
（参考）委員名簿

平成 21 年度総合研究開発推進会議

氏 名 職 名

相澤 貴子 財団法人水道技術研究センター技術顧問

秋元 肇 財団法人日本環境衛生センター酸性雨研究センター所長

浅野 直人 福岡大学法学部教授

池田 宰 宇都宮大学大学院工学研究科教授

伊藤 公紀 横浜国立大学大学院工学研究院教授

井上 元 大学共同利用機関人間文化研究機構総合地球環境学研究所

研究部教授

指宿 堯嗣 社団法人産業環境管理協会常務理事

岩崎 好陽 社団法人におい･かおり環境協会会長

内海 英雄 九州大学大学院薬学研究院教授

浦野 紘平 横浜国立大大学院環境情報研究院特任教授

大塚 直 早稲田大学大学院法務研究科教授

岡田 光正 広島大学大学院工学研究科教授

熊谷 洋一 東京農業大学地域環境科学部教授

桑野 園子 大阪大学名誉教授

小澤 紀美子 東京学芸大学名誉教授

櫻井 治彦 中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター技術顧問

佐藤 洋 東北大学大学院医学系研究科教授

議長 須藤 隆一 埼玉県環境科学国際センター総長

田中 哲郎 長野こども病院副院長

塚原 正徳 社団法人日本産業機械工業会環境装置部会企画委員長

中静 透 東北大学大学院生命科学研究科教授

林 秀敏 名古屋市立大学大学院薬学研究科教授

藤江 幸一 横浜国立大学大学院環境情報研究院教授

細見 正明 東京農工大学大学院共生科学技術研究院教授

三浦 慎悟 早稲田大学人間科学学術院教授

矢原 徹一 九州大学大学院理学研究科教授

山添 曻 九州大学名誉教授

吉村 健清 福岡県保健環境研究所所長

（50 音順 以下同じ）

平成 21 年度総合研究開発推進会議 臨時委員（書類審査のみ担当）

氏 名 職 名

内山 巌雄 京都大学名誉教授

川本 俊弘 産業医科大学医学部衛生学講座教授

村田 勝敬 秋田大学医学部環境医学講座環境保健学分野教授



平成 21 年度地球環境研究企画委員会

氏 名 職 名

浅野 直人 福岡大学法学部教授

池田 三郎 独立行政法人防災科学技術研究所防災システム研究センター

客員研究員

岩槻 邦男 兵庫県立人と自然の博物館館長

荻野 和彦 愛媛大学名誉教授、滋賀県立大学名誉教授

小倉 紀雄 東京農工大学名誉教授

小池 勲夫 琉球大学監事

近藤 洋輝 独立行政法人海洋研究開発機構 IPCC 貢献地球環境予測

プロジェクト 特任上席研究員

委員長 鈴木 基之 放送大学教授

須藤 隆一 生態工学研究所代表

田中 正之 東北大学名誉教授

浜中 裕徳 慶應義塾大学環境情報学部教授

陽 捷行 北里大学副学長

第１研究分科会 ＜全球システム変動＞

氏 名 職 名

及川 武久 筑波大学名誉教授

太田 勝敏 東洋大学国際地域学部国際地域学科教授

小川 利紘 東京大学名誉教授

木谷 収 日本大学大学院総合科学研究科環境科学専攻教授

小山 洋 群馬大学医学系研究科教授

近藤 洋輝 独立行政法人海洋研究開発機構 IPCC 貢献地球環境予測

プロジェクト 特任上席研究員

才野 敏郎 独立行政法人海洋研究開発機構地球環境変動領域物質循環

研究プログラム・プログラムディレクター

佐々 朋幸 財団法人林業科学技術振興所筑波支所長

武田 博清 同志社大学理工学部環境システム学科教授

建石 隆太郎 千葉大学環境リモートセンシング研究センター教授

田中 正之 東北大学名誉教授

槌屋 治紀 株式会社システム技術研究所所長

堀江 武 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長

渡辺 興亜 国立大学法人総合研究大学院大学監事



第１研究分科会 ＜全球システム変動＞

事前評価専門部会（書類審査のみ担当）

氏 名 職 名

井上 元 総合地球環境学研究所教授

金澤 洋一 神戸大学名誉教授

木村 眞人 名古屋大学大学院生命農学研究科教授

小池 俊雄 東京大学大学院工学系研究科教授

木暮 一啓 東京大学海洋研究所教授

角皆 静男 北海道大学名誉教授

花輪 公雄 東北大学大学院理学研究科教授

宮下 清貴 独立行政法人農業環境技術研究所理事

吉川 久幸 北海道大学大学院地球環境科学研究院教授

第 2研究分科会＜越境汚染（大気・陸域・海域・国際河川）＞

氏 名 職 名

岩坂 泰信 金沢大学フロンティアサイエンス機構特任教授

植田 洋匡 財団法人日本環境衛生センター技術顧問

太田 誠一 京都大学大学院農学研究科教授

小倉 紀雄 東京農工大学名誉教授

小池 勲夫 琉球大学監事

高橋 正征 東京大学名誉教授、高知大学名誉教授

田辺 信介 愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授

土器屋由紀子 江戸川大学名誉教授

袴田 共之 元浜松ホトニクス株式会社顧問

緑川 貴 気象研究所地球化学研究部第二研究室長



第 3研究分科会＜広域的な生態系保全・再生＞

氏 名 職 名

稲永 忍 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター理事長

井上 真 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

巖佐 庸 九州大学大学院理学研究院生物科学部門教授

荻野 和彦 愛媛大学名誉教授、滋賀県立大学名誉教授

酒泉 満 新潟大学自然科学系教授

下田 陽久 東海大学工学部教授、宇宙情報センター所長

須藤 隆一 生態工学研究所代表

武内 和彦 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

谷田 一三 大阪府立大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授

前川 光司 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター名誉教授

向井 宏 京都大学特任教授

山崎 常行 九州大学名誉教授、財団法人進化生物学研究所研究員

山田 勇 京都大学名誉教授、立命館アジア太平洋大学客員教授

横山 裕道 淑徳大学国際コミュニケーション学部人間環境学科教授

第 4研究分科会 ＜持続可能な社会・政策研究＞

氏 名 職 名

浅野 直人 福岡大学法学部教授

池田 三郎 独立行政法人防災科学技術研究所防災システム研究センター

客員研究員

小澤 紀美子 東京学芸大学名誉教授

後藤 則行 東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻教授

篠原 徹 大学共同利用機関法人人間文化研究機構理事

世古 一穂 ＮＰＯ研修・情報センター代表理事

細田 衛士 慶應義塾大学経済学部教授

松岡 譲 京都大学大学院工学研究科教授

三橋 規宏 千葉商科大学政策情報学部教授

盛岡 通 関西大学環境部都市工学部教授

和気 洋子 慶應義塾大学商学部教授

第 4研究分科会 ＜持続可能な社会・政策研究＞

事前評価専門部会（書類審査のみ担当）

氏 名 職 名

天野 正博 早稲田大学大学院人間科学研究科教授

稲田 義久 甲南大学経済学部経済学科教授

城山 英明 東京大学法学政治学研究科教授

永田 信 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

中野 幸紀 関西学院大学総合政策学部教授

山地 憲治 東京大学大学院工学系研究科教授


