
2020年度CRF研究助成活動 成果報告会 参加者リスト（8⽉30⽇時点）  (9⽉7⽇(⽕)14時開催) （五⼗⾳順）

CRF役職 ⽒名 所属 役職
副会⻑ 北村 雅良 電源開発株式会社  特別顧問
監事 吉⽥ 泰⼆ 三菱パワー株式会社  社⻑付執⾏役員

法⼈会社名 参加者 所   属 役  職

會澤⾼圧コンクリート株式会社 中村   聖⼆ 技術研究所 理事、主席研究員
會澤⾼圧コンクリート株式会社 ⻘⽊ 涼 技術研究所 所⻑
愛三⼯業株式会社 ⽩井   直樹 システム先⾏開発部
アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社 井上   智統 経営企画部 シニアマネージャー
出光興産株式会社 松尾 浩 ⽯炭・環境事業部 担当マネジャー
出光興産株式会社 ⼭下 亨 ⽯炭・環境事業部 技術担当部⻑
出光興産株式会社 丹尾 ⻯哉 ⽯炭・環境事業部 ⽯炭・環境研究所 所⻑
出光興産株式会社 宗宮    穣 ⽯炭・環境事業部 研究主任
出光興産株式会社 池⽥ 耕⼰ 出光興産株式会社 ⽯炭・環境事業部
出光興産株式会社 汲⽥ 章司 ⽯炭・環境事業部 ⽯炭・環境研究所 研究主任
出光興産株式会社 藤原    尚樹 ⽯炭・環境事業部 シニアリサーチャー
伊藤忠商事株式会社 河⻄    智史 カーボンニュートラル推進室 室⻑代⾏
伊藤忠商事株式会社 ⻑⾕川    毅 ⾦属資源部⾨ 部⾨⻑代⾏
ウシオ電機株式会社 鮫島    貴紀 ウシオテクノラボ 部⻑
ウシオ電機株式会社 ⼤塚 優⼀ ウシオテクノラボ 未来共創部 温暖化対策プロジェクト リーダー
ウシオ電機株式会社 ⼤岩 正⼈ ｳｼｵﾃｸﾉﾗﾎﾞ未来共創部 商品企画担当
川崎重⼯業株式会社 佐藤    信⼀ マーケティング本部 海外⼀部 部⻑代理
コスモス商事株式会社 野間⼝ 陽介 営業統括 取締役
コスモス商事株式会社 浜 邦彦 無し 代表取締役
JFE商事株式会社 ⽥所   弘⾏ ⽯炭部 課⻑
JFE商事株式会社 藤岡   昌司 ⽯炭部 副部⻑
株式会社島津製作所 ⼤⾕   貴之 経営戦略室 マネージャー
株式会社島津製作所 岡野   雅通 経営戦略室 マネージャー
住友⼤阪セメント株式会社 ⼩⻄   正芳 セメント・コンクリート研究所 技術参与
住友重機械⼯業株式会社 ⽴川   彩⼦ 技術研究所 技術企画部 技師
住友重機械⼯業株式会社 宍⼾   美⼦ 技術研究所 主任研究員
⻄華産業株式会社 荷⾒   康雄 岡⼭⽀店 ⽀店⻑代理
⼀般財団法⼈⽯炭フロンティア機構 﨑元   尚⼟ カーボンニュートラル推進部 課⻑代理
⼀般財団法⼈⽯炭フロンティア機構 吉⽥   昌弘 カーボンニュートラル推進部 主任技師
⼀般財団法⼈⽯炭フロンティア機構 ⽥中   恒祐 技術連携戦略センター 課⻑代理
⼀般財団法⼈⽯炭フロンティア機構 久保⽥ 恵利⼦ カーボンニュートラル推進部 職員
⼀般財団法⼈⽯炭フロンティア機構 武藤    憲⼀ 総務部 広報室⻑
⼀般財団法⼈⽯炭フロンティア機構 ⿑藤 知直 技術連携戦略センター 係⻑
⽯油資源開発株式会社 原⽥    洋⼈ 環境事業推進部 部⻑
⽯油資源開発株式会社 ⼭⽥ 正則 新規事業推進部
⼤⽇本印刷株式会社 中込 隆 サステナビリティ推進部 部⻑
株式会社⼤和証券グループ本社 ⼤泉 聡 経営企画部 次⻑
DIC株式会社 村⽥   秀之 プロセス開発グループ マネジャー
電源開発株式会社 渡部   洋 経営企画部 課⻑代理
電源開発株式会社 ⽔本   明彦 技術開発部 部⻑
電源開発株式会社 佐藤   幸太 技術開発部 課⻑代理
⼀般財団法⼈電⼒中央研究所 松⽥ マリック隆磨 電⼒中央研究所 主任研究員
⼀般財団法⼈電⼒中央研究所 櫻⽊   潔 エネルギートランスフォーメーション研究本部 主任研究員
⼀般財団法⼈電⼒中央研究所 松⽥   裕光 エネルギートランスフォーメーション研究本部
⼀般財団法⼈電⼒中央研究所 梅本   賢 エネルギートランスフォーメーション研究本部 上席研究員
⼀般財団法⼈電⼒中央研究所 平野   伸⼀ サステナブルシステム研究本部 上席研究員
⼀般財団法⼈電⼒中央研究所 飯塚   政利 エネルギートランスフォーメーション研究本部エネルギー化学部⾨ 部⾨⻑
東亜建設⼯業株式会社 荒井   清 ⼟⽊事業本部プロジェクト部 部⻑
東京ガス株式会社 沼⽥   ⾹織 ソリューション技術部 チームリーダー
東京ガス株式会社 川⼝ 忍 ソリューション技術部 マネージャー
東京ガス株式会社 越智   ⼀喜 ソリューション技術部 CCU技術グループ
東京ガス株式会社 天野   寿⼆ ソリューション技術部 部⻑
東洋エンジニアリング株式会社  岡﨑   あづさ 次世代技術開拓部
東レ株式会社 荒井   崇 地球環境事業戦略推進室 主任部員
⼾⽥⼯業株式会社 ⼤杉 稔 次世代事業ユニット 本部⻑
⽇揮ホールディングス株式会社 近松   伸康 サステナビリティ協創部 担当マネージャー
⽇揮ホールディングス株式会社 ⼩島   秀藏 サステナビリティ協創部 オープンイノベーションチームリーダー
⽇揮ホールディングス株式会社 佐藤   厚徳 サステナビリティ協創部 チームリーダー
⽇揮ホールディングス株式会社 ⼩島   秀藏 サステナビリティ協創部 オープンイノベーションチームリーダー
⽇揮ホールディングス株式会社 ⼤渕   貴之 サステナビリティ協創部
⽇本ガイシ株式会社 野⽥   憲⼀ NCMプロジェクト グループマネージャー
⽇本ガイシ株式会社  新野   真紀⼦ 研究開発本部NCMプロジェクト 部⻑代理
⽇本ガイシ株式会社 鈴⽊   秀之 研究開発本部NCMプロジェクト 部⻑
⽇本コークス⼯業株式会社 松⼭   勝久 カーボンリサイクル室 室⻑
⽇本製鉄株式会社 礒原   豊司雄 技術総括部 部⻑代理
⽇本製鉄株式会社 ⾵間   伸吾 技術開発企画部 主幹
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法⼈会社名 参加者 所   属 役  職

株式会社⽇⽴パワーソリューションズ 井川   宜幸 部⻑
株式会社⽇⽴パワーソリューションズ ⻄嶋   規世 パワーシステムソリューション本部 担当本部⻑
株式会社⽇⽴プラントサービス ⽵林   正⼈ 産業エンジニアリング部 技師
株式会社フソウ 天崎   崇 ソリューションデザイン事業部 課⻑
古河電気⼯業株式会社 味村   裕 サステナブルテクノロジー研究所 先端技術研究部 部⻑
丸紅株式会社 丸尾   寿宏 電⼒・インフラグループ 部⻑
丸紅株式会社 鈴⽊   豪 電⼒本部電⼒アセットマネジメント部安全環境技術課 課⻑
株式会社みずほフィナンシャルグループ ⼩⼭   剛幸 リサーチ＆コンサルティング業務部 調査役
株式会社みずほフィナンシャルグループ 辻 ⼤志 産業調査部
三井物産株式会社 佐藤   和也 ⾦属資源本部⽯炭部
三菱ガス化学株式会社 桐野   智明 研究統括部 次世代戦略グループ 主査
三菱ガス化学株式会社 ⽑⼾   耕 研究統括部 研究統括執⾏役員 研究統括部⻑
三菱ガス化学株式会社 ⽩⽯   豊 研究統括部 研究推進グループ 研究推進グループマネージャー
三菱ガス化学株式会社 桐野   智明 研究統括部 次世代戦略グループ
三菱ケミカル株式会社 ⽇下   晴彦 地球快適化インスティテュート フューチャーデザイン室 室⻑
三菱ケミカル株式会社 松尾   武⼠ サーキュラーエコノミー推進本部 事業推進部 マネジャー
三菱ケミカル株式会社 根本   耕司 サーキュラーエコノミー推進本部 企画部 マネージャー
三菱ケミカル株式会社 森⼭   真⾐ サーキュラーエコノミー推進本部
三菱ケミカル株式会社 ⻄尾   逸美 Science & Innovation Center  Organic Materials Lab.
三菱ケミカル株式会社 ⻄本   哲也 SIC・研究推進部・連携G
三菱ケミカル株式会社 藤⽥   靖也 Science & Innovation Center 研究推進部 グループマネージャー
三菱ケミカル株式会社 福井   剛史 Inorganic Materials Laboratory 無機D
三菱ケミカル株式会社 ⼤橋   未紗⼦ SIC
三菱ケミカル株式会社 三宅   良磨 Science & Innovation Center
三菱ケミカル株式会社 原 雅寛 Science & Innovation Center 
三菱ケミカル株式会社 宮町   玲美 Science&Innovation Center
三菱ケミカル株式会社 ⾼橋   周作 MCHC経営戦略部⾨ ケミカル・産業ガス戦略室
三菱ケミカル株式会社 平出   亮輔 サーキュラーエコノミー推進本部
三菱ケミカル株式会社 ⾦沢   ⼤輔 サーキュラーエコノミー推進本部 本部⻑付
三菱重⼯業株式会社 伊藤   修 三菱パワー 渉外担当部⻑
三菱重⼯業株式会社 吉⽥   泰⼆ 三菱パワー 社⻑付執⾏役員
三菱重⼯業株式会社 飯沼   和宏 エンジン事業部事業戦略グループ グループ⻑
三菱重⼯業株式会社 武丸   ⼠郎 エナジードメイン経営企画部広報・渉外グループ 主席部員
三菱パワー株式会社 吉川   博⽂ 環境プラントビジネスユニット 技監
三菱マテリアル株式会社 中村   俊彦 セメント事業カンパニー ⽣産部 部⻑補佐
株式会社ユーグレナ 尾⽴   維博 エネルギーカンパニー 執⾏役員（尾⽴）
株式会社ユーグレナ 窪⽥   弦⾺ 主任
若築建設株式会社 星野   幸弘 東京本社建設事業部⾨営業企画部 担当部⻑
若築建設株式会社 ⻑廻   幹彦 経営企画部 部⻑

法⼈会員：   44社参加 参加⼈数 103

個⼈会員 参加者 所属 役職

坂⻄ 欣也 坂⻄   欣也 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域⻑補佐
⾼橋 常郎 ⾼橋 常郎 株式会社経済新報社 代表取締役社⻑
櫻井 重利 櫻井   重利 アンヴァール株式会社 代表取締役社⻑
⼤野 陽太郎 ⼤野 陽太郎 ⼀般社団法⼈DME協会 理事⻑

個⼈会員：    参加⼈数 4

地⽅公共団体 参加者 所属 役職

広島県庁 ⽯岡   正明 商⼯労働局海外ビジネス課 参事

広島県庁 久保   唯⽃ 商⼯労働局 海外ビジネス課 主事
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