
平成22年12月

(五十音順)

有馬  朗人
学校法人　根津育英会　武蔵学園長
公立大学法人　静岡文化芸術大学

武蔵学園長
理事長

金井　　務 株式会社日立製作所 相談役

※ 種市　　健 東京電力株式会社 顧問

前田  勝之助 東レ株式会社 名誉会長

有馬  朗人
学校法人　根津育英会　武蔵学園長
公立大学法人　静岡文化芸術大学

武蔵学園長
理事長

奥　正之 全国銀行協会 会長

金井　　務 株式会社日立製作所 相談役

小林　弘明 東レ株式会社 顧問

沢　　邦彦 富士電機ホールディングス株式会社 相談役

※ 種市　　健 東京電力株式会社 顧問

田村　滋美 東京電力株式会社 顧問

佃　　和夫 三菱重工業株式会社 取締役会長

中村　満義 鹿島建設株式会社 代表取締役社長 社長執行役員

西堀　利 株式会社みずほ銀行 取締役頭取

西山　　徹 味の素株式会社 技術特別顧問

前田  勝之助 東レ株式会社 名誉会長

三井  恒夫 東京電力株式会社 元最高顧問

三村　明夫 新日本製鐵株式会社 代表取締役会長

渡里  杉一郎 株式会社東芝 特別顧問

※ 坪井　健司 財団法人日本科学技術振興財団 専務理事

※ 竹田原　昇司 財団法人日本科学技術振興財団 常務理事 (元通商産業大臣官房付)

※ 山元　孝二 財団法人日本科学技術振興財団 常務理事
(元文部科学省
科学技術学術政策局長)

※ 吉田　　浄 財団法人日本科学技術振興財団 常務理事・事務局長

専務理事(1名)

常務理事(3名)

財団法人日本科学技術振興財団 

役員等名簿

理事総数(90名)

会　長(1名)

副会長(3名)

常任理事(15名)
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阿部　毅一郎 財団法人日本自転車普及協会 会長 (元経済産業省大臣官房付)

石塚　昶雄 社団法人日本原子力産業協会 常務理事

伊藤　文大 株式会社クラレ 代表取締役社長

伊藤　源嗣 株式会社ＩＨＩ 相談役

井上　晶博 日本紡績協会 会長

井上　義也 財団法人科学技術広報財団 理事長

岩沙　弘道 三井不動産株式会社 代表取締役社長

岩田　直樹 株式会社りそな銀行 代表取締役社長

一般社団法人日本自動車工業会 理事・事務局長

氏家  齊一郎 日本テレビ放送網株式会社 代表取締役会長

江原　正視 社団法人家の光協会 会長

大歳　卓麻 日本アイ・ビー・エム株式会社 会長

大橋　洋治 全日本空輸株式会社 取締役会長

大八木　成男 帝人株式会社 代表取締役社長

岡本　毅 東京ガス株式会社 代表取締役社長執行役員

小川　恒弘 日本化学繊維協会 副会長兼理事長
(元経済産業省大臣官房審議
官<通商政策局担当>)

香藤　繁常 昭和シェル石油株式会社 代表取締役会長

上條　清文 社団法人日本民営鉄道協会 会長

川上　潤三 株式会社日立製作所　 顧問

工藤　晃史 昭和電工株式会社 技術顧問

久保田　勇夫 社団法人全国地方銀行協会 副会長 (元国土事務次官)

栗山　泰史 社団法人日本損害保険協会 常務理事

小林  庄一郎 関西電力株式会社 顧問

近藤　靖彦 社団法人中部航空宇宙技術センター 専務理事・事務局長
(元通商産業省工業技術院名
古屋工業技術研究所所長)

斉藤　　惇 株式会社東京証券取引所グループ 取締役兼代表執行役社長

斉藤　昌樹 日本電子株式会社 取締役兼常務執行役員

佐々木　元 日本電気株式会社 特別顧問

島田　紘一郎 日本化薬株式会社 相談役

下村　節宏 三菱電機株式会社 会長

杉下　俊雄 学校法人科学技術学園 理事長

※ 鈴木　直樹 財団法人日本科学技術振興財団 理事

髙木  丈太郎 三菱地所株式会社 相談役

髙梨　圭介 石油化学工業協会 専務理事 (元経済産業省大臣官房付)

高橋　千代美 日本製薬団体連合会 常務理事

高原　慶一朗 ユニ・チャーム株式会社 取締役　取締役会会長

武安  義光 財団法人新技術振興渡辺記念会 理事長 (元科学技術庁事務次官)

田代　泰典 財団法人ニューテクノロジー振興財団 常務理事

理事(71名)
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田中　秀雄 財団法人気象業務支援センター 理事長

※ 妻田　隆則 財団法人日本科学技術振興財団 理事

手柴　貞夫 協和発酵キリン株式会社 社友

徳植　桂治 社団法人セメント協会 会長

利島　康司 株式会社安川電機 取締役会長

中村  雅哉 株式会社ナムコ 名誉相談役

中村　道治 株式会社日立製作所 取締役

永山　　治 中外製薬株式会社 代表取締役社長

新見　　宏 北の丸科友会 会長

西　亨 財団法人大阪科学技術センター 専務理事

野路　國夫 株式会社小松製作所 代表取締役社長兼ＣＥＯ

野嶋　　孝 中部電力株式会社 顧問

財団法人中部科学技術センター 会長

野村　哲也 社団法人日本建設業団体連合会 会長

服部　重彦 株式会社島津製作所 代表取締役会長

服部  禮次郎 セイコーホールディングス株式会社 名誉会長

林田　英治 ＪＦＥスチール株式会社 代表取締役社長

社団法人日本鉄鋼連盟 会長

平野　拓也 独立行政法人海洋研究開発機構 顧問 (元科学技術事務次官)

晝馬　輝夫 浜松ホトニクス株式会社 取締役会長

藤川　淳一 東レ株式会社 代表取締役副社長

古橋　　衞 トヨタ自動車株式会社 専務取締役

前　哲夫 日本証券業協会 会長

前原　金一 公益社団法人経済同友会 副代表幹事・専務理事

増田  祐孝 日本軽金属株式会社 顧問

俣木　盾夫 株式会社電通 相談役

三浦　　昭 三菱化学株式会社 特別顧問

水越　浩士 株式会社神戸製鋼所 相談役

椋田　哲史 社団法人日本経済団体連合会 常務理事

茂木　　守 全国農業協同組合中央会 会長

森　　郁夫 富士重工業株式会社 代表取締役社長

森川  敏雄 株式会社三井住友銀行 名誉顧問

矢代　嘉郎 清水建設株式会社 常務執行役員　技術研究所長

山本　忠人 富士ゼロックス株式会社 代表取締役社長

古河電気工業株式会社 代表取締役社長

渡邉　光一郎 社団法人生命保険協会 会長

注)※印は常勤役員

　 （　）は国家公務員出身者の最終官職名
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佐伯　尚孝 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 名誉顧問

中村　芳夫 社団法人日本経済団体連合会 副会長・事務総長

青柳　正規 独立行政法人国立美術館 理事長

赤尾  文夫 株式会社旺文社 代表取締役社長

縣　良二 フジサンケイビジネスアイ 代表取締役社長

秋元　勇巳 財団法人日本原子力文化振興財団 理事長

荒蒔　康一郎 キリンホールディングス株式会社 相談役

有賀　長郎 社団法人日本建設業団体連合会 専務理事

粟村　大吉 財団法人日本発明振興協会 会長

石井　敏弘 財団法人ライフサイエンス振興財団 理事長

石岡　慎太郎 職業訓練法人日本技能教育開発センター 理事長

石塚　　貢 財団法人つくば科学万博記念財団 顧問

市川　純雄 株式会社千代田ビデオ 代表取締役社長

伊藤　靖彦 日立電線株式会社 技術最高顧問

上野　　滋 財団法人機械振興協会 元理事・技術研究所　次長

梅﨑　　壽 東京地下鉄株式会社 代表取締役社長

老川　祥一 読売新聞東京本社 代表取締役社長・編集主幹

大垣　眞一郎 独立行政法人国立環境研究所 理事長

大澤  弘之 財団法人リモート・センシング技術センター 顧問

大島　賢三 独立行政法人国際協力機構 副理事長

大須賀　賴彦 小田急電鉄株式会社 取締役社長

岡　　 素之 住友商事株式会社 代表取締役会長

岡﨑　俊雄 独立行政法人日本原子力研究開発機構 相談役

岡部　道生 大同特殊鋼株式会社 常務取締役

荻田　伍 アサヒビール株式会社 代表取締役会長

小澤　眞助 株式会社千代田ビデオ 取締役会長

小野木　聖二 社団法人日本電気計測器工業会 会長

海輪　誠 東北電力株式会社 取締役社長

片山　修一 北の丸科友会 幹事

加藤　泰彦 三井造船株式会社 代表取締役社長

加藤　康宏 独立行政法人海洋研究開発機構 理事長

川田　洋輝 社団法人発明協会 理事長

木川　理二郎 日立建機株式会社 代表執行役社長取締役

喜多　恒雄 株式会社日本経済新聞社 代表取締役社長

北澤　宏一 独立行政法人科学技術振興機構 理事長

北島  義俊 大日本印刷株式会社 代表取締役社長

北原　和夫 國際基督教大学 オスマー記念科学教授

監事(2名)

評議員(100名)
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北村　正任 株式会社毎日新聞社 会長

北村　雅良 電源開発株式会社 取締役社長

久和　進 北陸電力株式会社 取締役社長

清原  武彦 株式会社産業経済新聞社 代表取締役会長

久代　敏男 株式会社マルハニチロホールディングス 代表取締役社長

黒川　　 清 政策研究大学院大学 教授

古森　重隆 富士フイルム株式会社 代表取締役社長・ＣＥＯ

齊藤　紀彦 財団法人大阪科学技術センター 会長

酒井　健夫 日本大学 総長

佐々木　正峰 独立行政法人国立科学博物館 顧問

佐藤　信利 株式会社明電舎
執行役員　経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ
技術企画室　室長

佐藤　佳孝 北海道電力株式会社 取締役社長

篠塚  勝正 沖電気工業株式会社 相談役

柴田　昌治 日本ガイシ株式会社 代表取締役会長

島田　昌幸 株式会社テレビ東京 代表取締役社長

下邨  昭三 財団法人核物質管理センター　 会長

蛇川　忠暉 財団法人日本科学技術連盟 理事長

白井　克彦 早稲田大学 総長

白井　芳夫 日野自動車株式会社 代表取締役社長

白川　哲久 財団法人高輝度光科学研究センター 理事長

鈴木　英男 日新製鋼株式会社 代表取締役社長

清家　篤 慶應義塾　 塾長

瀬山　賢治 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 理事

高橋　　修 社団法人日本技術士会 会長

髙橋　善雄 株式会社ミュージアムクルー 代表取締役

田口　武義 北の丸科友会 幹事

千野　俊猛 株式会社日刊工業新聞社 相談役

千葉　昭 四国電力株式会社 取締役社長

辻村　学 株式会社荏原製作所　 取締役常務執行役員

土橋　昭夫 双日株式会社 代表取締役会長

鳥居  泰彦 慶應義塾　 学事顧問

中川　志郎 茨城県自然博物館　 名誉館長

永田　正 京王電鉄株式会社 代表取締役社長

中村　健一 社団法人日本工作機械工業会 会長

中村　守孝 財団法人未来工学研究所 元理事長

柳楽　節雄 社団法人家の光協会 専務理事

成田　純治 株式会社博報堂 代表取締役会長

箱島　信一 株式会社朝日新聞社 顧問

濱田　純一 東京大学 総長

5



平川　　 单 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 館長

福田　　 督 中国電力株式会社 取締役会長

福地　茂雄 日本放送協会　 会長

藤岡　宏衛 社団法人科学技術と経済の会 顧問

藤本　孝 社団法人電気学会 会長

藤本　修一郎 日産化学工業株式会社 代表取締役会長

前田　哲郎 電気化学工業株式会社 代表取締役兼専務執行役員

牧野　征男 財団法人家電製品協会 専務理事

松枝　寛祐 大陽日酸株式会社 代表取締役会長

松﨑  昭雄 森永製菓株式会社 顧問

松前　達郎 学校法人東海大学 総長・理事長

眞部　利應 九州電力株式会社 代表取締役社長

水野　雄氏 旭化成株式会社 取締役兼常務執行役員

溝口　正仁 社団法人日本鉄道車輌工業会 専務理事

三井　清治 凸版印刷株式会社
取締役 製造・技術・研究本部
副本部長

宮原　耕治 社団法人日本船主協会 会長

村上　隆男 サッポロホールディングス株式会社 代表取締役社長 グループＣＥＯ

毛利　秀雄 国際生物学オリンピック日本委員会 委員長

山内　良三 株式会社フジクラ フェロー・常任顧問

山本　正己 富士通株式会社 執行役員社長

吉田　庄一郎 株式会社ニコン 相談役

吉野　浩行 本田技研工業株式会社 顧問

脇村　典夫 株式会社大林組 非常勤顧問

渡辺　正 東京大学 生産技術研究所 教授

渡辺　博史 株式会社日本政策金融公庫　国際協力銀行 経営責任者

渡貫  敏男 元財団法人日本科学映像協会 理事長

桜井　正光 公益社団法人経済同友会 代表幹事

立川　敬二 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 理事長

顧問(2名)
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