
外部評価等実施部局一覧

（2016年度以降）

部局名 専攻等名 実施年度 実施組織（名称） 構成員等

法学政治学研究科・法学部 法曹養成専攻

2016年度
2017年度
2018年度
2019年度

東京大学法科大学院運営諮問会議 学外国内有識者７名、国外有識者１名

法学政治学研究科・法学部 （研究科・学部全体）
2020年度
2021年度

法学政治学研究科運営諮問会議 学外国内有識者９名、国外有識者１名

医学系研究科・医学部 （研究科全体） 2020年度
日本医学教育評価機構（JACME）

による医学教育分野別評価
JACME 評価委員 7名

工学系研究科・工学部 （研究科・学部全体）
2016年度
2019年度

工学系研究科運営諮問会議
議長及び委員若干名（学外有識者６名、うち外国人１
名）

工学系研究科・工学部 （研究科・学部全体）
2020年度
2021年度

工学部アドバイザリーボード

石井菜穂子（東京大学）、石角友愛（パロアルトインサ
イト）、上野山勝也（株式会社PKSHA Technology）、川
村雄介（一般社団法人グローカル政策研究所）、郷治
友孝（株式会社東京大学エッジキャピタルパートナー
ズ）、小西雅子（東京ガス株式会社）、境田正樹（TMI総
合法律事務所）、重松路威（ニューラルポケット株式会
社）、瀧口友里奈（株式会社セント・フォース）、冨山和
彦（株式会社経営共創基盤IGPIグループ）、西山圭太
（元経済産業省商務情報政策局長）、長谷部佳宏（花
王株式会社）、平野未来（株式会社シナモン）、堀場厚
（株式会社堀場製作所）、米良はるか（READYFOR株
式会社）、山崎直子（一般社団法人Space Port
Japan）、山下良則（株式会社リコー）、山田進太郎（株
式会社メルカリ）、渡部恒弘（一般財団法人国際経済
交流財団）

工学系研究科・工学部 技術経営戦略学専攻 2016年度 技術経営戦略学専攻評価委員会

丸山剛司（中央大学）、板倉宏昭（香川大学）、片岡一
則（ナノ医療イノベーションセンター）、ジェイミー・カテ
ル（マッキンゼー・アンド・カンパニー）、佐貫俊幸（日本
アイ・ビー・エム）

工学系研究科・工学部 原子力専攻
毎年度

（年１回）
工学系研究科原子力専攻（専門職

大学院）運営諮問会議

(～2018年度)
議長及び委員若干名（学外有識者４名）
（2019年度～）
議長及び委員若干名（学外有識者５名）

工学系研究科・工学部 原子力国際専攻・原子力専攻 2017年度
IAEA INMA (International Nuclear 

Management Academy) Peer 
Review

海外大学所属の専門家６名（米国、カナダ、英国、スペ
イン、中国、ロシア）、ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ４名（中国）、事務局１
名（IAEA）

工学系研究科・工学部 水環境制御研究センター 2018年度
水環境制御研究センター外部評価

委員

Emeritus Professor Dr. Helmut Kroiss
Institute for Water Quality, Resource and Waste 
Management
Vienna University of Technology
Former President of International Water Association

Professor Dr. Min Yang,
Deputy-Direct,
Research Center for Eco-Environmental Science 
(RCEES)
Chinese Academy of Science (CAS)

Professor Dr. Taeho Lee
Busan National University
President of the Water and Future City Institute 
(WCI)
Vice president of KSEE

Professor Dr. Jiangyong Hu
National University of Singapore
Director of Centre for Water Research

Prof. Hiroaki Tanaka
田中 宏明氏
京都大学大学院工学研究科 教授
附属流域圏総合環境質研究センター長

Dr. Akiko Miya
宮 晶子氏
水ing 株式会社 執行役員
法務・内部統制総括
工学博士
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部局名 専攻等名 実施年度 実施組織（名称） 構成員等

理学系研究科・理学部 （研究科・学部全体） 毎年度 理学系研究科・理学部諮問会 国内外部有識者６名

理学系研究科・理学部

物理学専攻・
ビッグバン宇宙国際研究セン

ター・
生物普遍性研究機構・

知の物理学研究センター

2019年度 外部評価委員会

委員長：倉本義夫（KEK・特任教授）　
委員：
九後太一（京都大学基礎物理学研究所・特任教授）
Dmitri Kharzeev（SUNY、Distinguished Professor and 
Director of Center for Quantum Materials）
Zhi-Xun Shen（Stanford University、Professor）
川合眞紀（分子科学研究所、所長）
林　正彦（日本学術振興会・ボン研究連絡センター セ
ンター長）
郷　通子（名古屋大学理事）
佐久間　嘉一郎（日立国際電気、代表取締役社長執
行役員）

理学系研究科・理学部 天文学専攻 2019年度 外部評価委員会 学外国内有識者３名、国外有識者２名

理学系研究科・理学部
地球惑星科学専攻・宇宙惑星

科学機構
2019年度 外部評価委員会

委員長
今脇資郎（九州大学・名誉教授）

委員
常田佐久（国立天文台・台長）
安成哲三（人間文化研究機構総合地球環境学研究
所・所長）
髙橋栄一（中国科学院広州地球化学研究所・教授）
加藤憲二（静岡大学・名誉教授）

書面評価委員
Kevin Hamilton (University of Hawaii, USA; Emeritus 
Professor)
Timothy D. Swindle (University of Arizona, USA; 
Professor)
James F. Kasting (Pennsylvania State University,USA; 
Professor)
GregoryC. Beroza (Stanford University, USA; 
Professor)
Danielle Fortin (University of Ottawa, Canada; 
Professor)

理学系研究科・理学部
ビッグバン宇宙国際研究セン

ター
2019年度

ビッグバン宇宙国際研究センター外
部評価委員会

〔委員長〕
倉本義夫（KEK）
〔委　員〕
久後太一（京都産業大学）
Dmitri Kharzeev（SUNY）
Z. X. Shen（Stanford University）
川合真紀（分子研）
林　正彦（日本学術振興会）
郷　通子（名古屋大学）
佐久間　嘉一郎（日立国際電気）

理学系研究科・理学部
附属フォトンサイエンス研究機

構
2019年度

自己点検・評価及び外部評価委員
会

委員：
田中耕一郎（京都大学・教授）＊委員長、
Tsuneyuki Ozaki (Institut national de la recherche 
scientifique (Canada), Professor)、
江馬一弘（上智大学・副学長, 教授)、
遠藤彰（早稲田大学・客員教授, 光・量子飛躍フラッグ
シッププログラム(Q-LEAP)次世代レーザープログラ
ム・ディレクター）、
佐野雄二（分子科学研究所・プログラムマネージャー）

理学系研究科・理学部 化学専攻 2021年度 外部評価委員会

委員長：川合真紀（自然科学研究機構分子科学研究
所・所長）　
委員：
三澤　弘明（北海道大学電子科学研究所エキゾティッ
ク反応場研究分野・教授）
寺田　眞浩（東北大学大学院理学研究科化学専攻・教
授）
北川　進（京都大学高等研究院物質－細胞統合シス
テム拠点(iCeMS)・拠点長 特別教授）
米田　仁紀（電気通信大学（レーザー新世代研究セン
ター・教授）
Vivian Wing-Wah Yam（The University of Hong Kong
Department of Chemistry)
Jeffrey Bode（ETH Zurich(Department of Chemistry 
and Applied Bioscience)
浅見　正弘（'日本知的財産協会・参与）
原勉（浜松ホトニクス株式会社・常務取締役
中央研究所長）
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部局名 専攻等名 実施年度 実施組織（名称） 構成員等

理学系研究科・理学部

生物科学専攻
附属植物園

附属臨海実験所
附属遺伝子実験施設

2021年度 外部評価委員会

委員長
山本 雅（沖縄科学技術大学院大学・教授）

委員
長谷川 眞理子（総合研究大学院大学・学長）
佐藤 矩行（沖縄科学技術大学院大学・教授）
町田 泰則（名古屋大学・名誉教授）
桂 勲 （国立遺伝学研究所・前所長）

書面評価
Alison R. Mercer（Professor,University of Otago)
Ueli Grossniklaus(Professor, University of Zurich)
Susanne Renner(Professor,Stanford University
五條堀 孝（Distinguished Professor, King Abdullah 
University of Science and　Technology)
Dinshaw Patel(Member and Abby Rockefeller Mauzé 
Chair in Experimental Therapeutics, Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center)

理学系研究科・理学部 附属地殻化学実験施設 2021年度 地殻化学実験施設外部評価委員会

学外国内有識者3名（入舩徹男、愛媛大学地球深部ダ
イナミクス研究センター長・教授；千葉光一、関西学院
大学理工学部・教授；篠原 宏志、産業総合技術研究

所活断層・火山研究部門・主席研究員）、国外有識者3
名（Dr. Patrick Allard, Université de Paris; Prof. Dr. 
John B Parise, Stony Brook University; Dr. Cong-

Qiang LIU, Tianjin University）

農学生命科学研究科・農学部 （研究科・学部全体） 毎年度
農学生命科学研究科・農学部運営

諮問会議
外部有識者10名

農学生命科学研究科・農学部 附属生態調和農学機構 毎年度
農学生命科学研究科・農学部附属
生態調和農学機構運営諮問会議

外部有識者５名

総合文化研究科・教養学部 （研究科・学部全体）

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度

運営諮問会議 学外有識者６名

教育学研究科・教育学部 （研究科・学部全体） 2020年度

東京大学大学院教育学研究科・教
育学部自己評価委員会

東京大学大学院教育学研究科・教
育学部外部評価委員会

学外国内有識者７名、国外有識者１名

薬学系研究科・薬学部 （研究科・学部全体） 2017年度 一般社団法人　薬学教育評価機構 一般社団法人　薬学教育評価機構

数理科学研究科 数理科学専攻

2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度
2021年度

数理科学研究科運営諮問会議

(～2017年度）
池森 俊文 （一橋大学教授）
金野 志保 （弁護士）
長谷川 聖治 （読売新聞社）
森脇 淳 （京都大学教授）
（2018年度）
金野　志保（弁護士）
長谷川　聖治（読売新聞社）
深谷　竜司（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株
式会社）
森脇　淳（京都大学教授）
（2019年度）
岡澤　健介（日本製鉄株式会社）
金野　志保（弁護士）
深谷　竜司（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株
式会社）
森脇　淳（京都大学教授） 
(2020年度～2021年度）
岡澤　健介（日鉄ソリューションズ株式会社）
金野　志保（弁護士）
深谷　竜司（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株
式会社）
森脇　淳（京都大学教授）

新領域創成科学研究科 （研究科全体）
2016年度

（５～７年に１回）
外部評価委員会
専門評価委員会

学外有識者30名

新領域創成科学研究科 海洋技術環境学専攻 2018年度
平成30年度海洋技術環境学専攻

外部評価委員会

木下健（学校法人長崎総合科学大学　学長）
太田垣由夫（ジャパンマリンユナイテッド株式会社　顧
問）
平　朝彦（国立研究開発法人海洋研究開発機構　理
事長）
大和裕幸（国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研
究所　理事長）
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部局名 専攻等名 実施年度 実施組織（名称） 構成員等

公共政策学教育部 公共政策学専攻 2018年度
大学基準協会

公共政策系専門職大学院認証評価
委員会

委員：15名以内
・公共政策系大学院の教員10名以内（うち実務家教員
２名）
・公共政策系分野の実務経験を有する者３名
・外部有識者２名

公共政策学教育部 （教育部全体）

2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度
2021年度

公共政策学教育部運営諮問会議、
国際アドバイザリー・ボード

教育部長及び連携研究部教員並びに公共政策に関
する教育又は国際的な教育について広くかつ高い識
見を有する学外者

医科学研究所 （研究所全体） 2020年度
External Review of IMSUT 

Committee

Mary Collins (Okinawa Institute of Science and 
Technology Graduate University)
Rudolf Jaenisch (Whitehead Institute, Massachusetts 
Institute of Technology)
Aikichi Iwamoto (Japan Agency for Medical Research 
and Development)
Minoru Kanehisa (Institute for Chemical Research, 
Kyoto University)
Thirumala-Devi Kanneganti (Immunology Department, 
St. Jude Children's Research Hospital)
Hiroaki Mitsuya (National Cancer Institute, National 
Institute of Health)
Takuro Nakamura (The Cancer Institute of JFCR)
Masato Okada (Research Institute for Microbial 
Diseases, Osaka University)
Emmanuelle Passegué (Columbia Stem Cell Initiative, 
Colombia University Irving Medical Center)
Toshio Suda (International Research Center for 
Medical Sciences, Kumamoto University)
Takaji Wakita (National Institute of Infectious 
Diseases)
Limsoon Wong (School of Computing, National 
University of Singapore)

地震研究所 （研究所全体） 毎年度（年１回） 地震研究所協議会
研究所長、研究所の教授または准教授数名、学内関
連部局長４名、東京大学の研究担当理事または副学
長、学外者（構成員の半数以上）

東洋文化研究所 （研究所全体） 2016年度
東京大学東洋文化研究所外部評価

委員会
国内外の有識者７名

社会科学研究所 （研究所全体） 毎年度（年１回） 諮問委員会 所外有識者６名

生産技術研究所 （研究所全体）
2019年度

（６年に１回）
第三者評価パネル

学外有識者７名（学界、産業界及び海外の有識者それ
ぞれ数名）

生産技術研究所 （研究所全体） 毎年度（年１回） 研究顧問懇談会
研究顧問（大企業の事業所長、研究所長、取締役クラ
ス）

生産技術研究所
附属ソシオグローバル情報工学

研究センター
2017年度

ソシオグローバル情報工学研究セ
ンター第三者評価委員会

学外有識者２名、学内所外有識者１名

生産技術研究所
附属革新的シミュレーション研

究センター
2016年度 第三者評価委員会 学外有識者５名

生産技術研究所

LIMMS/CNRS-IIS IRL 2820 
(LIMMS 国際連携研究セン

ター）
生産技術研究所・精密工学・
電気工学・バイオエンジリア

リング

2017年度
2020年度

LIMMS/CNRS-IIS Evaluation 
Committee （LIMMS 評価委員会）

学外国内有識者約２名、国外有識者約５名

生産技術研究所
附属次世代モビリティ研究セン

ター
2018年度 外部評価委員会 学外国内有識者５名

生産技術研究所
附属統合バイオメディカルシス

テム国際研究センター
2018年度 CIBiS評価委員会 学外国内有識者３名、国外有識者１名

生産技術研究所
LIMMS/CNRS-IIS IRL 2820
(LIMMS 国際連携研究セン

ター）
毎年度（年1回）

LIMMS/CNRS-IIS Steering 
Committee (LIMMS運営委員会）

国外有識者約5名

生産技術研究所
LIMMS/CNRS-IIS IRL 2820
(LIMMS 国際連携研究セン

ター）

2018年度
2021年度

SMMiL-E　Steering Committee 
(運営委員会　2018年度） 
SMMIL-E　Evaluation Committee 
（評価委員会 2021年度）

学外国外有識者5名

生産技術研究所
附属マイクロナノ学際研究セン

ター
2020年度 CIRMM評価委員会 学外国内有識者２名、国外有識者１名
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部局名 専攻等名 実施年度 実施組織（名称） 構成員等

生産技術研究所
附属都市基盤安全工学国際研

究センター
2020年度 第三者評価委員会 学外有識者３名

生産技術研究所 災害対策トレーニングセンター 2021年度 カリキュラム評価委員会 学外有識者7名、2021年度は4回実施

史料編纂所 （研究所全体） 2017～2018年度 東京大学史料編纂所評価委員会

木村 茂光 （東京学芸大学名誉教授）
坂上 康俊 （九州大学教授）
藤井 讓治 （京都大学名誉教授）
三宅 紹宣 （広島大学名誉教授）
ロバート・ヘリアー （ウェイク・フォレスト大学（米国）准
教授・国際日本文化研究センター外国人来訪研究員）

定量生命科学研究所 （研究所全体） 2020年度 アドバイザリーカウンシル 学外国内有識者７名、国外有識者４名

宇宙線研究所 （研究所全体） 2019年度 外部評価委員会

学外国内有識者４名（所属機関無し（東京大学名誉教
授）、広島大学、東北大学ニュートリノ科学研究セン
ター、早稲田大学）
国外有識者５名（UCLA、LIGO、Carleton University、
韓国IBS、カールスルーエ工科大学）

物性研究所 （研究所全体）
毎年度

（年１回）
物性研究所協議会

所長及び研究所の副所長、研究所の教授又は准教授
のうちから所長が命じた者３名、本学の工学系研究科
長、理学系研究科長、新領域創成科学研究科長及び
研究担当の理事・副学長、日本学術会議から推薦され
た者６名、学内外の学識経験者のうちから所長が委嘱
した者８名、及び、オブザーバーとして所内URA１名

物性研究所 （研究所全体）
毎年度

（年２回）
共同利用施設専門委員会

所長及び研究所の副所長、研究所の研究部門及び附
属研究施設から推薦された１５名の教授又は准教
授、、物性委員会の推薦による研究所以外の者１８
名、所長が委嘱した研究所以外の学識経験者３名、及
び、オブザーバーとして所内URA１名

物性研究所 （研究所全体） 2020年度 国際外部評価委員会

委員長
田島　節子（大阪大学）
委員
田中　耕一郎（京都大学）
Anders Nilsson(スェーデン・ストックホルム大学)
Dan A. Neumann(アメリカ・国立標準技術研究所)
野原　実(岡山大学)
Stefan Blügel(ドイツ・ユーリッヒ総合研究機構)
Joachim Wosnitza(ドイツ・ドレスデン強磁場研究所)

大気海洋研究所 （研究所全体）
毎年度

（年１回）
東京大学大気海洋研究所協議会

・所長
・研究所の教授又は准教授
・理学系研究科、農学生命科学研究科、新領域創成
科学研究科及び地震研究所の教授各１名
・研究担当の理事又は副学長１名
・学内外の学識経験者
※総数は21名を超えないものとし、その半数以上は学
外者とする。

大気海洋研究所 （研究所全体）
2020年度

（６年毎に１回）
東京大学大気海洋研究所外部評価

委員会
学外の有識者６名、うち３名は国外

先端科学技術研究センター （研究所全体）

2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度
2021年度

先端研ボード 他大学教員１名、学外有識者８名

附属図書館 （館全体） 2020年度
東京大学附属図書館外部評価委員

会
学外国内有識者4名

アイソトープ総合センター （センター全体） 2018年度 研究組織の在り方検討委員会
評価委員長１名（外部有識者）、
評価委員３名（外部有識者２名、東京大学他の部局所
属の委員１名）

未来ビジョン研究センター （センター全体）
2020年度
2021年度

未来ビジョン研究センター顧問会
政策に関し広くかつ高い見識を有する学外者７名（大
学学長、大学教授、民間企業役員、法人役員等）

総合研究博物館 （館全体） 2019年度 総合研究博物館外部評価委員会 外部有識者５名（大学学長、博物館館長・副館長等）

情報基盤センター
（学際大規模情報基盤共同利

用・共同研究拠点）

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度

学際大規模情報基盤共同利用・共
同研究拠点運営委員会

学外有識者19名（他機関のセンター長、教授等）

5



部局名 専攻等名 実施年度 実施組織（名称） 構成員等

素粒子物理国際研究センター （センター全体） 2018年度
東京大学素粒子物理国際研究セン

ター
国際評価委員会

山本均（東北大学大学院理学研究科・教授）*委員長、
Eckhard Elsen（CERN, Director for Research and 
Computing）、
Geoffｒey Taylor（The University of Melbourne, CoEPP 
Director, Professor）、
徳宿克夫（高エネルギー加速器研究機構素粒子原子
核研究所・所長、教授）、
中田達也（EPFL,Professor）

素粒子物理国際研究センター （センター全体） 毎年度（年１回）
東京大学素粒子物理国際研究セン

ター
研究協議会

学外国内有識者８名

空間情報科学研究センター （センター全体） 2017年度
空間情報科学研究センター外部評

価委員会
学外国内有識者５名、国外有識者５名

人工物工学研究センター （センター全体） 2017年度

東京大学人工物工学研究センター
外部評価委員会

External Evaluation Committee of 
Research into Artifacts, Center for 
Engineering (RACE), The University 

of Tokyo

委員長： 白鳥 正樹 （横浜国立大学名誉教授）
エンリコ・パジェロ （パドヴァ大学教授）
ユンヤン・キム （ソウル国立大学教授）
ロランド・ホルネ （スタンフォード大学教授）
タイフン・テズヤ （ライス大学教授）

政策ビジョン研究センター （センター全体）
2016年度
2017年度

政策ビジョン研究センター顧問会
政策に関し広くかつ高い見識を有する学外者６名（大
学学長、大学教授、民間企業役員、法人役員等）
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