
ACT-X

研究領域名 研究担当名 氏名 所属・役職

研究総括 田中 秀治 東北大学 大学院工学研究科　教授

澤田 和明 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科　教授

平等 拓範 理化学研究所 放射光科学研究センター　グループディレクター

高西 淳夫 早稲田大学 創造理工学部総合機械工学科　教授

谷口 正輝 大阪大学 産業科学研究所　教授

中尾 政之 東京大学 大学院工学系研究科　教授

濱田 芳治 多摩美術大学 生産デザイン学科　教授

平尾 明子 （株）東芝 研究開発センター　シニアフェロー

南澤 孝太 慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科　教授

山下 昌哉
旭化成（株） マーケティング＆イノベーション本部　シニア イントラプレナー （イノベー
ション アーキテクト）

山西 陽子 九州大学 大学院工学研究院　教授

湯浅 裕美 九州大学 大学院システム情報科学研究院　教授

研究総括 國吉 康夫 東京大学 大学院情報理工学系研究科　教授

江間 有沙 東京大学 未来ビジョン研究センター　准教授

大林 茂 東北大学 流体科学研究所　教授

尾形 哲也 早稲田大学 理工学術院　教授

上東 貴志 神戸大学 計算社会科学研究センター　センター長・教授

寺嶌 立太 （株）豊田中央研究所 東京キャンパス統括室　室長

中小路 久美代 公立はこだて未来大学 情報アーキテクチャ学科　教授

永野 惇 龍谷大学 農学部植物生命科学科　准教授

羽藤 英二 東京大学 大学院工学系研究科　教授

馬場 雪乃 筑波大学 システム情報系　准教授

樋口 知之
中央大学 ＡＩ・データサイエンスセンター　所長／
理工学部ビジネスデータサイエンス学科　教授

福田 信二 東京農工大学 大学院農学研究院　准教授

松原 仁 東京大学 大学院情報理工学系研究科　教授

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　（所属・役職は選考時のもの）

リアル空間を強靭にする
ハードウェアの未来

領域アドバイザー

ＡＩ活用で挑む学問の革新と
創成

領域アドバイザー



ACT-X

研究領域名 研究担当名 氏名 所属・役職

研究総括 野村 暢彦
筑波大学　生命環境系　教授／
微生物サステイナビリティ研究センター　副センター長

植田 美那子 東北大学 大学院生命科学研究科　教授

大西 康夫 東京大学 大学院農学生命科学研究科　教授

岡本 章玄 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(MANA)　グループリーダー

小笠原 渉 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション専攻　教授

小川 順 京都大学 大学院農学研究科　教授

黒田 章夫 広島大学 大学院統合生命科学研究科　教授

小杉 昭彦 国際農林水産業研究センター 生物資源・利用領域　プロジェクトリーダー

清水 浩 大阪大学 大学院情報科学研究科　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

玉木 秀幸 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門　研究グループ長

野尻 秀昭 東京大学 大学院農学生命科学研究科　教授

蓮沼 誠久 神戸大学 先端バイオ工学研究センター　教授・センター長

松井 知子 ノボザイムズ ジャパン（株） 研究開発部門　代表

八代田 陽子 理化学研究所 環境資源科学研究センター　副チームリーダー

吉野 知子 東京農工大学 大学院工学研究院　教授

研究総括 河原林 健一 情報・システム研究機構国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系　教授

穴井 宏和 富士通（株）富士通研究所人工知能研究所　所長

伊藤 哲史 京都大学 大学院理学研究科　准教授

稲見 昌彦 東京大学 先端科学技術研究センター　教授

内田 誠一 九州大学 大学院システム情報科学研究院　教授

太田 慎一 大阪大学 大学院理学研究科　教授

大武 美保子 理化学研究所 革新知能統合研究センター　チームリーダー

川原 圭博 東京大学 大学院工学系研究科　教授

佐藤 いまり 情報・システム研究機構国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系　教授

鈴木 大慈 東京大学 大学院情報理工学系研究科　准教授

高木 剛 東京大学 大学院情報理工学系研究科　教授

武田 朗子 東京大学 大学院情報理工学系研究科　教授

千葉 滋 東京大学 大学院情報理工学系研究科　教授

蓮尾 一郎 情報・システム研究機構国立情報学研究所 アーキテクチャ科学研究系　准教授

宮尾 祐介 東京大学 大学院情報理工学系研究科　教授

森前 智行 京都大学 基礎物理学研究所　准教授

数理・情報のフロンティア
領域アドバイザー

環境とバイオテクノロジー
領域アドバイザー



ACT-X

研究領域名 研究担当名 氏名 所属・役職

研究総括 袖岡 幹子 理化学研究所 開拓研究本部　主任研究員

浅見 忠男 東京大学 大学院農学生命科学研究科　教授

荒井 緑 慶應義塾大学 理工学部　教授

上杉 志成 京都大学 化学研究所　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

島本 啓子 （公財）サントリー生命科学財団 生物有機科学研究所　主幹研究員

杉本 直己 甲南大学 先端生命工学研究所・大学院フロンティアサイエンス研究科　所長・教授

鈴木 蘭美 フェリング・ファーマ（株）　代表取締役CEO

瀬原 淳子 京都大学 ウイルス・再生医科学研究所　連携教授

竹山 春子 早稲田大学 理工学術院　教授

富田 泰輔 東京大学 大学院薬学系研究科　教授

永澤 秀子 岐阜薬科大学 薬学部　教授

西山 真 東京大学 大学院農学生命科学研究科　教授

深見 希代子 東京薬科大学 生命科学部　名誉教授

小布施 力史 大阪大学 大学院理学研究科　教授

佐藤 守俊 東京大学 大学院総合文化研究科　教授

藤田 克昌 大阪大学 大学院工学研究科　教授

村上 正晃 北海道大学 遺伝子病制御研究所／大学院医学院　教授

生命と化学

領域アドバイザー

外部評価者


