
科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会 

 

（臨時委員：1名） 

 ◎雨宮 慶幸  公益財団法人高輝度光科学研究センター 理事長 

（専門委員：12 名） 

  飯田 琢也  大阪府立大学大学院 理学系研究科 准教授 

岩井 伸一郎 東北大学大学院 理学研究科 教授 

岩本  敏  東京大学 生産技術研究所 教授 

上田 正仁  東京大学大学院 理学系研究科 教授 

○大森 賢治  自然科学研究機構 分子科学研究所 教授 

小杉 信博  高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 所長 

城石 芳博  株式会社日立製作所 研究開発グループ 技術顧問 

根本 香絵  国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 教授 

早瀬 潤子  慶應義塾大学 理工学部 准教授 

平野 俊夫  国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 理事長 

美濃島 薫  電気通信大学 情報理工学研究科 教授 

湯本 潤司  東京大学大学院 理学系研究科 教授 

 

（令和元年 9 月現在） 
（◎：主査、○：主査代理、敬称略、五十音順） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

参考資料３ 



科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 ライフサイエンス委員会 
 
（委員：21 人） 
   後藤 由季子 東京大学大学院薬学系研究科教授  

○小安 重夫  理化学研究所理事  
城石 俊彦  理化学研究所バイオリソース研究センター長  
菅野 純夫  東京医科歯科大学難治疾患研究所非常勤講師  
鈴木 蘭美  ヤンセンファーマ株式会社メディカルアフェアーズ本部長  
高木 利久  富山国際大学教授  
髙橋 良輔  京都大学大学院医学研究科教授  
谷岡 寛子  京セラ株式会社メディカル事業部薬事臨床開発部責任者  
知野 恵子  読売新聞東京本社編集局記者  
坪田 一男  慶應義塾大学医学部教授  
豊島 陽子  東京大学大学院総合文化研究科教授  

◎永井 良三  自治医科大学長  
中釜 斉   国立がん研究センター理事長  
長野 哲雄  東京大学名誉教授  
奈良 由美子 放送大学教養学部教授  
西田 栄介  理化学研究所生命機能科学研究センター長  
畠 賢一郎  株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 代表取締役／社長執行役員  
深見 希代子 東京薬科大学生命科学部教授  
宮田 敏男  東北大学大学院医学系研究科教授  
山本 晴子  国立循環器病研究センター臨床研究管理部長・理事長特任補佐  
山本 雅之  東北大学東北メディカル・メガバンク機構長      

                                                          （令和元年 6 月現在） 
    ◎：主査、○：主査代理 
 
 
 
  



科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 脳科学委員会 
 
（委員：14 人） 
   合原 一幸  東京大学生産技術研究所 教授 

伊佐  正  京都大学大学院 医学研究科 神経生物学分野 教授 
○岡部 繁男  東京大学大学院 医学系研究科 神経細胞生物学 教授 
加藤 忠史  理化学研究所 脳神経科学研究センター 副センター長 
神庭 重信  九州大学 名誉教授 
定藤 規弘  自然科学研究機構生理学研究所 教授 
祖父江 元  愛知医科大学 理事長／名古屋大学大学院 医学系研究科特任教授 
高橋 真理子 株式会社朝日新聞社 科学コーディネーター 
武田 朗子  東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 
中山 啓子  東北大学大学院 医学系研究科 細胞増殖制御分野 教授 
長谷川 眞理子 総合研究大学院大学 学長 

◎水澤 英洋  国立精神・神経医療研究センター 理事長 
三村  將  慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室 教授 
安松  浩  田辺三菱製薬株式会社 創薬本部 創薬企画部 専門部長 
       

                                                          （令和元年 7 月現在） 
    ◎：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 

 

 （委員：21人） 

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、○：主査代理 敬称略、五十音順） 
 
  



科学技術・学術審議会 情報委員会 

 

（委員:３名） 

◎西尾 章治郎 大阪大学総長  

栗原 和枝  東北大学未来科学技術共同研究センター教授  

辻 ゆかり  NTT アドバンステクノロジ株式会社取締役 ネットワーク＆ソフトウェア事業本部副本部長 

（臨時委員：２名） 

○喜連川 優  情報・システム研究機構国立情報科学研究所長 

        東京大学生産技術研究所教授 

長谷山 美紀 北海道大学大学院情報科学研究院教授 

 
（専門委員：17 名） 

乾 健太郎  東北大学大学院情報科学研究科教授  

井上 由里子 一橋大学大学院法学研究科教授  

上田 修功  日本電信電話株式会社コミュニケーション科学基礎研究所上田特別研究室長 NTT フェロー 

理化学研究所革新知能統合研究センター副センター長 

奥野 恭史  京都大学大学院医学研究科ビックデータ医科学分野教授 

梶田 将司  京都大学情報環境機構 IT 企画室教授  

来住 伸子  津田塾大学学芸学部情報科学科教授 

鬼頭  周  ソフトバンク株式会社 常務執行役員 事業開発副統括 兼 技術投資戦略本部長  

佐古 和恵  日本電気株式会社セキュリティ研究所特別技術主幹  

田浦 健二朗 東京大学情報基盤センター長  

瀧  寛和  和歌山大学学術情報センター長／前学長  

津田 宏治  東京大学大学院新領域創成科学研究科教授  

新居 日南恵 株式会社 manma 代表取締役 

引原 隆士  京都大学図書館機構長・附属図書館長  

福田 雅樹  大阪大学大学院法学研究科教授  

八木 康史  大阪大学産業科学研究所複合知能メディア研究分野教授  

安浦 寛人  九州大学理事・副学長  

若目田 光生 一般社団法人日本経済団体連合会デジタルエコノミー推進委員会企画部会データ戦略ワー 

キンググループ主査 

株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門 上席主任研究員 

 
 

（令和元年 9 月 19 日現在） 
 

（◎：主査、○：主査代理、敬称略、五十音順） 

 

 

 

 

 



科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 環境エネルギー科学技術委員会 
 
（委員：16 人） 

◎髙村 ゆかり 国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター 教授  
○江守 正多  国立研究開発法人国立環境研究所 地球環境研究センター 副研究センター長  
石川 洋一  国立研究開発法人海洋研究開発機構 付加価値情報創生部門  

情報エンジニアリングプログラム プログラム長（上席技術研究員）  
沖  大幹  国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター 教授  
奥  真美  公立大学法人首都大学東京 都市環境学部 都市政策科学科 教授  
加藤 昌子  国立大学法人北海道大学大学院 理学研究院 化学部門 教授  
堅達 京子  株式会社 NHK エンタープライズ エグゼクティブ・プロデューサー  
佐々木 一成 国立大学法人九州大学 主幹教授・水素エネルギー国際研究センター長（副学長）  
嶋田 知英  埼玉県 環境科学国際センター 研究企画室長  
清水 史彦  三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center Polymer Laboratory 所長  
竹ケ原 啓介 株式会社日本政策投資銀行 執行役員 産業調査本部副本部長 

兼 経営企画部サステナビリティ経営室長  
中山 慶祐  JXTG エネルギー株式会社 中央技術研究所 技術戦略室 事業創出推進グループマネージャー 

一般社団法人産業競争力懇談会 事務局長代理  
波多野 睦子 国立大学法人東京工業大学 工学院 教授  
本郷  尚  株式会社三井物産戦略研究所 国際情報部 シニア研究フェロー  
本藤 祐樹  国立大学法人横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授  
山地 憲治  公益財団法人地球環境産業技術研究機構 副理事長・研究所長 

 
                                                          （令和元年 6 月現在） 

    ◎：主査、○：主査代理 
 
 
  



科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 宇宙開発利用部会 
 
（委員：２人） 

○青木 節子  慶應義塾大学大学院法務研究科教授  
◎白石 隆   公立大学法人熊本県立大学理事長  

 
（臨時委員：14 人） 

井川 陽次郎 元読売新聞東京本社論説委員  
大西 卓哉  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構有人宇宙技術部門宇宙飛行士運用管制ユニット宇 

宙飛行士  
芝井 広   大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻教授  
白井 恭一  慶應義塾大学大学院法学研究科講師（非常勤）/元東京海上日動火災保険株式会社航空保険部 

部長  
鈴木 健吾  株式会社ユーグレナ執行役員研究開発担当  
髙橋 德行  トヨフジ海運株式会社代表取締役社長  
高薮 縁   東京大学大気海洋研究所教授・副所長  
鶴岡 路人  慶応義塾大学総合政策学部准教授  
永原 裕子  日本学術振興会学術システム研究センター副所長/東京工業大学地球生命研究所フェロー  
林田 佐智子 大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所教授/奈良女子大学研究院自 

然科学系教授  
松尾 亜紀子 慶應義塾大学理工学部教授  
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  
吉田 和哉  東北大学大学院工学研究科教授  
米本 浩一  東京理科大学理工学部機械工学科嘱託教授  

 
（専門委員：１人） 

藤井 良一  大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 機構長 
 

                                                         （令和元年 9 月現在） 
    ◎：部会長、○：部会長代理 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 航空科学技術委員会 

 

（臨時委員：１人） 

◎李家 賢一  東京大学大学院工学系研究科教授   

 

（専門委員：10 人） 

佐藤 哲也  早稲田大学理工学術院基幹理工学部教授  

○髙辻 成次  一般社団法人日本航空宇宙工業会常務理事  

武市  昇  首都大学東京システムデザイン学部教授  

竹内 健蔵  東京女子大学現代教養学部教授  

戸井 康弘  一般財団法人日本航空機開発協会常務理事  

冨井 哲雄  株式会社日刊工業新聞社編集局科学技術部記者  

難波 章子  株式会社タンゴ・エア・サポート代表取締役  

松島 紀佐  富山大学大学院理工学研究部非常勤講師  

山内 純子  株式会社ミクニ社外監査役  

和田 雅子  一般社団法人日本女性航空協会理事   

 

（令和元年 5 月 17 日現在） 
（◎：主査、○：主査代理 敬称略、五十音順） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 原子力科学技術委員会 

 

（委員：13 人） 

◎山口  彰  東京大学大学院工学系研究科教授  

○出光 一哉  九州大学大学院工学研究院教授  

伊藤 聡子  フリーキャスター  

遠藤 典子  慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授  

小栗 慶之  東京工業大学科学技術創成研究院先導原子力研究所教授  

北田 孝典  大阪大学大学院工学研究科教授  

清水 成信  電気事業連合会専務理事  

高橋 明男  一般社団法人日本原子力産業協会理事長  

髙本  学  一般社団法人日本電機工業会専務理事  

竹内 純子  NPO 法人国際環境経済研究所理事・主席研究員  

中島  健  京都大学複合原子力科学研究所教授  

八木 絵香  大阪大学 CO デザインセンター准教授  

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 

 

（令和元年 7 月現在） 
（◎：主査、○：主査代理 敬称略、五十音順） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 核融合科学技術委員会 

 

（委員:15 名） 

◎小川 雄一  東京大学名誉教授  

○大野 哲靖  名古屋大学大学院工学研究科教授  

渥美 法雄  電気事業連合会原子力部長  

五十嵐 道子 科学ジャーナリスト  

植竹 明人  一般社団法人日本原子力産業協会常務理事  

牛草 健吉  国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー部門長  

岡野 邦彦  株式会社ＯＤＡＣ取締役  

尾崎 弘之  神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授  

岸本 泰明  京都大学エネルギー理工学研究所長  

小磯 晴代  高エネルギー加速器研究機構加速器研究施設特別教授 

兒玉 了祐  大阪大学レーザー科学研究所長  

高梨 千賀子 立命館アジア太平洋大学国際経営学部准教授  

高本  学  一般社団法人日本電機工業会専務理事  

竹入 康彦  自然科学研究機構核融合科学研究所長  

松尾 亜紀子 慶應義塾大学理工学部機械工学科教授 

（令和元年 5 月現在） 
（◎：主査、○：主査代理、敬称略、五十音順） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 防災科学技術委員会 
 
（臨時委員：３人） 

◎寶   馨  京都大学大学院総合生存学館長 教授  

大湊 隆雄  東京大学地震研究所 教授 

田村 圭子  新潟大学危機管理室 教授      

 

（専門委員：12 人） 

大原 美保  国立研究開発法人土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター 主任研究員  

上村 靖司  長岡技術科学大学工学部機械創造工学専攻 教授  

鈴木 博人  東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本研究開発センター 防災研究所 所長  

鈴木  靖  一般財団法人日本気象協会 執行役員 最高技術責任者  

瀧澤 美奈子 科学ジャーナリスト  

林  春男  国立研究開発法人防災科学技術研究所 理事長  

福和 伸夫  名古屋大学減災連携研究センター長 教授  

前田 裕二  日本電信電話株式会社研究企画部門 R＆Dビジョン担当統括部長  

松久 士朗  兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課長  

水村 一明  東京消防庁防災部震災対策課長  

三宅 弘恵  東京大学大学院情報学環（兼）地震研究所 准教授 

○山岡 耕春  名古屋大学大学院環境学研究科 副研究科長 教授 

     
 

                                                         （平成 31 年 4 月現在） 
 
  （◎：主査、○：主査代理 敬称略、五十音順） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



科学技術・学術審議会 測地学分科会 

 

（委員:２名） 

○鈴木 桂子  神戸大学海洋底探査センター 教授  

◎平田  直  東京大学地震研究所 教授  

（臨時委員：１３名） 

市原 美恵  東京大学地震研究所 准教授  

榎原 雅治  東京大学史料編纂所 教授  

小原 一成  東京大学地震研究所 教授  

加藤 尚之  東京大学地震研究所 教授  

小平 秀一  国立研究開発法人海洋研究開発機構海域地震火山部門 部門長  

関口 春子  京都大学防災研究所 准教授  

田村 圭子  新潟大学危機管理本部危機管理室 教授  

土井 恵治  気象庁地震火山部長  

西村 太志  東北大学大学院理学研究科 教授  

藤田 英輔  国立研究開発法人防災科学技術研究所 火山防災研究部門長  

森田 裕一  東京大学地震研究所 教授  

山中 佳子  名古屋大学大学院環境学研究科 准教授  

矢来 博司  国土地理院地理地殻活動研究センター地殻変動研究室長 

 
（令和元年 5 月現在） 

 

（◎：分科会長、○：分科会長代理、敬称略、五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科学技術・学術審議会 海洋開発分科会 

 

（委員:３名） 

◎藤井 輝夫  東京大学理事・副学長  

○中田  薫  国立研究開発法人水産研究・教育機構理事（人材育成担当）  

平田  直  東京大学地震研究所地震予知研究センター長・教授  

（臨時委員：１４名） 

石田 和憲  株式会社環境総合テクノス取締役東京支店長  

榎本 浩之  大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地研究所副所長・教授  

沖野 郷子  東京大学大気海洋研究所海洋地球システム研究系海洋底科学部門教授  

川辺 みどり 東京海洋大学学術研究院海洋政策文化学部門教授  

河村 知彦  東京大学大気海洋研究所長・教授  

窪川 かおる 帝京大学戦略的イノベーション研究センター客員教授  

阪口  秀  国立研究開発法人海洋研究開発機構理事  

田中 康夫  日本郵船株式会社技術アドバイザー  

谷   伸  GEBCO 指導委員会委員長  

中川 八穂子 株式会社日立製作所 研究開発グループ デジタルテクノロジーイノベーションセンタシ 

ニアプロジェクトマネージャ   

西村  弓  東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻教授  

廣川 満哉  独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事  

藤井 良広  上智大学大学院地球環境学研究科客員教授・一般社団法人環境金融研究機構代表理事  

見延 庄士郎 北海道大学大学院理学研究院地球惑星科学部門教授 

（令和元年 7 月現在） 
（◎：分科会長、○：分科会長代理、敬称略、五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 科学技術社会連携委員会 

 

（委員:10 名） 

◎小林 傳司  大阪大学 COデザインセンター教授  

○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  

内田 由紀子 京都大学こころの未来研究センター教授  

小野 由理  株式会社三菱総合研究所研究開発部門統括室長  

小原  愛  一般社団法人 Japan Innovation Network イノベーション加速支援グループディレクター  

片田 敏孝  東京大学大学院情報学環特任教授  

小出 重幸  日本科学技術ジャーナリスト会議理事  

調 麻佐志  東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授  

田中 恭一  一般社団法人総合研究フォーラム コーディネーター  

堀口 逸子  東京理科大学薬学部薬学科教授 

 

（令和元年 10 月現在） 
（◎：主査、○：主査代理、敬称略、五十音順） 
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