
委員長 中野　貴由 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
副委員長 御手洗容子 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 副拠点⻑

委員数147名
第1分野 （材料と社会＆先進機能材料）

1 委員長・企業説明会実行委員 松岡　由貴 奈良⼥⼦⼤学 研究院⾃然科学系 准教授
2 副委員長・企業説明会実行委員 戸田　佳明 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 主幹研究員
3 幹事・セミナーシンポジウム委員 北村　一浩 愛知教育⼤学 教育学部 教授
4 幹事 盛田　元彰 東京海洋⼤学 学術研究院 准教授
5 委員 杉岡　奈穂子 国⽴⽂化財機構 奈良⽂化財研究所 アソシエイトフェロー
6 田中　秀明 産業技術総合研究所 電池技術研究部⾨ 主任研究員
7 南　秀和 JFEスチール㈱ スチール研究所 副課⻑
8 宮部　さやか ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 助教
9 森戸　茂一 島根⼤学 ⼤学院総合理⼯学研究科 准教授

第2分野 （物性＆電気・磁気関連材料）
1 委員長 藤原　康文 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
2 副委員長・第1分野兼任 白土　優 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
3 幹事・企業説明会実行委員 阿部　世嗣 電磁材料研究所 新機能材料創⽣部⾨ 主席研究員
4 幹事・セミナーシンポジウム委員 西内　武司 ⽇⽴⾦属㈱ 機能部材事業本部 開発企画グループ⻑
5 委員 石川　史太郎 愛媛⼤学 ⼤学院理⼯学研究科 准教授
6 宇治原　徹 名古屋⼤学 未来材料・システム研究所 教授
7 梅津　理恵 東北⼤学 ⾦属材料研究所 准教授
8 榎戸　靖 ＴＤＫ㈱ 技術・知財本部 材料開発センター センター⻑
9 合田　義弘 東京⼯業⼤学 物質理⼯学院 准教授
10 小林　孝之 ⽇本製鉄㈱ 先端技術研究所 主幹研究員
11 佐藤　和則 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
12 柴田　直哉 東京⼤学 ⼤学院⼯学系研究科 教授
13 住友　弘二 兵庫県⽴⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
14 関　剛斎 東北⼤学 ⾦属材料研究所 准教授
15 世古　敦人 京都⼤学 ⼯学研究科 准教授
16 高橋　有紀子 物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究拠点 グループリーダー
17 田中　秀和 ⼤阪⼤学 産業科学研究所 教授
18 田邉　匡生 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
19 生田目　俊秀 物質・材料研究機構 技術開発・共⽤部⾨ グループリーダー
20 野瀬　嘉太郎 京都⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
21 藤田　麻哉 産業技術総合研究所 中部センター 研究チーム⻑
22 松浦　昌志 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 助教
23 三井　好古 ⿅児島⼤学 ⼤学院理⼯学研究科 准教授
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第3分野 （組織＆計算材料）
1 委員長・セミナーシンポジウム委員 小山　敏幸 名古屋⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
2 副委員長・企業説明会実行委員 藤居　俊之 東京⼯業⼤学 物質理⼯学院 教授
3 幹事・第1分野兼任 及川　勝成 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
4 幹事 井　誠一郎 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 主幹研究員
5 委員 安藤　大輔 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 助教
6 池田　賢一 北海道⼤学 ⼤学院⼯学研究院 准教授
7 稲邑　朋也 東京⼯業⼤学 科学技術創成研究院フロンティア材料研究所 教授
8 大野　宗一 北海道⼤学 ⼤学院⼯学研究院 教授
9 大森　俊洋 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
10 北嶋　具教 物質・材料研究機構 積層スマート材料グループ 主任研究員
11 佐々木　泰祐 物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究拠点 主幹研究員
12 諏訪　嘉宏 ⽇本製鉄㈱ 技術開発本部 主幹研究員
13 塚田　祐貴 名古屋⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
14 田路　勇樹 ＪＦＥスチール㈱ スチール研究所 主任研究員
15 永瀬　丈嗣 ⼤阪⼤学 超⾼圧電⼦顕微鏡センター 准教授
16 萩原　幸司 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
17 松田　光弘 熊本⼤学 ⼤学院先端科学研究部 准教授
18 和田　武 東北⼤学 ⾦属材料研究所 准教授

第4分野 （⼒学特性）
1 委員長・セミナーシンポジウム委員 大村　孝仁 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 副拠点⻑
2 副委員長・第1分野兼任 戸高　義一 豊橋技術科学⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
3 幹事 岸田 恭輔 京都⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
4 幹事 田中 將己 九州⼤学 ⼤学院⼯学研究院 教授
5 委員 井上 純哉 東京⼤学 先端科学技術研究センター 准教授
6 君塚　肇 ⼤阪⼤学 ⼤学院基礎⼯学研究科 准教授
7 企業説明会実行委員 小林　覚 東京⼯業⼤学 物質理⼯学院材料系 准教授
8 柴田 曉伸 京都⼤学 ⼯学研究科 准教授
9 下川　智嗣 ⾦沢⼤学 理⼯研究域 教授
10 鈴木　真由美 富⼭県⽴⼤学 ⼯学部 教授
11 多根　正和 ⼤阪⼤学 産業科学研究所 准教授
12 富松　宏太 ⽇本製鉄㈱ 技術開発本部 主幹研究員
13 中田 伸生 東京⼯業⼤学 物質理⼯学院 准教授
14 中村　篤智 名古屋⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
15 峯　洋二 熊本⼤学 ⼤学院先端科学研究部 教授
16 村石　信二 東京⼯業⼤学 ⼤学院理⼯学研究科 准教授
17 安田　弘行 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
18 横田 智之 ＪＦＥスチール㈱ スチール研究所 副部⻑



第5分野 （材料化学）
1 委員長 武藤　泉 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
2 副委員長 林　重成 北海道⼤学 ⼤学院⼯学研究院 准教授
3 幹事・セミナーシンポジウム委員 土谷　博昭 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
4 幹事 八重　真治 兵庫県⽴⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
5 企業説明会実行委員 上田　光敏 東京⼯業⼤学 物質理⼯学院 准教授
6 委員 亀岡　聡 東北⼤学 多元物質科学研究所 准教授
7 河村　憲一 東京⼯業⼤学 物質理⼯学院 准教授
8 助永　壮平 東北⼤学 多元物質科学研究所 准教授
9 竹田　修 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
10 豊浦　和明 京都⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
11 中本　将嗣 ⼤阪⼤学 低温センター 助教
12 野瀬　健二 ㈱ＵＡＣＪ 技術開発研究所 室⻑
13 第1分野兼任 廣本　祥子 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 主幹研究員
14 山下　弘巳 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授

第6分野 （材料プロセシング）
1 委員長 小林　能直 東京⼯業⼤学 科学技術創成研究院 教授
2 副委員長 伊藤　和博 ⼤阪⼤学 接合科学研究所 教授
3 幹事 小泉　雄一郎 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
4 幹事・セミナーシンポジウム委員 齊藤　敬高 九州⼤学 ⼤学院⼯学研究院 准教授
5 委員 小椋　智 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
6 苅谷　義治 芝浦⼯業⼤学 ⼯学部 教授
7 後藤　研滋 ⽥中貴⾦属⼯業㈱ 伊勢原テクニカルセンター マネージャー
8 荘司　郁夫 群⾺⼤学 ⼤学院理⼯学府 教授
9 鈴木　寿穂 ⼤同特殊鋼㈱ 技術開発研究所 副所⻑
10 鈴木　賢紀 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
11 高浜　義久 ⽇本製鉄㈱ プロセス研究所 上席主幹研究員
12 林　幸 東京⼯業⼤学 ⼤学院理⼯学研究科 准教授
13 企業説明会実行委員 松浦　宏行 東京⼤学 ⼤学院⼯学系研究科 准教授
14 第1分野兼任 森戸　春彦 東北⼤学 ⾦属材料研究所 准教授
15 吉川　健 東京⼤学 ⽣産技術研究所 准教授

第7分野 （⽣体・医療・福祉）
1 委員長 小林　千悟 愛媛⼤学 ⼤学院理⼯学研究科 教授
2 副委員長 上田　正人 関⻄⼤学 化学⽣命⼯学部 教授
3 幹事 野村　直之 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
4 幹事 山本　雅哉 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
5 委員 池尾　直子 神⼾⼤学 ⼤学院⼯学研究科 助教
6 石水　敬大 京セラ㈱ 滋賀野洲⼯場 係責任者
7 石本　卓也 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
8 上田　恭介 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
9 大津　直史 北⾒⼯業⼤学 ⼯学部 教授
10 黒田　健介 名古屋⼤学 未来材料・システム研究所 准教授
11 セミナーシンポジウム委員 堤　祐介 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 主席研究員
12 永田　智啓 ㈱アルバック 未来技術研究所 研究室⻑
13 成島　尚之 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
14 野山　義裕 帝⼈ナカシマメディカル㈱ 課⻑
15 企業説明会実行委員 久森　紀之 上智⼤学 理⼯学部 教授
16 第1分野兼任 三浦　永理 兵庫県⽴⼤学 ⼤学院 ⼯学研究科 准教授
17 森　重雄 ⼤阪冶⾦興業㈱ 造形・メディカル推進室 課⻑
18 山中　謙太 東北⼤学 ⾦属材料研究所 准教授



第8分野 （構造材料）
1 委員長 吉見　享祐 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
2 副委員長 廣澤　渉一 横浜国⽴⼤学 理⼯学部 教授
3 幹事・セミナーシンポジウム委員 渡辺　千尋 ⾦沢⼤学 理⼯研究域 教授
4 幹事 船川　義正 ＪＦＥスチール㈱ 薄板セクター部 主任部員
5 委員 有賀　康博 ㈱神⼾製鋼所 技術開発本部 室⻑
6 糸井　貴臣 千葉⼤学 機械⼯学科 准教授
7 第1分野兼任 川岸　京子 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 グループリーダー
8 金　煕榮 筑波⼤学 物質⼯学域 教授
9 高田　尚記 名古屋⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
10 企業説明会実行委員 寺田　大将 千葉⼯業⼤学 ⼯学部 准教授
11 西浦　智博 ⽇本製鉄㈱ 技術開発本部 主幹研究員
12 錦織　貞郎 ㈱ＩＨＩ 技術開発本部 技師⻑
13 光原　昌寿 九州⼤学 ⼤学院総合理⼯学研究院 准教授
14 山崎　倫昭 熊本⼤学 先進マグネシウム国際研究センター 教授

第9分野 （エネルギー関連材料）
1 委員長・企業説明会実行委員 木村　好里 東京⼯業⼤学 物質理⼯学院 教授
2 副委員長 石川　和宏 ⾦沢⼤学 理⼯研究域 教授
3 幹事 宇根本　篤 ㈱⽇⽴製作所 研究開発グループ 主任研究員
4 幹事・セミナーシンポジウム委員 橋本　直幸 北海道⼤学 ⼤学院⼯学研究院 教授
5 委員 浅野　耕太 産業技術総合研究所 創エネルギー研究部⾨ 主任研究員
6 折茂　慎一 東北⼤学 ⾦属材料研究所 教授
7 笠田　竜太 東北⼤学 ⾦属材料研究所 教授
8 桑原　彰秀 ファインセラミックスセンター ナノ構造研究所 主任研究員
9 近藤　亮太 関⻄⼤学 化学⽣命⼯学部 准教授
10 齋藤　寛之 量⼦科学技術研究開発機構 関⻄光科学研究所 上席研究員
11 高村　仁 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
12 多田　英司 東京⼯業⼤学 物質理⼯学院 准教授
13 第1分野兼任 花田 信子 早稲⽥⼤学 先進理⼯学部 講師
14 三浦　照光 ㈱原⼦⼒安全システム研究所 技術システム研究所 副主任研究員
15 宮崎　秀俊 名古屋⼯業⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
16 山崎　仁丈 九州⼤学 エネルギー研究教育機構 教授
17 李　海文 九州⼤学 エネルギー研究教育機構 准教授
18 李　鎔勲 ㈱ＫＥＬＫ プロセス技術部 主査



委員長 中野　貴由 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
副委員長 御手洗容子 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 副拠点⻑

委員36名
第1分野 （材料と社会＆先進機能材料）

1 委員長・企業説明会実行委員 松岡　由貴 奈良⼥⼦⼤学 研究院⾃然科学系 准教授
2 副委員長・企業説明会実行委員 戸田　佳明 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 主幹研究員
3 幹事・セミナーシンポジウム委員 北村　一浩 愛知教育⼤学 教育学部 教授
4 幹事 盛田　元彰 東京海洋⼤学 学術研究院 准教授

第2分野 （物性＆電気・磁気関連材料）
1 委員長 藤原　康文 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
2 副委員長・第1分野兼任 白土　優 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
3 幹事・企業説明会実行委員 阿部　世嗣 電磁材料研究所 新機能材料創⽣部⾨ 主席研究員
4 幹事・セミナーシンポジウム委員 西内　武司 ⽇⽴⾦属㈱ 機能部材事業本部 開発企画グループ⻑

第3分野 （組織＆計算材料）
1 委員長・セミナーシンポジウム委員 小山　敏幸 名古屋⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
2 副委員長・企業説明会実行委員 藤居　俊之 東京⼯業⼤学 物質理⼯学院 教授
3 幹事・第1分野兼任 及川　勝成 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
4 幹事 井　誠一郎 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 主幹研究員

第4分野 （⼒学特性）
1 委員長・セミナーシンポジウム委員 大村　孝仁 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 副拠点⻑
2 副委員長・第1分野兼任 戸高　義一 豊橋技術科学⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
3 幹事 岸田 恭輔 京都⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
4 幹事 田中 將己 九州⼤学 ⼤学院⼯学研究院 教授

第5分野 （材料化学）
1 委員長 武藤　泉 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
2 副委員長 林　重成 北海道⼤学 ⼤学院⼯学研究院 准教授
3 幹事・セミナーシンポジウム委員 土谷　博昭 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 准教授
4 幹事 八重　真治 兵庫県⽴⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授

第6分野 （材料プロセシング）
1 委員長 小林　能直 東京⼯業⼤学 科学技術創成研究院 教授
2 副委員長 伊藤　和博 ⼤阪⼤学 接合科学研究所 教授
3 幹事 小泉　雄一郎 ⼤阪⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
4 幹事・セミナーシンポジウム委員 齊藤　敬高 九州⼤学 ⼤学院⼯学研究院 准教授

第7分野 （⽣体・医療・福祉）
1 委員長 小林　千悟 愛媛⼤学 ⼤学院理⼯学研究科 教授
2 副委員長 上田　正人 関⻄⼤学 化学⽣命⼯学部 教授
3 幹事 野村　直之 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
4 幹事 山本　雅哉 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授

第8分野 （構造材料）
1 委員長 吉見　享祐 東北⼤学 ⼤学院⼯学研究科 教授
2 副委員長 廣澤　渉一 横浜国⽴⼤学 理⼯学部 教授
3 幹事・セミナーシンポジウム委員 渡辺　千尋 ⾦沢⼤学 理⼯研究域 教授
4 幹事 船川　義正 ＪＦＥスチール㈱ スチール研究所 部⻑

第9分野 （エネルギー関連材料）
1 委員長・企業説明会実行委員 木村　好里 東京⼯業⼤学 物質理⼯学院 教授
2 副委員長 石川　和宏 ⾦沢⼤学 理⼯研究域 教授
3 幹事 宇根本　篤 ㈱⽇⽴製作所 研究開発グループ 研究員
4 幹事・セミナーシンポジウム委員 橋本　直幸 北海道⼤学 ⼤学院⼯学研究院 教授
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