 中央大学大学院経済学研究科教授

佐藤 英明 さとう えいめい 食料科学 東北大学大学院農学研究科教授

嶋田 透 しまだ とおる 農学 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

清水 孝雄 しみず たかお 基礎医学
東京大学大学院医学系研究科教授・東京
大学理事（副学長）

清水 誠 しみず まこと 農学 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

庄子 哲雄 しょうじ てつお 機械工学
東北大学大学院工学研究科附属エネル
ギー安全科学国際研究センター教授

杉田 敦 すぎた あつし 政治学 法政大学法学部教授

杉原 薫 すぎはら かおる 経済学 京都大学東南アジア研究所教授

須田 年生 すだ としお 基礎医学 慶應義塾大学医学部教授

須藤 靖 すとう やすし 物理学
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻
教授

清木 元治 せいき もとはる 薬学 東京大学医科学研究所教授

高埜 利彦 たかの としひこ 史学 学習院大学文学部教授

高橋 雅英 たかはし まさひで 基礎医学 名古屋大学大学院医学系研究科教授
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髙原 淳 たかはら あつし 化学 九州大学先導物質化学研究所教授

田島 節子 たじま せつこ 物理学 大阪大学大学院理学研究科教授

田中 啓二 たなか けいじ 基礎生物学 財団法人東京都医学総合研究所所長

田畑 泉 たばた いずみ 健康・生活科学 立命館大学スポーツ健康科学部長・教授

丹野 義彦 たんの よしひこ 心理学・教育学 東京大学大学院総合文化研究科教授

土井 美和子 どい みわこ 情報学 株式会社東芝研究開発センター首席技監

道垣内 正人 どうがうち まさと 法学 早稲田大学大学院法務研究科教授

友枝 敏雄 ともえだ としお 社会学 大阪大学大学院人間科学研究科長・教授

戸山 芳昭 とやま よしあき 臨床医学
慶應義塾常任理事・慶應義塾大学医学部
教授

仲 真紀子 なか まきこ 心理学・教育学 北海道大学大学院文学研究科教授

中嶋 英雄 なかじま ひでお 材料工学 大阪大学産業科学研究所教授

長島 弘明 ながしま ひろあき 語学・文学 東京大学大学院人文社会系研究科教授

中野 明彦 なかの あきひこ 基礎生物学
東京大学大学院理学系研究科生物科学専
攻教授

長野 哲雄 ながの てつお 薬学 東京大学大学院薬学系研究科教授

那須 民江 なす たみえ 健康・生活科学 名古屋大学大学院医学系研究科教授

西村 清和 にしむら きよかず 哲学 東京大学大学院人文社会系研究科教授

萩谷 昌己 はぎや まさみ 情報学 東京大学大学院情報理工学系研究科教授
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萩原 一郎 はぎわら いちろう 総合工学 東京工業大学大学院理工学研究科教授

箱田 裕司 はこだ ゆうじ 心理学・教育学 九州大学大学院人間環境学研究院教授

花木 啓祐 はなき けいすけ 環境学
東京大学大学院工学系研究科都市工学専
攻教授

羽場 久美子 はば くみこ 政治学
青山学院大学大学院国際政治経済学研究
科教授・総合研究所プロジェクト研究代表

氷見山 幸夫 ひみやま ゆきお 地球惑星科学 北海道教育大学教育学部教授

兵藤 友博 ひょうどう ともひろ 史学 立命館大学経営学部教授

平野 俊夫 ひらの としお 基礎医学 大阪大学総長

深川 由起子 ふかがわ ゆきこ 経済学 早稲田大学政治経済学術院教授

福田 裕穂 ふくだ ひろお 基礎生物学 東京大学大学院理学系研究科教授

藤田 照典 ふじた てるのり 化学 三井化学シンガポールR&Dセンター㈱社長

藤吉 好則 ふじよし よしのり 基礎生物学 京都大学大学院理学研究科教授

細野 秀雄 ほその ひでお 材料工学 東京工業大学フロンティア研究機構教授

保立 和夫 ほたて かずお 電気電子工学
東京大学大学院工学系研究科電気系工学
専攻教授

本間 さと ほんま さと 基礎医学 北海道大学大学院医学研究科特任教授

前原 喜彦 まえはら よしひこ 臨床医学
九州大学大学院医学研究院消化器・総合
外科教授

松岡 猛 まつおか たけし 総合工学 宇都宮大学大学院工学研究科客員教授

松本 洋一郎 まつもと よういちろう 機械工学 東京大学理事・副学長、教授
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宮坂 信之 みやさか のぶゆき 臨床医学
東京医科歯科大学大学院膠原病・リウマチ
内科学教授、医学部附属病院長

觀山 正見 みやま しょうけん 物理学 自然科学研究機構国立天文台長

桃井 眞里子 ももい まりこ 臨床医学
自治医科大学小児科学主任教授・医学部
長

森田 康夫 もりた やすお 数理科学 東北大学教養教育院総長特命教授

安浦 寛人 やすうら ひろと 情報学 九州大学理事・副学長

矢野 誠 やの まこと 経済学 京都大学経済研究所長・教授

山川 充夫 やまかわ みつお 地域研究 福島大学学長特別補佐

山口 朗 やまぐち あきら 歯学
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科口腔機能再建学講座口腔病理学分野教
授

山下 俊一 やました しゅんいち 臨床医学 福島県立医科大学・副学長

山内 薫 やまのうち かおる 化学
東京大学大学院理学系研究科化学専攻教
授

山本 雅之 やまもと まさゆき 基礎医学
東北大学大学院医学系研究科研究科長・
医学部長

吉川 洋 よしかわ ひろし 経済学 東京大学大学院経済学研究科教授

吉川　𣳾弘 よしかわ やすひろ 食料科学 北里大学獣医学部教授

吉田 克己 よしだ かつみ 法学 北海道大学大学院法学研究科教授

吉田 豊信 よしだ とよのぶ 材料工学 東京大学大学院工学系研究科教授

吉野 博 よしの ひろし 土木工学・建築学 東北大学大学院工学研究科教授

依田 照彦 よだ てるひこ 土木工学・建築学 早稲田大学理工学術院創造理工学部教授
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米倉 義晴 よねくら よしはる 臨床医学
独立行政法人放射線医学総合研究所理事
長

和田 章 わだ あきら 土木工学・建築学 東京工業大学名誉教授

渡部 終五 わたべ しゅうご 食料科学 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
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