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別紙２ 

 

グリーンイノベーション基金事業／ 

ＣＯ２等を用いた燃料製造技術開発プロジェクト 

 

技術・社会実装推進委員会 委員一覧 

 

〇液体燃料(輸送用燃料) 

(i)合成燃料 

研究開発項目 1－① 液体燃料収率の向上に係る技術開発 

区分 氏名 所属・役職 

委員長 神原 信志 
国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 

工学部化学・生命工学科 教授 

委員 

稲田 雄二 

株式会社三井物産戦略研究所 技術イノベー

ション情報部 シニアプロジェクトマネージ

ャー 

河原 伸幸 
国立大学法人岡山大学 理工学部 動力熱工

学研究室 教授 

林 潤一郎 

国立大学法人九州大学 先導物質化学研究所

（九州大学グリーンテクノロジー研究教育セ

ンター） 教授 

松村 恵理子 
学校法人同志社大学 理工学部 教授 兼 

先端パワートレイン研究センター長 

本下 晶晴 
国立研究開発法人産業技術総合研究所 持続

可能システム評価研究グループ長 

吉川 将洋 
学校法人日本大学 理工学部 電気工学科 

教授 

吉高 まり 
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式

会社経営企画部 副部長 

山内 弘隆 一般財団法人運輸総合研究所 所長 

（敬称略、委員は五十音順） 



2 
 

研究開発項目 1－② 合成燃料利用技術向上に係る技術開発 

区分 氏名 所属・役職 

委員長 神原 信志 
国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 

工学部化学・生命工学科 教授 

委員 

稲田 雄二 

株式会社三井物産戦略研究所 技術イノベー

ション情報部 シニアプロジェクトマネージ

ャー 

河原 伸幸 
国立大学法人岡山大学 理工学部 動力熱工

学研究室 教授 

林 潤一郎 

国立大学法人九州大学 先導物質化学研究所

（九州大学グリーンテクノロジー研究教育セ

ンター） 教授 

本下 晶晴 
国立研究開発法人産業技術総合研究所 持続

可能システム評価研究グループ長 

吉川 将洋 
学校法人日本大学 理工学部 電気工学科 

教授 

吉高 まり 
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式

会社経営企画部 副部長 

山内 弘隆 一般財団法人運輸総合研究所 所長 

（敬称略、委員は五十音順） 
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(ii)持続可能な航空燃料(SAF) 

研究開発項目 2 持続可能な航空燃料(SAF)製造に係る技術開発 

区分 氏名 所属・役職 

委員長 神原 信志 
国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 

工学部化学・生命工学科 教授 

委員 

林 潤一郎 

国立大学法人九州大学 先導物質化学研究所

（九州大学グリーンテクノロジー研究教育セ

ンター） 教授 

松村 恵理子 
学校法人同志社大学 理工学部 教授 兼 

先端パワートレイン研究センター長 

本下 晶晴 
国立研究開発法人産業技術総合研究所 持続

可能システム評価研究グループ長 

山内 弘隆 一般財団法人運輸総合研究所 所長 

山本 博已 

一般財団法人電力中央研究所 グリッドイノ

ベーション研究本部 ENIC 研究部門 上席研

究員 

吉高 まり 
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式

会社経営企画部 副部長 

若山 樹 
株式会社 INPEX 再生可能エネルギー・電力事

業本部 

（敬称略、委員は五十音順） 

 

  



4 
 

〇気体燃料(産業用・家庭用) 

(iii)合成メタン 

研究開発項目 3 合成メタン製造に係る革新的技術開発 

区分 氏名 所属・役職 

委員長 神原 信志 
国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 

工学部化学・生命工学科 教授 

委員 

稲田 雄二 

株式会社三井物産戦略研究所 技術イノベー

ション情報部 シニアプロジェクトマネージ

ャー 

河原 伸幸 
国立大学法人岡山大学 理工学部 動力熱工

学研究室 教授 

林 潤一郎 

国立大学法人九州大学 先導物質化学研究所

（九州大学グリーンテクノロジー研究教育セ

ンター） 教授 

松村 恵理子 
学校法人同志社大学 理工学部 教授 兼 

先端パワートレイン研究センター長 

本下 晶晴 
国立研究開発法人産業技術総合研究所 持続

可能システム評価研究グループ長 

山内 弘隆 一般財団法人運輸総合研究所 所長 

吉川 将洋 
学校法人日本大学 理工学部 電気工学科 

教授 

吉高 まり 
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式

会社経営企画部 副部長 

（敬称略、委員は五十音順） 
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(iv)グリーン LPG 

研究開発項目 4 化石燃料によらないグリーンな LP ガス合成技術の開発 

区分 氏名 所属・役職 

委員長 神原 信志 
国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 

工学部化学・生命工学科 教授 

委員 

林 潤一郎 

国立大学法人九州大学 先導物質化学研究所

（九州大学グリーンテクノロジー研究教育セ

ンター） 教授 

松村 恵理子 
学校法人同志社大学 理工学部 教授 兼 

先端パワートレイン研究センター長 

本下 晶晴 
国立研究開発法人産業技術総合研究所 持続

可能システム評価研究グループ長 

山内 弘隆 一般財団法人運輸総合研究所 所長 

山本 博已 

一般財団法人電力中央研究所 グリッドイノ

ベーション研究本部 ENIC 研究部門 上席研

究員 

吉高 まり 
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式

会社経営企画部 副部長 

若山 樹 
株式会社 INPEX 再生可能エネルギー・電力事

業本部 

（敬称略、委員は五十音順） 
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経営者のコミットメント審査に係る書面審査委員一覧 

 

研究開発項目１～４ 

区分 氏名 所属・役職 

書面審査委員 

平野正雄 
早稲田大学大学院経営管理研究科  

教授 

西口尚宏 
一般社団法人 Japan Innovation Network 

代表理事 

（敬称略、五十音順） 

 

注）経済産業省産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会ワーキング 

グループ委員３名による書面審査を予定していたが、都合等により２名で審査を実施 


