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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 理事・研究所長

委員 赤木　泰文 国立大学法人東京工業大学　未来産業技術研究所 特任教授

委員 青柳　将
国立研究開発法人産業技術総合研究所　機能化学研究部門　有機材料
診断グループ

研究グループ長

委員 秋永　広幸 国立研究開発法人産業技術総合研究所　デバイス技術研究部門 統括研究主幹

委員 浅井　圭介 国立大学法人東北大学　大学院工学研究科航空宇宙工学専攻 教授

委員 有光　晃二 学校法人東京理科大学　理工学部　先端化学科 教授

委員 飯岡　大輔 学校法人中部大学　工学部 電気電子システム工学科 准教授

委員 飯田　訓久 国立大学法人京都大学大学院 農学研究科 地域環境科学専攻 教授

委員 池谷　知彦 一般財団法人電力中央研究所 特任役員

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 梅沢　順子 国立研究開発法人科学技術振興機構 主任調査員

委員 岡田　道哉 国立研究開発法人産業技術総合研究所　TIA推進センター 副センター長

委員 奥　良彰 ローム株式会社　研究開発センター 副センター長

委員 小野田　 弘士 学校法人早稲田大学　理工学術院 大学院環境・エネルギー研究科 教授

委員 柿ヶ野　浩明 学校法人立命館　立命館大学　理工学部　電気電子工学科 教授

委員 葛原　正明
学校法人関西学院　関西学院大学 理工学部 先進エネルギーナノ工学
科

教授

委員 亀田　正明 一般社団法人太陽光発電協会(JPEA) 事務局長

委員 仮屋　大祐 川崎重工業株式会社 水素戦略本部　技術総括部技術部 部長

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 菊池　康紀 国立大学法人東京大学　未来ビジョン研究センター 准教授

委員 黒坂　俊雄 コベルコビジネスパートナーズ株式会社 産業情報部　アドバイザー

委員 小長井　誠 学校法人五島育英会　東京都市大学 特別教授

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　昭紀 国立大学法人大阪大学 教授

委員 阪口　晃敏 株式会社ＳＵＢＡＲＵ　航空宇宙カンパニー　航空機第一部 部長

委員 里川　重夫 学校法人成蹊学園　成蹊大学　理工学部 教授

委員 鮫島　正浩 国立大学法人信州大学工学部　物質化学科 特任教授

委員 下山　裕介 国立大学法人東京工業大学　物質理工学院 教授
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委員 田岡　久雄 学校法人西大和学園大和大学　理工学部　理工学科 教授

委員 高市　益行 一般財団法人日本施設園芸協会 常務理事

委員 高尾　和人 株式会社東芝　研究開発センター　先端デバイス研究所
電子デバイスラボラトリー
室長

委員 高木　信一 国立大学法人東京大学 大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 教授

委員 高田　保之 国立大学法人九州大学　大学院工学研究院　機械工学部門 教授

委員 高野　浩貴
国立大学法人東海国立大学機構　岐阜大学　工学部　電気電子・情報
工学科

准教授

委員 高橋　一聡 積水ハウス工業株式会社　総合住宅研究所　材料研究開発グループ 課長

委員 竹内　敬治
株式会社NTTデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティングユニッ
ト

シニアマネージャー

委員 武脇　隆彦 三菱ケミカル株式会社　横浜研究所 無機材料研究室 フェロー

委員 田中　秀治 国立大学法人東北大学 大学院工学研究科ロボティクス専攻 教授

委員 田中　俊輔 学校法人関西大学　環境都市工学部　エネルギー・環境工学科 教授

委員 田中　康男 一般財団法人畜産環境整備機構 畜産環境技術研究所 研究参与

委員 谷口　研二 国立大学法人大阪大学 名誉教授

委員 谷本　智 ネクスファイ・テクノロジー株式会社　開発部 主任研究員

委員 辻上　博司 岩谷産業株式会社　岩谷水素技術研究所 部長

委員 寺嶋　光春
公立大学法人北九州市立大学　環境システム専攻　資源化学システム
コース

准教授

委員 東條　健司 東條技術士事務所 所長

委員 冨岡　克広 国立大学法人北海道大学　大学院情報科学研究院 准教授

委員 虎谷　大地
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所　電子航法研究所　航空
交通管理領域

主任研究員

委員 中垣　隆雄 学校法人早稲田大学　理工学術院 教授

委員 長﨑　裕司
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構　農本部　企画戦
略本部

スマート農業研究管理役

委員 中野　冠 学校法人慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 顧問

委員 中村　孝夫 国立大学法人東京大学　生産技術研究所 特任教授

委員 中村　裕子
国立大学法人東京大学　大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻 スカ
イフロンティア社会連携講座

特任准教授

委員 松井　康弘
横河電機株式会社　マーケティング本部イノベーションセンター研究開発
部

マネージャー

委員 松方　正彦 学校法人早稲田大学　先進理工学研究科応用化学科 教授

委員 松田　一夫 千代田ユーテック株式会社 プロフェッショナル事業部 主任研究員

委員 松永　正弘
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所　木材研究部門
木材改質研究領域 機能化研究室

室長

委員 松原　浩司 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 領域長補佐

委員 松本　広重 国立大学法人九州大学　カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 教授
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委員 三戸　利行
大学共同利用機関法人自然科学研究機構　核融合科学研究所　研究力
強化戦略室

特任教授

委員 向井　剛輝 国立大学法人横浜国立大学大学院 教授

委員 宗像　鉄雄
国立研究開発法人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 元廣　友美
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　マ
テリアルイノベーション研究所

客員教授

委員 森田　友岳
国立研究開発法人産業技術総合研究所　機能化学研究部門　バイオ変
換グループ

グループ長

委員 山崎　勇英 株式会社日本触媒　事業企画開発部 グループリーダー

委員 山田　秀尚 国立大学法人金沢大学　先端科学・社会共創推進機構 准教授

委員 山本　和久 国立大学法人大阪大学　レーザー科学研究所 教授

委員 山本　哲生 関西電力株式会社　火力事業本部　脱炭素技術グループ チーフマネージャー

委員 雪田　和人 学校法人名古屋電気学園　愛知工業大学　工学部　電気学科 教授

委員  湯之上　隆 微細加工研究所 所長

委員 吉宗　美紀
国立研究開発法人産業技術総合研究所　化学プロセス研究部門 化学
システムグループ

主任研究員

委員 若林　敏祐
東洋エンジニアリング株式会社　プラントソリューション事業本部　先進技
術ビジネス推進部

部長

委員 和田　隆博 学校法人龍谷大学 教授

委員 渡邊　健夫 兵庫県公立大学法人　兵庫県立大学  高度産業科学技術研究所 教授・所長

※　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 国立大学法人京都大学 名誉教授

委員 井上　弘士
国立大学法人九州大学　システム情報科学研究院 情報知能工学部門
先端情報・通信機構

教授

委員 今井　浩 国立大学法人東京大学　情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 教授

委員 小川　泰嗣
国立大学法人筑波大学　国際産学連携本部　オープンイノベーション国
際戦略機構

クリエイティブマネー
ジャー

委員 亀山　秀雄 国立大学法人東京農工大学 名誉教授

委員 川上　文清 公立大学法人公立小松大学　地域連携推進センター
産官学連携コーディネー
ター

委員 川崎　祐史 株式会社三菱総合研究所　先進技術センター 担当部長

委員 川畑　史郎 
国立研究開発法人産業技術総合研究所　新原理コンピューティング研究
センター

副研究センター長

委員 猿渡　俊介 国立大学法人大阪大学　大学院情報科学研究科 准教授

委員 白根　昌之
日本電気株式会社　システムプラットフォーム研究所
国立研究開発法人産業技術総合研究所　エレクトロニクス・製造領域
NEC-産総研量子活用テクノロジー連携研究ラボ

研究部長
連携研究ラボ長

委員 善甫　康成 学校法人法政大学　情報科学部 教授

委員 間瀬　英之 株式会社日本総合研究所　先端技術ラボ シニア・リサーチャー

委員 萬　伸一 国立研究開発法人理化学研究所　量子コンピュータ研究センター 副センター長

※　五十音順、敬称略

※　所属・役職は審査時点での情報
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