
参考資料１ 

 

「科学技術イノベーション政策推進懇談会」の開催について 

 

平成 ２４年１月６日 

内閣府特命担当大臣（科学技術政策）決定 

平成２５年１月１０日 

一部改正 

 

１．趣旨 

科学技術とイノベーションに関する基本的な政策の推進に係る事項について検討

するため、内閣府特命担当大臣（科学技術政策）の下に、「科学技術イノベーション

政策推進懇談会」（以下「懇談会」という。）を開催する。 

 

２．検討事項 

懇談会の検討事項は、次のとおりとする。 

・第４期科学技術基本計画を推進する上で専門的検討が必要とされる事項 

・第４期科学技術基本計画に掲げた施策の実施状況の把握と更なる推進策に係る事項 

 

３．構成員 

懇談会の構成員は、別紙１のとおりとする。内閣府特命担当大臣（科学技術政策）

は、構成員の中から懇談会の座長を依頼する。懇談会には、必要に応じ、構成員のほ

か、外部有識者等の出席を求めることができる。 

 

４．戦略協議懇談会等の開催 

（１）懇談会における議論に資するため、次に掲げる戦略協議懇談会等を開催する。 

 ①復興・再生戦略協議懇談会 

 ②グリーンイノベーション戦略協議懇談会 

 ③ライフイノベーション戦略協議懇談会 

 ④基礎研究及び人材育成懇談会 

 ⑤ＩＣＴ共通基盤技術検討懇談会 

 ⑥ナノテクノロジー・材料共通基盤技術検討懇談会 

（２）戦略協議懇談会等の構成員は、別紙２のとおりとする。 



   

 

 

５．公開 

懇談会及び戦略協議懇談会等は原則として公開する。 

 

６．懇談会の庶務 

懇談会及び戦略協議懇談会等の庶務は、政策統括官（科学技術政策・イノベ―ショ

ン担当）において処理する。 

  



   

 

（別紙１） 

 

 青木 玲子   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 

 平野 俊夫   総合科学技術会議議員 

 大西 隆    総合科学技術会議議員 

 石川 幹子   東京大学大学院工学系研究科教授 

 上山 隆大   上智大学経済学部教授・学部長 

 春日 文子   国立医薬品食品衛生研究所安全情報部部長 

 北城 恪太郎  日本アイ・ビー・エム株式会社相談役 

 久間 和生   三菱電機株式会社常任顧問 

小谷 元子   東北大学原子分子材料学高等研究機構長  

庄田 隆    第一三共株式会社代表取締役会長 

 中馬 宏之   一橋大学イノベーション研究センター教授 

 成宮 周    京都大学大学院医学研究科教授 

 松本 紘    京都大学総長 

  



   

 

（別紙２） 

 

復興・再生戦略協議懇談会 構成員 

  

相田 仁     東京大学大学院工学系研究科 教授 

井上 明久    東北大学総長特別顧問 

今村 文彦    東北大学災害科学国際研究所 副所長・教授 

児玉 敏雄    三菱重工業株式会社 執行役員・技術統括本部副本部長 

後藤 玲子    茨城大学人文学部社会学科 准教授 

駒井 章治    奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 

准教授 

佐々木 繁    株式会社富士通研究所 常務取締役 

清水 愼一    立教大学観光学部 特任教授 

株式会社ＪＴＢ総合研究所 顧問 

生源寺 眞一   名古屋大学大学院生命農学研究科 教授 

関口 仁子    東北大学大学院理学研究科 准教授 

田代 民治    鹿島建設株式会社 代表取締役副社長執行役員 

多々納 裕一   京都大学防災研究所社会防災研究部門 教授 

中井 検裕    東京工業大学大学院社会理工学研究科 教授 

橋本 哲実    株式会社日本政策投資銀行 常務執行役員 

堀 義人     グロービス経営大学院 学長 

グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー 

松八重 一代   東北大学大学院工学研究科 准教授 

宮原 育子    宮城大学事業構想学部 教授 

山田 澤明    株式会社野村総合研究所 常勤監査役 

石川 幹子    東京大学大学院工学系研究科 教授 

中鉢 良治    総合科学技術会議議員 

 



   

 

グリーンイノベーション戦略協議懇談会 構成員 

 

奥平 総一郎   トヨタ自動車株式会社 常務役員 

笠木 伸英     独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

上席フェロー、東京大学名誉教授 

柏木 孝夫     東京工業大学 特命教授 

亀山 康子     独立行政法人国立環境研究所 社会環境システム研究セ

ンター、持続可能社会システム研究室長 

熊田 亜紀子  東京大学大学院 工学系研究科 准教授 

呉 雅俊    株式会社ＴＮＰパートナーズ 代表取締役社長 

斎藤 健一郎  JX 日鉱日石エネルギー株式会社 研究開発企画部長 

高橋 常夫   株式会社エヌエフ回路設計ブロック 代表取締役社長 

武田 晴夫   株式会社日立製作所 研究開発本部 技術戦略室長 

松尾 時雄   旭硝子株式会社 執行役員 CSR 室長 

松下 祥子   東京工業大学大学院 理工学研究科 准教授 

三村 信男   茨城大学 地球変動適応科学研究機関 機関長 

村上 暁信   筑波大学大学院 システム情報工学研究科 准教授 

森川 博之   東京大学 先端科学技術研究センター 教授 

安永 円理子  東京大学大学院 農学生命科学研究科 准教授 

北城 恪太郎  日本アイ・ビー・エム株式会社 相談役 

久間 和生   三菱電機株式会社 常任顧問 

大西 隆    総合科学技術会議議員 

 

 

 

 

  



   

 

ライフイノベーション戦略協議懇談会 構成員 

  

大久保 憲朗   日本たばこ産業株式会社 代表取締役副社長 

尾崎 一法    アント・キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締

役会長兼社長 

狩野 光伸    岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 教授 

菊地 眞     財団法人 医療機器センター 理事長 

小原 雄治    大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 

国立遺伝学研究所 特任教員 

田口 素子    早稲田大学 スポーツ科学学術院 准教授 

竹内 誠     アステラス製薬株式会社 執行役員 研究本部 研究推

進部長 

成戸 昌信    東レ株式会社 常任理事 医薬・医療信頼性保証室長 

埴岡 健一    日本医療政策機構 理事、市民医療協議会ユニット長 

原澤 栄志    日本光電工業株式会社 専務執行役員 

樋口 範雄    東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 

福井 次矢    聖路加国際病院 院長、聖路加看護学園 理事長、京都

大学 名誉教授 

堀江 正知     産業医科大学 産業生態科学研究所 所長、産業保健管

理学研究室 教授 

向井 千秋     独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 特任参与 

桃井 真里子      自治医科大学 小児科学 教授 

柳田 素子        京都大学大学院 医学研究科 腎臓内科学 教授 

吉岡 康弘    富士フイルム株式会社 R&D 統括本部 フェロー 

庄田 隆     第一三共株式会社 代表取締役会長 

成宮 周     京都大学大学院医学研究科 教授 

平野 俊夫     総合科学技術会議議員 

 



   

 

基礎研究及び人材育成懇談会 構成員 

 

大隅 典子    東北大学大学院医学系研究科 教授 

久保 謙哉    国際基督教大学教養学部 教授 

小林 信一    筑波大学ビジネスサイエンス系 教授 

菅原 明彦    株式会社日立製作所 人財統括本部 グローバル人財本

部 副本部長 

豊田 長康    独立行政法人国立大学財務・経営センター 理事長 

中西 友子    東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 

藤江 幸一    横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授 

松田 良夫    東レ株式会社技術センター 技術センター企画室 主幹 

担当部長 

森本 典繁    日本アイ･ビー･エム株式会社 理事 東京基礎研究所 所

長 

横山 広美    東京大学大学院理学系研究科 准教授 

吉田 丈人    東京大学大学院総合文化研究科 准教授 

上山 隆大    上智大学経済学部 教授・学部長 

小谷 元子    東北大学大学院理学研究科 教授 

松本 紘     京都大学 総長 

青木 玲子       総合科学技術会議議員 

大西 隆         総合科学技術会議議員 

  



   

 

ＩＣＴ共通基盤技術検討懇談会 構成員 

 

相田 仁    国立大学法人東京大学大学院 工学系研究科 教授  

菊地 眞    財団法人 医療機器センター 理事長  

後藤 玲子    国立大学法人 茨城大学 人文学部 准教授  

佐々木 繁      株式会社 富士通研究所 常務取締役  

武田 晴夫      株式会社 日立製作所 研究開発本部 技術戦略室 室長 

丹羽 邦彦      独立行政法人 科学技術振興機構経営企画部、科学技術イ

ノベーション戦略室 上席フェロー 

森川 博之      国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 教授  

山田 澤明     株式会社 野村総合研究所 常勤監査役  

 

 

  



   

 

ナノテクノロジー・材料共通基盤技術検討懇談会 構成員 

 

菊地 眞   財団法人医療機器センター 理事長 

児玉 敏雄  三菱重工業株式会社 執行役員 技術統括本部 副本部長 

武田 晴夫  株式会社日立製作所 研究開発本部 技術戦略室 室長 

塚本 建次  一般社団法人ナノテクノロジービジネス推進協議会（NBCI）

副会長、昭和電工株式会社 技術顧問 

成戸 昌信  東レ株式会社 常任理事 医薬・医療信頼性保証室長 

馬場 寿夫   独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

フェロー 

松下 祥子  国立大学法人東京工業大学大学院 理工学研究科 准教授 

松八重 一代 国立大学法人東北大学大学院 工学研究科 准教授 

 

  

 

 


