
科学技術・学術審議会 学術分科会 
 
（委員：11 人） 
  甲斐 知惠子  東京大学医科学研究所教授 
  勝   悦子  明治大学政治経済学部教授 
    栗原  和枝  東北大学未来科学技術共同研究センター教授 
  小長谷 有紀  独立行政法人日本学術振興会監事 
  五神   真  東京大学総長 
  白波瀬佐和子  東京大学大学院人文社会系研究科教授 
 ○須藤   亮  一般社団法人産業競争力懇談会専務理事/COCN 実行委員長、株式会社東芝特別嘱託 
    辻  ゆかり  日本電信電話株式会社ネットワーク基盤技術研究所長 
 ◎西尾 章治郞  大阪大学総長 
    長谷山  彰  慶應義塾長 
  観山  正見  広島大学特任教授 
 
（臨時委員：19 人） 
  家   泰弘  独立行政法人日本学術振興会理事 
    井関  祥子  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 
    井野瀬久美惠  甲南大学文学部教授 
    大竹  文雄  大阪大学大学院経済学研究科教授 
    岡部  繁男  東京大学大学院医学系研究科教授 
    川添  信介  京都大学理事・副学長 
    岸村  顕広  九州大学大学院工学研究院准教授 
    喜連川  優  情報・システム研究機構国立情報学研究所長 
    小林  傳司  大阪大学理事・副学長 
    小林  良彰  慶應義塾大学法学部教授、社会科学データ・アーカイヴセンター・センター長 
    小安  重夫  国立研究開発法人理化学研究所理事 
    城山  英明  東京大学大学院法学政治学研究科教授 
    新福  洋子  京都大学大学院医学研究科准教授 
    武内  和彦  公益財団法人地球環境戦略研究機関理事長、東京大学未来ビジョン研究センター・特任教

授 
    永原  裕子  独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター副所長 
    鍋倉  淳一  自然科学研究機構生理学研究所長 
    松岡  彩子  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所准教授 
    山本 佳世子  株式会社日刊工業新聞社論説委員兼編集委員 
    山本   智  東京大学大学院理学系研究科教授 

                                                         （平成 31 年 4 月 1 日現在） 
    ◎：分科会長、○：分科会長代理 
                                            
 
 
 

参考資料３ 



科学技術・学術審議会 基礎研究振興部会 
 
（委員：２人） 
  ◎栗原  和枝  東北大学未来科学技術共同研究センター教授 
  ○観山  正見  広島大学特任教授 
 
 
（臨時委員：10 人） 
  天野   浩  名古屋大学未来材料・システム研究所、未来エレクトロニクス集積研究センター長 
    大島  まり  東京大学生産技術研究所教授 
  長我部 信行  株式会社日立製作所ライフ事業統括本部企画本部長兼ヘルスケアビジネスユニットチー

フエクゼクティブ 
    川合  眞紀  自然科学研究機構分子科学研究所長 
    黒田  一幸  早稲田大学理工学術院教授 
    小谷  元子  東北大学材料科学高等研究所長 
    齊藤  英治  東京大学大学院工学系研究科物理学専攻教授 
    城山  英明  東京大学大学院法学政治学研究科教授 
    永井  良三  自治医科大学長 
    山本 佳代子  株式会社日刊工業新聞論説委員兼編集局科学技術部編集委員 
     

                                                          （令和元年 5 月 22 日現在） 
    ◎：部会長、○：部会長代理 
 
 
 
  



科学技術・学術審議会 研究開発基盤部会 
 
（委員：２人） 
 ◎岸本 喜久雄  東京工業大学名誉教授、国立教育政策研究所フェロー 
  ○藤井  輝夫  東京大学 理事・副学長、生産技術研究所教授 
 
（臨時委員：19 人） 
    網塚   浩  北海道大学大学院理学院長、理学研究院物理学部門教授 
    飯島  貞代  三菱ケミカル株式会社新事業創出部コンサルタント 
    市川  千晴  東京新聞編集局社会部記者 
    江端  新吾  東京工業大学統括理事・副学長特別補佐、広報・社会連携本部教授 
    江龍   修  名古屋工業大学副学長 
  長我部 信行  株式会社日立製作所ライフ事業統括本部 企画本部長 兼 ヘルスケアビジネスユニットチ

ーフエグゼクティブ、株式会社日立ハイテクノロジーズ技師長 
    金澤  秀子  慶應義塾大学薬学部長、大学院薬学研究科委員長、薬学部創薬物理化学講座教授、公益社

団法人日本分析化学会副会長 
    木川  隆則  国立研究開発法人理化学研究所生命機能科学研究センターチームリーダー 
    菊池   昇  株式会社豊田中央研究所代表取締役所長 
    佐藤  了平  大阪大学名誉教授、大阪大学産学連携本部特任教授 
    杉沢  寿志  日本電子株式会社経営戦略室副室長、オープンイノベーション推進室室長、一般社団法人

日本分析機器工業会技術委員長 
    高橋  桂子  国立研究開発法人海洋研究開発機構地球情報基盤センター長 
    田沼  繁夫  国立研究開発法人物質・材料研究機構技術開発・共用部門ナノテクノロジープラットフォ

ームセンター長 
    中村  志保  東芝メモリ株式会社メモリ技術研究所デバイス技術研究開発センター新規メモリ開発部

フェロー 
    西島  和三  持田製薬株式会社医薬開発本部フェロー、独立行政法人日本学術振興会監事、東北大学未

来科学技術共同研究センター客員教授、横浜市立大学客員教授 
    野村  昌治  高エネルギー加速器研究機構ダイヤモンドフェロー 
    原田  慶恵  大阪大学蛋白質研究所教授 
    横山  利彦  自然科学研究機構分子科学研究所研究主幹、教授、機器センター長 
     
（専門委員：１人） 
    波多野 睦子  東京工業大学工学院電気電子系教授 
 

                                                       （令和元年 6 月 6 日現在） 
 
    ◎：部会長、○：部会長代理 
 
 
  



科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会 
 
（委員：５人） 
   梶原 ゆみ子  富士通株式会社理事 
  ○栗原 美津枝  株式会社日本政策投資銀行常勤監査役 
 ◎須藤   亮  一般社団法人産業競争力懇談会専務理事/COCN 実行委員長、株式会社東芝特別嘱託 
   橋本  和仁  国立研究開発法人物質・材料研究機構理事長 
   三島  良直  東京工業大学名誉教授、前学長 
 
（臨時委員：12 人） 
   江戸川 泰路  EY 新日本有限責任監査法人企業成長サポートセンターパートナー 
  木村 千恵子  京都大学大学院横断教育プログラム推進センターデザイン学リーディング大学院特命 

教授 
  佐々木 一成  九州大学 副学長（産学官連携）工学研究院教授 
    佐藤 真希子  株式会社 iSGS インベストメントワークス取締役 代表パートナー 
  菅   裕明  東京大学大学院理学系研究科化学専攻教授、ミラバイオロジクス株式会社取締役 
  高木  真人  公益社団法人日本工学会理事 
    長谷山 美紀  北海道大学大学院情報科学研究科教授 
  林  いづみ  桜坂法律事務所パートナー 弁護士 
    林   隆一  株式会社巴川製紙所取締役 
    宝野  和博  国立研究開発法人物質・材料研究機構理事 
  松尾  清一  名古屋大学総長 
  渡部  俊也  東京大学未来ビジョン研究センター教授 
 

                                                          （令和元年 6 月現在） 
    ◎：部会長、○：部会長代理 
 
 
  



科学技術・学術審議会 国際戦略委員会 
 
（委員：２人） 
  ◎白石   隆  公立大学法人熊本県立大学理事長 
 ○角南   篤  公益財団法人笹川平和財団常務理事・海洋政策研究所所長 
 
（臨時委員：10 人） 
    相田 美砂子  広島大学理事・副学長（大学改革担当） 
    石原    安野  千葉大学大学院理学研究院/グローバルプロミネント研究基幹教授 
    礒田  博子  筑波大学学長補佐・生命環境系教授、地中海・北アフリカ研究センター長 
    岩崎   稔  東京外国語大学 教授 
    小川  尚子  一般社団法人日本経済団体連合会産業技術本部上席主幹 
    狩野  光伸  岡山大学副理事、大学院ヘルスシステム統合科学研究科教授 
    武田  晴夫  株式会社日立製作所技師長 
    竹山  春子  早稲田大学理工学術院教授 
    藤巻   朗  名古屋大学理事・副総長、大学院工学研究科教授 
    松本   剛  名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所（WPI-ITbM）特任教授・事務部門長 
 
 

                                                         （令和元年 5 月 30 日現在） 
 
    ◎：主査、○：主査代理 
 
 
  



科学技術・学術審議会 人材委員会 
 
（委員：２人） 
  勝   悦子  明治大学政治経済学部教授、国際大学協会（IAU）理事 
  ◎宮浦  千里  東京農工大学副学長、工学研究院教授 
 
（臨時委員：14 人） 
  長我部 信行  株式会社日立製作所ライフ事業統括本部企画本部長兼ヘルスケアビジネスユニットチー

フエクゼクティブ 
    狩野  光伸  岡山大学副理事、大学院ヘルスケアシステム統合科学研究科教授 
    川端  和重  新潟大学理事、副学長 
    小林  信一  広島大学高等教育研究開発センター長、特任教授 
    柴原  宏一  茨城県教育委員会教育長 
    隅田   学  愛媛大学学長特別補佐、教育学部教授、附属高等学校副校長 
    高橋 修一郎  株式会社リバネス代表取締役社長ＣＯＯ 
    高橋 真木子  金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授 
    竹山  春子  早稲田大学理工学術院先進理工学部生命医学科教授 
    塚本   恵  キャタピラージャパン株式会社執行役員、渉外・広報室長 
    藤垣  裕子  東京大学大学院総合文化研究科教授 
  ○宮田   満  株式会社宮田総研社長、日経ＢＰ社医療メディア局アドバイザー 

八木  康史  大阪大学理事・副学長 
    柳沢  正史  筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長、教授 
    横山  広美  東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構教授 
     
 
 

                                                         （平成 31 年 4 月 16 日現在） 
 
    ◎：主査、○：主査代理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 ナノテクノロジー・材料科学技術委員会 

 

五十嵐正晃  日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社常務執行役員 

射場 英紀 トヨタ自動車株式会社先端材料技術部電池材料技術・研究部担当部長 

上杉 志成  京都大学化学研究所教授物質－細胞統合システム拠点連携教授・副拠点長 

加藤 隆史  東京大学大学院工学系研究科教授 

菅野 了次 東京工業大学科学技術創成研究院教授 

栗原 和枝  東北大学未来科学技術共同研究センター教授 

瀬戸山 亨 三菱ケミカル株式会社エクゼクティブフェローScience & Innovation Center,      

Setoyama Laboratory 所長 

高梨 弘毅 東北大学金属材料研究所長・教授 

滝田 恭子  読売新聞東京本社編集局次長 

武田 志津  株式会社日立製作所専門理事 兼 研究開発グループ技師長 兼 基礎研究センタ日立

神戸ラボ長 

常行 真司  東京大学大学院理学系研究科教授 

中山 智弘  国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター企画運営室長・フェロー 

納富 雅也  東京工業大学理学院物理学系教授 

長谷川美貴  青山学院大学理工学部教授 

宝野 和博  国立研究開発法人物質・材料研究機構理事 

馬場 嘉信  名古屋大学大学院工学研究科教授 

前田 裕子  株式会社セルバンク取締役、国立研究開発法人海洋研究開発機構監事 

◎三島 良直  国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構技術戦略研究センター長 

湯浅 新治  国立研究開発法人産業技術総合研究所スピントロニクス研究センター長 

吉江 尚子  東京大学生産技術研究所教授 

萬 伸一  国立研究開発法人理化学研究所創発物性科学研究センターコーディネーター 

 

 

（令和元年 5 月 10 日現在） 
（◎：主査、敬称略、五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中央教育審議会大学分科会 

 

（委員:８名） 

有信睦弘 東京大学未来ビジョン研究センター特任教授、東京大学大学執行役・副学長 

亀山郁夫 名古屋外国語大学長 

志賀 俊之  株式会社 INCJ 代表取締役会長(CEO) 

◎永田恭介 筑波大学学長 

日比谷潤子 国際基督教大学学長 

○村田治  関西学院大学学長、学校法人関西学院副理事長 

吉岡知哉 独立行政法人日本学生支援機構理事長 

○渡邉光一郎 第一生命ホールディングス株式会社代表取締役会長、一般社団法人日本経済団体連

合会副会長 

 

（臨時委員：２２名） 

麻生隆史 学校法人第二麻生学園理事長、山口短期大学学長 

安部恵美子 長崎短期大学学長 

宇山恵子 東京医科歯科大学特任講師、国立大学附属病院長会議広報担当 

加登田惠子 公立大学法人山口県立大学学長 

金子元久 筑波大学特命教授 

河田悌一 一般社団法人大学資産共同運用機構理事長、日本私立学校振興・共済事業団 

前理事長 

小林雅之 桜美林大学総合研究機構教授 

佐藤東洋士 学校法人桜美林学園理事長・桜美林大学総長 

清水一彦 山梨県立大学理事長・学長、筑波大学名誉教授 

鈴木雅子 株式会社ベネフィット・ワン取締役副社長執行役員 

髙倉明  全日本自動車産業労働組合総連合会会長、日本労働組合総連合会副会長 

髙宮いづみ 近畿大学副学長、文芸学部教授 

伹野茂  独立行政法人国立高等専門学校機構理事、函館工業高等専門学校校長 

曄道佳明 上智大学学長 

長谷川眞理子 総合研究大学院大学学長 

福田益和 学校法人福田学園理事長 

古沢由紀子 読売新聞東京本社編集委員 

益戸正樹 UiPath 株式会社特別顧問、株式会社肥後銀行取締役 

松尾清一 名古屋大学総長 

三島良直 東京工業大学名誉教授・前学長 

三村信男 茨城大学学長 

山田啓二 京都産業大学法学部教授・前京都府知事 

 

（令和元年 6 月 13 日現在） 
（◎：分科会長、○：副分科会長、敬称略、五十音順） 

 

 



今後の国立大学法人等施設整備に関する有識者会議 

 

 

（委員：９名） 

◎有信 睦弘 東京大学執行役・副学長、東京大学未来ビジョン研究センター特任教授 

上野 武  千葉大学工学研究院教授 

下條 真司  大阪大学サイバーメディアセンター長、教授 

鈴木 英敬  三重県知事 

竹内 比呂也  千葉大学副学長、人文科学研究院教授 

恒川 和久  名古屋大学大学院工学研究科准教授 

名和 豊春  北海道大学総長（平成 31 年３月 29 日まで） 

西尾 章治郎  大阪大学総長 

宮浦 千里  東京農工大学副学長、工学研究院教授 

 

（◎：主査、敬称略、五十音順） 

 


