
重点分野推進戦略専門調査会名簿 
 

平成 13 年 3 月 22 日 
 
会長 井村 裕夫  総合科学技術会議議員 
   石井 紫郎       同 
   黒田 玲子       同 
   桑原  洋       同 
   志村 尚子       同 
   白川 英樹       同 
   前田勝之助       同 
   吉川 弘之       同 
 
（専門委員） 

秋草 直之  富士通株式会社代表取締役社長 
秋元 勇巳  三菱マテリアル株式会社取締役会長 
池上 徹彦  会津大学副学長 
江頭 邦雄  味の素株式会社取締役社長 

   大塚 栄子  北海道大学名誉教授 
   大森 俊雄  東京大学生物生産工学研究センター教授 

貝塚 啓明  中央大学法学部教授 
茅  陽一  慶応義塾大学客員教授 
木村  孟  大学評価・学位授与機構長 
小平 桂一  前国立天文台長 
篠沢 恭助  国際協力銀行副総裁 
瀬谷 博道  旭硝子株式会社代表取締役会長 
丹保 憲仁  北海道大学長 
中島 尚正  東京大学大学院工学系研究科教授 

   馬場 錬成  科学ジャーナリスト 
本庶  佑  京都大学大学院医学研究科教授 
松田 慶文  (社)国際交流サービス協会会長 



評価専門調査会名簿 
 

平成 13 年 3 月 22 日 
 
会長 桑原  洋  総合科学技術会議議員 
   石井 紫郎       同 

 井村 裕夫       同 
   黒田 玲子       同 
   白川 英樹       同 
   吉川 弘之       同 
 
（専門委員） 

石田 瑞穂  文部科学省防災科学技術研究所 
総括地球科学技術研究官 

江崎玲於奈  芝浦工業大学学長 
大島美恵子  前国立国際医療センター研究所 

代謝疾患研究部長 
大田 弘子  政策研究大学院大学助教授 
加藤 伸一  トヨタ自動車株式会社取締役副社長 
国武 豊喜  理化学研究所フロンティア研究システム 

  グループ・ディレクター 
末松 安晴  高知工科大学学長 
鈴木 昭憲  秋田県立大学学長 
谷口 維紹  東京大学大学院医学系研究科教授 
寺田 雅昭  国立がんセンター総長  
常盤 文克  花王株式会社特別顧問 
鳥井 弘之  日本経済新聞社論説委員 
鳥居 泰彦  慶応義塾大学塾長 
西室 泰三  株式会社東芝取締役会長 
藤野 政彦  武田薬品工業株式会社 

代表取締役取締役会長 
増本  健  (財)電気磁気材料研究所長 



科学技術システム改革専門調査会名簿 
 

平成 13 年 3 月 22 日 
 
会長 前田勝之助  総合科学技術会議議員 
   石井 紫郎       同 

 井村 裕夫       同 
   黒田 玲子       同 
   桑原  洋       同 
   志村 尚子       同 
   白川 英樹       同 
   吉川 弘之       同 
 
（専門委員） 

青木 昌彦  スタンフォード大学教授 
阿部 博之  東北大学長 
市川 惇信  東京工業大学名誉教授 
岩男寿美子  武蔵工業大学教授 
奥島 孝康  早稲田大学総長 
小野田 武  三菱化学株式会社顧問 
笠見 昭信  株式会社東芝副社長 
亀井 俊郎  川崎重工業株式会社取締役会長 
岸  輝雄  経済産業省産業技術総合研究所 

産業技術融合領域研究所所長 
岸本 忠三  大阪大学長 
千野 境子  産経新聞社論説委員 
野依 良治  名古屋大学大学院理学研究科教授 
三輪睿太郎  農林水産省農業研究センター所長 
矢崎 義雄  国立国際医療センター総長 
山下 義通  株式会社２１世紀産業戦略研究所 

代表取締役社長 



生命倫理専門調査会名簿 
 

平成 13 年 3 月 22 日 
 
会長 井村 裕夫  総合科学技術会議議員 
   石井 紫郎       同 
   黒田 玲子       同 
   桑原  洋       同 
   志村 尚子       同 
   白川 英樹       同 

 前田勝之助       同 
 
（専門委員） 

相澤 慎一  熊本大学発生医学研究センター教授 
石井美智子  東京都立大学法学部教授 
位田 隆一  京都大学大学院法学研究科教授 
香川 芳子  女子栄養大学長 
垣添 忠生  国立がんセンター中央病院長 
勝木 元也  東京大学医科学研究所教授 
島薗  進  東京大学大学院人文社会系研究科教授 
曽野 綾子  作家 
高久 史麿  自治医科大学学長 
田中 成明  京都大学大学院法学研究科教授 
西川 伸一  京都大学大学院医学研究科教授 
藤本征一郎  北海道大学医学部附属病院長 
町野  朔  上智大学法学部教授 
南   砂  読売新聞社編集局解説部次長 
鷲田 清一  大阪大学大学院文学研究科教授 


