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諮問委員会  委員長柏木孝夫(東京工業大), 同､山地憲治(RITE) 顧問 田中伸男 （笹川平和財団） 茅　陽一 (RITE)
委員　木村建一（早大em）,太田健一郎(横浜国大em)  上原啓司 (高橋産業経済研究財団） 筒井清志（NTTﾌｧｼﾘﾃｲｰｽﾞ)

　 委員　本松　修(日本電機工業     ※産業界代表（＠国際会議）  眞瀬俊二（高橋産業経済研究財団） ※産業界代表（＠国際会議）

＜再生可能エネルギー世界展示会、REフォーラム、国際会議 活動推進組織＞

共　催  活動推進執行組織  特定非営利活動法人再生可能エネルギー協議会

・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術 大和田野芳郎(JCRE) 理事長　 大和田野芳郎（AISTﾌｪﾛｰ名誉理事：黒川浩助

総合開発機構(NEDO) 神本正行　（弘前大) 副理事長　神本正行（弘前大） 　　　（東京農工大em） トクヒ）

・国立研究開発法人産業技術総合研究所(AIST) 牛山　泉　（足利工業大) 理事兼事務局長　池田　誠 (JCRE理事　高杉真司(GeoHPAJ) 法人

・国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 小長井誠　(東京都市大) 理事　　西野正則 (JCRE) 理事　松本真由美(東京大) として

・一般財団法人新エネルギー財団 (NEF) 佐藤嘉晃 (NEDO) 理事　　佐藤春樹（慶応大） 監事　作田宏一(MagHEM) の活動

中岩　勝　(AIST) 理事　　宮﨑武晃(東京大）　　 監事  當舎利行 (熊本大)　

※国際会議開催時、関連団体が共催に加わる 伊藤隆一　(NEF) 理事　  永田哲朗(名古屋大） 個人会員（正、賛助）

理事　大野二郎(日本設計) 団体会員（正、賛助）

 総務委員会  　 実行委員会
　委員長 玄地  裕 (AIST)　　 委員長 大和田野芳郎(JCRE) 特別委員 高木　健 (OEA-J)
委員　宇賀持　豊(TEPCO) 高橋健二（YAZAKI)    委員長代行 神本正行 （弘前大) 特別委員 矢野雄策 （AIST)
　委員 小田拓也(東工大)  梅沢順子(JST) 副委員長 近藤裕之 (NEDO) 特別委員 角口勝彦 （AIST)
　委員 田澤真人(AIST)   松本真由美(東京大) 幹事 池田　誠 (JCRE) 特別委員 永田哲朗 (名古屋大)
　委員 柳下立夫(AIST)   川越繁一(JSES)　 幹事 西野正則 (JCRE) 特別委員 一木　修 （RTS)
　委員 若林節子(NEDO)  坂本　満(NEDO) 特別委員 古賀明嗣 （ＪＳＴ） 特別委員 窪田新一 （NEF)
  委員 小栗敏弘 (NEF)  服部 旭(JCRE) 特別委員 荒川忠一 (京都大) 特別委員 蓮池　宏 （IAE)
  委員 柳澤教雄(AIST)  相馬宣和(AIST) 特別委員 木下　健 (長崎総科大) 特別委員 田中　良 （NTTf)
  委員 河本桂一(みずほ総研) 特別委員 宇田川光弘 （工学院大em） 特別委員 冬木　隆 (NAIST)

特別委員 近藤道雄  (AIST) 特別委員 斎木純一 (Fuji SBi)
特別委員 石原　孟 （東京大)

 展示委員会 特別委員 須永修通 （首都大東京） ・ 各分科会リーダー、コ･リーダー
　委員長 大和田野芳郎（AIST） 特別委員 仁木　栄 （AIST) ・ 総務委員会および展示委員会全委員
副委員長  荒井一則(Fuji SBi）
副委員長  若林節子(NEDO）
  委員 蒲田有香(NEDO)　  　 分科会１：政策・統合概念

小栗敏弘(NEF) L 荻本和彦(東京大）  (一財)エネルギー総合工学研究所
　委員及び事務局 CL 加藤丈佳（名大） （一財）日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所
（CNT）　田中雄治[リーダー]、田中光昭、宗 義人 CL 岩船由美子(東京大) （一財）電力中央研究所
（Fuji SBi)　橋本　健 CL 安田　陽（京都大）

CL 西尾匡弘 (AIST)

分科会２：太陽光発電
分科会８：海洋エネルギー L 松原浩司 (AIST) （一社）太陽光発電協会、
L 池上康之（佐賀大）　　　　佐賀大学海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ CL 若尾真治（早稲田大) （一社）日本太陽エネルギー学会

CL 経塚雄策（九州大）  (一財)エンジニアリング協会 CL 瀬川浩司（東京大）  (一社)日本電機工業会、
CL 居駒知樹（日本大）　　　　海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ･資源利用推進機構 CL 植田 譲(東京理大)  太陽光発電技術研究組合
 CL 宮﨑武晃 (東京大) CL 大関　崇(AIST)
 CL 宇都宮智昭(九州大)

分科会３：太陽熱利用
分科会９：地熱・地中熱 L 秋澤　淳（東京農工大） (一社）ソーラーシステム振興協会
L 安川香澄（AIST) 日本地熱協議会 CL 田中耕太郎（芝浦工大（一社）日本太陽エネルギー学会

CL 高杉真司（Geo System) 日本地熱学会 CL 尾崎明仁 (九州大）
CL 海江田秀志(CRIEPI) (NPO法人)地中熱利用促進協会 CL 平野　聡 (AIST)
CL 内田洋平 (AIST) CL 夏目貴史（ソ振協）
CL 長野克則 (北大)

分科会４：環境建築
分科会１０： エネルギーネットワーク L 清家　剛(東京大)  (一社)住宅生産団体連合会、
L 浅野浩志(電中研） (一社)日本電機工業会、電事連 CL 浅輪貴史(東工大)  (一社)日本ガス協会

CL 徳田憲昭（ＩＡＥ） (一財）電力中央研究所 CL 一ノ瀬雅之（首都大学東京）  電気事業連合会
CL 井村順一 (東工大) (一社）自工会、（一社）ガス協 CL 廣田桂子（タスマニア大）
CL 馬場旬平 (東京大) (一社）全住連、 (一財)エンジ協 CL 大野二郎 (SDC）
CL 山口　浩  (AIST)

分科会５：風力
L 小垣哲也（AIST) （一社）日本風力ｴﾈﾙｷﾞｰ学会

分科会１１：省エネ・ヒートポンプ CL 吉田茂雄（九州大） （一社）日本風力発電協会、
L 佐藤春樹(慶応大）  電気事業連合会、石油連盟 CL 近藤潤次（東京理科大 (一社)日本電機工業会

CL 奥宮正哉（名古屋大） (一財) ヒートポンプ蓄熱センター CL 飯田　誠（東京大）
CL 佐土原 聡 (横国大) （一社）日本熱供給事業協会 CL 丸山康司（名古屋大）
CL 東 之弘   (九州大) （一社）日本ガス協会
CL 西村秀樹 (HPTCJ) 分科会６：バイオマス
CL 平野　聡 (AIST) L 坂西欣也（AIST)  （一社）アルコール協会

CL 松村幸彦（広島大)  石油連盟
分科会１2：　中小水力・未利用エネルギー CL 吉岡拓如(東京大)  日本ｴﾈﾙｷﾞｰ学会バイオマス部会
L 中西祐二（神奈川大）  水力アカデミー CL 芋生憲司（東京大）

CL 稲垣守人東京電力）  (一社)ターボ機械協会 CL 澤山茂樹（京都大）
CL 大池真悟（東京電力）  全国小水力利用推進協議会
CL 金元敏明（九州工大） 分科会７：水素、燃料電池
CL 松井　純（横浜国大） L 秋葉悦男（九州大) （一社）水素ｴﾈﾙｷﾞｰ協会、

CL 光島重徳（横浜国大）  (一社)日本電機工業会、
CL 里見知英（NEF)  　　 （一社）日本ガス協会
CL 古谷博秀（AIST） 石油連盟
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