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職位 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 副理事長／研究所長

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

主任研究員

委員 青木　義満 学校法人慶應義塾大学理工学部電子工学科 教授

委員 赤津　観 国立大学法人横浜国立大学 工学研究院 知的構造の創生部門 教授

委員 赤松　史光 国立大学法人大阪大学大学院工学研究科 教授

委員 秋本　克洋 国立大学法人筑波大学 名誉教授

委員 浅岡　龍徳　 国立大学法人信州大学学術研究院工学系工学部機械システム工学科 准教授

委員 阿部　雅人 株式会社ビーエムシー　研究・開発部 部長

委員 飯田　訓正 学校法人慶應義塾大学 名誉教授

委員 壱岐　英 ＥＮＥＯＳ株式会社　技術戦略室
プリンシパルリサー
チャー

委員 石川　赴夫 国立大学法人群馬大学大学院 理工学府電子情報部門 教授

委員 石田　東生 国立大学法人筑波大学 名誉教授

委員 石山　拓二 国立大学法人京都大学 教授

委員 伊東　明美 学校法人五島育英会東京都市大学工学部機械工学科 准教授

委員 岩田　拡也
国立研究開発法人産業技術総合研究所インダストリアルＣＰＳ研究セン
ター

主任研究員

委員 内村　孝彦 特定非営利活動法人ITS Japan
常務理事／自動運転
プロジェクトリーダー

委員 遠藤　哲郎 国立大学法人東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター センター長

委員 岡崎 靖雄 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 名誉教授

委員 小笠原　俊夫 国立大学法人東京農工大学 大学院工学研究院 先端機械システム部門  教授

委員 小川　英之 国立大学法人北海道大学 教授

委員 大倉　康裕 本田技研工業株式会社 四輪事業本部 ものづくりセンター 主任研究員

委員 大谷　繁 一般社団法人地球温暖化対策技術会 技術顧問

委員 奥田　章順 株式会社航想研 代表取締役社長

委員 小野田　弘士 学校法人早稲田大学 教授

委員 影山　裕史 学校法人金沢工業大学 大学院工学研究科高信頼ものづくり専攻 教授

委員 加藤　絵万
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 
港湾空港技術研究所　構造研究領域　構造研究グループ

グループ長
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委員 喜多川　和典 公益財団法人日本生産性本部
エコ・マネジメントセン
ター長

委員 北﨑　智之
国立研究開発法人産業技術総合研究所 ヒューマンモビリティ研究セン
ター

センター長

委員 久保内　 昌敏 国立大学法人東京工業大学物質理工学院応用化学系 教授

委員 隈部　　肇 一般社団法人 日本自動車部品工業会ITS部会 代表委員

委員 黒坂　俊雄 神鋼リサーチ株式会社 リサーチアドバイザー 

委員 黒部　篤 元 株式会社東芝研究開発センター 首席技監

委員 河本　桂一
みずほ情報総研株式会社グローバルイノベーション＆エネルギー部エネ
ルギービジネスチーム

シニアコンサルタント

委員 近藤　昭彦 国立大学法人神戸大学大学院／科学技術イノベーション研究科 教授／研究科長

委員 齋川　路之 一般財団法人電力中央研究所エネルギーイノベーション創発センター 首席研究員

委員 齋藤　理一郎 国立大学法人東北大学大学院理学研究科 物理学専攻 教授

委員 境　和人 学校法人東洋大学理工学部電気電子情報工学科 教授

委員 首藤　登志夫
東京都公立大学法人東京都立大学大学院都市環境科学研究科　環境
応用化学域

教授

委員 鈴木　真二 国立大学法人東京大学未来ビジョン研究センター 特任教授

委員 関根　泰 学校法人早稲田大学先進理工学部応用化学科 教授

委員 高倉　秀行 学校法人立命館立命館大学理工学部 特別任用教授

委員 高田　広章
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 未来社会創造機構／
未来社会創造機構 モビリティ社会研究所

教授／
副所長

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

上級主任研究員

委員 高橋　憲司 国立大学法人金沢大学／金沢工業大学COI研究推進機構
教授／研究推進グ
ループリーダー

委員 多賀谷 英幸 国立大学法人山形大学工学研究科 教授

委員 田中　健一 三菱電機株式会社開発本部 技術統括

委員 田中　誠 太陽光発電技術研究組合 技術部長

委員 中井　智司 小靴大学法人広島大 大学院工学研究科 　化学工学講座 教授

委員 永井　二郎 国立大学法人福井大学学術研究院工学系部門工学領域 機械工学講座 教授

委員 長汐 晃輔 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻 教授

委員 中村　嘉利
国立大学法人徳島大学大学院社会産業理工学研究部生物資源産業学
域応用生命コース

副理事／教授

委員 庭野　道夫 学校法人栴檀学園東北福祉大学 特任教授

委員 野波　健蔵 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム（ＪＤＣ） 会長

委員 橋本　征二 学校法人立命館大学理工学部環境都市工学科 教授

委員 藤田　淳一
国立大学法人筑波大学大学院数理物質科学研究科電子・物理工学専
攻

教授
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委員 藤田　照典 三井化学株式会社 特別参与

委員 藤村　靖 日揮グローバル株式会社技術イノベーションセンター　技術研究所 所長

委員 松井　信行 国立大学法人名古屋工業大学 名誉教授

委員 松田　浩 国立大学法人長崎大学大学院工学研究科システム科学部門 教授

委員 丸山　一平
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院環境学研究科都市
環境学専攻／東京大学大学院工学系研究科建築学専攻

教授

委員 丸山　正明 - 技術ジャーナリスト

委員 宮崎　康次 国立大学法人九州工業大学大学院工学研究院 教授

委員 山口　真史 学校法人トヨタ学園豊田工業大学 名誉教授

委員 山崎　由大 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻 准教授

委員 山下　弘巳 国立大学法人大阪大学工学研究科マテリアル生産科学専攻 教授

委員 山本 秀樹
日本電信電話株式会社 NTT物性科学基礎研究所多元マテリアル創造
科学研究部

部長/上席特別研究員

委員 湯木　将生 三菱UFJキャピタル株式会社／戦略調査部 理事／戦略調査部長

委員 横山　利夫 一般社団法人日本自動車工業会安全技術・政策委員会自動運転部会 部会長

委員 渡辺　和徳 一般財団法人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

※　五十音順、敬称略

※　所属・役職は審査時点での情報
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職位 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 青柳 岳司
国立研究開発法人産業技術総合研究所　機能材料コンピューテーショナ
ルデザイン研究センター

総括研究主幹

委員 足立　吉隆
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学材料デザイン工学専攻計
算材料設計講座　構造形態制御工学研究室

教授

委員 岩崎　拓也
みずほ情報総研株式会社経営・ITコンサルティング部デジタル・技術戦
略チーム

主席コンサルタント

委員 岡崎　朋也 トヨタ自動車株式会社生技開発部要素開発室造形技術２G 主任

委員 岡本　康寛
岡山大学大学院自然科学研究科産業創成工学専攻先端機械学講座
（工学部機械システム系学科）

准教授

委員 亀山　秀雄
独立行政法人環境再生保全機構（ERCA)　／
国立大学法人東京農工大学

委託PO／
名誉教授

委員 北山　研一 国立大学法人大阪大学 名誉教授

委員 佐野　雄二
大学共同利用機関法人自然科学研究機構分子科学研究所社会連携研
究部門

プログラム・マネー
ジャー

委員 津田 宏治
国立大学法人東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生
命専攻

教授

委員 西澤　典彦
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院工学研究科電子工
学専攻量子光エレクトロニクスグループ

教授

委員 松尾　慎治
日本電信電話株式会社ＮＴＴ先端集積デバイス研究所ＮＴＴナノフォトニク
スセンタ

上席特別研究員
主幹研究員

委員 吉岡　健一 東レ株式会社複合材料研究所 所長

委員 吉田　亮
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所デー
タ科学研究系

教授

※　五十音順、敬称略

※　所属・役職は審査時点での情報
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