
エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会 
委員名簿 

 
学識経験者・有識者 

 

市村 拓斗 森・濵田松本法律事務所 弁護士 

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 

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 

林 泰弘       早稲田大学 大学院 電気・情報生命専攻 教授 

（５０音順、敬称略） 

 

 

事業者 

 

青栁 福雄 株式会社東光高岳 スマートグリッド事業推進部 執行役員 

秋和 洋 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 

井島 功晴 日本電気株式会社 スマートエネルギー事業部 事業部長 

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 東京電力パワーグリッド株式会社 系統運用部 部長 

今津 知也 日産自動車株式会社 グローバル EV本部 EVオペレーション部 主管 

内田 明生 エナノック・ジャパン株式会社 取締役COO 

梅岡 尚 積水化学工業株式会社 開発推進センター サブグループ長 

江村 勝治 住友電気工業株式会社 エネルギーシステム事業開発部 エネルギーシステム企画部 

システム企画グループ長 

岡村 修 関西電力株式会社 地域エネルギー本部 部長 

緒方 司郎 オムロン株式会社 環境事業本部 経営基幹職 

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 

椛澤 明 本田技研工業株式会社 ビジネス開発統括部 スマートコミュニティ企画室 技師 

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 部長 

資料2 



草野 吉雅 京セラ株式会社 研究開発本部ソフトウェア研究所 部責任者 

桑山 仁平 富士電機株式会社 営業本部 環境・社会ソリューション統括部 部長 

小坂田 昌幸 株式会社東芝 エネルギーシステムソリューション社 電力ソリューション技師長 

小柴 智裕 株式会社ジュピターテレコム ケーブル TV 事業統括本部 エネルギー事業推進部   

副部長 

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 東京電力エナジーパートナー株式会社 経営企画室 部長 

皿海 大輔 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 

嶋村 和行 大成建設株式会社 エネルギー戦略部 エグゼクティブ・フェロー 

社本 道雄 株式会社デンソー 新事業推進部 エネルギーシステム開発室 室長 

鈴木 浪平 三菱電機株式会社 戦略事業開発室 主管技師長 

竹廣 尚之 株式会社エネット 経営企画部長 

塚本 博之 株式会社明電舎 電力・社会システム事業部 参与 

都築 実宏 ＫＤＤＩ株式会社 ライフデザイン事業本部 エネルギービジネス企画部長 

戸田 直樹 東京電力ホールディングス株式会社 経営技術戦略研究所 経営戦略調査室 

チーフエコノミスト 

栃下 晃言 西日本電信電話株式会社 アライアンス営業本部ビジネスデザイン部ビジネスクリエーシ

ョン部門事業開発担当 部長 

永井 卓 株式会社ＮＴＴファシリティーズ スマートエネルギービジネス本部 ビジネス企画部電

力事業推進部門 部門長 

中西 勇太 トヨタ自動車株式会社 新事業企画部 企画室 室長 
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