
平成30年度ブロックチェーン技術を活用した再エネCO2削減価値創出モデル事業

第1回　課題検討協議会　出席者名簿

≪メイン席≫（団体名五十音順、敬称略）

団体名 所属・役職 氏名

株式会社ICMG 代表取締役社長 船橋 仁

イオンディライト株式会社 省エネシステム営業推進本部省エネシステム第一営業推進部部長 小林 雅弘

株式会社エナリス 執行役員経営戦略本部長 塚本 博之

カーボンフリーコンサルティング株式会社 取締役 池田 陸郎

株式会社環境ビジネスエージェンシー 代表取締役 鈴木 敦子

北沢建設株式会社 代表取締役社長 北澤 正浩

九州電力株式会社
エネルギーサービス事業統括本部 企画・需給本部 イノベーショングループ

グループ長
皿海 大輔

京セラ株式会社
研究開発本部　ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ研究開発部　第1開発部

第1開発課副責任者
日髙 寛之

株式会社グッドフェローズ 代表取締役社長 長尾 泰広

さいたま市 環境局 環境共生部 環境未来都市推進課 係長 田中 則光

株式会社サイバー創研 代表取締役会長 黒田 幸明

CDP シニアマネージャー 高瀬 香絵

JXTGエネルギー株式会社
リソーシズ&パワーカンパニー 電力事業企画部 電力業務グループ

担当マネージャー
阪本 周一

ソフトバンク株式会社 室長 山口 典男

一般社団法人太陽光発電協会 事務局長 増川 武昭

NPO法人太陽光発電所ネットワーク 代表理事 都筑 建

大和ハウス工業株式会社 技術本部 環境部 部長 小山 勝弘

NPO法人ちがさき自然エネルギーネットワーク 代表理事 上野 ひろみ

公益財団法人地球環境戦略研究機関 気候変動とエネルギー領域ジョイント・リサーチリーダー 劉 憲兵

デジタルグリッド株式会社 代表取締役会長 阿部 力也

TEPCO i－フロンティアズ株式会社 代表取締役社長 （兼）東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 田村 正

株式会社電力シェアリング 代表取締役社長 酒井 直樹

東京ガス株式会社 デジタルイノベーション戦略部 エネルギービジネスイノベーショングループ マネージャー 藤峰 智也

日本自然エネルギー株式会社 代表取締役社長 寺腰 優

日本電気計器検定所 検定管理部長 加曽利 久夫

一般財団法人日本品質保証機構 地球環境事業部 グリーンエネルギー認証室 荒木 基暁

株式会社フジクラ 新規事業推進センター つなぐみらいイノベーション推進室 主席部員 竹下 徹

みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー第２部 環境エネルギー政策チーム コンサルタント 大田 草佑

株式会社三井住友銀行 ファイナンシャル・ソリューション部門 成長産業クラスター  ユニット長 西村 克俊

三菱商事株式会社 新エネルギー・電力事業本部 国内電力部長 岡部 康彦

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 クリーン・エネルギー・ファイナンス部 主任研究員 吉高 まり

横浜市 温暖化対策統括本部 企画調整部 担当部長 大倉 紀彰

株式会社LIXILTEPCOスマートパートナーズ 代表取締役社長 柏木 秀

株式会社リコー サステナビリティ推進本部  社会環境室 室長 阿部 哲嗣

ローカルエナジー株式会社 常務取締役 森 真樹

環境省 地球環境局長 森下 哲

環境省 地球環境局地球温暖化対策課長 松澤 裕

環境省 地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室長 水谷 好洋

環境省 地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 室長補佐 池本 忠弘

環境省 地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 主任 岡野 泰士
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≪関係者席≫（団体名五十音順、敬称略）

団体名 所属・役職 氏名

株式会社ICMG 経営企画グループ ディレクター 富田 奈都

アジア開発銀行 高度技術信託基金テクノロジーコーディネーター 恩賀 万理恵

アスクル株式会社 CSR・環境・安全管理 部長 東 俊一郎

イオンディライト株式会社 ディライトコミュニケーション部 部長 石井 恵美子

イオンディライト株式会社 ＦＭ・環境ソリューション本部　ＦＭネットワークシステム部 石井 学

一般社団法人イクレイ日本 事務局長 大塚 隆志

伊藤忠商事株式会社 エネルギー部門エネルギー戦略室　室長代行 梶原 道雄

インフォテリア株式会社 ブロックチェーン事業推進室 室長 森 一弥

株式会社ウエスト電力 株式会社ウエストビギン　取締役 中村 公俊

SCSK株式会社
通信システム事業部門 通信・公共システム事業本部 通信・公共システム営業部 第四課

シニアプロフェッショナルビジネスクリエータ
加藤 憲一

NECキャピタルソリューション株式会社 ソリューション本部パートナー 柏崎 和久

株式会社NTTデータ
第一公共事業本部 e-コミュニティ事業部 第二ビジネス統括部

第二営業担当 課長
小林 信雄

大崎電気工業株式会社 新事業推進室 小野 信之

カーボンフリーコンサルティング株式会社 山口 泰弘

株式会社 カネカ 住宅 Strategic Unit 谷川 史浩

川崎市 臨海部国際戦略本部 臨海部事業推進部 担当課長 間島 哲也

関西電力株式会社 経営企画室 専任部長(オープンイノベーション推進) 福島 武志

国立大学法人九州大学 炭素資源国際教育研究センター 教授 原田 達朗

京都市/一般社団法人イクレイ日本 プログラム・マネージャー 河合 要子

キリン株式会社 CSV戦略部 主査 是安 亘

株式会社クリマテック 執行役員 電気事業部長 大谷 長世

サミットエナジー株式会社 営業第二部 主任 平野 正樹

自然電力株式会社 代表取締役 磯野 健

シナネン株式会社 電力事業部 電力トレードチーム 次長 内田 伸一

昭和シェル石油株式会社 エネルギーソリューション事業本部 部長 北村 奈美

スマートシティ企画株式会社 事業推進部 部長 石垣 祥次郎

積水化学工業株式会社　 開発推進センター 梅岡 尚

積水化学工業株式会社　 開発推進センター 判谷 弘嗣

ソーラーフロンティア株式会社 代理店事業部 市場開発推進責任者 福原 誉司

一般社団法人太陽光発電協会 政策推進部長 長峯 卓

一般社団法人太陽光発電協会 事務局 住宅事業促進部長 穂岐山 孝司

NPO法人太陽光発電所ネットワーク 伊藤 麻紀

NPO法人太陽光発電所ネットワーク 加藤 聡

立山科学工業株式会社 東京大学 大学院工学系研究科 IOE社会連携講座 共同研究員 岡本 信治

公益財団法人地球環境戦略研究機関 戦略マネージメントオフィス プリンシパルコーディネーター 石川 智子

千葉市 環境保全課 温暖化対策室 主査 張能 太郎

テセラ・テクノロジー株式会社 常務取締役 宮本 学

TEPCO i-フロンティアズ株式会社 代表取締役副社長 菊池 英俊

電源開発株式会社 執行役員 技術開発部長 笹津 浩司

株式会社電巧社 執行役員 営業本部副本部長 丸茂 保司

株式会社 東急パワーサプライ 企画グループ長 小林 敦

東京電力ホールディングス株式会社 人財・組織開発センター課長 遠藤 聰之

株式会社東芝 エネルギーアグリゲーション統括部　参事 内藤 雅之

東洋システム開発株式会社 EMSコンサルティング推進室長 野村 雅浩

内閣官房 日本経済再生総合事務局 参事官補佐 八牧 駿介

株式会社Nayuta 代表取締役 栗元 憲一

株式会社日本エコシステム 執行役員 じぶん電力担当 石原 敦夫

日本オラクル株式会社 渉外ディレクター ケン ヘイグ

日本オラクル株式会社 アソシエイト ディレクター 斎藤 隆佑

日本オラクル株式会社 セールスディレクター 村井 建介
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団体名 所属・役職 氏名

日本ガイシ株式会社 電力事業本部 エナジーデバイス営業部　部長 川上 進

株式会社日本スマートエナジー認証機構 代表取締役 尾石 裕行

株式会社日本総合研究所 理事　ESGリサーチセンター長 足達 英一郎

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　ｺﾐｭﾆﾃｨ＆ｲﾝﾌﾗ　ﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ マネジャー 松井 英章

日本ユニシス株式会社 公共第一事業部 ビジネス開発部 第二グループ 主任 三枝 功典

株式会社日立製作所　 電力・エネルギーセグメント次世代エネルギー協創推進本部 担当本部長 山田 竜也

日比谷総合設備株式会社 LC営業統括本部 エネルギー＆スマート部長 高山 勝也

ビリングシステム株式会社 営業本部 営業推進部 次長 神原 孝仁

富士通株式会社
 公共・地域営業グループグローバルビジネス統括部　シニアマネージャー 周 意誠

株式会社FUTU-RE 代表取締役 福井 邦彦

北酸株式会社 企画開発室 室長 若木 洋介

北陸電力株式会社 経営企画部 関連事業室長 柴原 高史

株式会社マクニカ 未来事業創造室 マネージャー 阿部 博

丸紅株式会社 デジタル・イノベーション部マネージャー 佐倉 谷誠

丸紅株式会社 国内電力プロジェクト部 企画チーム長 椎橋 航一郎

丸紅株式会社 デジタル・イノベーション部　マネージャー 原 大悟

みずほ銀行 産業調査部　資源・エネルギーチーム　次長 磯川 晃邦

みずほ銀行 グローバルプロジェクトファイナンス営業部　新事業開発室　参事役 笹森 健太郎 

みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 投資開発部 ディレクター 近藤 雄太

三井物産株式会社 国内プロジェクト開発部 丸山 將好

三井物産株式会社 ICT事業本部DT事業開発部産業IoT第二室 プロジェクトマネージャー 山崎 文也

株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部地球温暖化対策グループ 飯田 康

みんな電力株式会社 事業本部 新電力事業部 部長補佐 真野 秀太

株式会社横浜環境デザイン 営業戦略室 室長 舟山 大器

RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二

リコージャパン株式会社 新規事業本部 社会インフラ事業部 理事 染川 聡一郎

株式会社Looop 執行役員 電力事業本部 本部長 小嶋 祐輔
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