
 
 
 

平成１４年度基盤技術研究促進事業審査委員会 委員名簿 
（敬称略，順不同） 

 

 

◎本委員会 

 氏 名 所属・役職 

委員長 末松 安晴 国立情報学研究所 所長 

委 員 菅野 純夫 東京大学 医科学研究所 ヒトゲノム解析センター 助教授 

 田中 英彦 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授 

 藤元  薫 北九州市立大学 国際環境工学部 教授 

 佐久間健人 東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 教授 

 中島 尚正 放送大学 東京多摩学習センター 所長 

 渋谷  章 東京中小企業投資育成株式会社 審議役 

 渡辺  孝 財団法人理工学振興会 顧問 

 
 
◎ライフサイエンス分野 

 氏 名 所属・役職 

分科会長 渡辺 公綱 東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 教授 

委 員 成松  久 独立行政法人産業技術総合研究所 糖鎖工学研究センター 副センター長 

 梶谷 文彦 岡山大学 大学院 医歯学総合研究科 教授 

 佐藤 俊輔 大阪大学 大学院 基礎工学研究科 教授 

 中福 雅人 東京大学 大学院 医学系研究科 助教授 

 菅野 純夫 東京大学 医科学研究所 ヒトゲノム解析センタ－ 助教授 

 竹内 裕明 志太起業研究所 主任研究員 

 大岸 治行 株式会社ダイヤリサ－チマ－テック 調査コンサルティング部門 理事 

 
 
 
 
 
 



◎情報通信分野 
 氏 名 所属・役職 

分科会長 田中 英彦 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授 

委 員 徳田 英幸 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 

 小柳 義夫 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授 

 浅田 邦博 東京大学 大規模集積システム設計教育研究センター センター長 教授 

 上野 智雄 東京農工大学 工学部 助教授 

 芝原健太郎 広島大学 ナノデバイス・システム研究センター 助教授 

 奥山 雅則 大阪大学 大学院 基礎工学研究科 教授 

 柴田 修一 東京工業大学 大学院 理工学研究科 教授 

 太田  聡 東京中小企業投資育成株式会社 業務第四部 グループ長 

 関野 正明 日本ベンチャ－キャピタル株式会社 ゼネラルマネ－ジャ－ 

 
 
◎環境分野 

 氏 名 所属・役職 

分科会長 藤元  薫 北九州市立大学 国際環境工学部 教授 

委 員 中村  崇 東北大学 多元物質科学研究所 資源変換・再生研究センター 教授 

 安井  至 東京大学 生産技術研究所 第４部 教授 

 武田 邦彦 名古屋大学 大学院 工学研究科 教授 

 田中  勝 岡山大学 環境理工学部 教授 

 中尾 真一 東京大学 大学院 工学研究科 教授 

 平井秀一郎 東京工業大学 炭素循環素材研究センター 教授 

 石川 雅紀 東京水産大学 水産学部 助教授 

 津野  洋 京都大学 大学院 工学研究科 教授 

 那須 正夫 大阪大学 大学院 薬学研究科 教授 

 御園生 誠 工学院大学 工学部 教授 

 山下 敬介 広島大学 医学部 助教授 

 細見 正明 東京農工大学 工学部 教授 

 塩野谷 毅 日本政策投資銀行 東海支店 企画調査課 課長 

 竹内 裕明 志太起業研究所 主任研究員 



◎ナノテクノロジー・材料分野 
 氏 名 所属・役職 

分科会長 佐久間健人 東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 教授 

委 員 坂  真澄 東北大学 大学院 工学研究科 教授 

 白鳥 正樹 横浜国立大学 工学部 教授 

 柴田 浩司 東京大学 大学院 工学系研究科 教授 

 玉尾 皓平 京都大学 化学研究所 教授 

 神崎 修三 
独立行政法人産業技術総合研究所 
シナジーマテリアルセンター センター長 

 五十嵐伸吾 財団法人 UFJ ベンチャ－育成基金 総務部 部長 

 丸山 正明 日経BPクリエーティブ 企画製作部 部長 

 
 
◎その他の重要技術分野（エネルギー、製造技術、社会基盤、フロンティア） 

 氏 名 所属・役職 

分科会長 中島 尚正 放送大学 東京多摩学習センター 所長 

委 員 松野 建一 財団法人製造科学技術センター フォトンセンター 所長 

 佐野 利男 千葉工業大学 社会システム科学部 教授 

 橋本 周司 早稲田大学 理工学部 教授 

 鹿島  茂 中央大学 理工学部 教授 

 清水 健一 
独立行政法人産業技術総合研究所 エネルギー利用研究部門 
クリーン動力研究グループ 主任研究員 

 工藤  勲 北海道大学 大学院 工学研究科 教授 

 塚本 修巳 横浜国立大学 工学部 教授 

 棚澤 一郎 日本大学 工学部 教授 

 大和田野芳郎 独立行政法人産業技術総合研究所 電力エネルギー研究部門 部門長 

 塩野谷 毅 日本政策投資銀行 東海支店 企画調整課 課長 

 堀米 泰彦 東京中小企業投資育成株式会社 業務第六部 部長 

 関野 正明 日本ベンチャ－キャピタル株式会社 ゼネラルマネ－ジャ－ 

 
 


