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委員会役職 産学分類 氏名 ふりがな 所属 職名

委員長 学界 柿本 浩一 かきもと こういち 九州大学応用力学研究所 特任教授/名誉教授

副委員長 学界 小椋 厚志 おぐら あつし
明治大学理工学部, 再生可能エネルギー研究インス
ティテュート

教授

副委員長 産業界 佐俣 秀一 さまた しゅういち 株式会社ＳＵＭＣＯ評価・基盤技術部 シニア技術主幹

副委員長 産業界 土田 秀一 つちだ ひでかず
一般財団法人電力中央研究所材料科学研究所　電気
材料領域

副研究参事、領域リー
ダー

幹事・運営委員、
前々委員長

学界 梅野 正隆 うめの まさたか 大阪大学 名誉教授

幹事・運営委員、
前委員長

学界 田島 道夫 たじま みちお 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 名誉教授（NPERC-J 非常勤研
究員，明治大学 客員研究員）

幹事・運営委員 学界 石川 由加里 いしかわ ゆかり
一般財団法人ファインセラミックスセンター材料技術研
究所　機能性材料グループ

主席研究員

幹事・運営委員 産業界 泉妻 宏治 いずのめ こうじ グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社技術部 技監

幹事・運営委員 学界 上田 修 うえだ おさむ 明治大学研究・知財戦略機構 客員教授

幹事・運営委員 学界 上殿 明良 うえどの あきら 筑波大学数理物質系物理工学域 教授

幹事・運営委員 学界 宇佐美 徳隆 うさみ のりたか
名古屋大学大学院　工学研究科　物質プロセス工学専
攻

教授

幹事・運営委員 学界 大谷 昇 おおたに のぼる 関西学院大学工学部 教授

幹事・運営委員 産業界 表 和彦 おもて かずひこ 株式会社リガクX線研究所 所長

幹事、運営委員 学界 酒井 朗 さかい あきら
大阪大学大学院基礎工学研究科　システム創成専攻
電子光科学領域

教授

幹事・運営委員 学界 佐野 泰久 さの やすひさ 大阪大学大学院工学研究科 准教授

幹事・運営委員 学界 志村 考功 しむら たかよし 大阪大学大学院工学研究科 准教授

幹事・運営委員 学界 末岡 浩治 すえおか こうじ 岡山県立大学情報工学部 理事・副学長

幹事・運営委員 学界 太子 敏則 たいし としのり 信州大学学術研究院（工学系） 教授

幹事・運営委員 学界 西澤 伸一 にしざわ しんいち
九州大学応用力学研究所　自然エネルギー統合利用
センター

教授

幹事・運営委員 学界 深田 直樹 ふかた なおき
国立研究開発法人物質・材料研究機構国際ナノアーキテク
トニクス研究拠点　半導体ナノ構造物質グループ

グループリーダー/主任
研究者（PI）

運営委員 学界 伊藤 久義 いとう ひさよし 量子科学技術研究開発機構量子ビーム科学部門 部門長

運営委員 学界 大下 祥雄 おおした よしお 豊田工業大学大学院　工学研究科 教授

運営委員 産業界 砂川 健 すなかわ けん
信越半導体株式会社半導体磯部研究所　プロセス開
発一部

部長

運営委員 学界 関口 隆史 せきぐち たかし 筑波大学数理物質系 教授

運営委員 産業界 中澤 治雄 なかざわ はるお
富士電機株式会社電子デバイス事業本部　開発統括
部　デバイス開発部

担当部長

運営委員 産業界 廣岡 泰典 ひろおか たいすけ
日立金属株式会社機能部材事業本部　パワーエレクトロニ
クス統括部　山崎製造部　開発設計グループ

グループ長

運営委員 産業界 山本 喜之 やまもと よしゆき
住友電気工業株式会社伝送デバイス研究所・結晶技
術研究部

部長

運営委員 産業界 横山 夏樹 よこやま なつき
株式会社日立製作所研究開発グループ　計測・エレクトロニ
クスイノベーションセンタ　エネルギーエレクトロニクス研究部

シニア社員

学界 石川 靖彦 いしかわ やすひこ 豊橋技術科学大学 教授

学界 奥村 次徳 おくむら つぐのり 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 理事長

学界 木本 恒暢 きもと つねのぶ 京都大学大学院　工学研究科　電子工学専攻 教授
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委員会役職 産学分類 氏名 ふりがな 所属 職名

学界 沓掛 健太朗 くつかけ けんたろう
国立研究開発法人理化学研究所革新知能統合研究
センター　データ駆動型生物医科学チーム

研究員

学界 高遠 秀尚 たかとう ひでたか
産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所
再生可能エネルギーセンター　太陽光チーム

チーム長

学界 出浦 桃子 でうら ももこ 東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻 助教

学界 土肥 俊郎 どい としろう 九州大学 名誉教授

学界 豊田 紀章 とよだ のりあき
兵庫県立大学大学院　工学研究科　電子情報工学専
攻

教授

学界 橋詰 保 はしづめ たもつ 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター 教授

学界 羽深 等　 はぶか ひとし
横浜国立大学大学院理工学府化学・生命系理工学専
攻

教授

学界 廣沢 一郎 ひろさわ いちろう (財)高輝度光科学研究センター産業利用推進室 室長

学界 藤原 航三 ふじわら こうぞう 東北大学金属材料研究所 教授

学界 干川 圭吾 ほしかわ けいご 信州大学工学部 名誉教授

学界 松井 純爾 まつい じゅんじ
公益財団法人ひょうご科学技術協会放射光研究セン
ター

参与

学界 松本 智 まつもと さとる 慶應義塾大学 名誉教授

学界 三宅 秀人 みやけ ひでと 三重大学大学院地域イノベーション学研究科 教授

学界 山下 善文 やました よしふみ 岡山大学大学院　工学部　自然科学研究科 准教授

学界 山本 秀和 やまもと ひでかず 千葉工業大学工学部　電気電子工学科 教授

学界 閻 紀旺 やん じわん 慶應義塾大学理工学部　機械工学科 教授

学界 和田 一実 わだ かずみ 東京大学 名誉教授

産業界 押山 到 おしやま いたる
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社第2研究
部門3部2課

統括課長

産業界 片岡 恵太 かたおか けいた 株式会社豊田中央研究所 研究員

産業界 児島 寛治 こじま かんじ
日本電子株式会社科学・計測機器営業本部 ソリュー
ション推進室　ＳＩ販売促進室

室長

産業界 小林 健二 こばやし けんじ
株式会社日立ハイテクナノテクノロジーソリューション事業
統括本部　評価解析システム営業本部　評価解析企画部

部長代理

産業界 小宮山 純 こみやま じゅん クアーズテック株式会社技術管理部 部長

産業界 阪井 康孝 さかい やすたか 大智化学産業株式会社技術開発本部 本部長

産業界 皿山 正二 さらやま せいじ 株式会社サイオクス基板製品部　基板開発チーム チームリーダー

産業界 塚本 雄二 つかもと ゆうじ 東京エレクトロン株式会社アライアンス戦略室 室長代理

産業界 舩木 雅之 ふなき まさゆき 一般財団法人材料科学技術振興財団分析評価部 次長

産業界 向山 裕次 むかいやま ゆうじ ＳＴＲＪａｐａｎ株式会社技術部 部長

産業界 柳平 崇 やなぎだいら たかし 株式会社ユタカ・トレンズ営業部 取締役

産業界 弓削 昌豊 ゆげ まさとよ 株式会社エリオニクス営業本部　第一営業部 部長

産業界 吉田 拓 よしだ たく ＪＸ金属株式会社技術本部　技術戦略部 主任技師


