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所　属 専　門　分　野
所　　　長 請川  孝治 石油精製・エネルギー
副所長（事務） 妹尾  好高
副所長（技術） 前田  育克 高分子化学・高分子物理

企画総務部 部　　　長 小畑  俊嗣 分析化学・無機化学
政策調整課 課　　　長 金野 克己

主　　　任 堺  加奈子
主　　　査 菱山  徹
主　　　査 中山  裕之
副主査研究員 宮本  昌幸
現業技能員 中村  浩規
用　務　員 片山  貴子

技術企画課 課　　　長 上野  吉史 電子工学・ＥＭＣ
主査研究員 中本  知伸 応用物理・ゲル物性・有機薄膜
主査研究員 時枝  健太郎 金属材料・凝固・結晶成長

（政策調整課兼務） 副主査研究員 宮本  昌幸 情報処理・画像処理
（食品産業部兼務） 研　究　員 古田  貴裕 果樹園芸学

食品産業部 部　　　長 福本  憲治 食品開発・品質管理
食品評価グループ 主任研究員 髙垣  昌史 分析化学・有機化学

主査研究員 阪井  幸宏 遺伝子工学・分子生物学
副主査研究員 有田  慎 農芸化学

新食品開発グループ 主任研究員 細田  朝夫 有機合成・有機化学
主査研究員 根来  圭一 果樹園芸学
副主査研究員 赤木  知裕 食品工学
副主査研究員 藤原  真紀 農芸化学・応用微生物
研 　究 　員 片桐  実菜 食品分析・食品工学
研 　究 　員 古田  貴裕 果樹園芸学

生活・環境産業部 部　　　長 古田  茂 メカトロニクス
繊維皮革グループ 主任研究員 田口  義章 金属材料

主査研究員 解野  誠司 染色加工・生活科学
主査研究員 山際  秀誠 生物工学・排水処理
副主査研究員 中村  允 有機化学・界面化学
副主査研究員 角谷  秀昭 織物技術・繊維製品評価 
副主査研究員 大萩  成男 色彩応用技術・染色加工
研 　究 　員 清水  翔太 生物工学

　　高分子木材漆器グループ 主査研究員 梶本  武志 木材工学・木質環境技術
主査研究員 松本  明弘 分析化学
副主査研究員 山下  宗哲 実装材料・接合体評価
副主査研究員 山口  和三 高分子材料・高分子加工技術

機械金属産業部 部　　　長 坂下  勝則 生産機械・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
機械金属グループ 主査研究員 鳥飼  仁 知的財産・メカトロニクス

主査研究員 徳本  真一 メカトロニクス
副主査研究員 重本  明彦 薄膜工学・表面物性
副主査研究員 上森  大誠 機械設計
副主査研究員 新山  茂利 金属材料・金属分析

造形グループ 主任研究員 山本  芳也 ニット・繊維材料・繊維物性
主任研究員 由井  徹 工業デザイン・WEBデザイン
主査研究員 旅田  健史 CAD・CG
副主査研究員 花坂  寿章 機械技術・金属加工

化学産業部 部　　　長 伊藤  修 高分子化学・複合材料
合成技術グループ 主査研究員 森  　一 有機合成・有機化学

副主査研究員 多中  良栄 有機化学・有機合成
副主査研究員 宮崎  崇 高分子物性・溶液化学
副主査研究員 森  　岳志 有機エレクトロニクス・有機合成

分析評価グループ 主査研究員 三宅  靖仁 有機合成・分析評価
副主査研究員 大﨑  秀介 分析化学・分子認識化学
副主査研究員 森  めぐみ 分析化学・有機化学
副主査研究員 木村  美和子 分析化学・食品分析

電子産業部 部　　　長 高辻  渉 生物化学工学・拡散分離
主任研究員 今西  敏人 セラミックス・金属分析
主査研究員 伊東  隆喜 ﾚｰｻﾞｰ・半導体・モデル検査・組込み・情報リテラシ

副主査研究員 竿本  仁志 太陽電池・有機エレクトロニクス
副主査研究員 町谷  功司 分析化学・分子認識化学
副主査研究員 前田  裕司 電子工学・数理工学

薬事産業部 部　　　長 橋爪  崇 医薬品等分析・生薬試験
主査研究員 堀内  達司 医薬品等分析
副主査研究員 則藤  真理子 医薬品等分析・生薬試験
副主査研究員 丸岩  敏和 医薬品等分析
研　究　員 吉原  理津子 医薬品等分析

４．職員の所属及び専門分野
職　員　名

























提案公募型研究開発

研究成果普及広報

新商品開発支援

研究開発基盤の整備









                                             

                                

                                

                                                  

                    










