
※所属・役職は評価時点のもの

創発的研究支援事業運営委員会

委員長

西尾　章治郎 大阪大学　 総長

委員

荒井　緑　　　 慶應義塾大学　理工学部　 教授

梶田　隆章　　 東京大学　宇宙線研究所　 教授

篠原　弘道　　 日本電信電話株式会社　 相談役

長谷山　美紀　 北海道大学　大学院情報科学研究院 副学長・院長

華山　力成　　 金沢大学　ナノ生命科学研究所　 教授

濵口　道成 科学技術振興機構　 参与

原田　尚美　　 東京大学　大気海洋研究所　国際・地域連携研究センター 教授

※50音順

阿部パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

阿部　敬悦 東北大学　大学院農学研究科 教授

創発アドバイザー（AD）

乾　将行 地球環境産業技術研究機構 　バイオ研究グループ グループリーダー、主席研究員

熊谷　日登美 日本大学　生物資源科学部 教授

佐藤　和広 岡山大学　資源植物科学研究所 教授

白須　賢 理化学研究所　環境資源科学研究センター 副センター長

陶山　佳久 東北大学　大学院農学研究科 教授

高山　誠司 東京大学　大学院農学生命科学研究科 教授

仲井　まどか 東京農工大学　農学研究院 教授

吉崎　悟朗 東京海洋大学　学術研究院　海洋生物資源学部門 教授

※50音順

天谷パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

慶應義塾 常任理事

慶應義塾大学 医学部皮膚科 教授

創発アドバイザー（AD）

飯島 一誠 兵庫県立こども病院 院長

岩間 厚志 東京大学　医科学研究所 教授

大鳥 精司 千葉大学　大学院医学研究院 教授

貴島 晴彦 大阪大学　大学院医学系研究科 教授

天谷　雅行
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熊ノ郷 淳 大阪大学　 医学系研究科長・医学部長・教授

調 憲 群馬大学　大学院医学系研究科 教授

陣崎 雅弘 慶應義塾大学　医学部 教授

高橋 英彦 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科 主任教授

寺﨑 浩子 名古屋大学　未来社会創造機構 特任教授

西村 正宏 鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科 歯学部長・教授

服部 信孝 順天堂大学　医学部 医学部長・医学研究科長・教授

南野 徹 順天堂大学　大学院医学研究科 教授

宮城 悦子 横浜市立大学　大学院医学研究科 教授

柳田 素子 京都大学　大学院医学研究科 教授

渡辺 守 東京医科歯科大学 副学長・学術顧問・特別栄誉教授

※50音順

石塚パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

石塚　真由美 北海道大学　獣医学研究院 教授

創発アドバイザー（AD）

磯部　友彦 国立環境研究所　環境リスク・健康領域 主幹研究員

菅澤　薫 神戸大学　バイオシグナル総合研究センター 教授

田中　あかね 東京農工大学　農学研究院 教授

野口　伸 北海道大学　大学院農学研究院 教授

福田　晋 九州大学 理事・副学長

万年　英之 神戸大学　大学院農学研究科 教授

吉村　崇 名古屋大学　トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授

※50音順

井村パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

井村　順一 東京工業大学　工学院 理事・副学長、教授

創発アドバイザー（AD）

内田　建 東京大学　大学院工学系研究科 教授

梅原　徳次 名古屋大学　大学院工学研究科 教授

進士　忠彦 東京工業大学　科学技術創成研究院 教授

高木　知弘 京都工芸繊維大学　機械工学系 教授

永妻　忠夫 大阪大学　大学院基礎工学研究科 教授

滑川　徹 慶應義塾大学　理工学部 教授

原田　研介 大阪大学　大学院基礎工学研究科 教授

松尾　亜紀子 慶應義塾大学　理工学部 教授

松川　真美 同志社大学　理工学部 教授

吉田　和哉 東北大学　大学院工学研究科 教授

※50音順



川村パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

川村　光 大阪大学 名誉教授

創発アドバイザー（AD）

有馬　孝尚 東京大学　大学院新領域創成科学研究科 教授

磯　暁 高エネルギー加速器研究機構　素粒子原子核研究所 教授

井田　茂 東京工業大学　地球生命研究所 教授

小原　一成 東京大学　地震研究所 教授

金子　昌信 九州大学　数理学研究院 教授

國府　寛司 京都大学　大学院理学研究科 教授

佐藤　薫 東京大学　大学院理学系研究科 教授

田島　節子 大阪大学 名誉教授

中野　貴志 大阪大学　核物理研究センター センター長

長谷川　剛 早稲田大学　理工学術院 教授

肥山　詠美子 東北大学　大学院理学研究科 教授

吉田　善章 核融合科学研究所 所長

※50音順

北川パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

北川　宏 京都大学　大学院理学研究科 教授

創発アドバイザー（AD）

岩佐　義宏 東京大学　大学院工学系研究科 教授

岡部　晃博 三井化学株式会社　新事業開発センター 主席部員

加藤　功一 広島大学　大学院医系科学研究科 教授

龔　剣萍 北海道大学　先端生命科学研究院 教授

腰原　伸也 東京工業大学　理学院化学系 教授

佐々木　高義 物質・材料研究機構　国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 フェロー・理事

田中　功 京都大学　大学院工学研究科 教授

田畑　仁 東京大学　大学院工学系研究科 教授

中井　浩巳 早稲田大学　理工学術院 教授

仲川　彰一 京セラ株式会社　研究開発本部 執行役員本部長

新田　淳作 東北大学　大学院工学研究科／NTT物性科学基礎研究所 名誉教授／リサーチプロフェッサー

福間　剛士 金沢大学　ナノ生命科学研究所 教授

松村　晶 久留米工業高等専門学校 校長

山内　美穂 九州大学　先導物質化学研究所 教授

※50音順



合田パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

合田　裕紀子 沖縄科学技術大学院大学　シナプス生物学ユニット 教授

創発アドバイザー（AD）

井ノ口　馨 富山大学　学術研究部医学系 卓越教授

岡田　眞里子 大阪大学　蛋白質研究所 所長／教授

小泉　修一 山梨大学　大学院総合研究部医学域 教授

佐々木　裕之 九州大学　生体防御医学研究所／高等研究院 特命教授／特別主幹教授

高橋　淑子 京都大学　大学院理学研究科 評議員／副研究科長･教授

内匠　透 神戸大学　大学院医学研究科 教授

鍋倉　淳一 自然科学研究機構　生理学研究所 所長

林　康紀 京都大学　大学院医学研究科 教授

渡辺　雅彦 北海道大学　大学院医学研究院 教授

※50音順

塩見パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

塩見　美喜子 東京大学　大学院理学系研究科 教授

創発アドバイザー（AD）

阿形　清和 自然科学研究機構　基礎生物学研究所 所長

石黒　啓一郎 熊本大学　発生医学研究所 教授

伊藤　拓宏 理化学研究所　生命機能科学研究センター チームリーダー

倉永　英里奈 東北大学　大学院生命科学研究科 教授

小林　武彦 東京大学　定量生命科学研究所 教授

齊藤　博英 京都大学　iPS細胞研究所 教授

杉本　慶子 理化学研究所　環境資源科学研究センター チームリーダー

中戸川　仁 東京工業大学　生命理工学院 准教授

※50音順

田中パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

田中　純子 広島大学　大学院医系科学研究科 疫学・疾病制御学 理事・副学長・教授

創発アドバイザー（AD）

伊藤　裕 慶應義塾大学　医学部腎臓内分泌代謝内科 教授

大高　洋平 藤田医科大学　医学部リハビリテーション医学Ⅰ講座 教授

真田　弘美 石川県立看護大学 学長

椎名　毅 芝浦工業大学　SIT総合研究所 教授

清水　昭伸 東京農工大学　大学院工学研究院 教授

竹谷　豊 徳島大学　大学院医歯薬学研究部 教授



永田　知里 岐阜大学　大学院医学系研究科 教授

成瀬　恵治 岡山大学　大学院医歯薬学総合研究科 教授

増田　和実 金沢大学　人間社会研究域 教授

※50音順

福島パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

福島　孝典 東京工業大学　科学技術創成研究院 教授

創発アドバイザー（AD）

伊藤　肇 北海道大学　大学院工学研究院 教授

大神田　淳子 信州大学　学術研究院（農学系） 教授

陰山　洋 京都大学　大学院工学研究科 教授

加藤　昌子 関西学院大学　生命環境学部 教授

川合　眞紀 自然科学研究機構　 機構長

君塚　信夫 九州大学　大学院工学研究院 主幹教授

山東　信介 東京大学　大学院工学系研究科 教授

竹内　正之 物質・材料研究機構　機能性材料研究拠点 副拠点長

佃　達哉 東京大学　大学院理学系研究科 教授

寺西　利治 京都大学　化学研究所 教授

中村　恒夫 産業技術総合研究所　材料・化学領域 研究チーム長

濵地　格 京都大学　大学院工学研究科 教授

前田　理 北海道大学　大学院理学研究院 教授

山田　容子 奈良先端科学技術大学院大学　先端科学技術研究科 教授

若宮　淳志 京都大学　化学研究所 教授

※50音順

堀パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

堀　宗朗 海洋研究開発機構　付加価値情報創生部門 部門長

創発アドバイザー（AD）

大崎　純 京都大学　大学院工学研究科 教授

小熊　久美子 東京大学　大学院工学系研究科 准教授

清野　純史 京都大学　大学院工学研究科 教授

越村　俊一 東北大学　災害科学国際研究所 教授

谷本　潤 九州大学　大学院総合理工学研究院 教授

藤原　章正 広島大学　大学院先進理工系科学研究科 教授

松井　佳彦 北海道大学　大学院工学研究院 教授

宮里　心一 金沢工業大学　工学部 教授

野城　智也 東京大学　生産技術研究所 教授

矢吹　信喜 大阪大学　大学院工学研究科 教授

※50音順



水島パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

水島　昇 東京大学　大学院医学系研究科 教授

創発アドバイザー（AD）

乾　隆 大阪公立大学　大学院農学研究科 教授

大戸　茂弘 九州大学　大学院薬学研究院 教授

大場　雄介 北海道大学　大学院医学研究院 教授

粂　昭苑 東京工業大学　生命理工学院 教授

後藤　典子 金沢大学　がん進展制御研究所 教授

竹田　潔 大阪大学　大学院医学系研究科 教授

土居　久志 理化学研究所　生命機能科学研究センター チームリーダー

中山　啓子 東北大学　大学院医学系研究科 教授

深水　昭吉 筑波大学　生存ダイナミクス研究センター 教授

南　康博 神戸大学　大学院医学研究科 教授

梁　明秀 国立感染症研究所　ウィルス第３部 部長

※50音順

八木パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

八木　康史 大阪大学　産業科学研究所 教授

創発アドバイザー（AD）

青木　孝文 東北大学 理事・副学長

稲葉　雅幸 東京大学　情報理工学系研究科 教授

井上　美智子 奈良先端科学技術大学院大学　先端科学技術研究科 教授

岡部　寿男 京都大学　学術情報メディアセンター センター長・教授

加藤　博一 奈良先端科学技術大学院大学　デジタルグリーンイノベーションセンター　 教授

黄瀬　浩一 大阪公立大学 大学院情報学研究科究科 教授

杉山　将
東京大学　大学院新領域創成科学研究科／理化学研究所　革新知能統合
研究センター

教授／センター長

松井　知子 統計数理研究所　モデリング研究系 教授

湊　真一 京都大学　大学院情報学研究科 教授

森　健策 名古屋大学　大学院情報学研究科 教授

森島　繁生 早稲田大学　先進理工学部 教授

※50音順

吉田パネル

創発プログラムオフィサー（PO）

吉田　尚弘 東京工業大学　地球生命研究所 名誉教授

創発アドバイザー（AD）

上原　夏子 産業技術総合研究所　企画本部 副本部長



岡部　聡 北海道大学　大学院工学研究院 教授

奥井　明彦 出光興産株式会社　資源部 技術アドバイザー

柿沼　志津子 量子科学技術研究開発機構　放射線医学研究所 放射線影響研究部 研究員

笠井　康子 情報通信研究機構　テラヘルツ研究センター 上席研究員

蟹江　憲史 慶應義塾大学　大学院政策・メディア研究科 教授

木庭　啓介 京都大学　生態学研究センター 教授

後藤　美香 東京工業大学　環境・社会理工学院 教授

髙村　ゆかり 東京大学　未来ビジョン研究センター 教授

恒川　篤史 鳥取大学　乾燥地研究センター 教授

森口　祐一 国立環境研究所 理事

吉岡　敏明 東北大学　大学院環境科学研究科 教授

※50音順

人文社会審査チーム

創発チーフ・アドバイザー

小林　傳司 大阪大学  COデザインセンター 特任教授（非常勤）

創発アドバイザー（AD）

伊勢田　哲治 京都大学　文学研究科 教授

神里　達博　 千葉大学　大学院国際学術研究院 教授

唐沢　かおり　 東京大学　大学院人文社会系研究科 教授

木部　暢子　 人間文化研究機構 機構長

窪田　幸子 芦屋大学 学長

齊藤　智 京都大学　大学院教育学研究科 教授

髙村　ゆかり※ 東京大学　未来ビジョン研究センター 教授

谷本　寛治　 早稲田大学　商学学術院商学部 教授

中村　知靖 九州大学　大学院人間環境学研究院 教授

芳賀　京子　 東京大学　大学院人文社会系研究科 教授

町村　敬志　 東京経済大学　コミュニケーション学部 教授

松下　佳代　 京都大学　高等教育研究開発推進センター 教授

溝端　佐登史　 京都大学　経済研究所 特任教授

※吉田パネルの創発ADと兼務 ※50音順


