
別紙１

（太陽光発電分野） 平成２９年４月２０日（木）

区分 氏名 所属 役職 専門分野

委員長 松原　浩司 国立研究開発法人産業技術総合研究所 研究センター長 太陽光発電関連技術

委員 山田　明 国立大学東京工業大学 教授 太陽光発電関連技術

委員 西岡　賢祐 国立大学法人宮崎大学 教授 太陽光発電関連技術

委員 荒川　裕則 学校法人東京理科大学 名誉教授 太陽光発電関連技術

委員 伊藤　伸 国立大学法人東京農工大学 教授 事業化

委員 稲葉　道彦 株式会社東芝 社会インフラシステム社 技術責任者 事業化

委員 貝塚　泉 株式会社資源総合システム 部長 事業化

委員 丸山　正明 技術ジャーナリスト 事業化

（バイオマス分野） 平成２９年４月２２日（土）

区分 氏名 所属 役職 専門分野

委員長 板谷　義紀 国立大学法人岐阜大学 教授 バイオマス関連技術

委員 山本　憲二 石川県公立大学法人石川県立大学 教授 バイオマス関連技術

委員 小川　順 国立大学法人京都大学 教授 バイオマス関連技術

委員 光武　雄一 国立大学法人佐賀大学 教授 バイオマス関連技術

委員 竹内　裕明 先端起業科学研究所 所長 事業化

委員 川上　文清 一般財団法人北陸産業活性化センター コーディネーター 事業化

委員 近藤　義和 株式会社三井物産戦略研究所 室長 事業化

委員 澤井　徹 一般社団法人　兵庫県信用金庫協会 コーディネーター 事業化

（燃料電池・蓄電池分野） 平成２９年４月１５日（土）

区分 氏名 所属 役職 専門分野

委員長 古山　通久 国立大学法人九州大学 教授 燃料電池・蓄電池関連技術

委員 嶺重　温 公立大学法人兵庫県立大学 准教授 燃料電池・蓄電池関連技術

委員 小林　弘典 国立研究開発法人産業技術総合研究所 総括研究主幹 燃料電池・蓄電池関連技術

委員 林　灯 国立大学法人九州大学 教授 燃料電池・蓄電池関連技術

委員 菊地　俊郎 菊地技術士事務所 所長 事業化

委員 池谷　知彦 一般財団法人電力中央研究所 副研究参事 事業化

委員 塚越　雅信 インクタンク・ジャパン株式会社 代表取締役社長 事業化

委員 木嶋　豊 株式会社アイピーアライアンス／亜細亜大学
代表取締役社長／教
授

事業化

平成２９年度ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業
公募採択審査委員一覧（敬称略）



（風力発電その他未利用エネルギー分野①） 平成２９年４月１９日（水）

区分 氏名 所属 役職 専門分野

委員長 小澤　豊 三陽テクノサービス株式会社 顧問 風力その他未利用エネルギー関連技術

委員 瀬戸口　俊明 国立大学法人佐賀大学 教授 風力その他未利用エネルギー関連技術

委員 宗像　鉄雄 国立研究開発法人産業技術総合研究所 研究部門長 風力その他未利用エネルギー関連技術

委員 平田　純一 一般財団法人日本海事協会 部長 風力その他未利用エネルギー関連技術

委員 田中　秀尚 株式会社三菱総合研究所 主席研究員 事業化

委員 桜井　政考 公立大学法人首都大学東京 副機構長 事業化

委員 佐々木　陽三朗 オフィス４３６ 代表 事業化

（風力発電その他未利用エネルギー分野②） 平成２９年４月１８日（火）

区分 氏名 所属 役職 専門分野

委員長 飯田　誠 国立大学法人東京大学 特任准教授 風力その他未利用エネルギー関連技術

委員 竹村　文男 国立研究開発法人産業技術総合研究所 副研究部門長 風力その他未利用エネルギー関連技術

委員 重富　徳夫 株式会社三菱総合研究所 チーフコンサルタント 事業化

委員 堀　浩 ＤＢＪアセットマネジメント株式会杜 代表取締役社長 事業化

委員 赤木　浩一 日本政策金融公庫 新事業室長 事業化

委員 南　健 響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー 事業化



別紙１

（太陽光発電分野） 平成29年12月21日（木）

区分 氏名 所属 役職 専門分野

委員長 山田　明 国立大学法人東京工業大学 教授 太陽光発電関連技術

委員 西岡　賢祐 国立大学法人宮崎大学 教授 太陽光発電関連技術

委員 荒川　裕則 学校法人東京理科大学 名誉教授 太陽光発電関連技術

委員 大東　威司 株式会社資源総合システム 担当部長  事業化

委員 稲葉　道彦 東芝エネルギーシステムズ株式会社 技術エキスパート 事業化

委員 伊藤　伸 国立大学法人東京農工大学 教授 事業化

（バイオマス分野） 平成29年12月14日（木）

区分 氏名 所属 役職 専門分野

委員長 山本　憲二 石川県公立大学法人石川県立大学 名誉教授 バイオマス関連技術

委員 光武　雄一 国立大学法人佐賀大学 教授 バイオマス関連技術

委員 松村　幸彦 国立大学法人広島大学 教授 バイオマス関連技術

委員 竹内　裕明 先端起業科学研究所 所長 事業化

委員 川上　文清 一般財団法人北陸産業活性化センター 地域連携コーディネータ 事業化

委員 澤井　徹 一般社団法人兵庫県信用金庫協会 事業化

（燃料電池・蓄電池分野） 平成29年12月20日（水）

区分 氏名 所属 役職 専門分野

委員長 古山　通久 国立大学法人九州大学 教授 燃料電池・蓄電池関連技術

委員 嶺重　温 公立大学法人兵庫県立大学 准教授 燃料電池・蓄電池関連技術

委員 森田　寛 一般財団法人電力中央研究所 スタッフ 燃料電池・蓄電池関連技術

委員 湯木　将生 三菱UFJキャピタル株式会社 部長／室長 事業化

委員 南　健 響きパートナーズ株式会社 事業化

委員 木嶋　豊 株式会社アイピーアライアンス/学校法人亜細亜大学 代表取締役社長 事業化

（地熱・熱利用分野） 平成29年12月18日（月）

区分 氏名 所属 役職 専門分野

委員長 宗像　鉄雄 国立研究開発法人産業技術総合研究所 研究部門長 地熱・熱利用関連技術

委員 糸井　龍一 国立大学法人九州大学 名誉教授 地熱・熱利用関連技術

委員 天野　嘉春 学校法人早稲田大学 教授 地熱・熱利用関連技術

委員 佐々木　浩子 株式会社ポラリス 代表取締役 事業化

委員 奥村　忠彦 一般財団法人エンジニアリング協会 室長 事業化

委員 笹田　政克 特定非営利活動法人地中熱利用促進協会 理事長  事業化

（風力発電その他未利用エネルギー分野） 平成29年12月15日（金）、16日（土）

区分 氏名 所属 役職 専門分野

委員長 飯田　誠 国立大学法人東京大学 特任准教授
風力発電その他未利用エネル
ギー関連技術

委員 小澤　豊 三陽テクノサービス株式会社 顧問
風力発電その他未利用エネル
ギー関連技術

委員 瀬戸口　俊明 国立大学法人佐賀大学 名誉教授
風力発電その他未利用エネル
ギー関連技術

委員 桜井　政考 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 特命担当部長 事業化

委員 平田　純一 一般財団法人日本海事協会 調査企画部長 事業化

委員 赤木　浩一 株式会社日本政策金融公庫 室長 事業化

平成29年度ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業　第2回公募
採択審査委員会　委員一覧（敬称略）


