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歴代・高分子命名法委員会 
 
１９６３年（学術用語委員会） 
委員長  祖父江 寛 （成蹊大学工学部） 
委 員   
［学術用語委員会が置かれ、委員長を祖父江先生がされていたことはわかっているが、

活動内容、委員などは不明］ 
 
 
１９６７年に学術用語の整理統一の一環として「高分子辞典」の必要性が説かれ、編集

委員会が設置された。辞典の編纂については先人の真摯な努力が潅がれ、刊行されたが、

習慣性用語が氾濫する中、学術用語への統一・普及のため命名委員会が置かれた。 
 
１９７０年に命名委員会が設置され、その中に三つの委員会が置かれた。 
Ａ．学術用語委員会［委員長 祖父江寛］ 
Ｂ．高分子用語委員会［委員長  岡村誠三］ 
Ｃ．SUN委員会［委員長  鶴田禎二］ 
 
１９７０年 （SUN委員会設置） 
委員長  鶴田 禎二 （東京大学工学部） 
 
１９７２年 （SUN委員会） 
委員長  鶴田 禎二 （東京大学工学部） 
 
１９７０年から１９７３年中頃まで委員会として組織されておらず、１９７３年秋に準

備委員会が設置された。準備委員会には１９７４年に委員になった中の数名がメンバー

として参加していた。その後、１９９４年に「高分子命名法委員会」と改称されるまで、

「SUN」（Symbols, Units, Nomenclature）の名称のもとに活動を継続した。 
 
１９７４年 （SUN委員会） 
委員長  鶴田 禎二 （東京大学工学部） 
委 員  小澤 丈夫 （電子技術総合研究所） 
 田隅 三生 （東京大学理学部） 
 田附 重夫 （東京工業大学資源化学研究所） 
 中條利一郎 （東京工業大学工学部） 
 寺町 信哉 （工学院大学） 
 永沢  満 （名古屋大学工学部） 
 三田  達 （東京大学宇宙航空研究所） 
 山田  瑛 （理化学研究所） 
 
１９７６年 （SUN委員会） 
委員長  鶴田 禎二 （東京大学工学部） 
委 員  小澤 丈夫 （電子技術総合研究所） 
 田隅 三生 （東京大学理学部） 
 田附 重夫 （東京工業大学資源化学研究所） 
 中條利一郎 （東京工業大学工学部） 
 寺町 信哉 （工学院大学） 
 永沢  満 （名古屋大学工学部） 
 三田  達 （東京大学宇宙航空研究所） 
 山田  瑛 （理化学研究所） 
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１９７８年 （SUN委員会） 
委員長  鶴田 禎二 （東京大学工学部） 
委 員  小澤 丈夫 （電子技術総合研究所） 
 竹本 喜一 （大阪大学工学部） 
 田隅 三生 （東京大学理学部） 
 田附 重夫 （東京工業大学資源化学研究所） 
 中條利一郎 （東京工業大学工学部） 
 寺町 信哉 （工学院大学工学部） 
 永沢  満 （名古屋大学工学部） 
 三田  達 （東京大学宇宙航空研究所） 
 山田  瑛 （理化学研究所） 
 
１９８０年 （SUN委員会） 
委員長  三田  達 （東京大学宇宙航空研究所） 
委 員  井上 祥平 （東京大学工学部） 
 今西 幸男 （京都大学工学部） 
 倉田 道夫 （京都大学化学研究所） 
 竹本 喜一 （大阪大学工学部） 
 田附 重夫 （東京工業大学資源化学研究所） 
 中條利一郎 （東京工業大学工学部） 
 寺町 信哉 （工学院大学工学部） 
 牧   廣 （製品科学研究所） 
 
１９８２年 （SUN委員会） 
委員長  三田  達 （東京大学工学部） 
委 員  井上 祥平 （東京大学工学部） 
 今西 幸男 （京都大学工学部） 
 倉田 道夫 （京都大学化学研究所） 
 田附 重夫 （東京工業大学資源化学研究所） 
 中條利一郎 （東京工業大学工学部） 
 寺町 信哉 （工学院大学工学部） 
 畑田 耕一 （大阪大学基礎工学部） 
 牧   廣 （製品科学研究所） 
 鶴田 禎二 （東京理科大学工学部） 
 
１９８４年 （SUN委員会） 
委員長  三田  達 （東京大学工学部） 
委 員  安部 明廣 （東京工業大学工学部） 
 井上 祥平 （東京大学工学部） 
 今西 幸男 （京都大学工学部） 
 倉田 道夫 （京都大学化学研究所） 
 土田 英俊 （早稲田大学理工学部） 
 寺町 信哉 （工学院大学工学部） 
 畑田 耕一 （大阪大学基礎工学部） 
 牧   廣 （製品科学研究所） 
顧問 鶴田 禎二 （東京理科大学工学部） 
 
１９８６年 （SUN委員会） 
委員長  三田  達 （東京大学境界領域研究施設） 
委 員  安部 明廣 （東京工業大学工学部） 
 井上 祥平 （東京大学工学部） 
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 今西 幸男 （京都大学工学部） 
 倉田 道夫 （京都大学化学研究所） 
 田畑 米穂 （東京大学工学部） 
 土田 英俊 （早稲田大学理工学部） 
 寺町 信哉 （工学院大学工学部） 
 畑田 耕一 （大阪大学基礎工学部） 
 牧   廣 （製品科学研究所） 
顧問 鶴田 禎二 （東京理科大学工学部） 
 
１９８８年 （SUN委員会） 
委員長  三田  達 （東京大学先端科学技術宇研究センター） 
委 員  瓜生 敏之 （東京大学生産技術研究所） 
 奥田 謙介 （呉羽化学工業） 
 加藤 政雄 （繊維高分子材料研究所） 
 土田 英俊 （早稲田大学理工学部） 
 鶴田 禎二 （東京理科大学工学部） 
 寺町 信哉 （工学院大学） 
 中村 茂夫 （神奈川大学工学部） 
 野瀬 卓平 （東京工業大学工学部） 
 畑田 耕一 （大阪大学基礎工学部） 
 増田 俊夫 （京都大学工学部） 
 
１９９０年 （SUN委員会） 
委員長  畑田 耕一 （大阪大学基礎工学部） 
委 員  奥田 謙介 （呉羽化学工業） 
 角岡 正弘 （大阪府立大学工学部） 
 寺町 信哉 （工学院大学） 
 中浜 精一 （東京工業大学工学部） 
 中村 茂夫 （神奈川大学工学部） 
 野瀬 卓平 （東京工業大学工学部） 
 増田 俊夫 （京都大学工学部） 
 松田  實 （東北大学非水溶液研究所） 
顧問 三田  達 （日本ダウコーニング） 
 
１９９２年 （SUN委員会） 
委員長  畑田 耕一 （大阪大学基礎工学部） 
委 員  安藤  勲 （東京工業大学工学部） 
 奥田 謙介 （奥田技研） 
 角岡 正弘 （大阪府立大学工学部） 
 寺町 信哉 （工学院大学） 
 中村 茂夫 （神奈川大学工学部） 
 野瀬 卓平 （東京工業大学工学部） 
 堀江 一之 （東京大学工学部） 
 増田 俊夫 （京都大学工学部） 
 宮田 清蔵 （東京農工大学工学部） 
顧問 三田  達 （日本ダウコーニング） 
 
１９９４年 （高分子命名法委員会） 
委員長  畑田 耕一 （大阪大学基礎工学部） 
委 員  奥田 謙介 （奥田技研） 
 角岡 正弘 （大阪府立大学工学部） 
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 寺町 信哉 （工学院大学） 
 中村 茂夫 （神奈川大学工学部） 
 西久保忠臣 （神奈川大学工学部） 
 野瀬 卓平 （東京工業大学工学部） 
 堀江 一之 （東京大学工学部） 
 増田 俊夫 （京都大学工学部） 
顧問 鶴田 禎二 （東京理科大学工学部） 
 三田  達 （ダウコーニング・アジア） 
  
１９９６年 （高分子命名法委員会） 
委員長  畑田 耕一 （大阪大学基礎工学部） 
委 員  岡田 鉦彦 （名古屋大学農学部） 
 奥田 謙介 （奥田技研） 
 小林 四郎 （東北大学工学部） 
 角岡 正弘 （大阪府立大学工学部） 
 寺町 信哉 （工学院大学工学部） 
 中村 茂夫 （神奈川大学工学部） 
 野瀬 卓平 （東京工業大学工学部） 
 堀江 一之 （東京大学工学部） 
 増田 俊夫 （京都大学工学部） 
顧問 鶴田 禎二 （東京理科大学工学部） 
 三田  達 （ダウコーニング・アジア） 
 
１９９８年 （高分子命名法委員会） 
委員長  堀江 一之 （東京大学大学院工学系研究科） 
委 員  市原 祥次 （三菱化学） 
 奥田 謙介 （奥田技研） 
 長田 義仁 （北海道大学大学院理学研究科） 
 北山 辰樹 （大阪大学大学院基礎工学研究科） 
 角岡 正弘 （大阪府立大学工学部） 
 西  敏夫 （東京大学大学院工学研究科） 
 野瀬 卓平 （東京工業大学工学部） 
 増田 俊夫 （京都大学大学院工学研究科） 
 松下 裕秀 （東京大学物性研究所） 
顧問 鶴田 禎二 （東京大学名誉教授） 
 畑田 耕一 （福井工業大学工学部） 
 三田  達 （東京大学名誉教授） 
 
２０００年 （高分子命名法委員会） 
委員長  堀江 一之 （東京大学大学院工学系研究科） 
委 員  市原 祥次 （三菱化学） 
 奥田 謙介 （奥田技研） 
 川口 春馬 （慶應義塾大学理工学部） 
 北山 辰樹 （大阪大学大学院基礎工学研究科） 
 城田 靖彦 （大阪大学大学院工学研究科） 
 角岡 正弘 （大阪府立大学大学院工学研究科） 
 野瀬 卓平 （東京工業大学大学院工学研究科） 
 増田 俊夫 （京都大学大学院工学研究科） 
 松下 裕秀 （名古屋大学大学院工研究科） 
 森島洋太郎 （大阪大学大学院理学研究科） 
顧問 鶴田 禎二 （東京大学名誉教授） 
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 畑田 耕一 （福井工業大学工学部） 
 三田  達 （東京大学名誉教授） 
 
２００２年 （高分子命名法委員会） 
委員長  北山 辰樹 （大阪大学大学院基礎工学研究科） 
委 員  市原 祥次 （東京農工大学工学部） 
 岡本 佳男 （名古屋大学大学院工学研究科） 
 奥田 謙介 （奥田技研） 
 角岡 正弘 （大阪府立大学大学院工学研究科） 
 中西 八郎 （東北大学多元物質科学研究所） 
 野瀬 卓平 （東京工芸大学工学部） 
 堀江 一之 （東京農工大学工学部） 
 増田 俊夫 （京都大学大学院工学研究科） 
 松下 裕秀 （名古屋大学大学院工研究科） 
 森島洋太郎 （福井工業大学工学部） 
 
２００４年 （高分子命名法委員会） 
委員長  北山 辰樹 （大阪大学大学院基礎工学研究科） 
委 員  飯室  茂 （物質・材料研究機構） 
 市原 祥次 （元東京農工大学） 
 上田  充 （東京工業大学大学院理工研究科） 
 片岡 一則 （東京大学大学院工学系研究科） 
 蔵本 正彦 （出光石油化学） 
 角岡 正弘 （大阪府立大学大学院工学研究科） 
 中野  環 （奈良先端科学技術大学院大学） 
 野瀬 卓平 （東京工芸大学工学部） 
 則末 尚志 （大阪大学大学院理学研究科） 
 堀江 一之 （東京大学名誉教授） 
 増田 俊夫 （京都大学大学院工学研究科） 
 松下 裕秀 （名古屋大学大学院工学研究科） 
 
２００６年 （高分子命名法委員会） 
委員長  北山 辰樹 （大阪大学大学院基礎工学研究科） 
委 員  飯室  茂 （物質・材料研究機構） 
 上田  充 （東京工業大学大学院理工学研究科） 
 蔵本 正彦 （出光興産） 
 澤本 光男 （京都大学大学院工学研究科） 
 関  隆広 （名古屋大学大学院工学研究科） 
 中野  環 （北海道大学大学院理学研究院） 
 原田  明 （大阪大学大学院理学研究科） 
 堀江 一之 （東京大学名誉教授） 
 増田 俊夫 （京都大学大学院工学研究科） 
 松下 裕秀 （名古屋大学大学院工学研究科） 


