
国際海運GHGゼロエミッション プロジェクト
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1 坂下　広朗 一般財団法人　日本海事協会
一般財団法人　日本海事協会
会長

副
P
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2 斎藤　英明 日本小型船舶検査機構
日本小型船舶検査機構　理事
国際海事機関（IMO） 海洋環境保護委員会（MEPC）議長
国土交通省参与

3 髙木　健 国立大学法人　東京大学
国立大学法人　東京大学　大学院　新領域創成科学研究科
海洋技術環境学専攻　海洋技術政策学分野　教授

4 岡田　啓 学校法人　東京都市大学
学校法人　東京都市大学
環境学部　環境経営システム学科　准教授

5 北原　辰巳 国立大学法人　九州大学
国立大学法人　九州大学
大学院 工学研究院　機械工学部門   准教授

6 高崎　講二 国立大学法人　九州大学 国立大学法人　九州大学  名誉教授

7 畔津　昭彦 学校法人　東海大学 東海大学 工学部機械工学科　特任教授

8 森本　清二郎 公益財団法人　日本海事センター
公益財団法人　日本海事センター
企画研究部　主任研究員

9 平田　宏一 国立研究開発法人  海上・港湾・航空技術研究所
国立研究開発法人　海上・港湾・航空技術研究所
海上技術安全研究所　GHG削減プロジェクトチーム
チーム長

10 菅　勇人 一般財団法人　日本海事協会
一般財団法人　日本海事協会
技術本部　執行役員　技術本部長

11 松本　俊之 一般財団法人　次世代環境船舶開発センター
一般財団法人　次世代環境船舶開発センター
業務執行理事

12 森　有司 独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構
独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構
共有船舶建造支援部長

13 谷岡　弘茂 一般社団法人　日本船主協会
川崎汽船株式会社
環境推進グループ　理事・グループ長

14 大薮　弘彦 一般社団法人　日本船主協会
株式会社商船三井
理事

15 高橋　正裕 一般社団法人　日本船主協会
日本郵船株式会社
環境グループ長

16 脇山　典広 一般社団法人　日本造船工業会
川崎重工業株式会社
エネルギーソリューション＆マリンカンパニー　船舶海洋ディビジョン
技術総括部　液化水素運搬開発部　基幹職

17 石黒　剛 一般社団法人　日本造船工業会
日本シップヤード株式会社
設計本部　設計統括部長

18 雲石　隆司 一般社団法人　日本造船工業会
三菱造船株式会社
マリンエンジニアリングセンター　船舶技術部
環境技術担当部長

19 真島　篤 一般社団法人　日本造船工業会
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社
取締役　営業開発本部長

20 池田　修一 一般社団法人　日本中小型造船工業会
浅川造船株式会社
設計部 船体課 計画係　係長

21 永澤　秀明 一般社団法人　日本舶用工業会
株式会社ＩＨＩ原動機
技術センター技術企画部　部長

22 島田　一孝 一般社団法人　日本舶用工業会
株式会社三井E&Sマシナリー
ディーゼル事業部 設計部 部長補佐

23 坂本　尚繁 公益財団法人　日本海事センター
公益財団法人　日本海事センター
企画研究部　専門調査員

24 新田　好古
国立研究開発法人
海上・港湾・航空技術研究所

国立研究開発法人　海上・港湾・航空技術研究所
海上技術安全研究所  環境・動力系　環境影響評価研究グループ
主任研究員

25 赤木　正則 一般財団法人　日本海事協会
一般財団法人　日本海事協会
技術本部　船体部　 部長

26 阿部　憲和 一般財団法人　日本海事協会
一般財団法人　日本海事協会
技術本部　船体部　主管

27 三宅　竜二 一般財団法人　日本海事協会
一般財団法人　日本海事協会
GHG部 EEDI部門 主管

28 山崎　雅雄 一般財団法人　日本海事協会
一般財団法人　日本海事協会
企画本部　ゼロエミトランジションセンター　主管
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29 華山　伸一 一般財団法人 次世代環境船舶開発センター
一般財団法人　次世代環境船舶開発センター
上席研究員

30 竹内　智仁 一般財団法人 次世代環境船舶開発センター
一般財団法人　次世代環境船舶開発センター
企画調整統括

31 神崎　圭佑 一般財団法人 次世代環境船舶開発センター 一般財団法人　次世代環境船舶開発センター

32 井上　慶司 一般財団法人　運輸総合研究所
一般財団法人　運輸総合研究所
事業部長　主任研究員

33 野宮　雅晴 一般財団法人　運輸総合研究所
一般財団法人　運輸総合研究所
国際部次長　主任研究員

34 大森　　彰 一般社団法人　日本船主協会
一般社団法人　日本船主協会
常務理事

35 大森　一司 一般社団法人　日本船主協会
一般社団法人　日本船主協会
海務部　課長

36 瀧澤　大 一般社団法人　日本船主協会
一般社団法人　日本船主協会
海務部　課長

37 有坂　俊一 一般社団法人　日本船主協会
一般社団法人　日本船主協会
欧州地区事務局長

38 池田　真吾 一般社団法人　日本船主協会
川崎汽船株式会社
GHG削減戦略グループ　グループ長

39 三好　良 一般社団法人　日本船主協会
川崎汽船株式会社  GHG削減戦略グループ
GHG削減戦略チーム

40 秋庭　孝安 一般社団法人　日本船主協会
川崎汽船株式会社
環境推進グループ　チーム長

41 國武　康雄 一般社団法人　日本船主協会
川崎汽船株式会社
環境推進グループ　環境推進チーム

42 島　裕子 一般社団法人　日本船主協会
株式会社商船三井
環境・サステナビリティ戦略部長

43 横橋　啓一郎 一般社団法人　日本船主協会
株式会社商船三井
環境・サステナビリティ戦略部　プロジェクト・リーダー

44 青木　大輔 一般社団法人　日本船主協会
株式会社商船三井
経営企画部環境戦略・サステナビリティ推進チーム　チームリーダー

45 今井　俊次 一般社団法人　日本船主協会
日本郵船株式会社
環境グループ　環境規制チーム長

46 川又　竜也 一般社団法人　日本船主協会
日本郵船株式会社
環境グループ　グループ長代理　兼　環境推進チーム長

47 森永 剛 一般社団法人　日本船主協会
日本郵船株式会社
環境グループ 環境推進チーム長

48 宇田川 未和 一般社団法人　日本船主協会
日本郵船株式会社
環境グループ 調査役

49 柿沼 徹也 一般社団法人　日本船主協会
日本郵船株式会社
工務グループ 計画チーム 課長代理

50 高嶺　研一 一般社団法人　日本造船工業会
一般社団法人　日本造船工業会
技術部　部長

51 湊　卓也 一般社団法人 日本造船工業会
一般社団法人 日本造船工業会
技術部　主任

52 城山　鉄朗 一般社団法人 日本造船工業会
一般社団法人 日本造船工業会
技術部

53 安藤　昇 一般社団法人　日本舶用工業会
一般社団法人　日本舶用工業会
専務理事

54 仲田　光男 一般社団法人　日本舶用工業会
一般社団法人　日本舶用工業会
常務理事

55 鈴木　隆男 一般社団法人　日本舶用工業会
一般社団法人　日本舶用工業会
技術部長

56 西田　浩之 一般社団法人　日本中小型造船工業会
一般社団法人　日本中小型造船工業会
常務理事

57 富澤　茂 一般社団法人　日本中小型造船工業会
一般社団法人  日本中小型造船工業会
技術部部長

58 丸吉　孝一 一般社団法人　日本中小型造船工業会
一般社団法人  日本中小型造船工業会
技術部係長

59 若住　堅太郎 一般社団法人　日本中小型造船工業会
一般社団法人  日本中小型造船工業会
技術部

60 梶田　智弘 一般財団法人　日本造船技術センター
一般財団法人　日本造船技術センター
主任研究員(兼)企画室長

61 中嶋　裕司 株式会社神戸製鋼所
株式会社神戸製鋼所
総務・CSR部　営業企画グループ　次長
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62 河野　順 国土交通省
国土交通省
大臣官房技術審議官（海事局担当）

63 今井　新 国土交通省
国土交通省  海事局
船舶産業課長

64 田村　顕洋 国土交通省
国土交通省　海事局
海洋・環境政策課長

65 河合　祟 国土交通省　
国土交通省　海事局
海洋・環境政策課　技術企画室長

66 中川　直人 国土交通省
国土交通省  海事局
海洋・環境政策課　環境渉外室長

67 上田　純平 国土交通省
国土交通省　海事局
海洋・環境政策課　環境政策推進官

68 井島　知哉 国土交通省　
国土交通省　海事局
海洋・環境政策課　環境渉外室

69 植村　忠之 国土交通省　
国土交通省　海事局
安全政策課　船舶安全基準室長

70 浦野　靖弘 国土交通省　
国土交通省  海事局
船員政策課  国際業務調整官

71 池田　隆之 国土交通省　
国土交通省　海事局
外航課　海運渉外室長

72 青柳　曉典 国土交通省　
国土交通省　総合政策局
環境政策課　交通環境・エネルギー対策企画官

73 宮岡　俊輔 環境省
環境省　地球環境局
地球温暖化対策課　地球温暖化対策事業室　室長補佐

74 加藤　光一 一般財団法人　日本船舶技術研究協会
一般財団法人　日本船舶技術研究協会
専務理事

75 渡田　滋彦 一般財団法人　日本船舶技術研究協会
一般財団法人　日本船舶技術研究協会
常務理事

76 金子　純蔵 一般財団法人　日本船舶技術研究協会
一般財団法人　日本船舶技術研究協会
基準・規格グループ長

77 冨永　恵仁 一般財団法人　日本船舶技術研究協会
一般財団法人　日本船舶技術研究協会
基準・規格グループ　基準ユニット チームリーダー 兼 規格ユニット

78 河井　裕介 一般財団法人　日本船舶技術研究協会
一般財団法人　日本船舶技術研究協会
基準・規格グループ　基準ユニット
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