
経歴等の公表
  法人名      国立研究開発法人　産業技術総合研究所 （令和２年10月１日現在）

副理事長 金丸　正剛 令和2年4月 昭和62年  3月  東京工業大学大学院総合理工学研究科電子システム専攻博士課程修了　工学博士

昭和62年  4月  工業技術院電子技術総合研究所入所

平成13年  4月  独立行政法人産業技術総合研究所エレクトロニクス研究部門機能集積システムグループ長

平成16年  2月  企画本部総括企画主幹

平成18年  4月  エレクトロニクス研究部門副研究部門長

平成20年  4月  エレクトロニクス研究部門長

平成23年  4月  ナノエレクトロニクス研究部門長

平成26年  5月  情報通信・エレクトロニクス分野研究統括、ナノテクノロジー・材料・製造分野研究統括

平成27年  4月  国立研究開発法人産業技術総合研究所エレクトロニクス・製造領域領域長

平成29年  4月  国立研究開発法人産業技術総合研究所理事に就任

令和2年   4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所副理事長に就任

理事（統括） 白石　重明 平成29年4月 昭和63年  3月　東京大学法学部第一類（私法コース）卒業

平成6年   6月　米国プリンストン大学ウッドロウ・ウィルソン・スクール卒業（Master in Public Affairs）

昭和63年  4月　通商産業省入省

平成8年   6月　基礎産業局総務課長補佐（調整班長）

平成9年   6月　通商政策局国際経済部通商関税課長補佐（総括班長）

平成11年  7月　科学技術庁原子力安全局原子力安全課長補佐（総括担当）

平成12年  6月　総理府大臣官房原子力安全室長補佐（総括担当）

平成13年  8月　大臣官房企画課長補佐（政策企画室企画担当）

平成15年  7月　資源エネルギー庁長官官房総合政策課企画官

平成17年  7月　通商政策局情報調査課長

平成17年  8月　通商政策局企画調査室長

平成18年  7月　独立行政法人経済産業研究所上席研究員

平成18年  9月　　兼務　OECDコンサルタント

平成20年  9月　　兼務　IEAコンサルタント

平成21年  7月　内閣官房内閣参事官（行政改革推進室）

平成24年  8月　商務情報政策局サービス政策課長

平成26年  7月　内閣官房内閣参事官（副長官補付）

平成28年  6月　独立行政法人経済産業研究所総務ディレクター

平成29年  4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所理事に就任

平成31年  4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所理事（統括）に就任

理事 矢野　雄策 令和2年4月
昭和54年　3月　東京大学工学部資源開発工学科卒業
平成3年　12月　博士（工学）（東京大学）

昭和54年　4月　工業技術院地質調査所入所

平成13年　4月　独立行政法人産業技術総合研究所企画本部総括企画主幹

平成15年　7月　評価部次長

平成15年 12月　地圏資源環境研究部門副研究部門長

平成18年 12月　地圏資源環境研究部門長

平成24年　4月　地質分野副研究統括、兼）つくば中央第七事業所管理監

平成27年　4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センター研究戦略部長

平成27年 10月　兼）つくば中央第七事業所長

平成29年  4月　地質調査総合センター長

令和2年   4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所理事に就任
 兼務）地質調査総合センター長

理事 関口　智嗣 平成29年4月 昭和57年  3月　東京大学理学部情報科学科卒業

昭和59年  3月　筑波大学大学院修士課程理工学研究科修了

平成23年  3月　東京大学大学院情報理工学系研究科博士後期課程修了 博士（情報理工学）

昭和59年  4月　工業技術院電子技術総合研究所入所

平成12年  7月　工業技術院総務部筑波研究支援総合事務所研究企画調整官

平成13年  4月　独立行政法人産業技術総合研究所情報処理研究部門副研究部門長

平成14年  1月　グリッド研究センター長

平成20年  4月　情報技術研究部門長

平成24年  4月　副研究統括　情報通信・エレクトロニクス分野

平成25年  4月　つくば中央第四事業所管理監

平成26年  4月　つくば中央第二事業所管理監

平成27年  4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所 情報・人間工学領域領域長

平成29年  4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所理事に就任
 兼務）情報・人間工学領域領域長

理事 村山 宣光 平成29年4月 昭和59年  3月　京都大学大学院工学研究科電子工学専攻修士課程修了

平成4年　 9月　博士（工学）（東京工業大学）

昭和59年  4月　京セラ株式会社入社

昭和61年  4月　工業技術院名古屋工業技術試験所入所

平成9年   8月　名古屋工業技術研究所セラミックス基礎部電子セラミックス研究室長

平成13年  4月　独立行政法人産業技術総合研究所シナジーマテリアル研究センター環境認識材料チーム長

平成16年  4月　先進製造プロセス研究部門センサインテグレーション研究グループ長

平成17年  4月　企画本部総括企画主幹

平成18年 12月　イノベーション推進室総括企画主幹

平成19年  6月　先進製造プロセス研究部門副研究部門長

平成21年  4月　先進製造プロセス研究部門長

平成25年  4月　ナノテクノロジー・材料・製造分野副研究統括

平成27年  4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所材料・化学領域領域長

平成29年  4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所理事に就任
 兼務）材料・化学領域領域長

理事 加藤 一実 平成29年4月 平成元年  3月　名古屋大学大学院工学研究科応用化学及び合成化学専攻博士課程後期課程修了　工学博士

平成元年  5月　富山県工業技術センター中央研究所入所

平成5年   4月　工業技術院名古屋工業技術試験所入所

平成13年  4月　独立行政法人産業技術総合研究所セラミックス研究部門テーラードリキッドソース研究グループ長

平成16年  4月　先進製造プロセス研究部門テーラードリキッド集積研究グループ長

平成25年  4月　先進製造プロセス研究部門首席研究員

平成27年  4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所材料・化学領域無機機能材料研究部門首席研究員、副研究部門長

平成28年  6月　評価部長

平成29年  4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所理事に就任
 兼務）広報部長、イノベーション人材部長

役  職 ⽒  名 就任年⽉⽇ 経                      歴



理事 臼田　孝 令和2年4月
昭和62年　3月　東京工業大学総合理工学研究科修士課程修了
平成12年　2月　博士（工学）

昭和63年　11月　新日本製鐵株式会社入社

平成2年　 4月　工業技術院計量研究所入所

平成15年　4月　独立行政法人産業技術総合研究所計測標準研究部門音響振動科強度振動標準研究室長

平成20年　7月　計測標準研究部門主幹研究員

平成20年　12月　企画本部総括企画主幹

平成24年　4月　計量標準管理センター長

平成27年　4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所計量標準総合センター研究戦略部長
　　　　　　　 兼）つくば中央第三事業所管理監

平成29年　4月　計量標準総合センター長

令和2年 　4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所理事に就任
 兼務）計量標準総合センター長

理事 渡利 広司 令和2年4月 平成2年　 3月　長岡技術科学大学大学院工学研究科材料工学専攻博士課程修了　工学博士

平成2年　 4月　工業技術院名古屋工業技術試験所入所

平成13年　4月　独立行政法人産業技術総合研究所セラミックス研究部門低環境負荷型焼結技術研究グループ長

平成16年　4月　先進製造プロセス研究部門先進焼結技術研究グループ長

平成21年　5月　イノベーション推進室総括企画主幹

平成22年　10月　イノベーション推進本部イノベーション推進企画部総括企画主幹

平成23年　4月　兼）先進製造プロセス研究部門副研究部門長
　　　　　　　 兼）先進製造プロセス研究部門イノベーションコーディネータ

平成23年　7月　旭化成株式会社（出向）

平成25年　7月　イノベーション推進本部上席イノベーションコーディネータ

平成29年　4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部長

令和2年　 4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所理事に就任

理事 小原 春彦 令和2年4月
昭和62年  3月  東京大学大学院　工学系研究科物理工学専攻修士課程　修了
平成4年　12月　博士（工学）

昭和62年  4月  工業技術院電子技術総合研究所入所

平成14年  4月  独立行政法人産業技術総合研究所電力エネルギー研究部門熱電変換グループ長

平成16年  7月  エネルギー技術研究部門熱電変換グループ長

平成21年  6月  企画本部産業技術総括調査官

平成23年  6月  エネルギー技術研究部門主幹研究員

平成24年  4月  エネルギー技術研究部門副研究部門長

平成26年  4月  エネルギー技術研究部門長

平成27年  4月  国立研究開発法人産業技術総合研究所エネルギー・環境領域研究戦略部長

平成30年  4月  企画本部副本部長、兼）総務本部副本部長

令和2年   4月  国立研究開発法人産業技術総合研究所理事に就任

理事 山内 輝暢 平成31年4月 平成2年   3月　東京工業大学大学院　理工学研究科　修了

平成2年   4月　通商産業省入省

平成7年   7月　工業技術院総務部総務課医療福祉機器技術研究開発調整室

兼）　医療福祉機器技術研究開発調整班長

平成8年   5月　通商政策局経済協力部経済協力課国際協力事業団班長

平成9年   7月　通商政策局経済協力部経済協力課長補佐（国際協力事業団班長）

平成10年  6月　通商政策局経済協力部経済協力課長補佐

平成12年  6月　環境立地局リサイクル推進課長補佐（総括班長）

平成14年  5月　大臣官房秘書課長補佐

平成16年  6月　貿易経済協力局通商金融・経済協力課長補佐（企画担当）

平成17年  7月　独立行政法人日本貿易振興機構ジェトロ・シカゴ・センター所員

平成20年  6月　大臣官房総務課企画官（自動車産業担当）

平成21年  7月　産業技術環境局統括技術戦略企画官

平成24年  7月　関東経済産業局資源エネルギー環境部長

平成25年  6月　大臣官房参事官（調査統計グループ・総合調整担当）

平成26年  7月　製造産業局化学物質管理課長

平成29年  7月　大臣官房情報システム厚生課長

平成31年  4月　国立研究開発法人産業技術総合研究所理事に就任

監事 菊地　正寛 令和2年7月 昭和54年　3月　工業技術院計量研究所入所

平成12年　4月　産業技術総合研究所設立準備本部専門官

平成12年 12月　科学技術庁科学技術政策局政策課 出向

平成13年  1月　内閣府専門官（政策統括官（科学技術政策担当）付参事官（科学技術総務・広報・国際担当）付）

平成13年  4月　独立行政法人産業技術総合研究所業務推進部門総務室主幹

平成13年  5月　経済産業省産業技術環境局産業技術政策課（技術戦略専門職）出向

平成15年  5月　独立行政法人産業技術総合研究所企画本部企画主幹

平成17年　7月　財務会計部門財務室長

平成18年　7月　能力開発部門総括

平成22年 10月　コンプライアンス推進本部リスク管理室長

平成24年 10月　イノベーション推進本部イノベーション推進企画部審議役

平成27年 10月　国立研究開発法人産業技術総合研究所総務本部経理部長

平成29年　8月　監査室長

令和2年   7月  国立研究開発法人産業技術総合研究所監事に就任


