
エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会 

出席者名簿 

 

学識経験者 

 

梅嶋 真樹 慶應義塾大学 ＳＦＣ研究所 ＡＵＴＯ-ＩＤラボ・ジャパン 副所長 

林 泰弘 早稲田大学 大学院 電気・情報生命専攻 教授 

馬場 旬平 東京大学大学院新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 准教授 

（５０音順、敬称略） 

 

 

事業者 

 

會田 洋久 東日本電信電話株式会社 ビジネス開発本部 第三部門 担当部長 

青柳 福雄 株式会社東光高岳 スマートグリッド事業推進部 部長 

秋山 一也 株式会社エネット 経営企画部長 

秋山 修二 西日本電信電話株式会社 ビジネスデザイン部 アライアンス推進本部 ビ

ジネス開発担当 担当部長 

甘利 健   アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー マーケティング本部環境マー

ケティング部 部長 

石田 文章 関西電力株式会社 地域エネルギー本部 地域エネルギー開発グループ 担

当部長 

市村 健 エナジープール・ジャパン株式会社 代表取締役社長 

今井 伸一 東京電力株式会社 パワー・グリッドカンパニー系統運用部長 

内田 明生 エナノック・ジャパン株式会社 取締役 

梅岡 尚 積水化学工業株式会社 Ｒ＆Ｄセンター 開発推進センター ＥＭＳグルー

プ サブグループ長 

江村 勝治 住友電気工業株式会社 インフラ事業推進部 グループ長 

緒方 司郎 オムロン株式会社 環境事業本部 アプリケーションエンジニアリングセン

タ 技術担当部長 



小田 佳 エリーパワー株式会社 取締役執行役員 

小野島 一 株式会社大林組 本社技術本部 統括部長 

金森 淳一郎 株式会社デンソー マイクログリッド開発室 担当部長 

北村 常弘 パナソニック株式会社エコソリューションズ社 エナジーシステム事業部 

新事業推進センター 主幹 

草野 吉雅 京セラ株式会社 東京事務所 研究開発本部ソフトウェア研究開発統括部 

ソフトウェアラボシステム研究部 部責任者 

小坂田 昌幸 株式会社東芝 社会インフラシステム社 技師長 

小柴 智裕 株式会社ジュピターテレコム ケーブルテレビ事業統括本部 電力事業推進

部 副部長 

児玉 葵 ソフトバンク株式会社 エナジー事業推進本部 エナジー事業統括部 事業

戦略部 部長 

坂口 正 ダイキン工業株式会社 空調生産本部 企画部 担当課長 

佐々木 正信 東京電力株式会社 カスタマーサービス・カンパニー経営企画室経営調査グル

ープマネージャー 

嶋村 和行 大成建設株式会社 エグゼグティブフェロー 環境本部 副本部長 

鈴木 浪平 三菱電機株式会社 戦略事業開発室 主管技師長 

関 康伸 トヨタ自動車株式会社 東京技術部 担当部長 

田中 英紀 九州電力株式会社 東京支社 副支社長 

塚本 博之 株式会社明電舎 電力・社会システム事業部 副事業部長 兼 システム事業

企画部長 

都築 実宏 ＫＤＤＩ株式会社 エネルギービジネス部 部長 

樋田 直也 本田技研工業株式会社 四輪事業本部 スマートコミュニティ企画室 室長 

戸田 直樹 東京電力株式会社 経営技術戦略研究所経営戦略調査室長 

永井 卓 株式会社ＮＴＴファシリティーズ スマートビジネス本部 エネルギーサー

ビス部 サービス開発担当部長 

長尾 昴 株式会社エナリス 経営企画部 部長 

永矢 隆 三井不動産株式会社 建設企画部 上席統括 

花田 雅人 東芝三菱電機産業システム株式会社 産業第三システム事業部 環境・エネル

ギー事業第二統括部 新エネルギー事業推進ＰＪ アシスタントプロジェク



トマネージャー 

樋口 一成 中部電力株式会社 経営戦略本部 広域・技術調査グループ長 

菱沼 祐一 東京ガス株式会社 燃料電池事業推進部 部長 

牧野 英治 フォーアールエナジー株式会社 代表取締役社長 

増淵 正裕 富士電機株式会社 発電・社会インフラ事業本部 スマートコミュニティ総合

技術部 部長 

松島 徹 日本電気株式会社 第二スマートエネルギー事業部長 

松原 雅一 日産自動車株式会社 バッテリー事業本部 企画グループ 主管 

室 和利 株式会社洸陽電機 ソリューション本部 本部長 

吉村 和彦 大阪ガス株式会社 企画部 エネルギー政策・基盤チーム マネージャー 

（５０音順、敬称略） 

 

 

関係機関・団体 

 

石本 隆昭 一般社団法人電動車両用電力供給システム協議会 事務局長 

勝田 実 電気事業連合会 業務部 部長 

北川 晃一 一般社団法人日本電機工業会 

但見 収司 電気事業連合会 電力技術部 部長 

西澤 哲郎 一般社団法人住宅生産団体連合会 住宅性能向上委員会ＳＷＧ１リーダー 

本多 啓三 一般財団法人電気安全環境研究所 技師長 

吉田 誠 CHAdeMo協議会 事務局長 

              （５０音順、敬称略） 

 

経済産業省 

 

戸邉 千広 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新産業・社会システム推

進室長 

片山 弘士 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新産業・社会システム推

進室 室長補佐 



宮崎 芳人 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 政策課 課長補佐 

橋本 道雄 産業技術環境局 基準認証ユニット 国際電気標準課長 

田中 宗介 製造産業局 自動車課 課長補佐 

萩谷 惟史 商務情報政策局 情報経済課 課長補佐 

神崎 忠彦 電力取引監視等委員会 総括企画調整官 

北島 明文 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課 課

長補佐 

後藤 靖博 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課 課

長補佐 

日野 由香里 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力需給・流通政策

室 室長補佐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


