
 

＜雇用研究員（10 名）＞ 

No. 氏 名 所 属 テーマ 

1 佐藤 俊彦 東京都立産業技術研究センター 1-1-① 

2 小島 正行 東京都立産業技術研究センター 1-1-① 

3 井上 潤 東京都立産業技術研究センター 1-1-② 

4 萩原 利哉 東京都立産業技術研究センター 1-1-② 

5 渡辺 洋人 東京都立産業技術研究センター 1-1-③ 

6 染川 正一 東京都立産業技術研究センター （東 京 大 学 堂 免 研 究 室 出向） 1-2-① 

7 秋山 恭子 東京都立産業技術研究センター  1-3-① 

8 郭 偉 東京都立産業技術研究センター （首 都 大 学 東 京 楊 研 究 室 出向） 1-3-② 

9 月精 智子 東京都立産業技術研究センター （東京医科歯科大学三林研究室 出向） 2-1-① 

10 水越 厚史 東京都立産業技術研究センター （東 京 大 学 柳 沢 研 究 室 出向） 2-2-① 

 

＜参画研究員（58 名）＞ 

No. 氏 名 所 属 テーマ 

11 伊瀬 洋昭 東京都立産業技術研究センター 1-1-① 

12 平野 康之 東京都立産業技術研究センター 1-1-① 

13 森川 潔 株式会社モリカワ  1-1-① 

14 森川 潤一 株式会社モリカワ  1-1-① 

15 加藤 浩二 日立プラント建設サービス株式会社  1-1-① 

16 原口 裕光 日立プラント建設サービス株式会社 1-1-① 

17 白石 稔 特定非営利活動法人 日本炭化研究協会 1-1-② 

18 増田 清 特定非営利活動法人 日本炭化研究協会  1-1-② 

19 瓦田 研介 東京都立産業技術研究センター 1-1-② 

20 今井 宏明 慶應義塾大学 理工学部 教授 1-1-③ 

21 柳 捷凡 東京都立産業技術研究センター 1-1-③ 

22 冨岡 孝宏 日本バイリーン 株式会社 1-1-④ 

23 樋口 明久 東京都立産業技術研究センター 1-1-④ 

24 堀江 暁 東京都立産業技術研究センター 1-1-④ 

25 木下 稔夫 東京都立産業技術研究センター 1-1-④ 

26 吉川 孝 東京工業塗装協同組合 理事 1-1-④ 

27 紋川 亮 東京都立産業技術研究センター 1-1-⑤ 

28 中川 朋恵 東京都立産業技術研究センター 1-1-⑤ 

29 木下 健司 東京都立産業技術研究センター 1-1-⑤ 

30 堂免 一成 東京大学大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻 教授 1-2-① 

31 瀬戸山 亨 株式会社三菱化学科学技術研究センター 1-2-① 

32 篠田 勉 東京都立産業技術研究センター 1-2-① 

33 吉田 輝久 株式会社日立プラントテクノロジー  1-3-① 

34 宮林 哲司 株式会社日立プラントテクノロジー 1-3-① 

35 小坂 幸夫 東京都立産業技術研究センター 1-3-① 

36 杉森 博和 東京都立産業技術研究センター 1-3-① 

37 渡邊 禎之 東京都立産業技術研究センター 1-3-① 

38 貝瀬 利一 東京薬科大学 生命科学部 環境動態化学研究室 教授 1-3-① 
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39 野田 和廣 東京薬科大学 生命科学部 環境動態化学研究室 1-3-① 

40 益田 秀樹 首都大学東京 都市環境学部 材料化学コース 教授 1-3-② 

41 海老原 健 日本軽金属株式会社 1-3-② 

42 松澤 繁光 エヌ・イーケムキャット株式会社 1-3-② 

43 楊 明 首都大学東京 ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科 ﾋｭｰﾏﾝﾒｶﾄﾛﾆｸｽｼｽﾃﾑ専攻 教授 1-3-② 

44 三林 浩二 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 計測分野 教授 2-1-① 

45 工藤 寛之 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 計測分野 講師 2-1-① 

46 荒川 貴博 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 計測分野 助教 2-1-① 

47 関口 哲志 早稲田大学 ナノテクノロジー研究所 准教授 2-1-① 

48 天野 めぐみ 早稲田大学 理工学術院 2-1-① 

49 宮川 拓真 柴田科学株式会社 2-1-① 

50 吉田 裕道 東京都立産業技術研究センター 2-1-② 

51 中野 信夫 理研計器株式会社 2-1-② 

52 細川 理彰 ナプソン株式会社  2-1-② 

53 加沢 エリト 東京都立産業技術研究センター 2-1-② 

54 小林 丈士 東京都立産業技術研究センター 2-1-② 

55 佐取 朗 立教大学 前教授 2-1-② 

56 武田 有志 東京都立産業技術研究センター 2-1-② 

57 柳沢 幸雄 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻 教授 2-2-① 

58 横田 久司 東京都環境科学研究所 2-2-② 

59 上野 広行 東京都環境科学研究所 2-2-② 

60 木下 輝昭 東京都環境科学研究所 2-2-② 

61 吉野 彩子 東京都立産業技術研究センター 2-2-② 

62 新関 満 柴田科学株式会社 2-2-② 

63 小山 博巳 柴田科学株式会社 2-2-② 

64 井川 誠司 柴田科学株式会社 2-2-② 

65 仙名 保＊ 慶応義塾大学 名誉教授 （本事業 前代表研究者） － 

66 濱田 憲二＊ 株式会社奈良機械製作所 － 

67 林 佑二＊ インパクトワールド株式会社 － 

68 三尾 淳＊      東京都立産業技術研究センター － 

＊印 平成20 年度まで参画 
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