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未来社会創造事業（探索加速型） 令和５年度本格研究事前評価 

評価者一覧 

１．事業統括会議 

事業統括／事業統括会議議長 

渡辺 捷昭 トヨタ自動車株式会社 前社長 

 

事業統括会議委員（五十音順） 

阿部 晃一 東レ株式会社 副社長執行役員 

江田 麻季子 世界経済フォーラム 日本代表 

江村 克己 日本電気株式会社 
シニアアドバイ

ザー 

小安 重夫 理化学研究所 理事 

金子 博之 科学技術振興機構 理事 

２０２３年１月時点 

 

２．研究開発運営会議 

 ＜「超スマート社会の実現」領域＞ 

運営統括／研究開発運営会議議長 

前田 章 元 株式会社日立製作所 ＩＣＴ事業統括本部 技師長 

 

重点公募テーマ「異分野共創型のＡＩ・シミュレーション技術を駆使した健全な社会

の構築」 

テーママネージャー／研究開発運営会議委員 

鷲尾 隆 大阪大学 産業科学研究所 教授 

 

研究開発運営会議委員（五十音順） 

遠藤 薫 学習院大学 法学部 教授 

及川 卓也 Ｔａｂｌｙ株式会社 代表取締役 

佐藤 聡 ｃｏｎｎｅｃｔｏｍｅ．ｄｅｓｉｇｎ株式会社 代表取締役社長 

新 誠一 電気通信大学 名誉教授 

谷 幹也 
日本電気株式会社 グローバルイノベーション

戦略部門 

シニアプロフェ

ッショナル 

西尾 信彦 立命館大学 情報理工学部 教授 
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外部専門家（五十音順） 

篠原 稔和 ソシオメディア株式会社 代表取締役社長 

 ２０２２年１２月時点 

 

 ＜「持続可能な社会の実現」領域＞ 

運営統括／研究開発運営会議議長 

國枝 秀世 あいちシンクロトロン光センター 所長 

 

重点公募テーマ「社会の持続的発展を実現する新品種導出技術の確立」 

研究開発運営会議委員（五十音順） 

江面 浩 筑波大学 生命環境系 教授 

酒井 隆子 ヴィルモランみかど株式会社 元 副社長 

中村 崇裕 九州大学 大学院農学研究院 教授 

三宅 徹 大日本印刷株式会社 常務執行役員 

村中 俊哉 大阪大学 大学院工学研究科 教授 

  ２０２２年１２月時点 

 

＜「世界一の安全・安心社会の実現」領域＞ 

運営統括／研究開発運営会議議長 

田中 健一 三菱電機株式会社 技術統轄 

 

重点公募テーマ「食・運動・睡眠等日常行動の作用機序解明に基づくセルフマネジメ

ント」 

研究開発運営会議委員（五十音順） 

須藤 亮 株式会社東芝 特別嘱託 

鷲見 和彦 青山学院大学 理工学部 教授 

武田 安弘 森永乳業株式会社 研究本部 執行役員／副本部長 

長田 典子 関西学院大学 工学部 教授 

林 春男 防災科学技術研究所 理事長 

矢川 雄一 
株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット 

社会システム事業部 
事業主管 

 

外部専門家（五十音順） 

青栁 幸利 東京都健康長寿医療センター 研究所 
副部長／運動科学研

究室長 
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井上 潔 株式会社アーク・イノベーション 代表取締役社長 

内藤 義彦 武庫川女子大学 食物栄養科学部 教授 

本多 真 
東京都医学総合研究所 精神行動医学研究分

野 

睡眠プロジェクトリ

ーダー 

山本（前田） 

万里 

農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究

部門 
主席研究員 

 ２０２２年１２月時点 

 

重点公募テーマ「心理状態の客観的把握とフィードバック手法の確立による生きが

い・働きがいのある社会の実現」 

研究開発運営会議委員（五十音順） 

須藤 亮 株式会社東芝 特別嘱託 

鷲見 和彦 青山学院大学 理工学部 教授 

武田 安弘 森永乳業株式会社 研究本部 執行役員／副本部長 

長田 典子 関西学院大学 工学部 教授 

林 春男 防災科学技術研究所 理事長 

矢川 雄一 
株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット 

社会システム事業部 
事業主管 

 

外部専門家（五十音順） 

大橋 毅夫 
株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア＆ウェ

ルネス本部 健康・医療グループ 
グループリーダー 

菊地 俊暁 慶應義塾大学 医学部 講師 

高橋 雄介 京都大学 大学院教育学研究科 准教授 

星野 真人 株式会社本田技術研究所 先進技術研究所 チーフエンジニア 

松井 知子 情報・システム研究機構 統計数理研究所 研究主幹／教授 

矢吹 正徳 公益財団法人 理想教育財団 理事 

 ２０２２年１２月時点 

 

＜「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域＞ 

運営統括／研究開発運営会議議長 

魚崎 浩平 物質・材料研究機構／北海道大学 
フェロー／名誉

教授 
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研究開発運営会議委員（五十音順） 

魚崎 浩平 物質・材料研究機構／北海道大学 
フェロー／名誉

教授 

内田 裕之 山梨大学 クリーンエネルギー研究センター 特任教授 

大崎 博之 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授 

金光 義彦 京都大学 化学研究所 教授 

近藤 昭彦 
神戸大学 大学院科学技術イノベーション研究

科 
副学長／教授 

辰巳 敬 東京工業大学 名誉教授 

谷口 研二 大阪大学 名誉教授 

谷口 昇 科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 副センター長 

土肥 義治 東京工業大学 名誉教授 

原田 幸明 物質・材料研究機構 名誉研究員 

 

魚崎分科会（次世代蓄電池） 

研究開発運営会議委員 

魚崎 浩平 物質・材料研究機構／北海道大学 
フェロー／名誉

教授 

 

外部専門家（五十音順） 

宇恵 誠 早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 客員教授 

太田 璋 
元 技術研究組合リチウムイオン電池材料評価

研究センター（ＬＩＢＴＥＣ） 
元 専務理事 

岡島 博司 
トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニ

ー 
主査／担当部長 

桑畑 進 大阪大学 大学院工学研究科 研究科長／教授 

小林 哲彦 大阪産業技術研究所 理事長 

佐藤 縁 産業技術総合研究所 省エネルギー研究部門 総括研究主幹 

嶋田 幹也 
技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究

センター（ＬＩＢＴＥＣ） 
理事 

高見 則雄 株式会社東芝 研究開発センター 首席技監 

新田 芳明 
日産自動車株式会社 総合研究所 先端材料・プ

ロセス研究所 

エキスパートリ

ーダー 

 ２０２２年１２月時点 
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＜「共通基盤」領域＞ 

運営統括／研究開発運営会議議長 

長我部 信行 
株式会社日立製作所 コネクティブインダスト

リーズ事業統括本部 事業戦略統括本部 
副統括本部長 

 

テーママネージャー／研究開発運営会議委員（五十音順） 

合原 一幸 東京大学 特別教授室 特別教授 

岡島 博司 
トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニ

ー 先進技術統括部 
主査／担当部長 

佐藤 孝明 

株式会社島津製作所 基盤技術研究所ライフサ

イエンス研究所／筑波大学 プレシジョン・メデ

ィスン開発研究センター 

シニアフェロー

・研究所長／セ

ンター長 

 

研究開発運営会議委員（五十音順） 

雨宮 慶幸 公益財団法人 高輝度光科学研究センター 理事長 

上村 みどり ＣＢＩ研究機構 量子構造生命科学研究所 所長 

佐藤 了平 大阪大学 大学院理学研究科 
名誉教授／招聘

教授 

菅野 純夫 千葉大学 未来医療教育研究機構 特任教授 

杉沢 寿志 
日本電子株式会社 経営戦略室／オープンイノ

ベーション推進室 
副室長／室長 

西浦 廉政 北海道大学／中部大学 
名誉教授／名誉

教授 

 

外部専門家（五十音順） 

井上 潔 株式会社アーク・イノベーション 代表取締役社長 

岡本 晃充 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 

落合 淳志 東京理科大学 生命医科学研究所 所長／教授 

坪井 俊 武蔵野大学 工学部 特任教授 

深見 希代子 東京薬科大学 
名誉教授／客員

教授 

御石 浩三 株式会社ｉＰＳポータル 監査役 

 ２０２２年１２月時点 

以上 


