
 

産業構造審議会 第 17回新産業構造部会 

委員名簿 

 

部会長 伊藤 元重     学習院大学 国際社会科学部 教授   

    安宅 和人    ヤフー株式会社 CSO   

伊佐山 元     株式会社 WiL 共同創業者 CEO   

石戸 奈々子    NPO法人 CANVAS理事長 慶應義塾大学准教授  

金丸 恭文     フューチャー株式会社 代表取締役会長兼社長 グループCEO  

佐藤 康博     株式会社みずほフィナンシャルグループ 社長  

佐俣 奈緒子      コイニー株式会社 代表取締役社長  

志賀 俊之     日産自動車株式会社 取締役副会長  

         株式会社産業革新機構 代表取締役会長 CEO  

高橋 政代    理化学研究所 多細胞システム形成研究センター 

         網膜再生医療研究開発 PJリーダー   

橘 フクシマ 咲江  G&S Global Advisors Inc. 代表取締役社長  

土居 丈朗     慶應義塾大学 経済学部教授  

冨山 和彦     株式会社経営共創基盤 代表取締役 CEO  

中西 宏明    株式会社日立製作所 取締役会長 代表執行役  

南場 智子    株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役会長  

松尾 豊     東京大学大学院 工学系研究科准教授  

宮島 香澄    日本テレビ放送網株式会社 報道局 解説委員  

村井 純     慶應義塾大学 環境情報学部長  

 

  

（敬称略 ５０音順） 
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Vijay Kumar      ペンシルベニア大学 工学応用科学部 学部長 

（中間整理フォローアップ会議（以下「FU 会議」） 

Gill A. Pratt    TOYOTA Research Institute CEO（FU会議） 

Daniela Rus      MITコンピューター科学人工知能研究所 所長（FU会議） 

安藤 公二    楽天株式会社 常務執行役員（第９回） 

逢見 直人    日本労働組合総連合会事務局長（第５回） 

石川 公也    社会福祉法人シルヴァーウィング 常務理事・事務局長（第 10回） 

磯部 利行    トヨタ自動車株式会社常務理事（第 11回） 

市嶋 洋平    株式会社日経 BP 日経ビッグデータ 副編集長（第 15回） 

大橋 弘     東京大学大学院 経済学研究科教授（第７回） 

岡島 博司     TOYOTA Research Instituteチーフリアゾンオフィサー （第６回、FU 会議） 

岡本  茂雄    セントケア・ホールディング株式会社 執行役員・医療企画本部本部長（第 10 回） 

小笠原 治    株式会社 ABBALab 代表取締役社長（第 11回、第 12回） 

北野 宏明    ソニーコンピュータサイエンス研究所取締役所長（第 15回） 

北岡 康夫    大阪大学 産学連携本部 副本部長 （第 14回） 

栗山 浩樹    日本電信電話株式会社取締役（新ビジネス推進室長・2020 準備担当）（第 16回） 

小柴 満信    JSR株式会社 代表取締役社長（第 16回） 

齋藤  勝     福島県 会津若松副市長（第 12回） 

神成 淳司    内閣官房 副政府 CIO/情報通信技術（IT）総合戦略室長代理 

         慶應義塾大学環境情報学部 准教授/医学部 准教授（兼担） 

        （FU会議、第９回、第 10回、第 14回、第 15回） 

武田 秀樹    株式会社 FRONTEO 執行役員 CTO（第 14回） 

玉置  章文       トヨタ自動車株式会社パートナーロボット部長（第 11回） 

谷川 史郎     株式会社野村総合研究所 理事長（第９回、第 13回、第 15回～第 17回） 

辻井 潤一     産業技術総合研究所 人工知能研究センター センター長（第 14回） 

中尾 隆一郎     リクルートワークス研究所 副所長（第９回～第 17回） 

中村 彰二朗     アクセンチュア株式会社 福島イノベーションセンター センター長（第 12回） 

永野  広作       株式会社カネカ代表取締役副社長（第 11回） 

西川 徹      株式会社 Preferred Networks 代表取締役社長 

         （第４回、FU会議、第９回、第 13回、第 15回、第 16回、第 17回） 

長谷川 順一    株式会社 Preferred Networks 取締役最高執行責任者（第 14回） 

福原  正大     Institution for a Global Society 株式会社（IGS） CEO （第 13回） 

程 近智     アクセンチュア株式会社 取締役会長（第３回、FU会議、第 11回、第 13回） 

町田 隆敏     北海道 札幌市 副市長（第 16回） 

丸山 宏      株式会社 Preferred Networks CSO （第 11回、第 12回） 

武藤 真祐      医療法人社団鉄祐会 祐ホームクリニック 理事長・院長（第 10回） 

矢野 和男     株式会社日立製作所 研究開発グループ 技師長 （FU会議） 

 


