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対象者の所属・職名は、本人からの連絡、KAKEN（科学研究費助成事業データベース）の情報、当財団の調査にもとづき記載しています。   　　　　五十音順・ 敬称略
お気づきの点がありましたら、立石科学技術振興財団 事務局まで連絡いただきますようお願いいたします。

【2018年度 / 平成30年度】 【2017年度 / 平成29年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 安孫子　聡子 芝浦工業大学工学部電気工学科, 教授 1 李　根浩 宮崎大学工学部環境ロボテクス学科, 准教授
2 伊藤　伸一 徳島大学大学院社会産業理工学研究部, 講師 2 石塚　裕己 大阪大学大学院基礎工学研究科, 助教
3 井上　恒 香川大学創造工学部創造工学科, 講師 3 石原　進 静岡大学学術院工学領域, 教授
4 岩村　雅一 大阪公立大学大学院情報学研究科, 准教授 4 榎堀　優 名古屋大学情報学研究科, 講師
5 太田　禎生 東京大学先端科学技術研究センター, 准教授 5 尾山　匡浩 神戸市立工業高等専門学校電子工学科, 准教授
6 大谷　拓也 早稲田大学理工学術院, 次席研究員 6 菅　哲朗 電気通信大学大学院情報理工学研究科, 教授
7 大寺　康夫 富山県立大学電子・情報工学科, 教授 7 菅野　貴皓 東京医科歯科大学生体材料工学研究所, 准教授
8 大西　克彦 大阪電気通信大学総合情報学部, 教授 8 岸　哲史 東京大学大学院医学系研究科, 特任講師
9 小名木　明宏 北海道大学大学院法学研究科, 教授 9 グェン タン・ヴィン 産業技術総合研究所エレクトロニクス・製造領域, 研究員

10 陰山　聡 神戸大学大学院システム情報学研究科, 教授 10 久保　若奈 東京農工大学大学院工学系研究院先端電気電子部門, 准教授
11 梶本　裕之 電気通信大学大学院情報理工学研究科, 教授 11 小林　洋介 室蘭工業大学大学院工学研究科, 助教
12 菊池　武士 大分大学理工学部創生工学科福祉メカトロニクスコース, 教授 12 白井　裕子 慶應義塾大学政策・メディア研究科, 准教授
13 衣川　昌宏 福知山公立大学情報学部, 准教授 13 菅田　陽怜 大分大学福祉健康科学部, 准教授
14 倉科　佑太 東京農工大学工学研究科, 准教授 14 鈴木　恵二 公立はこだて未来大学システム情報科学部, 教授
15 小池　康晴 東京工業大学科学技術創成研究院, 教授 15 関野　正樹 東京大学大学院工学系研究科, 教授
16 國領　大介 神戸大学大学院システム情報学研究科, 准教授 16 寒川　雅之 新潟大学工学部機械システム工学科, 准教授
17 小林　博樹 東京大学情報基盤センター, 教授 17 田中　三郎 豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究所, 教授
18 塩見　昌裕 (株)国際電気通信基礎技術研究所インタラクション科学研究所, 室長 18 田中　宏和 東京都市大学情報工学部, 教授
19 田辺　弘子 名古屋大学未来社会創造機構HMI・人間特性研究部門, 特任助教 19 筒井　秀和 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科, 准教授
20 田畑　仁 東京大学大学院工学系研究科, 教授 20 寺前　達也 (株)国際電気通信基礎技術研究所脳情報通信総合研究所, 研究員
21 陳　暁帥 弘前大学大学院理工学研究科, 助教 21 橋田　朋子 早稲田大学理工学術院基幹理工学部, 教授
22 角井　泰之 防衛医科大学校防衛医学研究センター, 助教 22 橋本　敦史 オムロンサイニックエックス(株), シニアリサーチャー
23 中林　正隆 宇都宮大学大学院工学研究科, 助教 23 日髙　章理 東京電機大学理工学部理工学科, 准教授
24 南部　功夫 長岡技術科学大学技学研究院, 准教授 24 Ho Anh Van 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科, 准教授
25 土方　亘 東京工業大学工学院機械系, 准教授 25 星野　智史 宇都宮大学大学院工学研究科, 准教授
26 平野　雅人 (株)ソニーコンピュータサイエンス研究所, 研究員 26 本多　克宏 大阪公立大学大学院情報学研究科, 教授
27 平松　光太郎 東京大学大学院理学系研究科スペクトル化学研究センター, 助教 27 松浦　康之 岐阜市立女子短期大学国際文化学科, 講師
28 廣谷　潤 京都大学大学院工学研究科, 准教授 28 南　豪 東京大学生産技術研究所, 准教授
29 藤木　聡一朗 獨協医科大学医学部, 講師 29 三宅　丈雄 早稲田大学理工学術院(情報生産システム研究科・センター), 教授
30 前田　祐佳 筑波大学システム情報系知能機能工学域, 助教 30 山西　陽子 九州大学大学院工学研究院, 教授
31 槇田　諭 福岡工業大学工学部知能機械工学科, 准教授 31 湯浅　裕美 九州大学大学院システム情報科学研究院, 教授
32 松村　礼央 (株)karakuri products研究開発部, 代表取締役 32 横川　隆司 京都大学大学院工学研究科, 教授
33 三浦　智 東京工業大学工学院, 講師
34 水野　由子 兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科, 教授
35 向　直人 椙山女学園大学文化情報学部文化情報学科, 准教授
36 門内　靖明 東京大学先端科学技術研究センター, 准教授
37 谷川原　綾子 北海道科学大学保健医療学部診療放射線学科, 講師
38 安田　和弘 早稲田大学理工学術院総合研究所, 客員主任研究員
39 谷田部　緑 一般社団法人テレメディーズ, 理事
40 山田　泰之 法政大学デザイン工学部, 准教授
41 山家　智之 東北大学加齢医学研究所, 教授
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【2016年度 / 平成28年度】 【2015年度 / 平成27年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 荒川　貴博 東京工科大学工学部電気電子工学科, 准教授 1 上岡　玲子 (株)zeroinon, 代表取締役社長
2 家入　里志 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系小児外科学分野, 教授 2 植村　宗則 鹿児島大学医歯学総合研究科, 客員研究員
3 香川　高弘 愛知工業大学工学部機械学科, 准教授 3 大島　孝仁 物質・材料研究機構電気・電子機能分野, 主任研究員
4 桑原　和代 慶應義塾大学医学部, 助教 4 大野　暢亮 兵庫県立大学大学院情報科学研究科, 教授
5 合田　達郎 東洋大学理工学部, 教授 5 小木津　武樹 群馬大学研究・産学連携推進機構, 准教授
6 小林　洋 大阪大学基礎工学研究科, 准教授 6 奥野　弘嗣 大阪工業大学情報科学部, 准教授
7 小柳　健一 富山県立大学工学部, 教授 7 小野　弓絵 明治大学理工学部, 専任教授
8 櫻井　庸明 京都工芸繊維大学分子化学系, 講師 8 金井　康 大阪大学産業科学研究所, 助教
9 澤田　和明 豊橋技術科学大学大学院工学研究科, 教授 9 亀﨑　允啓 早稲田大学理工学術院総合研究所, 主任研究員

10 白松　知世 東京大学大学院情報理工学系研究科, 助教 10 神田　崇行 京都大学大学院情報学研究科, 教授
11 高橋　宏知 東京大学大学院情報理工学系研究科, 准教授 11 北　智洋 早稲田大学理工学術院応用物理学科, 教授
12 棚橋　重仁 新潟大学大学院自然科学研究科, 助教 12 工藤　博章 名古屋大学大学院情報科学研究科, 准教授
13 田渕　豊 理化学研究所量子コンピュータ研究センター, ユニットリーダー 13 熊崎　博一 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科, 教授
14 田村　昌也 豊橋技術科学大学大学院工学研究科, 教授 14 栗田　伸幸 群馬大学大学院理工学府, 准教授
15 都甲　薫 筑波大学数理物質系, 准教授 15 小尻　智子 関西大学システム理工学部, 教授
16 西島　喜明 横浜国立大学大学院工学研究院, 准教授 16 小林　一郎 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科, 教授
17 野嶌　一平 信州大学医学部, 准教授 17 小林　博樹 東京大学情報基盤センター, 教授
18 橋本　幸二郎 公立諏訪東京理科大学工学部, 講師 18 島崎　みどり 芝浦工業大学工学部, 教授
19 東森　充 大阪大学工学研究科, 教授 19 島野　美保子 国立情報学研究所コンテンツ科学研究系, 特任助教
20 平井　宏明 大阪大学大学院基礎工学研究科, 准教授 20 杉浦　孔明 慶應義塾大学理工学部情報工学科, 教授
21 平田　慎之介 千葉大学フロンティア医工学センター, 准教授 21 鈴木　達也 名古屋大学大学院工学研究科, 教授
22 平田　泰久 東北大学大学院工学研究科, 教授 22 高汐　一紀 慶應義塾大学環境情報学部, 教授
23 藤掛　英夫 東北大学大学院工学研究科, 教授 23 竹原　宏明 東京大学大学院工学系研究科, 講師
24 許　允禎 東京農工大学大学院工学研究院先端機械システム部門, 准教授 24 舘野　高 北海道大学大学院情報科学研究科, 教授
25 前田　佳弘 名古屋工業大学おもひ領域, 准教授 25 田中　一男 電気通信大学大学院情報理工学研究科, 教授
26 眞﨑　義憲 九州大学キャンパスライフ・健康支援センター, 准教授 26 田中　陽 サムスン日本研究所, Staff Engineer
27 桝田　晃司 東京農工大学大学院生物システム応用科学府, 教授 27 田畑　美幸 東京医科歯科大学生体材料工学研究所, 特任准教授
28 松永　信智 熊本大学大学院先端科学研究部情報・エネルギー部門, 教授 28 野田　智之 (株)国際電気通信基礎技術研究所, 主幹研究員
29 南川　丈夫 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所, 准教授 29 野田　善之 山梨大学大学院総合研究部, 教授
30 山下　晃弘 東京工業高等専門学校情報工学科, 准教授 30 延原　肇 筑波大学システム情報系, 教授
31 山田　篤史 滋賀医科大学医学部, 特任准教授 31 橋本　悠希 筑波大学システム情報系, 助教
32 LAM Antony 埼玉大学理工学研究科, 助教 32 針本　哲宏 豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究所, 特任助教

33 東　広志 京都大学大学院情報学研究科, 助教
34 古屋　晋一 (株)ソニーコンピュータサイエンス研究所, プログラムマネージャー
35 松本　光広 神奈川大学工学部経営工学科, 准教授
36 三浦　哲都 早稲田大学人間科学学術院人間科学部, 准教授
37 森　貴彦 湘南工科大学工学部電気電子工学科, 准教授
38 森重　健一 富山県立大学工学部知能デザイン工学科, 講師
39 八木　直美 兵庫県立大学先端医療工学研究所, 准教授
40 山田　学 名古屋工業大学大学院工学研究科, 教授
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【2014年度 / 平成26年度】 【2013年度 / 平成25年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 青代　敏行 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科, 准教授 1 年吉　洋 東京大学生産技術研究所, 教授
2 秋田　一平 産業技術総合研究所エレクトロニクス・製造領域, 主任研究員 2 天野　敏之 和歌山大学大学院システム工学研究科, 教授
3 有本　泰子 千葉工業大学情報科学部, 准教授 3 荒田　純平 九州大学工学研究院, 教授
4 五十嵐　洋 東京電機大学工学部電子システム工学科, 教授 4 和泉　慎太郎 神戸大学システム情報学研究科, 准教授
5 伊東　保志 愛知県医療療育総合センター発達障害研究所, 主任研究員 5 梅田　智広 奈良県立医科大学産学官連携推進センター, センター研究教授
6 仰木　裕嗣 慶應義塾大学政策・メディア研究科, 教授 6 王　龍標 長岡技術科学大学工学研究科, 准教授
7 大城　幸雄 日本医科大学医学部, 准教授 7 田中　一晶 京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系, 准教授
8 大須　理英子 早稲田大学人間科学学術院, 教授 8 谷口　浩成 大阪工業大学ロボティクス&デザイン工学部, 准教授
9 河西　理恵 国際医療福祉大学小田原保健医療学部, 准教授 9 中内　茂樹 豊橋技術科学大学工学研究科情報・知能工学系, 教授・副学長

10 木野　久志 東北大学医工学研究科, 特任准教授 10 中妻　啓 熊本大学大学院先端科学研究部, 助教
11 桑名　健太 東京電機大学工学部, 准教授 11 西岡　靖貴 滋賀県立大学工学部, 講師
12 黄　銘 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科, 助教 12 西川　淳 北海道大学情報科学研究院, 准教授
13 神﨑　素樹 京都大学人間・環境学研究科, 教授 13 西出　俊 京都橘大学工学部情報工学科, 准教授
14 小林　太 神戸大学システム情報学研究科, 准教授 14 林　隆介 産業技術総合研究所情報・人間工学領域, 主任研究員
15 三枝　亮 神奈川工科大学創造工学部, 准教授 15 飛田　哲朗 名古屋第二赤十字病院整形外科, 医長
16 鈴木　郁郎 東北工業大学大学院工学研究科, 教授 16 藤井　文武 山口大学大学院創成科学研究科, 准教授
17 相馬　祥吾 京都府立医科大学細胞生理学, 助教 17 細野　美奈子 産業技術総合研究所情報・人間工学領域, 研究員
18 竹井　邦晴 大阪公立大学大学院工学研究科, 教授 18 真下　智昭 岡山大学自然科学学域, 教授
19 谷口　忠大 立命館大学情報理工学部, 教授 19 谷田部　淳一 一般社団法人テレメディーズ, 代表理事
20 谷本　潤 九州大学大学院総合理工学府, 教授 20 山際　伸一 筑波大学システム情報系, 准教授
21 杜　偉薇 京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系, 准教授 21 山口　堅三 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所, 准教授
22 永瀬　純也 龍谷大学先端理工学部, 准教授 22 山崎　俊太郎 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, 主任研究員
23 中楯　龍 神戸大学未来医工学研究開発センター, 准教授
24 中山　良平 立命館大学理工学部電子情報工学科, 教授
25 並木　明夫 千葉大学大学院工学研究院, 准教授
26 兵頭　健生 長崎大学工学研究科, 准教授
27 福島　誉史 東北大学工学研究科, 准教授
28 藤岡　宏樹 農業・食品産業技術総合研究機構農業情報研究センター, ユニット長
29 山下　和彦 大阪大学大学院医学系研究科, 特任教授
30 横田　悠右 情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター, 研究員
31 横山　直幸 沼津工業高等専門学校制御情報工学科, 准教授
32 吉見　靖男 芝浦工業大学工学部応用化学科, 教授
33 渡部　裕輝 山形大学大学院理工学研究科, 准教授

【2012年度 / 平成24年度】 【2011年度 / 平成23年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 生嶋　健司 東京農工大学大学院工学研究院, 教授 1 内山　剛 名古屋大学工学研究科, 准教授
2 伊藤　聡志 宇都宮大学工学部, 教授 2 大脇　大 東北大学工学研究科, 准教授
3 牛尾　宗貴 東邦大学医学部, 講師 3 河合　俊和 大阪工業大学ロボティクス&デザイン工学部ロボット工学科, 教授
4 梅舘　拓也 信州大学学術研究院繊維学系, 准教授 4 河本　浩明 筑波大学システム情報系知能機能工学域, 准教授
5 片平　和俊 理化学研究所開拓研究本部, 専任研究員 5 後藤　雄治 大分大学理工学部, 教授
6 金田　さやか 大阪公立大学大学院工学研究科, 講師 6 小林　祐一 静岡大学工学部, 准教授
7 川波　弘道 津山工業高等専門学校総合理工学科, 准教授 7 佐々木　誠 東北大学生命科学研究科, 教授
8 木寺　正平 電気通信大学大学院情報理工学研究科, 准教授 8 塩田　達俊 埼玉大学理工学研究科, 准教授
9 木室　義彦 福岡工業大学情報工学部, 教授 9 下ノ村　和弘 立命館大学理工学部, 教授

10 黒田　知宏 京都大学医学研究科, 教授 10 神　隆 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
11 上瀧　剛 熊本大学大学院先端科学研究部, 教授 11 杉本　雅則 北海道大学情報科学研究院, 教授
12 酒井　利奈 北里大学医療衛生学部, 准教授 12 田熊　隆史 大阪工業大学工学部, 教授
13 境野　翔 筑波大学システム情報系, 准教授 13 中川　智皓 大阪公立大学大学院工学研究科, 准教授
14 杉原　知道 大阪大学工学研究科, 招へい准教授 14 長縄　明大 秋田大学理工学研究科, 教授
15 高橋　英俊 慶應義塾大学理工学部, 准教授 15 野田　堅太郎 富山県立大学工学部, 講師
16 滝本　裕則 岡山県立大学情報工学部, 准教授 16 橋本　守 北海道大学大学院情報科学研究院, 教授
17 寺本　篤司 藤田医科大学保健学研究科, 教授 17 平井　慎一 立命館大学理工学部, 教授
18 中本　高道 東京工業大学科学技術創成研究院, 教授 18 平井　宏明 大阪大学大学院基礎工学研究科, 准教授
19 長谷川　良平 産業技術総合研究所情報・人間工学領域, 上級主任研究員 19 間所　洋和 岩手県立大学ソフトウェア情報学部, 准教授
20 平林　晃 立命館大学情報理工学部, 教授 20 宮崎　剛 東京都健康長寿医療センター, 研究員
21 南　哲人 豊橋技術科学大学情報・知能工学系, 教授 21 矢入　郁子 上智大学理工学部, 准教授
22 村松　千左子 滋賀大学データサイエンス学部, 准教授 22 柳原　大 東京大学大学院総合文化研究科, 教授
23 保田　俊行 富山大学学術研究部工学系, 准教授
24 吉川　雅博 大阪工業大学ロボティクス&デザイン工学部, 准教授
25 依田　育士 産業技術総合研究所情報・人間工学領域, 主任研究員

公益財団法人 立石科学技術振興財団
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【2010年度 / 平成22年度】 【2009年度 / 平成21年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 秋山　庸子 大阪大学工学研究科, 准教授 1 石井　抱 広島大学先進理工系科学研究科, 教授
2 岩瀬　英治 早稲田大学理工学術院, 教授 2 石橋　孝昭 有明工業高等専門学校創造工学科, 准教授
3 桂　誠一郎 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科, 教授 3 内山　良一 熊本大学大学院生命科学研究部, 准教授
4 河野　英昭 九州工業大学大学院工学研究院, 准教授 4 岡本　英治 東海大学札幌教養教育センター, 教授
5 来見　良誠 滋賀医科大学医学部, 非常勤講師 5 尾関　基行 武庫川女子大学生活環境学部, 准教授
6 郷古　学 東北学院大学工学部, 教授 6 小野　崇人 東北大学工学研究科, 教授
7 小林　洋 大阪大学基礎工学研究科, 准教授 7 梶本　裕之 電気通信大学大学院情報理工学研究科, 教授
8 小山　大介 同志社大学理工学部電気工学科, 教授 8 上林　清孝 同志社大学スポーツ健康科学部, 准教授
9 鈴木　孝明 群馬大学大学院理工学府, 教授 9 嵯峨　智 熊本大学大学院先端科学研究部, 准教授

10 竹市　博臣 理化学研究所情報基盤センター計算工学応用開発ユニット, 専任技師 10 坂本　眞一 滋賀県立大学工学部, 准教授
11 豊浦　正広 山梨大学大学院総合研究部, 准教授 11 佐竹　純二 福岡工業大学情報工学部情報工学科, 准教授
12 中村　亮一 東京医科歯科大学生体材料工学研究所, 教授 12 鈴木　達也 名古屋大学大学院工学研究科, 教授
13 畑中　裕司 大分大学理工学部共創理工学科, 教授 13 関野　正樹 東京大学大学院工学系研究科, 教授
14 羽石　秀昭 千葉大学フロンティア医工学センター, 教授 14 園田　潤 仙台高等専門学校総合工学科, 教授
15 深山　理 情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター, 研究員 15 武居　昌宏 千葉大学大学院工学研究科工学部機械工学科, 教授
16 福田　恵子 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科, 教授 16 田中　完爾 福井大学学術研究院工学系部門, 准教授
17 安井　武史 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所, 教授 17 辻　俊明 埼玉大学理工学研究科, 准教授
18 山下　馨 京都工芸繊維大学電気電子工学系, 教授 18 鳥越　秀峰 東京理科大学理学部第一部応用化学科, 教授
19 和田　隆広 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科, 教授 19 中川　誠司 千葉大学フロンティア医工学センター, 教授

20 東森　充 大阪大学工学研究科, 教授
21 藤原　清悦 聖マリアンナ医科大学医学部生理学, 講師
22 松永　信智 熊本大学大学院先端科学研究部情報・エネルギー部門, 教授
23 美濃島　薫 電気通信大学情報理工学研究科, 教授
24 柳谷　隆彦 早稲田大学理工学術院先進理工学部電気・情報生命工学科, 教授
25 葭田　貴子 東京工業大学工学院, 准教授
26 吉村　哲 秋田大学理工学研究科, 教授

【2008年度 / 平成20年度】 【2007年度 / 平成19年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 石光　俊介 広島市立大学情報科学研究科, 教授 1 岩木　直 産業技術総合研究所人間情報インタラクション研究部門, 副研究部門長
2 井上　貴浩 東京電機大学理工学部, 准教授 2 上田　隆一 千葉工業大学先進工学部, 准教授
3 今井　晋二 滋賀医科大学リハビリテーション部, 教授 3 奥野　恭史 京都大学医学研究科, 教授
4 岩橋　直人 岡山県立大学情報工学部, 教授 4 梶川　伸哉 東北学院大学工学部機械知能工学科, 教授
5 大倉　和博 広島大学大学院工学研究科機械, 教授 5 加藤　昇平 名古屋工業大学工学研究科, 教授
6 大槻　知明 慶應義塾大学理工学部情報工学科, 教授 6 衣笠　竜太 神奈川大学人間科学部人間科学科, 教授
7 北原　照代 滋賀医科大学社会医学講座衛生学部門, 特任准教授 7 清川　清 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科, 教授
8 金　享燮 九州工業大学大学院工学研究院, 教授 8 桑原　義彦 愛知医科大学, 客員教授
9 工藤　博幸 筑波大学大学院システム情報工学研究科, 教授 9 神﨑　素樹 京都大学人間・環境学研究科, 教授

10 久間　英樹 松江工業高等専門学校電子制御工学科, 教授 10 佐伯　勝敏 日本大学理工学部, 教授
11 柴田　智広 九州工業大学大学院生命体工学研究科, 教授 11 嶋田　泰幸 熊本高等専門学校, 教授
12 島田　邦雄 福島大学共生システム理工学類, 教授 12 杉山　将 理化学研究所革新知能統合研究センター, センター長
13 庄司　英一 福井大学学術研究院工学系部門, 准教授 13 鈴木　達也 名古屋大学大学院工学研究科, 教授
14 関根　一光 徳島大学大学院医歯薬学研究部, 准教授 14 高崎　俊之 京都大学大学院情報学研究科, 研究員
15 瀬戸　文美 千葉工業大学未来ロボット技術研究センター, 主任研究員 15 滝口　哲也 神戸大学都市安全研究センター, 教授
16 高野　千尋 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科, 研究員 16 田中　茂雄 金沢大学フロンティア工学系, 教授
17 高橋　宏知 東京大学大学院情報理工学系研究科, 准教授 17 唐　捷 物質・材料研究機構エネルギー・環境材料研究拠点, 上席研究員
18 田中　聡久 東京農工大学大学院工学研究院, 教授 18 中嶋　秀 東京都立大学都市環境科学研究科, 准教授
19 田村　宏樹 宮崎大学工学部, 教授 19 西　竜志 岡山大学自然科学学域, 教授
20 唐山　英明 富山県立大学工学部, 教授 20 野田　善之 山梨大学大学院総合研究部, 教授
21 野田　賢 福岡大学工学部化学システム工学科, 教授 21 福岡　泰宏 茨城大学工学部知能システム工学科, 准教授
22 枦　修一郎 東北学院大学工学部電気電子工学科, 教授 22 藤岡　美博 松江工業高等専門学校機械工学科, 准教授
23 原　武史 岐阜大学工学部, 教授 23 藤田　欣也 東京農工大学大学院共生科学技術研究院, 教授
24 番　浩志 情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター, 主任研究員 24 藤本　康孝 横浜国立大学大学院工学研究院, 教授
25 久門　尚史 京都大学大学院工学研究科, 准教授 25 水谷　正義 東北大学大学院工学研究科, 准教授
26 松本　光春 電気通信大学大学院情報理工学研究科, 准教授 26 南　哲人 豊橋技術科学大学情報・知能工学系, 教授
27 三浦　弘樹 一関工業高等専門学校, 准教授 27 宮田　昌悟 慶應義塾大学理工学部機械工学科, 准教授
28 宮本　浩一郎 東北大学工学研究科, 准教授
29 村上　俊之 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科, 教授
30 望山　洋 筑波大学システム情報系, 教授
31 山越　健弘 福岡工業大学情報工学部, 准教授
32 山下　淳 東京大学大学院新領域創成科学研究科, 教授
33 横山　修子 大阪大学大学院基礎工学研究科, 特任研究員

公益財団法人 立石科学技術振興財団
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【2006年度 / 平成18年度】 【2005年度 / 平成17年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 石原　康利 明治大学理工学部, 専任教授 1 新井　史人 東京大学大学院工学系研究科, 教授
2 江崎　修央 鳥羽商船高等専門学校制御情報工学科, 教授 2 石川　潔 兵庫県立大学大学院理学研究科, 准教授
3 岡田　有策 慶應義塾大学理工学部管理工学科, 教授 3 石野　洋子 山口大学大学院技術経営研究科, 教授
4 加藤　康広 日本電信電話(株), 研究機関研究員 4 石原　美弥 防衛医科大学校医用工学講座, 教授
5 久米村　百子 九州工業大学大学院生命体工学研究科, 准教授 5 大塚　敏之 京都大学大学院情報学研究科, 教授
6 小坂　洋明 奈良工業高等専門学校電気工学科, 教授 6 河島　則天 国立障害者リハビリテーションセンター, 研究室長
7 阪本　邦夫 甲南大学知能情報学部, 准教授 7 小林　哲生 京都大学オープンイノベーション機構, 特定教授
8 渋谷　雄 京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系, 教授 8 近藤　敏之 東京農工大学共生科学技術研究院, 教授
9 杉浦　彰彦 静岡大学情報学部, 教授 9 柴里　弘毅 熊本高等専門学校電子情報システム工学系CIグループ, 教授

10 高橋　悟 香川大学創造工学部, 教授 10 竹村　泰司 横浜国立大学大学院工学研究院, 教授
11 竹村　研治郎 慶應義塾大学理工学部機械工学科, 教授 11 永岡　隆 近畿大学生物理工学部, 講師
12 田畑　修 京都先端科学大学工学部, 工学部長・教授 12 中村　太郎 中央大学理工学部精密機械工学科, 教授
13 鳥居　修一 熊本大学大学院先端科学研究部, 教授 13 西尾　公裕 津山工業高等専門学校総合理工学科, 教授
14 中西　英之 近畿大学情報学部, 教授 14 堀内　隆彦 千葉大学大学院融合科学研究科, 教授
15 中山　良平 立命館大学理工学部電子情報工学科, 教授 15 松丸　隆文 早稲田大学理工学術院(情報生産システム研究科・センター), 教授
16 馬場　俊彦 横浜国立大学大学院工学研究科, 教授 16 三林　浩二 東京医科歯科大学生体材料工学研究所, 教授
17 波部　斉 近畿大学理工学部情報学科, 准教授 17 森　亮介 信州大学工学部機械システム工学科, 助手
18 廣瀬　明 東京大学大学院工学系研究科, 教授 18 山田　武志 筑波大学大学院システム情報工学研究科, 准教授
19 房安　貴弘 佐賀大学工学系研究科, 准教授 19 山野辺　夏樹 産業技術総合研究所情報・人間工学領域, 主任研究員
20 前　泰志 関西大学システム理工学部, 教授 20 渡辺　哲陽 金沢大学理工研究域フロンティア工学系, 教授
21 的場　修 神戸大学先端融合研究環, 教授
22 矢ヶ崎　一幸 京都大学情報学研究科, 教授

【2004年度 / 平成16年度】 【2003年度 / 平成15年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 粟辻　安浩 京都工芸繊維大学電気電子工学系, 教授 1 天尾　豊 大阪公立大学人工光合成研究センター, 教授
2 石黒　章夫 東北大学電気通信研究所, 教授 2 江口　啓 福岡工業大学工学部, 教授
3 大岡　昌博 名古屋大学情報学研究科, 教授 3 岡田　英史 慶應義塾大学理工学部電子工学科, 教授
4 大塚　弘文 熊本高等専門学校企画運営部, 教授 4 奥乃　博 早稲田大学次世代ロボット研究機構, 招聘研究員
5 小野里　雅彦 北海道大学情報科学研究院, 教授 5 郭　書祥 香川大学創造工学部, 教授
6 桑野　博喜 東北大学未来科学技術共同研究センター, 学術研究員 6 片平　和俊 理化学研究所開拓研究本部, 専任研究員
7 小林　宏 東京理科大学工学部機械工学科, 教授 7 式田　光宏 広島市立大学情報科学研究科, 教授
8 坂口　浩司 京都大学エネルギー理工学研究所, 教授 8 庄司　英一 福井大学学術研究院工学系部門, 准教授
9 佐藤　淳 岩手大学理工学部, 准教授 9 田中　利恵 金沢大学医薬保健研究域保健学系, 准教授

10 島谷　祐一 東京都市大学理工学部, 准教授 10 玉置　久 神戸大学システム情報学研究科, 教授
11 菅野　公二 神戸大学工学研究科, 教授 11 妻木　勇一 山形大学大学院理工学研究科, 教授
12 鈴木　隆文 情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター, 室長 12 長山　格 琉球大学工学部情報工学科, 教授
13 長崎　康子 公立はこだて未来大学システム情報科学部, 助手 13 滑川　徹 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科, 教授
14 新田　尚隆 産業技術総合研究所健康医工学研究部門, 主任研究員 14 西山　清 岩手大学理工学部, 教授
15 羽多野　正俊 日本大学理工学部, 教授 15 野方　誠 立命館大学総合理工学院･理工学部ロボティクス学科, 教授
16 原　隆浩 大阪大学大学院情報科学研究科, 副研究科長・教授 16 比嘉　充 山口大学大学院工学研究科, 教授
17 平田　泰久 東北大学大学院工学研究科, 教授 17 三浦　麻子 大阪大学人間科学研究科, 教授
18 平田　豊 中部大学工学部情報工学科, 教授 18 矢入　健久 東京大学先端科学技術研究センター, 教授
19 政二　慶 トロント大学生体材料・生体医用工学研究所, 研究員 19 山野辺　貴信 北海道大学大学院医学研究院中央研究部門, 助教
20 森島　泰則 国際基督教大学教養学部, 教授

【2002年度 / 平成14年度】 【2001年度 / 平成13年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 網谷　重紀 東京大学大学院工学系研究科, 博士課程 1 小豆畑　敬 弘前大学理工学研究科, 准教授
2 井村　順一 東京工業大学大学院情報理工学研究科 理事・副学長・教授 2 太田　順 東京大学大学院工学系研究科, 教授
3 エコ プルワント 東京農工大学 助手 3 太田　祐治 お茶の水女子大学基幹研究院, 教授・副学長
4 円福　敬二 九州大学超伝導システム科学研究センター 学術研究員 4 小橋　昌司 兵庫県立大学工学研究科, 教授
5 金井　浩 東北大学大学院工学研究科電子工学専攻 教授 5 小林　正和 早稲田大学理工学術院, 教授
6 木口　量夫 九州大学工学研究院 教授 6 嵯峨　宣彦 関西学院大学工学部, 教授
7 木竜　徹 新潟大学大学院自然科学研究科 教授 7 坂元　章 お茶の水女子大学, 理事・副学長
8 近藤　淳 静岡大学工学部 教授 8 佐藤　隆幸 高知大学教育研究部医療学系基礎医学部門, 教授
9 椎名　毅 芝浦工業大学大学院理工学研究科 シニア教授 9 白土　浩 近畿大学産業理工学部電気通信工学科, 准教授

10 塩入　諭 東北大学電気通信研究所 教授 10 積山　薫 京都大学総合生存学館, 教授
11 竹内　昌治 東京大学大学院情報理工学系研究科 教授 11 津村　徳道 千葉大学工学部情報画像工学科, 准教授
12 竹内　勇剛 静岡大学創造科学技術大学院 教授 12 成瀬　誠 東京大学大学院情報理工学系研究科, 教授
13 中西　弘明 京都大学大学院工学研究科機械理工学専攻 講師 13 能見　公博 静岡大学工学部機械工学科, 教授
14 張山　昌論 東北大学大学院情報科学研究科 教授 14 服部　励治 九州大学グローバルイノベーションセンター, 教授
15 比嘉　広樹 琉球大学工学部電気電子工学科 教授 15 早崎　芳夫 宇都宮大学オプティクス教育研究センター, 教授
16 日比野　新 名古屋市総合リハビリテーションセンター リハビリテーション工学技師 16 藤本　健治 京都大学大学院工学研究科, 教授
17 深見　忠典 山形大学大学院理工学研究科 教授 17 前野　隆司 慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科, 教授
18 福見　稔 徳島大学大学院社会産業理工学研究部 教授 18 松本　勉 横浜国立大学大学院環境情報研究院, 教授
19 満田　隆 立命館大学情報理工学部知能情報学科 教授 19 安井　武史 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所, 教授
20 宮崎　文夫 大阪大学大学院基礎工学研究科 教授 20 山本　佳男 東海大学工学部精密工学科, 教授
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【2000年度 / 平成12年度】 【1999年度 / 平成11年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 荒木　雅弘 京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系, 准教授 1 浅井　仁 東北文化学園大学科学技術学部臨床工学科, 教授
2 植田　一博 東京大学大学院総合文化研究科, 教授 2 泉　隆 東海大学基盤工学部医療福祉工学科, 教授
3 大田　一郎 熊本高等専門学校電子情報システム工学系TEグループ, 教授 3 太田　淳 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科, 教授
4 奥村　学 東京工業大学科学技術創成研究院, 教授 4 岡　久雄 岡山大学ヘルスシステム統合科学研究科, 特命教授
5 窪野　隆能 静岡大学工学部, 教授 5 神山　斉己 愛知県立大学情報科学部, 教授
6 小濱　剛 近畿大学生物理工学部, 准教授 6 河合　晃 長岡技術科学大学工学研究科, 教授
7 笹田　一郎 九州大学大学院総合理工学研究院融合創造理工学部門, 教授 7 川上　泰雄 早稲田大学スポーツ科学学術院, 教授
8 高間　康史 東京都立大学システムデザイン研究科, 教授 8 河田　佳樹 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所, 教授
9 中内　茂樹 豊橋技術科学大学工学研究科情報・知能工学系, 教授・副学長 9 神成　文彦 慶應義塾大学理工学部電子工学科, 教授

10 西田　正吾 大阪大学大学院基礎工学研究科, 教授 10 北村　喜文 東北大学電気通信研究所, 教授
11 萩原　朋道 京都大学工学研究科, 教授 11 近野　敦 北海道大学大学院情報科学研究科, 教授
12 深尾　隆則 東京大学大学院情報理工学系研究科, 教授 12 査　紅彬 北京大学, 教授
13 福田　永 室蘭工業大学大学院工学研究科, 教授 13 鈴木　博章 筑波大学大学院数理物質科学研究科, 教授
14 福本　文代 山梨大学大学院総合研究部, 教授 14 曹　建庭 埼玉工業大学工学部, 教授
15 藤本　晶 沼津工業高等専門学校, 校長 15 堤　定美 金沢工業大学先端電子技術応用研究所, 客員教授
16 松本　佳宣 慶應義塾大学理工学部物理情報工学科, 教授 16 中谷　広正 名古屋国際工科専門職大学工科学部, 学部長
17 山越　憲一 昭和大学医学部, 客員教授 17 中村　清彦 東京工業大学大学院総合理工学研究科, 教授
18 湯浅　哲也 山形大学大学院理工学研究科, 教授 18 浜岡　隆文 東京医科大学医学部, 主任教授
19 和田　親宗 九州工業大学大学院生命体工学研究科, 教授 19 原田　慶恵 大阪大学蛋白質研究所, 教授

【1998年度 / 平成10年度】 【1997年度 / 平成9年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 一川　誠 千葉大学大学院人文科学研究院, 教授 1 内村　圭一 熊本大学工学部, 教授
2 乾　正知 茨城大学理工学研究科, 教授 2 内山　勝 東北大学大学院工学研究科, 教授
3 宇佐川　毅 熊本大学, 理事 3 金子　豊久 豊橋技術科学大学, 名誉教授
4 江頭　直義 県立広島大学, 名誉教授 4 黒澤　実 東京工業大学工学院, 准教授
5 大石　潔 長岡技術科学大学工学研究科, 教授 5 小池　卓二 電気通信大学大学院情報理工学研究科, 教授
6 岡田　徳次 新潟大学, 名誉教授、フェロー 6 小寺　宏曄 千葉大学工学部, 教授
7 片寄　晴弘 関西学院大学理工学部, 教授 7 杉江　俊治 大阪大学工学研究科, 特任教授
8 川上　養一 京都大学工学研究科, 教授 8 杉本　重雄 筑波大学, 名誉教授
9 小谷　学 神戸大学工学部, 助教授 9 武田　一哉 名古屋大学未来社会創造機構モビリティ社会研究所, 教授

10 木幡　稔 千葉工業大学情報科学部, 教授 10 陳　謙 和歌山大学システム工学部, 准教授
11 島田　伸敬 立命館大学情報理工学部知能情報学科, 教授 11 寺本　孝司 室蘭工業大学大学院工学研究科, 教授
12 菅野　重樹 早稲田大学理工学術院, 学術院長・教授 12 遠山　茂樹 東京国際工科専門職大学工科学部, 教授
13 田口　正美 秋田大学, 名誉教授 13 西藤　聖二 山口大学大学院創成科学研究科, 准教授
14 内匠　透 神戸大学医学研究科生理学分野, 教授 14 野田　秀樹 九州工業大学大学院情報工学研究院, 教授
15 田中　弘美 立命館大学情報理工学部, 教授 15 畑　豊 兵庫県立大学, 副学長・教授
16 田中　豊 南山大学数理情報学部, 教授 16 堀川　洋 香川大学創造工学部, 教授
17 土田　亮 岐阜大学工学部, 教授 17 松田　豊稔 熊本高等専門学校電子情報システム工学系TEグループ, 教授
18 西　壽巳 大阪国際工科専門職大学工科学部・情報工学科, 教授 18 溝口　博 東京大学大学院工学系研究科, 上席研究員
19 平井　重行 京都産業大学情報理工学部情報理工学科, 准教授 19 三田　勝己 愛知県医療療育総合センター発達障害研究所, 特別共同研究者
20 本郷　哲 仙台高等専門学校総合工学科, 教授 20 持田　恭 島根県衛生公害研究所, 主任研究員
21 山田　正良 京都工芸繊維大学工芸科学研究科, 教授 21 山田　喬彦 立命館大学理工学部, 非常勤講師

【1996年度 / 平成8年度】 【1995年度 / 平成7年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 飯國　洋二 大阪大学基礎工学研究科, 教授 1 青山　尚之 電気通信大学大学院情報理工学研究科, 教授
2 稲葉　毅 東海大学情報理工学部, 教授 2 赤澤　堅造 大阪工業大学工学部, 教授
3 大田　友一 筑波大学, 名誉教授 3 荒木　勉 大阪大学基礎工学研究科, 教授
4 岡本　正宏 九州大学農学研究院, 教授 4 石田　好輝 豊橋技術科学大学工学研究科, 教授
5 金籐　敬一 大阪工業大学工学部, 教授 5 伊藤　英則 (株)島津製作所産学官・プロジェクト推進室, 嘱託
6 黄瀬　浩一 大阪公立大学大学院情報学研究科, 教授 6 尾崎　俊治 南山大学情報理工学部, 教授
7 清田　公保 熊本高等専門学校企画運営部, 教授 7 硴崎　賢一 九州工業大学大学院情報工学研究院, 教授
8 斉藤　光徳 龍谷大学先端理工学部, 教授 8 金子　俊一 北海道大学情報科学研究科, 教授
9 白鳥　世明 慶應義塾大学理工学部, 教授 9 金子　真 名城大学大学院理工学研究科, 教授

10 竹村　治雄 大阪大学サイバーメディアセンター, 教授 10 金西　計英 徳島大学高等教育研究センター, 教授
11 田所　嘉昭 豊橋技術科学大学工学部, 教授 11 桑原　秀行 公益財団法人応用科学研究所第1研究室, 室長
12 富田　豊 慶應義塾大学, 名誉教授 12 佐藤　一雄 愛知工業大学工学部, 教授
13 西谷　紘一 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科, 教授 13 篠原　寛明 富山大学学術研究部工学系, 教授
14 早川　義一 愛知工業大学工学部, 教授 14 田中　一男 電気通信大学大学院情報理工学研究科, 教授
15 藤村　貞夫 帝京平成大学情報学部, 教授 15 中川　聖一 中部大学工学部, 客員教授
16 前谷　俊三 天理よろづ相談所医学研究所, 副所長 16 中辻　隆 北海道大学工学研究科, 教授
17 満渕　邦彦 東京大学大学院情報理工学系研究科, 教授 17 中村　哲 奈良先端科学技術大学院大学, 教授
18 三浦　純 豊橋技術科学大学工学研究科, 教授 18 平井　慎一 立命館大学理工学部, 教授
19 三井　石根 三井メディカルクリニック, 院長 19 宮里　義彦 統計数理研究所運営企画本部, 特任教授
20 油田　信一 筑波大学, 名誉教授 20 和田　仁 東北文化学園大学健康社会システム研究科, 教授
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【1994年度 / 平成6年度】 【1993年度 / 平成5年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 麻生　武彦 国立極地研究所, 名誉教授 1 赤木　正人 北陸先端科学技術大学院大学, 名誉教授
2 新井　民夫 技術研究組合 国際廃炉研究開発機構, 副理事長 2 赤塚　孝雄 山形大学, 名誉教授
3 伊東　幸宏 静岡大学, 名誉教授 3 浅田　忠裕 京都大学工学研究科, 助教授
4 海老澤　嘉伸 静岡大学工学部, 教授 4 井上　和夫 立命館大学, 名誉教授
5 小田　俊理 東京工業大学科学技術創成研究院, 教授 5 上野　文男 熊本電波工業高等専門学校, 校長
6 加藤　博一 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科, 教授 6 宇佐見　義之 神奈川大学工学部, 准教授
7 川上　浩司 京都先端科学大学工学部機械電気システム工学科, 教授 7 大松　繁 広島大学デジタルものづくり教育研究センター, 特任教授
8 河口　仁司 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科, 教授 8 近江　和生 大阪産業大学デザイン工学部, 教授
9 久野　義徳 埼玉大学, 名誉教授 9 小堀　聡 龍谷大学先端理工学部, 教授

10 近藤　浩 九州工業大学工学部, 助教授 10 富川　義朗 山形大学, 名誉教授
11 谷本　正幸 名古屋大学, 名誉教授 11 長田　正 九州大学工学部, 教授
12 田畑　満生 帝京科学大学こども学部, 教授 12 馬場　充 茨城大学, 名誉教授
13 辻本　浩章 滋慶医療科学大学医療科学部, 教授 13 松尾　芳樹 東京工科大学工学部, 教授
14 中根　英章 室蘭工業大学工学部, 助教授 14 宮崎　修一 筑波大学, 名誉教授
15 福島　重廣 九州大学大学院芸術工学研究院, 教授 15 宮崎　正己 早稲田大学人間科学部人間情報科学科, 教授
16 間多　均 帝京大学理工学部, 助教授 16 山本　眞司 中京大学情報理工学部, 教授
17 松重　和美 四国大学生活科学部, 教授 17 山本　透 広島大学先進理工系科学研究科, 教授
18 松本　弘 信州大学工学部, 教授 18 吉川　研一 同志社大学研究開発推進機構, 客員教授
19 山口　隆美 東北大学大学院医工学研究科, 特任教授 19 若松　秀俊 東京医科歯科大学, 名誉教授
20 吉川　歩 甲南大学共通教育センター, 教授

【1992年度 / 平成4年度】 【1991年度 / 平成3年度】
氏名 所属・職名 氏名 所属・職名

1 浅井　秀樹 静岡大学電子工学研究所, 教授 1 阿曽　弘具 日本大学工学部, 教授
2 浦浜　喜一 九州大学芸術工学研究院, 教授 2 安藤　繁 東京大学大学院情報理工学系研究科, 教授
3 江端　正直 熊本大学工学部, 教授 3 伊藤　宏司 立命館大学理工学部, 教授
4 太田　道男 筑波大学構造工学系, 教授 4 稲崎　一郎 中部大学, 理事
5 大西　昇 名古屋大学情報学研究科, 研究員 5 岩田　洋夫 筑波大学システム情報系, 教授
6 小林　広明 東北大学大学院情報科学研究科, 教授 6 大坪　順次 静岡大学工学研究科, 教授
7 近藤　文良 滋賀大学教育学部, 教授 7 河口　英二 九州工業大学工学部, 教授
8 下澤　楯夫 北海道大学電子科学研究所, 教授 8 好田　正紀 山形大学大学院理工学研究科, 教授
9 牧之内　顕文 久留米工業大学工学部, 教授 9 杉村　明彦 大阪産業大学デザイン工学部, 教授

10 松本　敏郎 名古屋大学工学研究科, 教授 10 関口　芳廣 山梨大学工学部コンピュータ・メディア工学科, 教授
11 三宅　洋一 千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター, 教授 11 登尾　啓史 大阪電気通信大学総合情報学部, 教授
12 余田　義彦 同志社女子大学学芸学部, 教授 12 村上　正紀 立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構, 特別研究フェロー
13 米津　宏雄 豊橋技術科学大学工学部, 教授 13 谷内田　正彦 大阪工業大学情報科学部, 教授
14 羅　正華 長岡技術科学大学工学部, 助教授 14 山本　辰馬 岡山大学工学部, 教授
15 渡辺　一央 北海道科学大学工学部, 教授 15 吉澤　誠 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

16 米沢　義道 信州大学工学部, 教授
17 渡辺　富夫 岡山県立大学情報工学部, 特任教授

【1990年度 / 平成2年度】
氏名 所属・職名

1 有川　節夫 九州大学, 名誉教授
2 有木　康雄 神戸大学都, 名誉教授
3 岡部　洋一 東京大学, 名誉教授
4 黒川　隆夫 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科, 教授
5 椹木　哲夫 京都大学大学院工学研究科, 研究科長・教授
6 汐月　哲夫 東京電機大学未来科学部, 教授
7 千代倉　弘明 東京工科大学メディア学部, 教授
8 辻　毅一郎 奈良学園大学人間教育学部, 教授
9 橋本　正治 摂南大学工学部機械工学科, 助教授

10 原　民夫 豊田工業大学工学部先端工学基礎学科, 教授
11 廣田　薫 東京工業大学大学院総合理工学研究科, 教授
12 藤居　仁 九州工業大学大学院情報工学研究院, 教授
13 辺見　一男 長崎県立大学情報システム学部, 教授
14 森島　晃年 情報技術開発(株), 主任研究員
15 吉井　博明 東京経済大学コミュニケーション学部, 教授

公益財団法人 立石科学技術振興財団
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