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区分 氏名 所属 役職

委員長 山地　憲治 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 理事

委員 青木　雄一郎
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構　航空技術部
門　構造・複合材技術研究ユニット

主任研究開発員

委員 赤木　泰文 国立大学法人東京工業大学 特任教授

委員 赤松　史光 大阪大学　大学院工学研究科 教授

委員 飯田　訓正 慶應義塾大学 名誉教授

委員 飯塚 淳 東北大学
金属資源循環システム研

究分野・准教授

委員 壱岐　英 ＪＸＴＧエネルギー　技術戦略室　技術戦略グループ チーフリサーチャー

委員 伊東　明美 東京都市大学　工学部機械工学科 准教授

委員 上田 政人 日本大学 理工学部　機械工学科 准教授

委員 大依　仁
株式会社ＩＨＩ　航空・宇宙・防衛事業領域技術開発セン
ター　エンジン技術部

来技術プロジェクトグルー
プ　担当部長

委員 大倉　康裕 本田技術研究所 主任研究員

委員 奥田　章順 株式会社航想研 代表取締役社長

委員 奥村　朋久 株式会社日本政策投資銀行　企業戦略部 課長

委員 小河　脩平
高知大学
教育研究部総合科学系複合領域科学部門

講師

委員 小野　直樹 学校法人芝浦工業大学 教授

委員 加茂　徹
国立研究開発法人産業技術総合研究所 環境管理研究
部門 資源精製化学研究グループ

招聘研究員

委員 上垣外　正己 東海国立大学機構名古屋大学 大学院工学研究科 教授

委員 兼橋 真二 東京農工大学 特任助教

委員 神田　康晴
国立大学法人室蘭工業大学 大学院工学研究科　しくみ
解明系領域　物質化学ユニット

准教授

委員 北見　勝信
栗田工業株式会社　ソリューション推進本部　ソリューショ
ン開発部門

部門長

委員 小矢野 幹夫
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学　先端科学
技術研究科

教授

委員 小柳 潤 学校法人　東京理科大学 基礎工学部　材料工学科 准教授

委員 齋川　路之 一般財団法人電力中央研究所 首席研究員

委員 佐伯　和宏 JOGMEC　地熱統括部　地熱技術部 担当審議役

エネルギー・環境新技術研究先導プログラム
先導研究案件検討委員会　委員一覧



委員 櫻井　庸司
国立大学法人豊橋技術科学大学　電気・電子情報工学
系

教授

委員 佐藤 千明
国立大学法人東京工業大学 科学技術創成研究院　未来
産業技術研究所

教授

委員 里川　重夫 成蹊大学 教授

委員 澤　俊裕 株式会社安川電機 社友

委員 塩野　毅
国立大学法人広島大学 大学院先進理工系科学研究科
応用化学プログラム高分子化学研究室

教授

委員 渋谷 陽二
国立大学法人大阪大学 大学院工学研究科　機械工学専
攻

教授

委員 関　浩幸 日揮触媒化成株式会社　R&Dセンター長付 主幹

委員 大聖　泰弘 早稲田大学 名誉教授

委員 高橋　栄一
国立研究開発法人産業技術総合研究所エネルギー・環
境領域　省エネルギー研究部門

省エネルギー研究部門
熱・流体システムグルー

プ長

委員 瀧本　真徳
国立研究開発法人　理化学研究所　侯有機金属化学研
究室

専任研究員

委員 竹井　勝仁 一般財団法人電力中央研究所　材料科学研究所 研究参事

委員 田篭　功一 西日本技術開発株式会社　地熱業務本部 常務取締役

委員 多田　幸生 国立大学法人金沢大学 理工研究域　機械工学系 教授

委員 巽　孝夫
国際石油開発帝石株式会社　再生可能エネルギー・電力
事業本部

シニアコーディネーター

委員 谷口　研二 国立大学法人大阪大学 特任教授

委員 椿　範立 富山大学 教授

委員 東條 健司 東條技術士事務所 所長

委員 遠山　岳史 日本大学　理工学部 准教授

委員 戸高　法文 日鉄鉱コンサルタント株式会社　地熱部 部長

委員 筒井　一就 株式会社グリーンサイクルシステムズ　製造管理部 部長

委員 中岩　勝
産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所
（FREA）

所長

委員 中垣　隆雄 早稲田大学　創造理工学部 教授

委員 中西　繁隆 電源開発株式会社　火力建設部　地熱室 室長補佐

委員 長嶋　哲矢 三菱重工業株式会社　民間機セグメント　技術統括室 主席技師



委員 西沢　啓 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

航空技術部門 次世代航
空イノベーションハブ エ
ミッションフリー航空機技

術チーム長

委員 野田　徹郎 地熱情報研究所 事務局長

委員 野村　政宏
国立大学法人東京大学　生産技術研究所　マイクロナノ
学際研究センター

准教授

委員 長谷川 史彦 国立大学法人東北大学 未来科学技術共同研究センター センター長

委員 花岡　寿明 産業技術総合研究所 主任研究員

委員 日出間　るり
国立大学法人神戸大学　大学院 工学研究科　応用化学
専攻

准教授

委員 府川　伊三郎 (株)旭リサーチセンター シニア研究員

委員 福嶋　容子
シャープ株式会社 Smart Appliances & Solutions事業本
部　要素技術開発部

課長

委員 藤田　照典 三井化学 シニアリサーチフェロー

委員 藤村　靖
日揮グローバル（株）
技術イノベーションセンター　技術研究所

所長

委員 藤原　哲晶 京都大学大学院工学研究科　物質エネルギー化学専攻 准教授

委員 細野　恭生 千代田化工建設株式会社 上席参与

委員 正田　英介 公益財団法人鉄道総合技術研究所 会長

委員 松波　弘之 国立大学法人京都大学 名誉教授

委員 松村　幸彦 広島大学 教授

委員 三井　一郎 民間航空機株式会社 常務取締役

委員 持永  竜郎
三菱ガス化学株式会社　天然ガス系化学品カンパニー
ｴﾈﾙｷﾞｰ資源部

担当課長

委員 森田　仁彦
一般財団法人　電力中央研究所　環境科学研究所　環境
化学領域

上席研究員

委員 山崎　由大 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻 准教授

委員 山田　秀尚 地球環境産業技術研究機構（RITE） 主任研究員

委員 渡辺　和徳 電力中央研究所　エネルギー技術研究所 副所長　副研究参事

（敬称略・五十音順）



区分 氏名 所属 役職

委員長 小寺　秀俊 国立研究開発法人理化学研究所 理事

委員 宇山　浩 国立大学法人大阪大学 大学院工学研究科 教授

委員 及川　勝成
国立大学法人東北大学 工学研究科金属フロンティア工
学専攻

教授

委員 大沼　繁弘 国立大学法人東北大学　学際科学フロンティア研究所 学術研究員

委員 大森　賢次 日本ボンド磁性材料協会（元：住友金属鉱山株式会社） 専務理事　事務局

委員 紙野　圭
東京理科大学総合研究院 客員教授
製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター

客員教授
研究専門官

委員 亀山　秀雄 国立大学法人東京農工大学 名誉教授

委員 北澤　英明
国立研究開発法人物質・材料研究機構 経営企画部門経
営戦略室

調査役

委員 工藤　知宏 国立大学法人東京大学情報基盤センター 教授

委員 善甫　康成 学校法人法政大学 教授

委員 宮下　振一
国立研究開発法人産業技術総合研究所 　環境標準研究
グループ

主任研究員

委員 山内　清隆 日本ボンド磁性材料協会（元：日立金属株式会社） 理事

（敬称略・五十音順）

新産業創出新技術先導研究プログラム
先導研究案件検討委員会　委員一覧


