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「官民による若手研究者発掘支援事業」 

採択審査委員会 委員一覧 

（敬称略、五十音順） 

 

区分 氏名 所属・役職 

委員長 大江田 憲治 

公益社団法人 日本工学アカデミー 

  終身フェロー 

委員 笹月 俊郎 

国立研究開発法人科学技術振興機構 産学連携展開部 

  部長 

委員 戸井田 康宏 

国立大学法人横浜国立大学 研究推進機構 

  特任教員（教授） 

委員 野村 敦子 

株式会社日本総合研究所 調査部 

  主任研究員 

委員 蓮岡 淳 

武田薬品工業株式会社 日本開発センター 戦略企画室 

  Ｒ＆Ｄエクスターナルコラボレーションダイレクター 

委員 林 秀樹 

国立大学法人横浜国立大学 先端科学高等研究院 

 台風科学技術研究センター 

  客員教授 

委員 府川 伊三郎 

株式会社旭リサーチセンター 

  シニアリサーチャー 

 

1
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（敬称略、五十音順）

※ご所属は書面審査時5月時点の情報です。

氏名 所属機関名称

青木　徹 静岡大学

池袋　一典 東京農工大学

石原　達己 九州大学

板谷　太郎 国立研究開発法人産業技術総合研究所

伊藤　和博 大阪大学

今井　祐介 国立研究開発法人産業技術総合研究所

岩沢　正樹 宮城県産業技術総合センター

植松　宏彰 東京工業大学

宇崎　勝 ストラテック株式会社

浴　俊彦 豊橋技術科学大学

大寺　規夫 ビジネスアソシエイツ

岡野　泰則 大阪大学

岡本　修 茨城工業高等専門学校

笠井　均 東北大学

河西　勇二 国立研究開発法人産業技術総合研究所

片山　佳樹 九州大学

加藤　祐輔 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

加藤　嘉英 －

金久保　利之 筑波大学

金子　聡 三重大学

川瀬　智博 株式会社大阪アサヒメタル工場

北川　博之 筑波大学

鬼頭　聖 国立研究開発法人産業技術総合研究所

窪田　宜之 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

黒坂　俊雄 コベルコビジネスパートナーズ株式会社

郡司　裕一 国立研究開発法人物質・材料研究機構

小池　正記 広島工業大学

後藤　邦彰 岡山大学

小西　康哉 株式会社三菱総合研究所

小林　弘典 国立研究開発法人産業技術総合研究所

小谷内　範穂 近畿大学

佐藤　豊 －

神成　淳司 慶應義塾大学

鈴木　澄江 工学院大学

高倉　喜信 京都大学

高田　和典 国立研究開発法人物質・材料研究機構

高松　孝行 ブランシェ国際知的財産事務所

田中　秀治 東北大学

中部　主敬 京都大学

丹羽　修 埼玉工業大学

長谷川　靖洋 埼玉大学

原　亨和 東京工業大学

一次審査（事前書面審査）評価者一覧（53名）

（官民による若手研究者発掘支援事業／共同研究フェーズ）
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（敬称略、五十音順）

※ご所属は書面審査時5月時点の情報です。

氏名 所属機関名称

一次審査（事前書面審査）評価者一覧（53名）

（官民による若手研究者発掘支援事業／共同研究フェーズ）

土方　泰斗 埼玉大学

福田　紘己 デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社

細田　祐司 一般社団法人日本ロボット学会

前川　哲也 三井物産株式会社

松岡　康友 株式会社竹中工務店

松島　紀佐 富山大学

山口　有朋 国立研究開発法人産業技術総合研究所

山口　昌樹 信州大学

山崎　章弘 成蹊大学

渡邉　順司 甲南大学

渡辺　芳照 公益社団法人日本技術士会
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（敬称略、五十音順）

※ご所属は書面審査時5月時点の情報です。

氏名 所属機関名称

相澤　崇史 国立研究開発法人産業技術総合研究所

相山　康道 筑波大学

青木　俊介 九州工業大学

青木　隆平 東京大学

青木　徹 静岡大学

青柳　昌宏 熊本大学

青山　哲也 国立研究開発法人理化学研究所

秋山　英二 東北大学

秋山　義勝 東京女子医科大学

阿久津　達也 京都大学

浅野　種正 九州大学

芦田　極 国立研究開発法人産業技術総合研究所

畔津　昭彦 東海大学

天野　嘉春 早稲田大学

飯島　一智 横浜国立大学

池原　譲 千葉大学

池辺　将之 北海道大学

石原　達己 九州大学

石山　和志 東北大学

和泉　博 国立研究開発法人産業技術総合研究所

泉　政明 北九州市立大学

伊藤　和博 大阪大学

伊藤　公久 早稲田大学

伊藤　浩志 山形大学

井藤　幹夫 福井工業大学

井上　順広 東京海洋大学

今井　祐介 国立研究開発法人産業技術総合研究所

岩沢　正樹 宮城県産業技術総合センター

上原　邦昭 大阪学院大学

植松　宏彰 東京工業大学

上宮　成之 東海国立大学機構　岐阜大学

植山　正基 －

宇根本　篤 東京ガス株式会社

生方　俊 横浜国立大学

梅原　徳次 東海国立大学機構　名古屋大学

越前谷　美智子 国立研究開発法人理化学研究所

榎　学 東京大学

江龍　修 名古屋工業大学

小穴　英廣 東京大学

大家　利彦 国立研究開発法人産業技術総合研究所

大久保　努 木更津工業高等専門学校

大谷　具幸 東海国立大学機構　岐阜大学

一次審査（事前書面審査）評価者一覧（310名）

（官民による若手研究者発掘支援事業／マッチングサポートフェーズ）
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大塚　誠 東北大学

大寺　規夫 ビジネスアソシエイツ

大政　健史 大阪大学

大見　俊一郎 東京工業大学

大森　隆司 玉川大学

大森　浩充 慶應義塾大学

岡崎　康司 順天堂大学

小笠原　敦 滋賀医科大学

岡田　美智男 豊橋技術科学大学

岡野　泰則 大阪大学

岡村　慶 高知大学

岡本　勝男 国土防災技術株式会社

奥　健夫 滋賀県立大学

小田  真司 小田司法書士事務所

香川　澄 防衛大学校

笠井　均 東北大学

河西　勇二 国立研究開発法人産業技術総合研究所

片岡　正俊 国立研究開発法人産業技術総合研究所

加藤　茂樹 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

加藤　祐輔 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

加藤　嘉英 －

金久保　利之 筑波大学

金邉　忠 福井大学

金子　聡 三重大学

上平　正道 九州大学

上村　靖司 長岡技術科学大学

亀島　欣一 岡山大学

萱間  隆夫 上智大学

川上　文清 公立小松大学

川月　喜弘 兵庫県立大学

川西　哲也 早稲田大学

川原　伸章 株式会社デンソー

神原　信志 東海国立大学機構　岐阜大学

岸下　徹一 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

木下　欣也 公益財団法人東京都中小企業振興公社

木島　健 東京大学

岸本　昭 岡山大学

北川　博之 筑波大学

北原　洋明 テック・アンド・ビズ株式会社

北村　昌也 大阪公立大学

鬼頭　聖 国立研究開発法人産業技術総合研究所

衣本　太郎 大分大学
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木原　伸浩 神奈川大学

葛葉　泰久 三重大学

工藤　昭英 東京農工大学

窪田　宜之 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

倉片　憲治 早稲田大学

車谷　浩一 －

黒坂　俊雄 コベルコビジネスパートナーズ株式会社

桒原　正靖 日本大学

郡司　裕一 国立研究開発法人物質・材料研究機構

小池　英明 国立研究開発法人産業技術総合研究所

小池　正記 広島工業大学

小岩　一郎 関東学院大学

上坂　裕之 東海国立大学機構　岐阜大学

古賀　雄一 岡山理科大学

小坂　大吾 職業能力開発総合大学校

児島　宏明 国立研究開発法人産業技術総合研究所

後藤　邦彰 岡山大学

後藤　孝 東北大学

小西　康哉 株式会社三菱総合研究所

小畠　時彦 国立研究開発法人産業技術総合研究所

小林　元太 佐賀大学

小林　敬幸 東海国立大学機構　名古屋大学

小林　宏 東京理科大学

小谷内　範穂 近畿大学

古山　通久 信州大学

昆　盛太郎 国立研究開発法人産業技術総合研究所

近藤　芳朗 株式会社サムスン日本研究所

斎藤　晋 東京工業大学

斎藤　隆史 北海道医療大学

財満　鎭明 名城大学

堺　和人 東洋大学

坂口　聡 関西大学

相樂　隆正 長崎大学

作道　章一 岡山理科大学

櫻井　俊 ヤンセンファーマ株式会社

佐々木　信也 東京理科大学

佐々木　孝彦 東北大学

佐々木　史雄 国立研究開発法人産業技術総合研究所

佐々木　保典 国立研究開発法人産業技術総合研究所

薩摩　篤 東海国立大学機構　名古屋大学

佐藤　孝明 国立研究開発法人産業技術総合研究所

里見　知英 燃料電池実用化推進協議会
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佐野　伸行 筑波大学

鮫島　正浩 信州大学

澤田　賢治　 電気通信大学

椎名　毅 京都大学

島田　敏宏 北海道大学

清水　仁司 ポラリス合同会社

首藤　登志夫 東京都立大学

白川　晃久 有限会社アートワークス

杉本　裕 東京理科大学

杉山　順一 国立研究開発法人産業技術総合研究所

鈴木　恵二 はこだて未来大学

関崎　勉 京都大学

高井　茂臣 京都大学

高口　豊 富山大学

高島　和希 熊本大学

髙田　耕司 東京慈恵会医科大学

高頭　孝毅 山口東京理科大学

高野　和文 京都府立大学

高橋　洋 －

高見　誠一 東海国立大学機構　名古屋大学

瀧川　順庸 大阪公立大学

瀧田　正寿 電気通信大学

田口　哲志 国立研究開発法人物質・材料研究機構

武井　史恵 防衛医科大学校

竹内　和彦 国立研究開発法人産業技術総合研究所

武田　雅敏 長岡技術科学大学

但野　茂 北海道大学

立花　宏一 国立研究開発法人産業技術総合研究所

田中　秀治 東北大学

田中　敏明 北海道科学大学

田中　敏幸 慶應義塾大学

田中　秀明 国立研究開発法人産業技術総合研究所

棚橋　一郎 －

谷口　正之 新潟青陵大学

谷口　光隆 東海国立大学機構　名古屋大学

袋布　昌幹 富山高等専門学校

田谷　正仁 －

千葉　靖典 国立研究開発法人産業技術総合研究所

辻　伸泰 京都大学

土田　英実 国立研究開発法人産業技術総合研究所

堤　直人 京都工芸繊維大学

坪田　孝志 横河電機株式会社
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手束　展規 東北大学

寺内　正己 東北大学

寺野　隆雄 千葉商科大学

土井　達也 信州大学

田路　和幸 －

堂道　剛  堂道技術士事務所

冨重　圭一 東北大学

供田　洋 北里大学

豊島　安健 国立研究開発法人産業技術総合研究所

豊田　昌宏 大分大学

内藤　牧男 大阪大学

内藤　昌信 国立研究開発法人物質・材料研究機構

中井　敏晴 大阪大学

中川　二彦 東海国立大学機構　岐阜大学

長崎　慶三 高知大学

中島田　豊 広島大学

永田　晴紀 北海道大学

長藤　圭介 東京大学

中西　弘一 中西技術士事務所

中野　恵之 兵庫県立工業技術センター

中野　秀雄 東海国立大学機構　名古屋大学

中部　主敬 京都大学

中村　聡 －

中村　実 株式会社オアース

長森　英二 大阪工業大学

中山　高博 株式会社アルバック

中山　智弘 国立研究開発法人科学技術振興機構

名迫　賢二 －

鳴坂　義弘 岡山県農林水産総合センター

南部　雅幸 京都大学

新納　弘之 国立研究開発法人産業技術総合研究所

西川　郁子 立命館大学

西川　武志 公益財団法人計算科学振興財団

西澤　伸一 九州大学

西田　昭彦 福岡大学

西田　哲也 秋田県立大学

西田　好宏 福井工業大学

丹羽　修 埼玉工業大学

根本　直 BDコンサルティング合同会社

野瀬　健 九州大学

野田　和俊 立命館大学

野村　義宏 東京農工大学
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野本　俊裕 －

枦　修一郎 東北学院大学

長谷川　靖洋 埼玉大学

幅崎　浩樹 北海道大学

林　修 株式会社フジミインコーポレーテッド

林　里織 山口大学

林　隆男 ライジングコンサルタンツ株式会社

早瀬　修二 電気通信大学

早瀬　仁則 東京理科大学

原　亨和 東京工業大学

半田　隆志 埼玉県産業技術総合センター

東　健司 大阪公立大学工業高等専門学校

日方　威 住友電気工業株式会社

土方　泰斗 埼玉大学

日野　孝紀 新居浜工業高等専門学校

平井　慎一 立命館大学

平井　隆之 大阪大学

平野　聡 一般財団法人省エネルギーセンター

平野　輝美 平野技術士事務所

廣垣　俊樹 同志社大学

福井　達雄 ダイバーテクノロジー株式会社

福迫　武 熊本大学

藤田　和代 Honest Partners

藤田　賢一 国立研究開発法人産業技術総合研究所

藤本　和貴 fj.misc

藤原　敏道 大阪大学

船造　俊孝 中央大学

古川　祐光 国立研究開発法人産業技術総合研究所

古田　守 高知工科大学

堀　裕和 山梨大学

堀内　直太郎 －

堀田　將 北陸先端科学技術大学院大学

堀邊　英夫 大阪公立大学大学院

本間　敬之 早稲田大学

前島　正義 中部大学

牧村　哲也 筑波大学

増本　博 東北大学

松岡　康友 株式会社竹中工務店

松下　祥子 東京工業大学

松下　朋永 松下技術士事務所

松島　紀佐 富山大学

松田　一敬 合同会社SARR
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（官民による若手研究者発掘支援事業／マッチングサポートフェーズ）

松田　直樹 国立研究開発法人産業技術総合研究所

松田　宏雄 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

松谷　宏紀 慶應義塾大学

松宮　正彦 横浜国立大学

松本　真哉 横浜国立大学

真野　昌二 大学共同利用機関法人自然科学研究機構

丸山　隆浩 名城大学

三浦　友史 長岡技術科学大学

光島　重徳 横浜国立大学

三原　毅 島根大学

三村　直樹 国立研究開発法人産業技術総合研究所

宮崎　真佐也 株式会社HaKaL

見山　克己 北海道科学大学

宮良　明男 佐賀大学

向田　雅一 国立研究開発法人産業技術総合研究所

麦倉　良啓 一般財団法人電力中央研究所

椋木　雅之 宮崎大学

向山　大吉 株式会社電知

村井　俊雄 株式会社トプコン

村上　秀之 国立研究開発法人物質・材料研究機構

村上　弘記 株式会社ＩＨＩ

村川　正宏 国立研究開発法人産業技術総合研究所

室　英夫 －

持丸　正明 国立研究開発法人産業技術総合研究所

物部　浩達 国立研究開発法人産業技術総合研究所

森　久史 株式会社UACJ

森沢　孝喜 フレッシュ・マネジメント有限会社

森田　直樹 国立研究開発法人産業技術総合研究所

森田　隆二 北海道大学

八木　隆多 広島大学

安井　武史 徳島大学

安井　英斉 北九州市立大学

柳下　宏 広島大学

藪野　浩司 筑波大学

山口　滋 東海大学

山口　昌樹 信州大学

山崎　章弘 成蹊大学

山末　英嗣 立命館大学

山本　一路 株式会社シードタイム

山本　元司 九州大学

山本　亮一 横浜国立大学

鎗田　孝 茨城大学
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横井　孝志 日本女子大学

横川　善之 大阪公立大学

横小路　泰義 神戸大学

吉井　英文 摂南大学

吉川　暢宏 東京大学

吉澤　徳子 国立研究開発法人産業技術総合研究所

吉塚　和治 北九州市立大学

吉野　淳二 －

米沢　晋 福井大学

米田　仁紀 電気通信大学

陸川　政弘 上智大学

若宮　伸隆 酪農学園大学

和気　仁志 独立行政法人国立高等専門学校機構

渡邉　順司 甲南大学

渡辺　俊介 株式会社プロテイン・エクスプレス

渡邉　隆行 九州大学
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