
総合科学技術会議 基本政策専門調査会  

  分野別推進戦略総合ＰＴ 委員名簿 
 

平成23年３月現在 

 

相澤 益男 総合科学技術会議議員 （座長） 

本庶 佑 総合科学技術会議議員 

奥村 直樹 総合科学技術会議議員 

今榮 東洋子 総合科学技術会議議員 

白石 隆 総合科学技術会議議員 

青木 玲子 総合科学技術会議議員 

中鉢 良治 総合科学技術会議議員 

金澤 一郎 総合科学技術会議議員 

赤川 清子 北里大学 北里生命科学研究所 客員教授 （ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

PT） 

小川 奎 （財）日本植物調節剤研究協会 会長 （ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽPT） 

五條堀 孝 国立遺伝学研究所 副所長・教授 （ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽPT） 

松澤 佑次 （財）住友病院 院長 （ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽPT） 

齊藤 忠夫 （株）トヨタIT開発センターCTO・チーフサイエンティスト 

（情報通信PT） 

佐藤 知正 東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 

（情報通信PT） 

西尾 章治郎 大阪大学 理事・副学長 （情報通信PT） 

小池 勲夫 琉球大学 監事 （環境PT） 

鈴木 基之 放送大学 教授 （環境PT） 

安井 至 （独）製品評価技術基盤機構 理事長 （環境PT） 

梶谷 文彦 川崎医療福祉大学 副学長 （ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料PT） 

中西 準子 （独）産業技術総合研究所安全科学研究部門 研究部門

長（ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料PT） 

村上 正紀 立命館大学 副総長 （ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料PT） 

石谷 久 東京大学 名誉教授 （ｴﾈﾙｷﾞｰPT） 

前田 正史 東京大学 理事・副学長 （ものづくり技術PT） 

森地 茂 政策研究大学院大学 教授 （社会基盤PT） 

久保田 弘敏 帝京大学大学院 理工学研究科  研究科長・教授 （ﾌﾛﾝ

ﾃｨｱPT） 



 総合科学技術会議 基本政策専門調査会  

  ライフサイエンスＰＴ 委員名簿 
 

平成23年３月現在 

 

本庶 佑 総合科学技術会議議員 （座長） 

奥村 直樹   総合科学技術会議議員 

金澤 一郎   総合科学技術会議議員 

赤川 清子   北里大学 北里生命科学研究所 客員教授 

小川 奎     （財）日本植物調節剤研究協会 会長 

五條堀 孝   国立遺伝学研究所 副所長・教授 

松澤 佑次   （財）住友病院 院長 

浅島 誠     (独)産業技術総合研究所 幹細胞工学研究センターフェロ

ー兼研究センター長 

飯島 貞代  三菱化学(株) 三菱化学フェロー 

大石 道夫   （財）かずさDNA研究所 理事長 

倉田 毅    富山県衛生研究所 所長 

後藤 俊男   (独)理化学研究所 創薬医療技術基盤プログラム プログ

ラムディレクター 

小原 雄治   情報・システム研究機構 理事 

小安 重夫   慶應義塾大学 医学部 教授 

榊   佳之   豊橋技術科学大学 学長 

篠崎 一雄   (独)理化学研究所 植物科学研究センター センター長 

半田 宏    東京工業大学 ソリューション研究機構 教授 

廣橋 説雄   慶應義塾大学 医学部 総合医科学研究センター 特別

研究教授 

三保谷 智子 女子栄養大学出版部「栄養と料理」編集委員 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会 

  情報通信ＰＴ 委員名簿 
 

平成23年３月現在 

 

奥村 直樹 総合科学技術会議議員 （座長） 

相澤 益男 総合科学技術会議議員 

中鉢 良治 総合科学技術会議議員 

齊藤 忠夫 （株）トヨタIT開発センターCTO・チーフサイエンティスト 

佐藤 知正 東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 

西尾 章治郎 大阪大学 理事・副学長 

相澤 清晴  東京大学大学院 情報学環 教授 

青山 友紀 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特別招聘教

授 

阿草 清滋 名古屋大学大学院 情報科学研究科 教授 

荒川 薫 明治大学 理工学部情報科学科 教授 

池内 克史 東京大学大学院 情報学環 教授 

一村 信吾 (独)産業技術総合研究所 理事 

熊谷 博 (独)情報通信研究機構 理事 

黒部 篤 (株)東芝セミコンダクター社 半導体研究開発センター セ

ンター長 

桜井 貴康 東京大学 生産技術研究所 教授 

篠原 弘道 日本電信電話(株) 取締役 研究企画部門長 

須藤 修 東京大学大学院 情報学環 教授 

大力 修 新日鉄ソリューションズ(株) フェロー（常務取締役待遇） 

田中 英彦 情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科 研

究科長・教授 

中島 一郎 早稲田大学 研究戦略センター 教授 

丹羽 邦彦 (独)科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェ

ロー 

安田 豊 KDDI(株) 執行役員 技術副統括本部長 

山口 英 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授 

吉川 誠一 (株)富士通研究所 顧問 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会 

  環境ＰＴ 委員名簿 
 

平成23年３月現在 

 

相澤 益男 総合科学技術会議議員 （座長） 

白石 隆 総合科学技術会議議員 

小池 勲夫 琉球大学 監事 

鈴木 基之 放送大学 教授 

安井 至 （独）製品評価技術基盤機構 理事長 

加藤 順子  金沢工業大学 客員教授 

笹之内 雅幸 トヨタ自動車(株) 理事 

細田 衛士  慶應義塾大学 経済学部 教授 

三村 信男  茨城大学 広域水圏環境科学教育センター 教授 

鷲谷 いづみ 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 

 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会 

  ナノテクノロジー・材料ＰＴ 委員名簿 
 

平成23年３月現在 

 

奥村 直樹 総合科学技術会議議員 （座長） 

相澤 益男 総合科学技術会議議員 

今榮 東洋子 総合科学技術会議議員 

梶谷 文彦 川崎医療福祉大学 副学長 

中西 準子  （独）産業技術総合研究所安全科学研究部門 部門長 

村上 正紀 立命館大学 副総長 

安宅 龍明   オリンパス(株) 未来創造研究所コーディネーター 

馬越 佑吉   (独)物質・材料研究機構 特別顧問 

岡田 益男   東北大学 副学長／大学院工学研究科教授 

川合 真紀   (独)理化学研究所 理事 

河内 哲     住友化学(株) 最高顧問 

岸   輝雄   (独)物質・材料研究機構 NIMS顧問 

榊   裕之  豊田工業大学 学長・教授 

田中 一宣   (独)科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェ

ロー 

土屋 了介   (財)癌研究会 顧問 

中村 道治   (株)日立製作所 取締役 

平本 俊郎   東京大学 生産技術研究所 教授 

細野 秀雄   東京工業大学 フロンティア研究センター 教授 

清水 敏美  (独)産業技術総合研究所 ナノテクノロジー・材料・製造分

野副研究統括 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会  

  エネルギーＰＴ 委員名簿 
 

平成23年３月現在 

 

相澤 益男 総合科学技術会議議員 （座長） 

白石 隆 総合科学技術会議議員 

今榮 東洋子 総合科学技術会議議員 

石谷 久 東京大学 名誉教授 

赤井 誠    (独)産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 主

幹研究員 

須藤 繁    （財）国際開発センター エネルギー・環境室 研究顧問 

田井 一郎   (株)東芝 取締役 代表執行役副社長 

田中 知    東京大学大学院 工学系研究科原子力国際専攻 教授 

松橋 隆治  東京大学大学院 新領域創成科学研究科環境システム学

専攻 教授 

松村 幾敏   JX日鉱日石エネルギー(株) 顧問 

武藤 昭一   東京電力(株) 技術開発研究所長 

村上 周三   (独)建築研究所 理事長 

山下 ゆかり （財）日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット ユニ

ット総括 

山地 憲治  （財）地球環境産業技術研究機構（RITE） 理事・研究所長 

渡辺 尚生  東京ガス(株) 常務執行役員 技術開発本部長 

 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会  

  ものづくり技術ＰＴ 委員名簿 
 

平成23年３月現在 

 

奥村 直樹   総合科学技術会議議員 （座長） 

中鉢 良治   総合科学技術会議議員 

前田 正史 東京大学 理事・副学長 

淺田正一郎  三菱重工業(株) 宇宙機器部 部長 

新井 民夫   東京大学大学院 工学系研究科 教授 

上野 保     東成エレクトロビーム(株) 代表取締役社長 

江刺 正喜   東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 教授 

大下 滋     新日本製鐵(株) 常務執行役員 

尾形 仁士   三菱電機エンジニアリング(株)相談役 

國井 秀子   リコーITソリューションズ(株) 取締役会長 

小林英津子  東京大学 大学院工学系研究科 准教授 

田中 正知   ものつくり大学 名誉教授 

中江 秀雄  早稲田大学 理工学術院 教授 

藤本 隆宏  東京大学大学院 経済学研究科 教授 

牧野内昭武  (独)理化学研究所 VCADシステム研究プログラム プログ

ラムディレクター 

松本 則夫  (独)産業技術総合研究所 産学官連携推進部門 次長 

森   和男  (独)産業技術総合研究所 関東産学官連携研究センター 

センター長 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会 

  社会基盤ＰＴ 委員名簿 
 

平成23年３月現在 

 

奥村 直樹   総合科学技術会議議員 （座長） 

森地 茂     政策研究大学院大学 教授 

家田 仁     東京大学大学院 工学系研究科 教授 

磯部 雅彦   東京大学 副学長・大学院新領域創成科学研究科 教授 

伊藤 和明   NPO法人 防災情報機構 会長 

稲垣 敏之   筑波大学大学院 システム情報工学研究科 教授 

片山 恒雄   東京電機大学 未来科学部 教授 

河田 蕙昭   関西大学大学院 社会安全研究科 研究科長・教授 

岸  徹      元科学警察研究所 副所長 

志方 俊之   帝京大学 法学部 教授 

鈴木 真二   東京大学大学院 工学系研究科 教授 

辻本 哲郎   名古屋大学大学院 工学研究科 教授 

平田 直     東京大学 地震研究所 教授 

村山 裕三   同志社大学大学院 ビジネス研究科 研究科長・教授 

 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会  

  フロンティアＰＴ 委員名簿 
 

平成23年３月現在 

 

相澤 益男 総合科学技術会議議員 （座長） 

久保田 弘敏 帝京大学大学院 理工学研究科  研究科長・教授 

青木 節子  慶應義塾大学 総合政策学部 教授 

池上 徹彦  文部科学省 宇宙開発委員会 委員長 

今脇 資郎  (独)海洋研究開発機構 理事 

上杉 邦憲  (独)宇宙航空研究開発機構 名誉教授 

大林 成行  東京理科大学 名誉教授 

小池 俊雄  東京大学大学院 工学系研究科 教授 

河野 通方  (独)大学評価・学位授与機構 教授 

佐藤 勝彦  大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 機構長 

下村 節宏  （社）日本経済団体連合会 理事 宇宙開発利用推進委員

長 

茂原 正道   Techno Office Frontiers 代表 

平  朝彦    (独)海洋研究開発機構 理事 

高畑 文雄   早稲田大学 理工学術院 教授 

立川 敬二   (独)宇宙航空研究開発機構 理事長 

田中 明彦   東京大学大学院 情報学環 教授 

中須賀真一  東京大学大学院 工学系研究科 教授 

湯原 哲夫   東京大学大学院 新領域創成科学研究科 特任教授 


