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評価者一覧（事業統括会議、研究開発運営会議および外部専門家） 

 

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） 

浅井 彰二郎 株式会社リガク 特別顧問 

阿部 晃一 東レ株式会社 
代表取締役副社長

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 ＮＥＣフェロー 

小安 重夫 理化学研究所 理事 

室町 正志 株式会社東芝 名誉顧問 

山本 尚 中部大学 教授 

後藤 吉正 科学技術振興機構 理事 

※評価者の所属機関、所属部署、役職は評価時点 

 

 

探索加速型 

「次世代情報社会の実現」領域 

運営統括／研究開発運営会議議長 

前田 英作 東京電機大学 システムデザイン工学部 学部長／教授 

 

研究開発運営会議委員（五十音順） 

稲見 昌彦 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 

木下 真吾 日本電信電話株式会社 人間情報研究所 
主席研究員 

／研究部長 

杉山 将 
理化学研究所 革新知能統合研究センター／東京大

学 大学院新領域創成科学研究科 

センター長 

／教授 

中澤 仁 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 

橋本 隆子 千葉商科大学 商経学部 副学長／教授 
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三宅 陽一郎 立教大学 大学院人工知能科学研究科 特任教授 

山田 敬嗣 ＮＥＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ． 

Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｈｅａｄ 

Ｑｕａｒｔｅｒ／Ｓｅｎｉｏｒ 

Ｖｉｃｅ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ 

山本 里枝子 科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー 

 

外部専門家（五十音順） 

加藤 綾子 東洋大学 経済学部 准教授 

鶴岡 慶雅 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授 

寺田 努 神戸大学 大学院工学研究科 教授 

中野 美由紀 津田塾大学 学芸学部 教授 

二宮 正士 東京大学 大学院農学生命科学研究科 特任教授 

藤吉 弘亘 中部大学 工学部 教授 

三好 建正 理化学研究所 計算科学研究センター チームリーダー 

山崎 俊彦 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授 

横尾 真 九州大学 大学院システム情報科学研究院 主幹教授 

※評価者の所属機関、所属部署、役職は評価時点 

 

「顕在化する社会課題の解決」領域 

運営統括／研究開発運営会議議長 

高橋 桂子 
早稲田大学 総合研究機構グローバル科学知融合研

究所 

上級研究員／ 

研究院教授 

 

外部専門家（五十音順） 

岩田 覚 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授 

浦島 邦子 名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授 

大垣 眞一郎 東京大学 名誉教授 

沖 大幹 東京大学 大学院工学系研究科 教授 

亀井 信一 三菱総合研究所 研究理事 

木本 昌秀 国立環境研究所 理事長 
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小池 俊雄 土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター センター長 

関 幸子 ローカルファースト研究所 代表取締役 

寶 馨 京都大学 大学院総合生存学館 教授 

田所 諭 東北大学 タフ・サイバーフィジカルAI研究センター センター長 

西澤 直子 石川県立大学 学長 

橋本 英樹 東京大学 大学院医学系研究科 教授 

服部 亮 ロート製薬株式会社 アライアンス戦略デザイン本部 シニアデザイナー 

林 健太郎 
農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境研究部

門 
主席研究員 

増田 美砂 筑波大学 名誉教授 

道田 豊  東京大学 大気海洋研究所 教授 

矢部 彰 
新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研

究センター 
フェロー 

吉岡 敏明 東北大学 大学院環境科学研究科 教授 

米澤 敏男 グローバル・マテリアルリサーチ株式会社 代表取締役 

若山 正人 東京理科大学 副学長 

※評価者の所属機関、所属部署、役職は評価時点 

 

「個人に最適化された社会の実現」領域 

運営統括／研究開発運営会議議長 

和賀 巌 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 
プロフェッショナル

フェロー 

 

外部専門家（五十音順） 

安藤 英由樹 大阪芸術大学 アートサイエンス学科 教授 

石川 善樹 Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ ｆｏｒ Ｐｌａｎｅｔ Ｅａｒｔｈ 代表理事 

片山 朋子 パナソニック株式会社 コーポレート戦略部 主幹 

城戸 隆 帝京大学先端総合研究機構 特任教授 

定藤 規弘 
自然科学研究機構 生理学研究所システム脳科学研

究領域 
教授 
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志賀 利一 オムロンヘルスケア株式会社 技術開発統轄部 Ｒ＆Ｄフェロー 

志岐 幸子 関西大学 大学院人間健康研究科 教授 

島上 陽子 味の素株式会社 グローバルコーポレート本部 シニアマネージャー 

庄司 昌彦 武蔵大学社会学部 教授 

ドミニク・チェン 早稲田大学 文学学術院 准教授 

西田 豊明 福知山公立大学 情報学部 学部長／教授 

春間 賢 川崎医科大学 総合医療センター 特任教授 

広井 良典 京都大学 こころの未来研究センター 教授 

日和 悟 同志社大学 生命医科学部 准教授 

福田 伸子 
産業技術総合研究所 センシングシステム研究センタ

ー 
研究チーム長 

星野 真人 本田技術研究所 先進技術研究所 チーフエンジニア 

前野 隆司 
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 
教授 

水野 祐 シティライツ法律事務所 弁護士 

山本 昭二 関西学院大学 経営戦略研究科 教授 

吉川 左紀子 京都芸術大学 学長／教授 

吉武 良治 芝浦工業大学 デザイン工学部 教授 

※評価者の所属機関、所属部署、役職は評価時点 

 

「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 科学技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター 所長 

 

研究開発運営会議委員（五十音順） 

今林 文枝 科学技術振興機構 未来創造研究開発推進部 調査役 

江面 浩 筑波大学 生命環境系 教授 

酒井 隆子 みかど協和株式会社 副社長 
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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 

 

外部専門家（五十音順） 

穴井 豊昭 九州大学 大学院農学研究院 教授 

射場 厚 九州大学 大学院理学研究院 主幹教授 

木下 俊則 
名古屋大学 大学院理学研究科トランスフォーマティ

ブ生命分子研究所 
教授 

小西 千秋 キッコーマン株式会社 研究開発本部 課長 

近藤 友宏 株式会社日本農林社 代表取締役社長 

永野 惇 龍谷大学 農学部植物生命科学科 准教授 

本橋 令子 静岡大学 農学部応用生命科学科 教授 

門田 有希 岡山大学 大学院環境生命科学研究科 准教授 

吉田 薫 東京大学 大学院農学生命科学研究科 特任研究員 

※評価者の所属機関、所属部署、役職は評価時点 

 

「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 

 

研究開発運営会議委員（五十音順） 

今林 文枝 科学技術振興機構 未来創造研究開発推進部 調査役 

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 
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矢川 雄一 
株式会社日立製作所 システム＆サービスビジネス

統括本部 
ＣＩＯ 

 

外部専門家（五十音順） 

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 

中山 実 東京工業大学 工学院 教授 

成瀬 康 情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター 室長 

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 

水落 隆司 三菱電機株式会社 ビジネスイノベーション本部 副本部長 

※評価者の所属機関、所属部署、役職は評価時点 

 

「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 

橋本 和仁 物質・材料研究機構 理事長 

 

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 フェロー 

大崎 博之 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授 

加藤 真一 科学技術振興機構 未来創造研究開発推進部 調査役 

金光 義彦 京都大学 化学研究所 教授 

越 光男 
東京大学／科学技術振興機構 低炭素社会戦略セン

ター 

名誉教授／副セン

ター長 

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 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 

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 
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募集区分 Ｒ０３－Ｂ１～Ｂ６ 

研究開発運営会議委員 

金光 義彦 京都大学 化学研究所 教授 

 

外部専門家（五十音順） 

岡田 至崇 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 

櫛屋 勝巳 出光興産株式会社 電力・再エネ企画開発部  アドバイザー 

近藤 道雄 
産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研

究所 

上席イノーべーシ

ョンコーディネータ

ー 

錦谷 禎範 早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 客員教授 

松本 吉泰 豊田理化学研究所 フェロー 

 

募集区分 Ｒ０３－Ｂ７ 

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 フェロー 

 

外部専門家（五十音順） 

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 

桑畑 進 大阪大学 大学院工学研究科 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 

 

募集区分 Ｒ０３－Ｂ８～Ｂ１０、Ｂ２０ 

研究開発運営会議委員 

谷口 研二 大阪大学  名誉教授 

 

外部専門家（五十音順） 

雨宮 好仁 北海道大学 名誉教授 

有本 由弘 株式会社富士通研究所 元 研究主幹 

上田 大助 名古屋大学 低温プラズマ科学研究センター 特任教授 

大谷 昇 関西学院大学 工学部 教授 
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奥村 元 産業技術総合研究所 名誉リサーチャー 

小原 春彦 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 理事／領域長 

楠 美智子 名古屋大学 名誉教授 

久保 佳実 物質・材料研究機構 ナノ材料科学環境拠点 アドバイザー 

近藤 道雄 
産業技術総合研究所 ゼロエミッション国際共同研究

センター 

上席イノーべーシ

ョンコーディネータ

ー 

塩路 昌宏 京都大学 名誉教授 

瀬恒 謙太郎 大阪大学 大学院工学研究科 招聘教授 

 

募集区分 Ｒ０３－Ｂ１１～Ｂ１５、Ｂ２０ 

研究開発運営会議委員 

辰巳 敬 東京工業大学 名誉教授 

 

外部専門家（五十音順） 

猪俣 誠 日揮触媒化成株式会社 
テクニカルアドバイ

ザー 

瀬戸山 亨 
三菱ケミカル株式会社 Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 

Ｃｅｎｔｅｒ／Ｓｅｔｏｙａｍａ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 

エグゼクティブフェ

ロー／所長 

常木 英昭 早稲田大学 学術院総合研究所 
客員上級研究員

（研究院客員教授） 

福岡 淳 北海道大学 触媒科学研究所 教授 

増田 隆夫 北海道大学 理事／副学長 

松方 正彦 早稲田大学 理工学術院 教授 

安井 誠 
千代田化工建設株式会社 フロンティアビジネス本部

／地球環境プロジェクト事業本部 参与 

山松 節男 ビック情報株式会社／東京都立大学 顧問／講師 

 

募集区分 Ｒ０３-Ｂ１６～Ｂ１８、Ｂ２０ 

研究開発運営会議委員 

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 教授 

 

外部専門家（五十音順） 

江面 浩 筑波大学 生命環境系 教授 

大西 康夫 東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授 
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小川 順 京都大学 大学院農学研究科 教授 

清水 浩 大阪大学 大学院情報科学研究科 教授 

田口 精一 東京農業大学 生命科学部 教授 

田畑 哲之 かずさＤＮＡ研究所 副理事長／所長 

服部 亮 ロート製薬株式会社 再生医療事業部 部長 

皆川 純 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 教授 

横山 伸也 東京大学 名誉教授 

 

募集区分 Ｒ０３－Ｂ１９ 

研究開発運営会議委員（五十音順） 

土肥 義治 東京工業大学 名誉教授 

 

外部専門家（五十音順） 

磯貝 明 東京大学 特別教授 

上田 一恵 ユニチカ株式会社 樹脂事業部 機能樹脂営業部 部長 

木村 良晴 京都工芸繊維大学 繊維科学センター 名誉教授 

国岡 正雄 
産業技術総合研究所 イノベーション推進本部標準化

推進センター 
標準化オフィサー 

瀬戸山 亨 
三菱ケミカル株式会社 Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 

Ｃｅｎｔｅｒ／Ｓｅｔｏｙａｍａ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 

エグゼクティブフェ

ロー／所長 

高田 十志和 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 副学長／研究科長 

田口 精一 東京農業大学 生命科学部 教授 

和田 光史 バイオインダストリー協会 先端技術・開発部 部長 

渡辺 隆司 京都大学 生存圏研究所 教授 

 

募集区分 Ｒ０３－Ｂ２０ 

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 フェロー 

 

外部専門家（五十音順） 

宇恵 誠 元物質・材料研究機構 元NIMS特別研究員 
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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 

桑畑 進 大阪大学 大学院工学研究科 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 

 

研究開発運営会議委員（五十音順） 

原田 幸明 物質・材料研究機構 名誉研究員 

 

外部専門家（五十音順） 

石田 清仁 東北大学 名誉教授 

岡部 徹 東京大学 生産技術研究所 所長／教授 

落合 庄治郎 京都大学 名誉教授 

金子 祥三 東京大学 生産技術研究所 研究顧問 

河野 佳織 日本製鉄株式会社 技術開発本部 フェロー 

菊池 昇 株式会社コンポン研究所 代表取締役所長 

髙橋 学 九州大学 大学院総合理工学研究院 教授 

錦織 貞郞 株式会社ＩＨＩ 技術開発本部 技師長 

※評価者の所属機関、所属部署、役職は評価時点 

 

 「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 ライフ事業統括本部 
ＣＳＯ兼企画本部

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 
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研究開発運営会議委員（五十音順） 

雨宮 慶幸 高輝度光科学研究センター 理事長 

上村 みどり 帝人ファーマ株式会社 創薬探索研究所 上席研究員 

佐藤 了平 大阪大学／理学研究科 
名誉教授／招聘教

授 

庄司 真理子 科学技術振興機構 未来創造研究開発推進部 調査役 

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／客員教

授 

 

外部専門家（五十音順） 

岩田 覚 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授 

宇田 茂雄 日本アイ・ビー・エム株式会社 元 取締役ＣＴＯ 

落合 淳志 国立がん研究センター 先端医療開発センター センター長 

小間 篤 東京大学 名誉教授 

佐藤 勝昭 東京農工大学 名誉教授 

坪井 俊 武蔵野大学 工学部数理工学科 特任教授 

名倉 健祐 パナソニック株式会社 エナジーテクノロジーセンター 部長 

深見 希代子 東京薬科大学 
名誉教授／客員教

授 

舟橋 啓 慶應義塾大学 理工学部 准教授 

松村 晶 九州大学 大学院工学研究院 教授 

御石 浩三 株式会社ｉＰＳポータル 監査役 

柳田 敏雄 大阪大学 大学院生命機能研究科 特任教授 

※評価者の所属機関、所属部署、役職は評価時点 
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大規模プロジェクト型 

運営統括／研究開発運営会議議長 

大石 善啓 株式会社三菱総合研究所 
常務研究理事／シ

ンクタンク部門長 

 

外部専門家（五十音順） 

加保 貴奈 湘南工科大学 工学部 教授 

木嶋 豊 株式会社アイピーアライアンス 代表取締役 

小久保 優 株式会社日立製作所 計測イノベーションセンタ シニア社員 

高橋 暢宏 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 教授 

出口 博之 同志社大学 理工学部 教授 

西浦 廉政 北海道大学／中部大学 
名誉教授／客員教

授 

西澤 民夫 日本エスアンドティー株式会社 代表取締役 

山形 俊男 海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 特任上席研究員 

※評価者の所属機関、所属部署、役職は評価時点 

 


