
さきがけ

領域名 役職 氏名 所属機関・役職

研究総括 植田 憲一 電気通信大学　名誉教授

井上 宏明 日本オクラロ（株）　執行役員 ＣＴＯ

神成 文彦 慶應義塾大学 理工学部　教授

竹内 繁樹 京都大学 大学院工学研究科　教授

武田 光夫 宇都宮大学 オプティクス教育研究センター　特任教授

塚田 秀夫 浜松ホトニクス（株） 中央研究所　ＰＥＴセンター長

寺川 進 常葉大学 健康科学部　教授

年吉 洋 東京大学 先端科学技術研究センター　教授

波多野 睦子 東京工業大学 大学院理工学研究科　教授

松尾 由賀利 法政大学 理工学部　教授

三澤 弘明 北海道大学 電子科学研究所　教授

井元 信之 大阪大学 大学院基礎工学研究科　教授

浦野 泰照 東京大学 大学院薬学系研究科・医学系研究科　教授

田中 耕一郎 京都大学 大学院理学研究科　教授

研究総括 谷口 研二 国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校　校長

副研究総括 秋永 広幸
産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門　総括
研究主幹

青合 利明 富士フイルム（株）　参与

大野 英男 東北大学 電気通信研究所　所長・教授

齊藤 英治
東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 ／ 金属材料研究
所　教授

篠原 真毅 京都大学 生存圏研究所　教授

白石 賢二 名古屋大学 未来材料・システム研究所　教授

高柳 万里子
（株）東芝 セミコンダクター＆ストレージ社 技術企画部
参事

藤田 博之 東京大学 生産技術研究所　センター長・教授

舟窪 浩 東京工業大学 大学院総合理工学研究科　教授

宮野 健次郎
物質・材料研究機構 若手国際研究センター　センター長・
フェロー

山田 由佳
産業技術総合研究所 イノベーション推進本部　総括企画主
幹

領域
アドバイザー

研究総括・副研究総括、領域アドバイザーおよび外部評価委員

微小エネルギー
を利用した革新
的な環境発電技
術の創出 領域

アドバイザー

外部評価委員

光の極限制御・
積極利用と新分
野開拓



領域名 役職 氏名 所属機関・役職

研究総括 北川 宏 京都大学 大学院理学研究科　教授

秋鹿 研一 放送大学 東京渋谷学習センター　客員教授

上田 渉 神奈川大学 工学部　教授

魚谷 信夫 京都大学 物質-細胞統合システム拠点　特任教授

岡部 晃博
三井化学（株） 生産技術研究所　主任研究員・チームリー
ダー

鈴木 賢
旭化成ケミカルズ(株)　モノマー・触媒研究所 第二研究室
長

関根 泰 早稲田大学 理工学術院　教授

館山 佳尚
物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
グループリーダー

常木 英昭 （株）日本触媒 研究本部　技監

野崎 京子 東京大学 大学院工学研究科　教授

野村 淳子 東京工業大学 資源化学研究所　准教授

林 高史 大阪大学 大学院工学研究科　教授

吉信 淳 東京大学 物性研究所　教授

研究総括 常行 真司 東京大学 大学院理学系研究科　教授

青柳 岳司
旭化成(株） 研究・開発本部 基盤技術研究所　特級高度専
門職

伊藤 聡 理化学研究所 計算科学研究機構 コーディネーター

射場 英紀 トヨタ自動車(株） 電池研究部　部長

小谷 元子 東北大学 大学院理学研究科　教授

佐藤 寛子 情報・システム研究機構 国立情報学研究所　教授

田中 功 京都大学 大学院工学研究科　教授

知京 豊裕
物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
ユニット長

津田 宏治 東京大学 大学院新領域創成科学研究科　教授

寺倉 清之 物質・材料研究機構　フェロー

中井 浩巳 早稲田大学 理工学術院　教授

樋口 知之 情報・システム研究機構 統計数理研究所　所長

理論・実験・計
算科学とデータ
科学が連携・融
合した先進的マ
テリアルズイン
フォマティクス
のための基盤技
術の構築

領域
アドバイザー

革新的触媒の科
学と創製 領域

アドバイザー



領域名 役職 氏名 所属機関・役職

研究総括 岡田 清孝 龍谷大学 農学部　教授 ／ 自然科学研究機構　理事

磯部 祥子 かずさＤＮＡ研究所 先端研究部　室長

内田 誠一 九州大学 大学院システム情報科学研究院　教授

角谷 徹仁
東京大学 大学院理学系研究科　教授 ／ 情報・システム研
究機構 国立遺伝学研究所　教授

工藤 洋 京都大学 生態学研究センター　教授

白須 賢
理化学研究所 環境資源科学研究センター　グループディレ
クター

田中 和幸 タキイ種苗（株） 研究農場　チーフ

鳥居 啓子
ワシントン大学 生物学部　教授 ／ ハワード・ヒューズ医
学研究所　インベスティゲーター

福田 裕穂 東京大学 大学院理学系研究科　科長・教授

矢野 健太郎 明治大学 農学部　准教授

矢野 昌裕 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所　所長

研究総括 二宮 正士
東京大学 大学院農学生命科学研究科附属 生態調和農学機
構　教授

上田 修功
日本電信電話（株） コミュニケーション科学基礎研究所
機械学習・データ科学センター長 ／ 主席研究員（上席特
別研究員）

加々美 勉
（株）サカタのタネ　常務取締役・常務執行役員・研究本
部長・遺伝資源室長

亀岡 孝治 三重大学 大学院生物資源学研究科　教授

後藤 英司 千葉大学 大学院園芸学研究科　教授

中野 美由紀 芝浦工業大学 教育イノベーション推進センター　教授

堀江 武 農業・食品産業技術総合研究機構　特別顧問

松井 知子 情報・システム研究機構 統計数理研究所 教授

森川 博之 東京大学 先端科学技術研究センター　教授

フィールドにお
ける植物の生命
現象の制御に向
けた次世代基盤
技術の創出

領域
アドバイザー

情報科学との協
働による革新的
な農産物栽培手
法を実現するた
めの技術基盤の
創出

領域
アドバイザー


