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一般社団法人日本機械学会 

 支部長，部門長，部会長，センター長 各位 

 

一般社団法人 日本機械学会 

会 長  加 藤  千 幸 

＜公 印 省 略＞  

 

２０２２年度フェロー候補者ご推薦のお願い 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 貴台には、平素より本会の運営に関しまして一方ならぬご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 理事会では、本年度フェロー選考作業を進めるにあたり「フェロー選考委員会」を設置し、諸

準備を進めております。 

 

 フェロー選考にあたっては、これまで支部・部門から推薦を受けた候補者が落選し、その状況

について支部・部門の協議会等で多くのご意見を頂戴しておりました。また、現在のフェロー年

齢構成は６０代の前半と後半に大きな山があり、６０代以上が７割を占めております。そのため、

この世代が今後現役から離れて行った場合、本会のフェローが大幅に減少する恐れがあります。 

 

 これらの状況を鑑み、２０１１年度より支部・部門のフェロー候補者は、支部在住・部門登録

状況よりあらかじめ候補者推薦枠を決めさせていただいております。この支部・部門候補者推薦

枠分については、支部・部門のご推薦を十分に尊重し、選考委員会にて審議を行いフェロー候補

者として理事会へ推薦いたします。そのため、支部・部門候補者推薦枠対象の候補については専

用の組織推薦用紙をご利用ください。ただし、この推薦枠を超えてのご推薦は一般の推薦と同じ

く審議させていただきますので、一般推薦用の書式をご利用ください。 

 

 なお、部会・センターからのご推薦はそれぞれ若干名（１～２名）を各組織推薦といたします

ので、支部・部門と同じ組織推薦用紙をご利用ください。 

 

 ご推薦にあたっては別添のフェロー制度に関する規定、推薦基準及び選考方法に関する内規、

ならびに選考手順等をご勘案の上、日本機械学会フェローに相応しいと思われる会員（特に４０

代から５０代前半の会員）を、本年９月１６日（金）までにご推薦いただければ幸いに存じます。 

敬具 
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（１）フェロー選考手順 

（ａ）学会組織・機関を通してフェローに該当すると思われる正員（以下、フェロ

ー候補者とする）を９月１６日までに選出し、フェロー推薦書（組織推薦用）

を提出して下さい。 
（ｂ）選出基準は、添付資料「フェローご推薦にあたって」をご参照下さい。特に

企業所属会員の選出、並びに会員の多様性にもできるだけご配慮をお願い致

します。 
（ｃ）一般推薦に関しては、会告を７月号会誌及び本会ホームページ上に掲載致し

ます。支部・部門の推薦枠を超えてご推薦いただく場合は、フェロー推薦書

（一般推薦用）を提出して下さい。 
（ｄ）組織推薦及び一般推薦されたフェロー候補者をフェロー選考委員会で審査し、

真にフェローにふさわしいと判断されたフェロー候補者を理事会へ推薦致

します。なお審査の際、詳細説明が必要なフェロー候補者は書類の再提出を

依頼させていただきます。 

（２）候補者推薦締切日 

 2022 年 9 月 16 日（金）17 時迄【厳守】  

（３）候補者推薦方法 

本会ホームページ https://www.jsme.or.jp/about/fellow/application/
にある「フェロー候補推薦フォーム(組織推薦)」に必要事項を入力し、 
入力後の「フェロー推薦書（組織推薦用）」の電子ファイル 
をアップして下さい。 
 

【添付資料】 
 （１）フェロー制度に関する規定／フェロー推薦基準及び選考方法に関する内規 
 （２）2022 年度フェロー選考スケジュール／フェローご推薦にあたって 
 （３）2022 年度フェロー推薦数配分表 
 （４）過去 22 年間のフェロー認定者一覧 
 （５）フェロー推薦書（組織推薦用） 
  
フェロー推薦書（組織推薦用）等、添付資料の電子ファイルは、本会ホームページ 

https://www.jsme.or.jp/about/fellow/よりダウンロードしてご利用下さい。 
 
問合せ先：一般社団法人日本機械学会 フェロー選考委員会 
     総務グループ（担当職員：曽根原、田中）E-mail：sonehara@jsme.or.jp 
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日本機械学会フェロー制度に関する規定 
 

1999 年 12 月 14 日 評議員会制定承認 

2003 年 3 月 25 日 評議員会一部変更 

2007 年 3 月 22 日 評議員会一部変更 

  2011 年 10 月５日  理事会一部変更 

2013 年 3 月 26 日  理事会一部変更 

2019 年 3 月 26 日  理事会一部変更 

  
（目  的） 

第１条  機械及び機械システムとその関連分野又は本会の発展に顕著な貢献をなした会員に日本機

械学会フェロー(以下フェローと略す)の称号を与え、もって、会員の地位向上・国際活動をよ

り円滑にし、あわせて本会のより一層の活性化をはかることを目的とする。 

（資格要件）  

第２条   フェローの称号を受ける資格は、原則として正員歴１０年以上で以下のいずれかに該当し現

在も活動中の会員とする。ただし、会長が認めた場合はこの限りではない。 

（１）これまでに機械及び機械システムとその関連分野で特に顕著な貢献があること 
（２）本会の発展に特に顕著な貢献があること 

（推薦方法）  

第３条   フェローの称号は推薦により授与されるものとし、推薦の方法は原則として次のいずれかに

よるものとする。 

（１）正員 3 名（内 2 名はフェローとする）からの推薦 

（２）本会の組織（支部・部門・部会・センターなど）からの推薦 

（申請の時期） 

第４条   申請にあたっては、 推薦者は毎年９月末日までに所定の推薦書を会長に提出しなければなら

ない。 

（選考方法） 

第５条   理事会はフェロー候補者を選考するためにフェロー選考委員会を設ける。選考基準および選

考方法は別に定める。 

（認  定）  

第６条   理事会はフェロー選考委員会の報告を受けフェローを認定し、日本機械学会フェローの称号

を授与すると共に認定証を交付する。 

（任  務）                

第７条   フェローの称号を得た会員は、機械工学の専門家として傑出した技術者たるべきことを自覚

し、機械及び機械システムとその関連分野の発展に勝れて寄与すると共に、本会の指導的会員

として、学会の諸活動への積極的・能動的な参画を通じて本会の目的の達成に率先して努力す

る責務を負うものとする。 

（財政支援） 

第８条  フェローの称号を得た会員は、毎年会費とは別に会費相当額以上を寄付することにより、本

会の諸活動を財政的にも支えることが強く期待される。永年会員、名誉員の称号を得た場合に

おいても、第７条の任務遂行を継続することによりフェローの称号を保持する場合には、会費

並びに財政支援を継続するものとする。 

（フェローの返上） 
第９条   第７条の任務遂行が不可能となったときは、本人の申し出によりフェローの称号を返上する

ことができる。 
    

付    則    １．この規定は理事会の承認を得た日から施行する。 

            ２．この規定は理事会の承認を得て改正することが出来る。 
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フェロー推薦基準及び選考方法に関する内規 
 

1999 年 10 月 5 日理事会承認  

2002 年 12 月 10 日理事会変更  

2007 年 1 月 9 日理事会変更  

2011 年 3 月 29 日理事会変更  

2013 年 3 月 26 日理事会一部変更 

2019 年 3 月 26 日理事会一部変更 

 
１．推薦基準  

（１）候補者の基本条件(原則として) 
     フェロー制度に関する規定第２条の候補資格に該当し、現在も活動している会員（年齢制限は

特に設けないものとする）。  

（２）候補者の主たる貢献を評価する分野は次の何れかが満たされていれば良いこととする。  

        ①学術的業績による貢献を主として評価する分野（大学・研究所等の会員）  

        ②技術的業績による貢献を主として評価する分野（企業、特に現業部門の会員）  

        ③上記①②にまたがる分野  

        ④本会における活動を評価する分野  
        ⑤上記各項に分類出来ない分野 、あるいは総合的な業績  

 

２.候補者・推薦者について  

（１）正員３名（内２名はフェローとする）からの推薦は、必ず候補者と異なる機関の推薦者を   
１名以上加えることとする。  

（２）本会組識からの推薦は、①支部・部門、②部会・センターなどによる。  

（３）所定の推薦用紙に必要事項を記入し、毎年９月末日までに申請する。  

 

３．フェロー選考委員会  

（１）フェロー候補者を選考するためにフェロー選考委員会を理事会の直属機関として設ける。          
フェロー選考委員会は次の者をもって構成する。  

①委員長    １名（副会長  兼務）  
②副委員長  １名（庶務理事兼務）  
③委    員  １０名以内（委員長の指名による正員の中から、フェローを過半数とする）  

（２）委員会は委員の三分の二以上の出席がなければ開くことが出来ない。  

（３）委員会における候補者の決定は出席委員の四分の三以上の賛成を要する。  

（４）選考の経過並びに内容については公表しない。  

（５）フェロー選考委員会において作成した候補者案は理事会に提出して承認を受けなければならな
い。     

 

４．認定の数  

    フェローの認定者数は全正員の３～５％を目処とする。 
 

５．本会組織推薦について  

（１）推薦数：２．（２）①,②における本会組織からのフェロー候補推薦にあたって、①の支部・部
門についてはあらかじめ理事会にて決定した推薦数を配分し、本会組織推薦とする。②の部
会・センターなどからの推薦については、それぞれ若干名（1～2 名）を本会組織推薦とする。  

（２）推薦数の総数：組織推薦の総数は当該年度の正員数、フェロー数、フェローの年齢構成などを
勘案し、庶務理事会で決定する。  

（３）推薦数の配分：（２）の総数を①支部においては所属会員数（２月末時点）から、②部門にお
いては第 1 位から第３位までの部門登録会員数（２月末時点）から、庶務理事会で決定する。  

（４）選考委員会における本会組織推薦の取扱い：（１）の推薦数に基づき推薦のあったフェロー候
補について、フェロー選考委員会は、これを十分に尊重し審査するものとする。  

  

付則    １．この内規は理事会の承認を得た日から施行する。  

        ２．この内規は理事会の承認を得て改正することが出来る。 
３．５（２）の推薦数の総数は、正員数×４％÷２０（年）を目安とする。 
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■2022 年度フェロー選考スケジュール 
 
2011 年度より，支部・部門のフェロー候補者は，あらかじめ理事会にて決定した別紙の推薦数配

分表に基づき，フェロー推薦書（組織推薦用）をご提出いただくこととする． 
 
5 月 10 日（火） 庶務理事会にて推薦数を決定 

5 月 17 日（火） 支部協議会・部門協議会にて依頼を行う旨のご案内 

6 月中旬 

・選考委員会にて前期からの引継ぎと当期の進め方を確認（選定条件等） 

・組織長宛に電子メールで依頼文書を送信 

 ＊郵送での依頼は省略させていただく 

7 月上旬 一般推薦の会告を会誌 7月号及びホームページに掲載 

9 月 16 日（金） 組織推薦及び一般推薦締切 

10 月 選考委員による書類審査 

10 月末～11 月頃 ・選考委員会にて審査 

・推薦書記入不十分など詳細説明が必要な候補者は書類の再提出を依頼 

11 月下旬 選考委員会にて再提出分審査 

12 月 ・審査結果を庶務理事会で承認 

・本人へ内定通知（フェロー受諾の確認） 

2023 年 2月 ・理事会で承認 

・認定証郵送 

・推薦いただいた組織長へ報告 

2023 年 3月 ・ホームページにて報告 

・代表会員会で報告 

 

■フェローご推薦にあたって 
 
＊以下の資格要件（フェロー規定第２条）を満たしているかどうかご確認下さい． 
 
正員歴１０年以上で以下のいずれかに該当し現在も活動中の会員とする。 

（１）これまでに機械及び機械システムとその関連分野で特に顕著な貢献があること 

（２）本会の発展に特に顕著な貢献があること 
 
・なお，過去 22 年間にフェロー認定を受けた方々は別添のリストのとおりです．重複推薦にはご

留意下さい． 

・特に企業所属会員の選出にもできるだけご配慮をお願い致します． 
 
＊選考の事例としては下記のような業績を考えております．該当される項目全てについて推薦書

に詳細にご記入をお願い致します． 
 
（１）機械工学・機械技術分野で特に顕著な貢献 

機械工学・機械技術分野における研究、発明、技術・製品開発などの技術成果 

 

（２）本会の発展に特に顕著な貢献 

推薦母体（支部，部門，部会，センター）や本部の運営における活動、あるいは本会の発 

展に対する貢献（両方の活動や貢献について記載可） 
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●2022年2月末登録状況

支部（地区） 正員数 推薦数

関東 11,462 4
東北 1,124 1
北海道 488 1
東海 3,321 2
関西 4,465 2
中国 1,312 2
四国 590 1
北陸信越 1,275 1
九州 1,763 2
海外 75

合計 25,875 16

部門
第1～3位登録
数（正員）

推薦数

計算力学 4,555 2
バイオエンジニアリング 1,763 1
材料力学 4,368 2
機械材料・材料加工 3,664 2
流体工学 5,489 2
熱工学 4,455 2
エンジンシステム 1,746 1
動力エネルギーシステム 3,169 2
環境工学 2,169 2
機械力学・計測制御 4,951 2
機素潤滑設計 1,956 2
設計工学・システム 2,661 2
生産加工・工作機械 2,209 2
生産システム 1,468 1
ロボティクス・メカトロニクス 4,159 2
情報・知能・精密機器 2,477 2
産業・化学機械と安全 973 1
交通・物流 2,129 2
宇宙工学 1,278 1
技術と社会 1,274 1
マイクロ・ナノ工学 755 1
ｽﾎﾟｰﾂ工学・ﾋｭｰﾏﾝﾀﾞｲﾅﾐｸｽ 432 1

合計 58,100 36

【2022年度支部・部門フェロー推薦数配分表】



一般社団法人日本機械学会 

過去 22年間のフェロー認定者一覧 

 
氏 名 勤務先 

相川 英一  

相沢 協 東芝プラントシステム（株） 

相澤 哲哉 明治大学 

相田 清 三菱重工業（株） 

青木 和夫 長岡技術科学大学 

青木 繁 東洋大学 

青木 繁 東京都立産業技術高等専門学校 

青木 素直  

青木 尊之 東京工業大学 

青木 康芳 東北ポール（株） 

青村 茂 徳島大学 

青柳 友三 （株）新エィシーイー 

青山 和浩 東京大学 

青山 俊一  

青山 藤詞郎 慶應義塾大学 

青山 元  

青山 英樹 慶應義塾大学 

赤松 史光 大阪大学 

秋澤 淳 東京農工大学 

秋下 貞夫 立命館大学 

秋野 詔夫 ２４世紀研究所 

秋葉 機四郎  

秋葉 博 東京大学 

秋濱 一弘 日本大学 

浅井 圭介 東北大学 

浅井 武 筑波大学 

浅川 基男 早稲田大学 

朝倉 俊行  

浅田 忠敬  

浅田 稔 大阪大学 

朝田 泰英 （財）電力中央研究所 

浅沼 博 千葉大学 

浅野 等 神戸大学 

淺間 一 東京大学 

浅見 敏彦  

浅山 泰 日本原子力研究開発機構 

小豆島 明 横浜国立大学 

小豆畑 茂 （株）日立製作所 

東 健一 三菱電機（株） 

東 恒雄 大阪市立大学 

畔上 秀幸 名古屋大学 

足立 幸志 東北大学 

安達 泰治 京都大学 

足立 忠晴 豊橋技術科学大学 

阿部 栄一  

安倍 賢一 九州大学 

阿部 眞一 トヨタ自動車（株） 

阿部 武治 津山工業高等専門学校 

阿部 俊夫  

阿部 雅二朗 長岡技術科学大学 

阿部 豊 筑波大学 

天谷 賢児 群馬大学 

天田 重庚 群馬大学 

天野 嘉春 早稲田大学 

天谷 賢治 東京工業大学 

雨森 宏一 ヤンマー（株） 

荒井 栄司 大阪大学 

新井 健生 電気通信大学 

荒井 裕彦 産業技術総合研究所 

新井 史人 東京大学 

新井 雅隆 東京電機大学 

荒井 政大 名古屋大学 

荒井 正行 東京理科大学 

荒居 善雄 埼玉大学 

新川 和夫 九州大学 

荒川 忠男  

荒川 忠一 京都大学 

荒木 勉 大阪大学 

荒木 信幸 静岡理工科大学 

有浦 泰常 九州大学 

有坂 寿洋 （株）日立アカデミー 

有冨 正憲 東京工業大学 

有信 睦弘 広島県公立大学法人  叡啓大学 

有本 卓 立命館大学 

有賀 敬治 有賀リサーチＬＬＣ 

安藤 栄 ＩＨＩプラント建設（株） 

安東 弘光 福井大学 

安藤 泰久 東京農工大学 

飯島 唯司 日立ＧＥニュークリア・エナジー（株） 

飯田 明由 豊橋技術科学大学 

飯田 一嘉 ブリヂストンケービージー（株） 

飯田 訓正 慶應義塾大学 

飯田 嘉宏 横浜国立大学 

飯塚 武彦  

飯野 利喜 東京大学 

飯山 明裕 山梨大学 

家城 淳 オークマ（株） 

伊賀 由佳 東北大学 

五十嵐 喜良  

五十嵐 保  

五十嵐 洋 東京電機大学 

猪狩 敏秀 三菱重工業（株） 

生田 幸士 東京大学 

池内 健 鈴鹿医療科学大学 

池上 皓三 東京電機大学 

池川 正人 （株）古賀総研 

池川 昌弘  

池口 隆  

池田 隆  

池田 隆  

池田 徹 鹿児島大学 

池田 英人 （株）ＩＨＩ 

池田 雅夫  

池森 寛 西日本工業大学 

井小萩 利明 東北大学 

伊佐 均  

石井 英二 （株）日立製作所 

石井 潤治 ジェイズ戦略研究所 

石井 孝明 山梨大学 

石井 仁  

石井 博 前田建設工業（株） 

石川 晴雄 電気通信大学 

石川 仁 東京理科大学 

石川 浩 四国医療専門学校 

石川 博將 九州産業大学 

石川 正俊 東京理科大学 

石黒 博 九州工業大学 

石澤 静雄 東京都立産業技術高等専門学校 

石田 弘明 運輸安全委員会 

石田 正弘 長崎大学 

石田 幸男 名古屋大学 

石田 良平  

石塚 悟 広島大学 

石塚 隆雄  

石塚 勝 富山県立大学 

石出 孝 三菱重工業（株） 

石出 忠輝 木更津工業高等専門学校 

石飛 光章 熊本大学 

石濱 正男 石濱技研 

石原 国彦 徳島文理大学 

石原 外美 富山大学 

石本 昌三郎  

石本 礼二  

石山 拓二  

石綿 良三 神奈川工科大学 

泉井 一浩 京都大学 

泉 聡志 東京大学 

五十君 清司  

磯部 大吾郎 筑波大学 

板橋 正章 公立諏訪東京理科大学 

市田 良夫 宇都宮大学 

一瀬 謙輔  

井出 敞 愛媛大学 

井手 英夫 鹿児島大学 

出澤 正徳 電気通信大学 

伊藤 昭彦  

伊藤 献一 北海道大学 

伊東 弘一  

伊藤 衡平 九州大学 

伊藤 慎一郎 工学院大学 

伊藤 伸太郎 名古屋大学 

伊藤 天  

伊藤 高根 東海大学 

伊藤 猛宏 東亜大学 

伊藤 照明 岡山県立大学 

伊藤 昇 三菱電機（株） 

伊藤 宏幸 ダイキン工業（株） 

伊藤 文夫 （社）日本動力協会 

伊藤 源嗣 （株）ＩＨＩ 

伊藤 基之  

伊藤 安海 山梨大学 

伊東 誼 学際Ｘ革新研究センターｅ．Ｖ．ミュンヒェン 

伊藤 義康 トーカロ（株） 

稲垣 瑞穂 （株）豊田中央研究所 

稲崎 一郎  

稲田 文夫 （一財）電力中央研究所 

稲葉 英男 岡山大学 

稲葉 忠 （有）プラント地震防災アソシエイツ 

稲葉 雅幸 東京大学 

稲村 隆夫  

犬丸 淳 （一財）電力中央研究所 

伊能 教夫 東京工業大学 

井上 彰夫  

井上 昭 岡山大学 

井上 晃 東京工業大学 

井上 一信 三浦工業（株） 

井上 孝太郎  

井上 剛良 東京工業大学 

井上 卓見 九州大学 

井上 達雄 埼玉工業大学 

井上 剛志 名古屋大学 
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井上 悳太 （株）コンポン研究所 

井上 直彦 日本電産トーソク（株） 

井上 修行 早稲田大学 

井上 滉  

井上 博允 東京大学 

井上 裕嗣 東京工業大学 

井上 雅弘 精華女子短期大学 

井上 喜雄 高知工科大学 

稲生 武 いすゞ自動車（株） 

猪岡 光 研究工房ろごす 

庵原 昭夫 宇都宮大学 

井原 郁夫 長岡技術科学大学 

井原 透 中央大学 

井原 之敏 大阪工業大学 

今井 秀孝 産業技術総合研究所 

今城 昭彦 三菱電機（株） 

今津 英敏 日産自動車（株） 

今西 悦二郎 弘前大学 

井村 英昭  

井山 俊郎  

入江 南海雄  

岩井 善太 熊本大学 

岩井 善郎 福井大学 

岩城 智香子 東芝エネルギーシステムズ（株） 

岩崎 富生 （株）日立製作所 

岩田 佳雄 公立小松大学 

岩舘 忠雄  

岩附 信行 東京工業大学 

岩壷 卓三 神戸大学 

岩渕 明 岩手大学 

岩本 順二郎 東京電機大学 

岩本 隆志 （株）日本製鋼所 

植草 常雄 （株）日設 

上田 昭夫 アムテック（有） 

上田 完次 産業技術総合研究所 

上田 新次郎 信州大学 

上田 隆正 日産自動車（株） 

植田 利久 帝京大学 

植田 浩義 （公財）原子力環境整備促進・資金管理センター 

上辻 靖智 大阪工業大学 

上野 明 立命館大学 

上野 一郎 東京理科大学 

上松 公彦 慶應義塾大学 

植松 美彦 岐阜大学 

鵜飼 隆好 北海道大学 

宇佐美 三郎 （株）日立製作所 

宇佐美 初彦 名城大学 

牛田 多加志 東京大学 

宇治橋 貞幸 日本文理大学 

牛山 泉 足利大学 

臼井 健介  

宇高 義郎 関東学院大学 

内田 孝尚  

内田 憲男 東京工科大学 

内田 幸彦 日本大学 

内山 知実 名古屋大学 

内山 勝 東北大学 

内山田 竹志 トヨタ自動車（株） 

宇津野 秀夫 関西大学 

梅川 尚嗣 関西大学 

梅沢 修一 東京電力ホールディングス（株） 

梅田 和昇 中央大学 

梅田 茂樹 武蔵大学 

梅田 靖 東京大学 

梅原 徳次 名古屋大学 

浦 晟 放送大学 

浦 環  

浦上 紘一  

浦田 泰弘 （株）本田技術研究所 

浦西 和夫  

漆谷 春雄 東洋機械金属（株） 

漆原 友則 マツダ（株） 

江口 邦久  

江口 健彦 （株）ＨＧＳＴジャパン 

江田 弘 （株）東京ダイアモンド工具製作所 

江波戸 明彦 （株）東芝 

榎本 俊之 大阪大学 

榎本 良輝  

江原 隆一郎 福岡大学 

江村 超 東北文化学園大学 

遠藤 真 日野自動車（株） 

遠藤 規美  

遠藤 征紀 （独）宇宙航空研究開発機構 

遠藤 満  

遠藤 幸雄 東北電力（株） 

王 碩玉 高知工科大学 

大岩 孝彰 静岡大学 

大内 英俊 山梨大学 

大岡 昌博 名古屋大学 

狼 嘉彰 慶應義塾大学 

狼 芳明 元（株）いすゞ中央研究所 

大川 富雄 電気通信大学 

大木 博 （株）日立ハイテクノロジーズ 

大串 哲朗  

大久保 信行 中央大学 

大久保 英敏 玉川大学 

大久保 博志  

大久保 雅章 大阪府立大学 

大久保 雅史 同志社大学 

大久保 陽一郎  

大坂 英雄  

大澤 克幸 鳥取大学 

大地 昭生  

大下 孝裕 （株）荏原総合研究所 

大島 伸行 北海道大学 

大島 宏之 日本原子力研究開発機構 

大島 まり 東京大学 

大須賀 公一 大阪大学 

大住 剛 北陸職業能力開発大学校 

大隅 久 中央大学 

大曽根 靖夫 （株）日立製作所 

大田 英輔 早稲田大学 

太田 順 東京大学 

太田 照和  

太田 浩之 長岡技術科学大学 

太田 裕之 （株）日立製作所 

太田 信 東北大学 

太田 正廣  

太田 稔 京都工芸繊維大学 

太田 安彦 名古屋工業大学 

太田 有 早稲田大学 

大多尾 義弘  

大滝 誠一 北海道科学大学 

大滝 英征 埼玉大学 

大竹 尚登 東京工業大学 

大谷 利勝 日本大学 

大谷 隆一 京都大学 

大津 雅亮 福井大学 

大塚 二郎  

大築 康生 大築技術士事務所 

大坪 和彦  

大坪 英臣 東京大学 

大富 浩一 Ohtomi Design Lab. 

大西 献 三菱重工業（株） 

大西 公平 慶應義塾大学 

大野 恵美 （株）ＩＨＩ 

大野 信忠 （公財）名古屋産業科学研究所 

大場 謙吉 大場ＢＭＥＩ研究教育事務所 

大庭 英樹  

大場 史憲  

大橋 一仁 岡山大学 

大橋 鉄也  

大橋 敏二郎  

大林 茂 東北大学 

大原 敏夫  

大前 伸夫 神戸大学 

大亦 絢一郎 明治大学 

大道 武生  

大村 宏之 （一社）日本食品機械工業会 

大森 整 国立研究開発法人理化学研究所 

大矢 弘史  

大屋 正明 産業技術総合研究所 

大山 聖 宇宙航空研究開発機構 

大好 直 秋田大学 

大輪 武司 金沢工業大学 

岡 宏一 高知工科大学 

岡崎 健 東京工業大学 

岡崎 輝幸 三菱重工業（株） 

岡崎 正和 長岡技術科学大学 

岡澤 重信 山梨大学 

岡島 厚 金沢大学 

岡島 敏 （株）ＳＲＦエネルギー研究所 

岡田 勝蔵 山梨大学 

岡田 克巳  

岡田 健 （株）エス・アイ・テクノロジー 

岡田 徹 （株）神戸製鋼所 

岡田 裕 東京理科大学 

岡田 昌志 青山学院大学 

岡田 養二 茨城大学 

岡田 吉誼  

岡田 亮二 （株）グローセル 

尾方 成信 大阪大学 

緒方 正則  

岡部 友三朗  

岡部 永年 愛媛大学 

岡村 一男 日本製鉄（株） 

岡本 勲 （公財）鉄道総合技術研究所 

岡本 孝司 東京大学 

岡本 紀明 芝浦工業大学 

岡本 秀伸 （株）荏原製作所 

岡本 洋三  

小川 邦康 慶應義塾大学 

尾川 茂 呉工業高等専門学校 

小川 英之 北海道大学 

小川 益郎 日本原子力研究開発機構 

小河原 加久治 山口大学 

沖 裕壮 （一財）電力中央研究所 

沖 善成 三協立山アルミ（株） 

小木 哲朗 慶應義塾大学 

荻原 慎二 東京理科大学 
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奥田 孝一 兵庫県立但馬技術大学校 

奥田 洋司 東京大学 

小口 幸成 学校法人鴎友学園 

小熊 規泰 富山大学 

奥山 邦人 横浜国立大学 

小倉 敬二 大阪大学 

小坂田 宏造  

刑部 真弘 日本ボイラ協会 

小澤 守 関西大学 

小沢 康美 福井工業大学 

小沢 喜仁 福島大学 

押野谷 康雄 東海大学 

尾添 紘之 九州大学 

小田 勇  

尾田 十八 金沢大学 

小田 裕司 三菱重工業（株） 

越智 保雄 電気通信大学 

小沼 義昭 豊橋技術科学大学 

小野 英一 （株）豊田中央研究所 

小野 京右 東京工業大学 

小野 信市 日鋼ＭＥＣ（株） 

小野 信輔  

小野 直樹 芝浦工業大学 

小野寺 英輝 岩手大学 

小幡 篤臣  

小原 拓 東北大学 

小原 敬史 東京大学 

小尾 晋之介 慶應義塾大学 

帯川 利之 東京電機大学 

大日方 五郎 中部大学 

小保方 富夫 群馬大学 

小俣 透 東京工業大学 

小山田 修  

貝原 俊也 神戸大学 

海保 真行 （株）日立ハイテク 

加賀 邦彦 三菱電機（株） 

嘉数 侑昇 北海道大学 

香川 利春  

柿倉 正義 東京電機大学 

柿崎 隆夫 エネルギー・エージェンシーふくしま 

柿沼 博彦 北海道旅客鉄道（株） 

垣野 義昭 垣野技術研究所 

鍵和田 忠男 北海道大学 

景山 一郎 日本大学 

影山 和郎 金沢工業大学 

笠井 洋昭  

風尾 幸彦 日本機械学会 

笠木 伸英 科学技術振興機構 

風間 俊治 室蘭工業大学 

餝 雅英 川崎重工業（株） 

梶 昭次郎 帝京大学 

梶内 俊夫  

梶ヶ谷 一郎 （株）ＩＨＩ検査計測 

梶島 岳夫 四国職業能力開発大学校 

梶谷 誠 電気通信大学 

鹿島 光一 （一財）電力中央研究所 

柏木 孝夫 東京工業大学 

梶原 逸朗 北海道大学 

片岡 勲 原子力安全システム研究所 

片岡 則之 日本大学 

香月 正司 大阪大学 

勝田 正文 早稲田大学 

加藤 章 中部大学 

加藤 数良  

加藤 健司 大阪市立大学 

加藤 康司 日本大学 

加藤 昭悟 東洋歯車研究所 

加藤 征三 三重大学 

加藤 孝久 東京大学 

加藤 毅彦 エムエスシーソフトウェア（株） 

加藤 千幸 東京大学 

加藤 廣 アドバンスソフト（株） 

加藤 稔 （株）コベルコ科研 

加藤 泰生 山口大学 

角田 敏一 大阪府立大学 

門脇 敏 長岡技術科学大学 

金枝 敏明 岡山理科大学 

金子 堅司 東京理科大学 

金子 成彦 早稲田大学 

金子 祥三 東京大学 

金子 真 名城大学 

金子 康智 龍谷大学 

兼田 禎宏 九州共立大学 

金丸 邦康  

金光 陽一  

加幡 安雄 東芝エネルギーシステムズ（株） 

鎌田 実 一般財団法人日本自動車研究所 

鎌田 崇義 東京農工大学 

上宇都 幸一 大分大学 

上條 謙二郎  

神永 晉 ＳＫグローバルアドバイザーズ（株） 

神永 文人 茨城大学 

神本 武征 東京工業大学 

神谷 和秀 富山県立大学 

神谷 恵輔 愛知工業大学 

神谷 紀生 名古屋大学 

神谷 秀博 東京農工大学 

亀田 正治 東京農工大学 

亀本 喬司 横浜国立大学 

河合 末男 日立工機（株） 

河合 素直 早稲田大学 

川合 忠雄 大阪市立大学 

河合 秀樹 室蘭工業大学 

河合 理文 （株）ＩＨＩ 

川池 和彦 大同メタル工業（株） 

川上 崇  

川口 修  

川口 清司 富山大学 

川口 東白  

川口 裕 東京電機大学 

川口 靖夫 東京理科大学 

川越 誠  

川崎 晴久 岐阜大学 

川崎 芳樹 大阪精密機械（株） 

川路 茂保 （株）システムインテグレーション研究所 

川嶋 紘一郎 （有）超音波材料診断研究所 

川島 豪 神奈川工科大学 

河島 弘明 （一社）日本原子力技術協会 

川副 嘉彦  

川田 裕 大阪工業大学 

川田 宏之 早稲田大学 

川那辺 洋 京都大学 

河野 治 君津共同火力（株） 

川野 聡恭 大阪大学 

川橋 正昭 日本ピストンリング（株） 

川端 信義 公立小松大学 

川原 顕磨呂 熊本大学 

河原 源太 大阪大学 

河原 伸幸 岡山大学 

川村 貞夫 立命館大学 

河村 庄造 豊橋技術科学大学 

河村 洋 公立諏訪東京理科大学 

川本 克也 岡山大学 

河本 洋  

川本 広行 早稲田大学 

川本 要次 三菱重工業（株） 

康 倫明  

神吉 博  

神田 雄一  

関東 康祐 茨城大学 

神野 伊策 神戸大学 

菅野 智 日立ＧＥニュークリア・エナジー（株） 

神原 信志 岐阜大学 

木内 龍彦  

木内 学 ＫＩＬＡＭＥＴＥＣ 

木枝 茂和  

氣駕 尚志 （株）ＩＨＩ 

菊入 信孝 （株）ニューフレアテクノロジー 

菊地 一雄 宇宙航空研究開発機構 

菊地 勝昭  

菊池 正紀 東京理科大学 

菊地 義弘 広島大学 

木口 量夫 九州大学 

菊山 功嗣 名古屋産業大学 

岸浪 建史 室蘭工業大学 

岸本 喜久雄 東京工業大学 

岸本 哲 物質・材料研究機構 

岸本 直子 摂南大学 

雉本 信哉 九州大学 

木田 隆 電気通信大学 

木田 輝彦  

北川 敏明 九州大学 

北川 浩 大阪大学 

北川 正樹 物質・材料研究機構 

北出 真太郎 ロボット革命・産業 IoT イニシアティブ協議会 

北野 誠  

北野 三千雄  

北林 興二  

北村 彰浩 キタムラ機械（株） 

北村 憲彦 名古屋工業大学 

北村 健三 豊橋技術科学大学 

北村 隆行 京都大学 

城戸 裕之 九州大学 

杵渕 雅男 （株）神戸製鋼所 

木下 明生 （株）堀場製作所 

木下 正昭  

木村 康治  

木村 繁男 小松短期大学 

木村 修二 日産自動車（株） 

木村 文彦 東京大学 

木村 雄二 工学院大学 

木目 健治朗 三菱電機（株） 

木谷 勝 北海道大学 

京極 秀樹 近畿大学 

清澤 芳秀 （株）ハーモニック・ドライブ・システムズ 

木綿 隆弘 金沢大学 

金原 勲 金沢工業大学 

日下部 隆也  

櫛谷 陽一 （株）ＩＨＩアグリテック 

工藤 一彦 東京電機大学 
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工藤 奨 九州大学 

工藤 信之 東京農工大学 

國枝 正典 東京大学 

功刀 資彰  

久保 愛三 京都大学 

久保 司郎 神戸大学 

久保 賢明 日産自動車（株） 

久保田 正広 日本大学 

久保田 裕二 （一社）日本機械学会 

熊谷 則道 （公財）鉄道総合技術研究所 

熊沢 鉄雄 秋田県立大学 

熊田 雅弥  

久村 春芳  

久米原 宏之 （一財）地域産学官連携ものづくり研究機構 

倉茂 道夫  

鞍谷 文保 福井大学 

倉爪 亮 九州大学 

栗田 健 株式会社日立製作所 

栗田 裕 大阪産業大学 

栗林 勝利 山口東京理科大学 

厨川 常元 東北大学 

栗山 透 東芝エネルギーシステムズ（株） 

黒河 周平 九州大学 

黒川 淳一 横浜国立大学 

黒坂 俊雄  

黒瀬 良一 京都大学 

黒田 孝春 長岡技科大 

黒田 千秋 東京工業大学 

桑野 博喜 東北大学 

桑原 邦郎 （株）計算流体力学研究所 

毛笠 明志 毛笠技術士事務所 

見坊 行雄  

小池 関也 筑波大学 

小池 卓二 電気通信大学 

小池 哲夫 日野自動車（株） 

古池 治孝 振動診断研究所 

小池 誠 （株）豊田中央研究所 

小池 裕二 （株）ＩＨＩ 

小石 正隆 横浜ゴム（株） 

小泉 智志 日本製鉄（株） 

小泉 孝之 同志社大学 

小泉 安郎 日本原子力研究開発機構 

小出 隆夫 鳥取大学 

鯉渕 興二 湘南工科大学 

幸田 盛堂 元 大阪機工（株） 

神徳 徹雄 産業技術総合研究所 

河野 正道 九州大学 

河野 通方 東京大学 

小金沢 新治 関西大学 

小木曽 望 大阪公立大学 

国眼 孝雄 東京農工大学 

古口 日出男 新潟工科大学 

小久保 邦雄 工学院大学 

小阪 健一郎 三菱重工業株式会社 

小酒 英範 東京工業大学 

小沢田 正  

越塚 誠一 東京大学 

小島 晋爾  

小嶋 直哉  

小島 宏行  

小島 史夫 （株）デンソー 

小島 史男  

小島 幸夫 運転行動科学研究所 

五嶋 孝仁  

小菅 一弘 東北大学 

小谷 重遠  

児玉 敏雄 日本原子力研究開発機構 

小机 わかえ 神奈川工科大学 

小寺 秀俊 理化学研究所 

古藤 悟 三菱電機（株） 

後藤 彰 （株）荏原製作所 

後藤 新一  

後藤 崇之 日本電産マシンツール（株） 

後藤 正典  

後藤 學 岐阜大学 

小西 義昭 ＫｏＰＥＬ小西技術士ラボ 

許斐 敏明 （株）小野測器 

小濱 泰昭 東北大学 

小林 訓史 東京都立大学 

小林 俊一 信州大学 

小林 淳一 秋田県立大学 

小林 隆志 沼津工業高等専門学校 

小林 孝 三菱電機（株） 

小林 敏雄 （一財）日本自動車研究所 

小林 俊郎  

小林 成嘉 産業技術総合研究所 

小林 信之  

小林 秀昭 東北大学 

小林 英男 高圧ガス保安協会 

小林 秀敏 大阪大学 

小林 紘  

小林 正生  

小林 道明 北見工業大学 

小林 祐子 （株）東芝 

小林 幸徳 苫小牧工業高等専門学校 

小林 由則 東京大学 

五福 明夫 岡山大学 

駒井 謙治郎 京都大学 

小松 敬治 （独）宇宙航空研究開発機構 

小森 雅晴 京都大学 

小森 望充 九州工業大学 

小森谷 清 （地独）東京都立産業技術研究センター 

小山 幸司 三菱重工業（株） 

小山 繁 九州大学 

小山 富夫 大阪工業大学 

是永 敦 産業技術総合研究所 

近藤 英一 山梨大学 

近藤 孝広 九州職業能力開発大学校 

近藤 義広 （株）日立アカデミー 

近藤 良之 三陽テクノサービス（株） 

近野 敦 北海道大学 

斎川 路之 （一財）電力中央研究所 

斎藤 彬夫 東京工業大学 

斎藤 昭則  

齋藤 格 （一社）原子力安全推進協会 

齊藤 修 （株）ＩＨＩ 

齋藤 潔 早稲田大学 

斉藤 忍  

齊藤 俊 山口大学 

齋藤 隆之  

齋藤 武雄 （株）ハービマンエネルギー戦略研究所 

斎藤 義夫  

佐伯 暢人 芝浦工業大学 

三枝 省三  

坂 清次 （株）三菱総合研究所 

坂 真澄 東北大学 

坂井 彰 日本原燃（株） 

酒井 忍 公立小松大学 

酒井 信介 横浜国立大学 

酒井 達雄 立命館大学 

酒井 智次 酒井ねじ締結相談室 

酒井 英樹 近畿大学 

酒井 康彦 名古屋大学 

阪上 隆英 神戸大学 

榊田 均 なし 

坂口 晴一郎 （有）トリプルあい 

坂田 信二 （株）日立プラントテクノロジー 

坂根 政男 立命館大学 

坂巻 清司  

坂本 二郎 金沢大学 

坂本 千秋 （有）設計生産工学研究所 

坂本 東男 高知工科大学 

坂本 英俊  

坂本 弘志  

坂本 信 新潟大学 

佐川 渉  

鉾谷 克己  

佐久間 一郎 東京大学 

桜井 茂雄 （株）日立製作所 

桜井 淳平 名古屋大学 

座古 勝 大阪大学 

佐近 淑郎 三菱重工業（株） 

笹井 勝彦  

笹川 和彦 弘前大学 

佐々木 一成 九州大学 

佐々木 克彦 北海道大学 

佐々木 元 広島大学 

佐々木 信也 東京理科大学 

佐々木 隆 東芝エネルギーシステムズ（株） 

佐々木 直栄 日本大学 

佐々木 直哉 （株）日立製作所 

佐々木 正信 東京電力エナジーパートナー（株） 

佐々木 正史  

笹原 弘之 東京農工大学 

佐田 豊 （株）東芝 

佐田 守弘  

佐田富 道雄  

佐藤 勲 東京工業大学 

佐藤 一雄 愛知工業大学 

佐藤 和恭 （株）日立ハイテクファインシステムズ 

佐藤 恵一 金沢工業大学 

佐藤 順一  

佐藤 太一 東京電機大学 

佐藤 岳彦 東北大学 

佐藤 忠一 （株）森精機製作所 

佐藤 友彦 三菱重工業（株） 

佐藤 知正 東京大学 

佐藤 春樹 慶應義塾大学 

佐藤 英明 （株）デンソー 

佐藤 秀紀 金沢大学 

佐藤 正明 東北大学 

佐藤 幹夫 （一財）電力中央研究所 

佐藤 勇一 埼玉大学 

里中 忍 熊本大学 

里深 信行 滋賀県立大学 

佐野 明人 名古屋工業大学 

佐野 正利  

沢 俊行 広島大学 

澤 芳昭 東京理科大学 

澤江 義則 九州大学 
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沢木 洋三 静岡大学 

澤田 恵介 東北大学 

澤田 大作  

澤田 達男 Kasetsart University 

沢田 学 中村留精密工業（株） 

澤田 祐子 三菱電機（株） 

椎葉 太一 明治大学 

塩崎 忠一 日野自動車（株） 

塩澤 和章  

塩路 昌宏 京都大学 

塩谷 景一 文部科学省  科学技術・学術政策研究所（東工大、大阪大） 

塩野谷 明 長岡技術科学大学 

塩幡 宏規 茨城大学 

塩見 淳一郎 東京大学 

塩谷 義  

塩谷 隆二 東洋大学 

志賀 聖一 （一財）地域産学官連携ものづくり研究機構 

鹿園 直毅 東京大学 

式田 光宏 広島市立大学 

重河 和夫  

茂地 徹 長崎大学 

茂森 政  

志澤 一之 慶應義塾大学 

品川 一成 九州大学 

柴田 順二  

渋川 哲郎  

渋谷 陽二 大阪大学 

渋谷 寿一 東京工業大学 

渋谷 嗣 秋田大学 

島村 佳伸 静岡大学 

清水 昭比古 九州大学 

清水 克彦 関東学院大学 

清水 伸二 日本工業大学 

清水 翼  

清水 信行 （株）モーションラボ 

清水 真佐男 （一財）慶応工学会 

清水 優史  

清水 康夫 東京電機大学 

清水 幸丸 名古屋産業大学 

志村 隆 宇宙航空研究開発機構 

志茂 大輔 マツダ（株） 

下河辺 明  

下坂 陽男 明治大学 

下条 誠  

下田 博一 明治大学 

下田 正敏 日野自動車（株） 

下田 祐紀夫 群馬工業高等専門学校 

下津 正輝  

下村 芳樹 首都大学東京 

下山 勲 富山県立大学 

肖 鋒 東京工業大学 

社河内 敏彦 三重大学 

社本 英二 名古屋大学 

巨 陽 名古屋大学 

上光 勲  

庄司 克雄  

庄子 哲雄 東北大学 

庄司 秀夫  

庄司 正弘 神奈川大学 

城野 政弘  

白井 正明 東京工業大学 

白井 良明 立命館大学 

白樫 高洋 東京電機大学 

白樫 正高 Malaysia-Japan International Institute of Technology 

白樫 了 東京大学 

白國 紀行 東海旅客鉄道（株） 

白瀬 敬一 神戸大学 

白鳥 正樹 横浜国立大学 

新野 秀憲 職業能力開発総合大学校 

神野 誠 国士舘大学 

陣内 靖介 九州工業大学 

進村 武男 宇都宮大学 

末岡 淳男  

末冨 隆雅 マツダ（株） 

末松 良一 愛知工業大学 

須賀 一彦 大阪府立大学 

菅 泰雄 慶應義塾大学 

菅沢 深 玉川大学 

菅波 拓也  

菅野 重樹 早稲田大学 

菅原 能生 （公財）鉄道総合技術研究所 

菅原 悟 （株）アセンド 

杉村 丈一 九州大学 

杉村 延広  

杉本 浩一  

杉本 信正 関西大学 

杉本 旭 長岡技術科学大学 

杉山 憲一郎 北海道大学 

杉山 均 宇都宮大学 

杉山 弘 室蘭工業大学 

菅田 淳 広島大学 

薄 一平 宇宙航空研究開発機構 

鈴木 章彦 （株）ベストマテリア 

鈴木 勝義  

鈴木 健司 工学院大学 

鈴木 健二郎 芝浦工業大学 

鈴木 康一 東京理科大学 

鈴木 浩平 首都大学東京 

鈴木 重信 （株）ブリヂストン 

鈴木 真二 東京大学 

鈴木 聡一郎 北見工業大学 

鈴木 孝幸 日野自動車（株） 

鈴木 利忠  

鈴木 富雄  

鈴木 宏正 東京大学 

鈴木 正昭 東京工業大学 

鈴木 康夫 ＪＦＥエンジニアリング（株） 

鈴木 康彦 ヤマザキマザック（株） 

鈴木 康文 （公財）鉄道総合技術研究所 

鈴木 雄二 東京大学 

鈴村 暁男 東京工業大学 

鈴森 康一 東京工業大学 

須田 義大 東京大学 

數土 幸夫 （公財）原子力安全技術センター 

須藤 義悦 東北発電工業（株） 

須藤 亮 （株）東芝 

須藤 浩三 広島大学 

須藤 誠一  

須藤 雅子 ファナック（株） 

砂子田 勝昭  

住川 雅晴 （株）日立製作所 

角田 勝 近畿大学 

瀬尾 和哉 工学院大学 

瀬川 大資 大阪府立大学 

関 眞佐子 関西大学 

関根 太郎 日本大学 

関根 英樹 東北大学 

背戸 一登 背戸技術士事務所 

芹澤 昭示 京都大学 

芹沢 良洋 日本製鉄（株） 

千田 二郎 同志社大学 

千田 衞  

相馬 仁 名城大学 

宗宮 詮 慶應義塾大学 

曽我部 潔 上智大学 

曽田 正浩  

曽根 彰 京都工芸繊維大学 

祖山 均 東北大学 

大聖 泰弘 早稲田大学 

臺丸谷 政志 室蘭工業大学 

高木 知弘 京都工芸繊維大学 

高木 周 東京大学 

高城 敏美 大阪大学 

高木 敏行 東北大学 

高木 靖雄 東京都市大学 

高久田 和夫  

高崎 正也 埼玉大学 

隆 雅久 青山学院大学 

高瀬 和之 長岡技術科学大学 

高田 祥三  

高田 博 東京理科大学 

高田 保之 九州大学 

高田 一 中部大学 

高塚 汎 太陽光発電技術研究組合 

高梨 正祐 （株）ＩＨＩ 

高西 淳夫 早稲田大学 

高野 直樹 慶應義塾大学 

高野 靖 京都大学 

高橋 昭如 東京理科大学 

高橋 厚史 九州大学 

高橋 智 東京都立大学 

高橋 宏 湘南工科大学 

高橋 由紀夫 （一財）電力中央研究所 

高原 弘樹 東京工業大学 

高比良 裕之 大阪府立大学 

高松 洋 高松洋 

高見 敏弘 岡山理科大学 

高村 昭生 （株）小野測器 

高森 年 国際レスキューシステム研究機構 

高谷 裕浩 大阪大学 

高山 和喜 東北大学 

多川 則男 関西大学 

田川 正人 名古屋工業大学 

田川 泰敬 東京農工大学 

滝 晨彦  

滝田 好宏 防衛大学校 

瀧本 昭 （公財）金沢子ども科学財団 

瀧本 正民  

田口 俊夫 ＭＨＩソリューションテクノロジーズ（株） 

田口 裕也  

武 浩司 甲南大学 

武居 昌宏 千葉大学 

武石 賢一郎 徳島文理大学 

竹内 伸太郎  

竹内 正雄  

竹内 正紀 福井大学 

竹内 芳美 中部大学 

竹越 栄俊 富山大学 

竹澤 聡 北海道科学大学 

竹園 茂男 豊橋技術科学大学 
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武田 啓壮 （株）アネブル 

武田 哲明 山梨大学 

武田 展雄 運輸安全委員会 

竹田 憲生 （株）日立製作所 

武田 行生 東京工業大学 

竹中 信幸 神戸大学 

竹野 忠夫 名古屋大学 

武正 文夫 （株）ＩＨＩ検査計測 

田崎 豊  

多田 直哉 岡山大学 

多田 幸生 神戸大学 

但野 茂 函館工業高等専門学校 

舘 暲 東京大学 

立花 規良  

辰岡 正樹 （株）アルゴグラフィックス 

龍田 康登 トーヨーエイテック（株） 

立石 哲也 （独）物質・材料研究機構 

田所 諭 東北大学 

田中 章浩 （独）産業技術総合研究所 

田中 英一 東海職業能力開発大学校 

田中 収  

田中 学 千葉大学 

田中 和博 九州工業大学 

田中 克敏 東芝機械（株） 

田中 勝之 日本大学 

田中 基八郎  

田中 邦明 立命館大学 

田中 啓介  

田中 皓一  

田中 重穗  

田中 秀治 東北大学 

田中 孝之 北海道大学 

田中 正 大同メタル工業（株） 

田中 俊明 （株）コンポン研究所 

田中 敏嗣 大阪大学 

田中 俊光 神奈川大学 

田中 信雄 首都大学東京 

田中 宏明 防衛大学校 

田中 裕久 横浜国立大学 

田中 正夫 大阪大学 

田中 正隆  

田中 正人 東京大学 

田中 雅人 北九州産業技術保存継承センター 

田中 真美 東北大学 

田中 守 三菱重工業（株） 

田中 雄次郎  

田中 豊 岡山大学 

田中 豊 法政大学 

田中 義人 法政大学 

棚橋 隆彦 慶應義塾大学 

店橋 護 東京工業大学 

田辺 秀明 群馬大学 

谷 和男 岐阜大学 

谷 順二 東北大学 

谷 弘詞 関西大学 

谷江 和雄 首都大学東京 

谷岡 雄一 明成通信（株） 

谷川 民生 産業技術総合研究所 

谷川 雅之  

谷川 義信  

谷口 満彦 東レエンジニアリング（株） 

谷下 一夫 （一社）日本医工ものづくりコモンズ 

谷田 宏次 （株）ＩＨＩテクノソリューションズ 

谷藤 克也 新潟大学 

谷村 眞治 大阪府立大学 

田沼 唯士 帝京大学 

田上 公俊 大分大学 

田端 道彦 近畿大学 

田部 豊 北海道大学 

玉川 雅章 九州工業大学 

玉木 貞一  

田村 憲司 日鉄精圧品（株） 

田村 善昭 東洋大学 

段上 守 大分共同火力（株） 

団野 敦  

近久 武美 北海道大学 

千葉 薫  

茶谷 明義 金沢大学 

張 賀東 名古屋大学 

中馬 康晴 三菱重工業（株） 

長南 征二 東北大学 

蝶野 成臣 高知工科大学 

陳 玳珩 東京理科大学 

塚本 真也 中国職業能力開発大学校 

塚本 頴彦 ＭＨＩソリューションテクノロジーズ（株） 

塚本 寛 （公財）北九州産業学術推進機構 

月森 和之 福井大学 

佃 嘉章 三菱重工業（株） 

柘植 綾夫 （公社）科学技術国際交流センター 

辻 敏夫 広島大学 

辻 知章 中央大学 

辻 裕一 東京電機大学 

辻 裕 大阪大学 

辻内 伸好 同志社大学 

辻田 誠 日野自動車（株） 

辻村 健 佐賀大学 

辻村 学 （株）荏原製作所 

辻本 公一 三重大学 

辻本 良信 大阪大学 

辻森 淳 関東学院大学 

蔦 紀夫 広島大学 

津田 吉広  

蔦原 道久 神戸大学 

土田 栄一郎 埼玉大学 

土屋 和雄 京都大学 

土屋 総二郎 ＤＭＧ森精機（株） 

土屋 良明  

筒井 俊明 ツツイ・エヌティーラボ 

都築 浩一 （株）日立製作所 

堤 一郎  

堤 一也 三菱重工業（株） 

堤 正臣 東京農工大学 

綱島 均 日本大学 

常本 秀幸  

坪井 孝夫 横浜国立大学 

坪井 伸幸 九州工業大学 

坪内 邦良  

坪内 孝司 筑波大学 

坪倉 誠 神戸大学 

妻屋 彰 岡山県立大学 

鶴田 隆治 九州工業大学 

寺井 元昭 東海旅客鉄道（株） 

寺嶋 一彦 豊橋技術科学大学 

寺田 賢二郎 東北大学 

寺田 英嗣 山梨大学 

寺山 孝男 寺山技術士事務所 

曄道 佳明 上智大学 

戸井 武司 中央大学 

都井 裕 東京大学 

土居 俊一 香川大学 

東郷 敬一郎  

東崎 康嘉 近畿大学 

堂田 周治郎 岡山理科大学 

堂田 邦明 名古屋工業大学 

藤堂 勇雄 横浜国立大学 

遠山 茂樹 東京農工大学 

富樫 盛典 国士舘大学 

土岐 仁 秋田大学 

時政 勝行  

徳田 君代 九州工業大学 

徳田 正孝 三重大学 

徳増 崇 東北大学 

登坂 宣好 東京電機大学 

戸田 三朗 東北大学 

戸田 勧  

轟 章 東京工業大学 

戸部 省吾 足利工業大学 

冨澤 泰 （株）東芝 

冨田 栄二 中国職業能力開発大学校 

富田 直秀 京都大学 

冨田 信之  

富田 侑嗣  

冨田 佳宏 神戸大学 

富村 寿夫  

冨山 哲男 東京国際工科専門職大学 

友田 晃利 （株）ＳＯＫＥＮ 

友野 勝也  

外山 和男 新日鐵住金ステンレス（株） 

豊島 正樹 三菱電機（株） 

豊田 国昭  

鳥居 薫  

鳥居 卓爾  

鳥居 太始之 岡山大学 

鳥飼 高行 （株）東芝 

鳥越 邦和 ダイキン工業（株） 

内貴 猛 岡山理科大学 

中井 善一 神戸大学 

永井 清 立命館大学 

永井 健一 群馬大学 

永井 二郎 福井大学 

永井 正夫  

永井 實  

長江 昭充 ヤマザキマザック（株） 

中尾 航 横浜国立大学 

長尾 高明  

長岡 裕 東京都市大学 

中垣 隆雄 早稲田大学 

中垣 通彦 九州工業大学 

中神 達郎  

中川 哲 （株）キャタラー 

中川 紀壽  

中北 清己  

中込 秀樹 千葉大学 

中佐 啓治郎 広島大学 

長坂 雄次 慶應義塾大学 

中沢 弘  

中沢 賢  

中島 克洋  

中島 求 東京工業大学 

中島 晃 佐賀大学 
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中島 賢一郎  

中島 健 神戸大学 

中島 尚正 海陽学園海陽中等教育学校 

中島 幸雄 工学院大学 

長島 昭 慶應義塾大学 

長嶋 利夫 上智大学 

中條 祐一 足利大学 

中瀬 敬之 徳島大学 

永瀬 和彦  

中曽根 祐司 東京理科大学 

中田 俊彦 東北大学 

中田 雅彦 （株）テクノバ 

永田 勝也 早稲田大学 

永田 晃則 元東芝､元長岡技術科学大学､元東京理科大学 

永田 聡 東洋エンジニアリング（株） 

永田 徹也 日立ＧＥニュークリア・エナジー（株） 

永田 晴紀 北海道大学 

中谷 彰宏 大阪大学 

中西 清 （株）コンポン研究所 

中西 勉  

中西 義孝 熊本大学 

中野 栄二 千葉工業大学 

中野 公彦 東京大学 

中野 政身 東北大学 

中野 冠 慶應義塾大学 

長野 靖尚 名古屋工業大学 

中橋 和博 運輸安全委員会 

中林 功一  

中原 綱光  

中原 真也 愛媛大学 

中部 主敬 京都大学 

中別府 修 明治大学 

仲町 英治 同志社大学 

長松 昭男 東京工業大学 

中村 育雄 名古屋大学 

中村 いずみ 東京都市大学 

中村 滋男 川崎重工業（株） 

中村 俊一 株式会社アイシン 

中村 昭三  

中村 直 ＪＦＥエンジニアリング（株） 

中村 孝 北海道大学 

中村 隆 名古屋大学 

中村 保 静岡大学 

中村 友道  

中村 春夫 東京工業大学 

中村 正行 信州大学 

中村 仁彦 東京大学 

永村 和照  

長屋 幸助 群馬大学 

長安 克芳  

中山 顕 静岡大学 

中山 栄浩 山梨大学 

中山 良一  

南雲 慎一 明治大学 

名取 通弘  

生津 資大 京都先端科学大学 

波江 貞弘 海上技術安全研究所 

苗村 康次 三菱電機（株） 

奈良林 直 東京工業大学 

楢原 弘之 九州工業大学 

成合 英樹 筑波大学 

成田 年秀 トヨタ産業技術記念館 

成田 吉弘 大和大学 

成瀬 一郎 名古屋大学 

鳴海 敬倫 新潟大学 

難波 義治 中部大学 

南部 健一 東北大学 

新岡 嵩 東北大学 

新倉 和夫 （株）日立製作所 

新倉 孝昭 日野自動車（株） 

新津 靖 東京電機大学 

新美 智秀 名古屋大学 

西 道弘 九州工業大学 

西尾 茂文 東京大学 

西岡 俊久 神戸大学 

西岡 雅夫 西岡機構研究所 

西岡 靖之 法政大学 

西口 磯春 神奈川工科大学 

西田 恵哉 広島大学 

西田 浩二 （株）原子力安全システム研究所 

西田 新一 佐賀大学 

西田 信一郎 鳥取大学 

西田 正浩 産業技術総合研究所 

西田 政弘 名古屋工業大学 

西野 耕一 横浜国立大学 

西原 淳夫 （株）日立製作所 

西原 修 京都大学 

西原 主計 神奈川工科大学 

西原 崇 （一財）電力中央研究所 

西村 朝雄  

西村 伸也 大阪市立大学 

西村 秀和 慶應義塾大学 

西村 正治 Ｎラボ 

西山 秀哉 東北大学 

西脇 一宇  

西脇 眞二 京都大学 

西脇 信彦 東京農工大学 

西脇 正明 神奈川工科大学 

新田 明人 （一財）電力中央研究所 

新田 勇 新潟大学 

二宮 尚 宇都宮大学 

丹羽 小三郎 （有）丹羽環境・設計技術士事務所 

根津 紀久雄 群馬大学 

農沢 隆秀 広島大学 

能見 基彦 （株）荏原製作所 

野際 靖雄  

野口 昭治 東京理科大学 

野口 徹  

野口 博司 九州大学 

野口 裕久 慶應義塾大学 

野田 進 豊橋技術科学大学 

野田 徹 日産自動車（株） 

野田 尚昭 九州工業大学 

野田 直剛  

野中 勇 東北大学 

野波 健蔵 （一財）先端ロボティクス財団 

野平 英隆  

野間口 大 大阪大学 

野村 信福 愛媛大学 

野村 浩司 日本大学 

野村 由司彦  

野本 秀雄 8 Rivers Capital, LLC 

則次 俊郎 美作大学 

芳賀 研二  

羽賀 俊雄 大阪工業大学 

羽木 秀樹 （株）ナカテック 

萩原 世也 佐賀大学 

萩原 一郎 明治大学 

萩原 敬三 東芝インフラシステムズ（株） 

萩原 正弥  

橋口 原 静岡大学 

橋口 公一 九州大学 

橋田 俊之 東北大学 

橋詰 剛 トヨタ自動車（株） 

橋本 彰 東京大学 

橋本 竹夫  

橋本 巨 東海大学 

橋本 弘之  

橋本 律男 広島大学 

蓮尾 昌裕 京都大学 

長谷川 邦夫 日本原子力研究開発機構 

長谷川 達也 名古屋大学 

長谷川 勉 熊本高等専門学校 

長谷川 富市 （株）ナカムラ 

長谷川 泰久 名古屋大学 

長谷川 豊 名古屋工業大学 

秦 誠一 名古屋大学 

畑 俊明  

畑 一志  

幡中 憲治 山口大学 

畑村 洋太郎 工学院大学 

初田 俊雄 （一社）科学技術と経済の会 

服部 修次 福井大学 

服部 俊介  

服部 正  

服部 敏雄 静岡理工科大学 

服部 仁志 青山学院大学 

服部 義和 （株）豊田中央研究所 

花井 嶺郎  

花岡 裕  

花崎 伸作  

花村 克悟 東京工業大学 

羽二生 博之 北見工業大学 

羽根 一博 東北大学 

羽田 壽夫 ＹＫＦ機械技術研究所 

浜中 順一 （株）ＩＨＩ 

浜松 照秀 ＵＸＳＥＰ研究館 

早坂 靖 （株）日立インダストリアルプロダクツ 

林 一夫  

林 光一  

林 紘三郎 大阪大学 

林 秀千人 長崎大学 

林 眞琴 茨城県 

林 靖享  

林 勇二郎  

林 義正 東海大学 

林田 和宏 北見工業大学 

早瀬 敏幸 東北大学 

早山 徹  

速水 洋 九州大学 

原 利昭 （公財）新潟市産業振興財団 

原 文雄 東京理科大学 

原口 元成 三菱重工業（株） 

原田 研介 大阪大学 

原田 昭治 九州工業大学 

原田 英臣 （株）荏原総合研究所 

原田 正躬 埼玉大学 

原村 嘉彦 神奈川大学 

原山 清己 東日本キヨスク（株） 

日垣 秀彦 九州産業大学 
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東町 高雄  

疋田 弘光 室蘭工業大学 

樋口 俊郎 東京大学 

檜佐 彰一  

久角 喜徳  

久田 俊明 東京大学 

久野 勝邦  

菱田 公一 明治大学 

菱田 誠  

菱沼 孝夫  

人見 光夫 マツダ（株） 

日向 滋  

日野 竜太郎  

飛原 英治 東京大学 

日引 俊詞 City University of Hong Kong 

日比野 浩典 東京理科大学 

姫野 修廣 信州大学 

姫野 龍太郎 理化学研究所 

檜山 浩國 （株）荏原製作所 

平井 秀一郎 東京工業大学 

平井 慎一 立命館大学 

平尾 雅彦  

平岡 尚文 ものつくり大学 

平岡 弘之 中央大学 

平子 廉 長崎総合科学大学 

平澤 茂樹  

平野 明彦 日立ＧＥニュークリア・エナジー（株） 

平野 一美  

平野 徹 ダイキン情報システム（株） 

平原 裕行 埼玉大学 

平山 義則  

廣江 哲幸 熊本大学 

廣川 俊二 九州大学 

広川 芳郎  

広瀬 茂男 （株）ハイボット 

廣瀬 通孝 東京大学 

廣田 和生 三菱重工業（株） 

廣田 真史 三重大学 

廣畑 賢治 株式会社 東芝 

琵琶 志朗 京都大学 

深倉 寿一  

深津 邦夫 （株）瀧口製作所 

深野 徹 九州大学 

深谷 征史 （株）日立製作所 

福井 茂寿 鳥取大学 

福江 一郎  

福岡 俊道 神戸大学 

福迫 尚一郎 北海道尚志学園 

福澤 健二 名古屋大学 

福重 真一 早稲田大学 

福島 清司  

福島 丈雄 福島エンジニアリングカンパニ 

福島 直人 （株）福島研究所 

福島 康雄 （株）日立製作所 

福田 収一 慶應義塾大学 

福田 隆文 長岡技術科学大学 

福田 武人 大阪市立大学 

福田 敏男 名城大学 

福田 好朗 法政大学 

福永 節夫 西日本プラント工業（株） 

福永 久雄  

福西 祐 東北大学 

福本 功  

福本 昌宏 豊橋技術科学大学 

福山 満由美 （株）日立製作所 

藤井 健一 川崎重工業（株） 

藤井 孝蔵 東京理科大学 

藤井 進  

藤井 照重 （有）エフ・ＥＮ 

藤井 透 同志社大学 

藤井 正浩 岡山大学 

藤井 丕夫  

藤江 裕道 東京都立大学 

藤江 正克 早稲田大学 

藤岡 健彦 東京大学 

藤垣 元治 福井大学 

藤川 重雄  

藤川 卓爾  

藤嶋 誠 ＤＭＧ森精機（株） 

藤城 俊夫 （一財）高度情報科学技術研究機構 

藤田 修 北海道大学 

藤田 勝久 大阪市立大学 

藤田 喜久雄 大阪大学 

藤田 聡 東京電機大学 

藤田 隆史 東京大学 

藤田 稔彦  

藤田 肇 日本大学 

藤田 秀臣 名古屋大学 

藤田 昌大  

藤田 恭伸 九州大学 

伏信 一慶 東京工業大学 

藤本 浩司 東京大学 

藤本 元 同志社大学 

藤本 英雄 名古屋工業大学 

藤森 俊郎 （株）ＩＨＩ 

藤森 義典  

藤山 一成 名城大学 

藤原 浩幸 防衛大学校 

二川 暁美  

札野 順 東京工業大学 

船崎 健一 岩手大学 

船津 和守 九州大学 

舟橋 宏明  

武馬 修一 近畿大学工業高等専門学校 

古石 喜郎 古石メカテクノオフィス 

古川 明徳 九州大学 

古川 克子 東京大学 

古川 進 山梨大学 

古川 英光 山形大学 

古川 正志 （株）テクノウイング 

古川 雅人 九州大学 

古川 勇二  

古沢 利明 帝京大学 

古荘 純次 大阪大学 

古谷 克司 豊田工業大学 

古寺 雅晴  

古野 志健男 （株）ＳＯＫＥＮ 

古谷 寛 東京工業大学 

日置 秀明 （株）東芝 

邉 吾一  

辺見 信彦 信州大学 

北条 公伸 三菱重工業（株） 

北條 春夫 東京工業大学 

北條 正樹 京都大学 

保坂 寛 東京大学 

星 朗 東北学院大学 

細田 耕 大阪大学 

細田 祐司 （一社）日本ロボット学会 

細野 繁 東京工科大学 

堀切川 一男 東北大学 

堀 慶一 三菱重工業（株） 

堀 政彦  

堀内 伸一郎 日本大学 

堀江 三喜男 東京工業大学 

堀越 清視  

堀部 明彦 岡山大学 

本阿弥 眞治 東京理科大学 

本家 浩一 （株）神戸製鋼所 

本田 巌 長崎総合科学大学 

本田 博司  

本間 友博  

本間 寛臣  

馬 書根 立命館大学 

前川 治  

前川 卓 早稲田大学 

前川 博 電気通信大学 

前田 太佳夫 三重大学 

前野 隆司 慶應義塾大学 

真壁 朝敏 琉球大学 

牧 英夫  

蒔田 秀治 豊橋技術科学大学 

牧野 啓二 （株）ＩＨＩ 

牧野 泰三 日本製鉄（株） 

牧野 武朗 三菱重工業（株） 

牧野 俊郎 京都大学 

正木 信男 （株）ブリヂストン 

正宗 賢 東京女子医科大学 

眞下 寛治 群馬県立群馬産業技術センター 

増岡 隆士 九州大学 

増田 新 京都工芸繊維大学 

桝田 正美 新潟大学 

増田 義彦 （学）トヨタ学園 豊田工業大学 

升谷 五郎  

間瀬 俊明  

班目 春樹 原子力安全委員会 

町田 隆志  

町田 尚  

松井 剛一  

松井 幸雄 東京工業大学 

松内 一雄 筑波大学 

松尾 亜紀子 慶應義塾大学 

松尾 一泰 北九州市立大学 

松尾 陽太郎 東京工業大学 

松岡 薫 （株）ナカニシ 

松岡 三郎  

松岡 茂樹 （株）総合車両製作所 

松岡 信一  

松岡 広成 鳥取大学 

松岡 文雄 （株）ヒートポンプ研究所 

松岡 由幸  

松木 則夫 香川大学 

松隈 雅治  

松崎 雄嗣 （公財）名古屋産業科学研究所 

松下 修己  

松田 健次 九州工業大学 

松田 博行 新川電機（株） 

松田 三知子 （一財）日本規格協会 

松平 恒夫  

松平 晏明  

松永 三郎 東京工業大学 
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松野 建一 （一財）ＦＡ財団 

松野 謙一 京都工芸繊維大学 

松野 文俊 京都大学 

松原 厚 京都大学 

松原 幸治 新潟大学 

松原 十三生 名古屋工業大学 

松原 雅昭 群馬大学 

松久 寛  

松日楽 信人 芝浦工業大学 

松宮 煇  

松村 修二  

松村 隆 東京電機大学 

松村 誠 明星大学 

松元 明弘 東洋大学 

松本 陽 日本大学 

松本 和男  

松本 貴與志 東芝エネルギーシステムズ(株) 

松本 章吾 （株）リコー 

松本 史朗  

松本 將 早稲田大学 

松本 健郎 名古屋大学 

松本 敏郎 名古屋大学 

松本 洋一郎 東京理科大学 

松本 良 大阪大学 

丸尾 昭二 横浜国立大学 

丸田 薫 東北大学 

丸田 芳幸 中央大学 

丸山 晃市  

丸山 茂夫 東京大学 

円山 重直 八戸工業高等専門学校 

丸山 剛生 東京工業大学 

三浦 英生 東北大学 

三浦 秀士 九州大学 

三浦 宏文 工学院大学 

三上 真人 山口大学 

三木 一生 （株）豊田中央研究所 

三木 一克  

三木 光範 同志社大学 

水垣 善夫 九州工業大学 

水川 真  

水谷 一樹  

水野 明哲 工学院大学 

水野 惠一郎 特許機器（株） 

水野 毅 埼玉大学 

水町 渉 （独）原子力安全基盤機構 

溝口 孝遠 元 （株）製鋼所 コベルコ建機（株） 

三井 公之  

光石 衛 東京大学 

三矢 輝章 （株）リコー 

三矢 保永 （公財）名古屋産業科学研究所 

光行 恵司 （株）デンソー 

箕島 弘二 阿南工業高等専門学校 

三巻 利夫  

宮内 直  

宮内 敏雄 東京工業大学 

宮川 和芳 早稲田大学 

宮木 正彦 （株）豊田中央研究所 

三宅 卓志 岐阜大学 

三宅 徳久 （株）自律制御システム研究所 

三宅 裕 大阪大学 

三宅 亮 東京大学 

宮崎 克雅 （株）日立製作所 

宮崎 康次 九州工業大学 

宮崎 俊行 千葉工業大学 

宮崎 則幸  

宮崎 康行 宇宙航空研究開発機構 

宮下 幸雄 長岡技術科学大学 

宮田 寛  

宮武 俊弘 関東学院大学 

宮近 幸逸 鳥取大学 

宮野 廣 法政大学 

宮野 靖 金沢工業大学 

宮原 光雄 日鉄工材（株） 

宮本 岳史 明星大学 

宮本 登 北海道大学 

宮本 昌幸  

宮本 喜晟  

宮良 明男 佐賀大学 

三好 隆志 大阪大学 

三好 俊郎  

三好 良夫  

三輪 恵 徳島大学 

三輪 敬之 早稲田大学 

向井 稔 （株）東芝 

武藤 睦治 長岡技術科学大学 

宗像 鉄雄 産業技術総合研究所 

村井 勉  

村上 澄男 名古屋大学 

村上 存 東京大学 

村上 輝夫  

村上 俊明  

村上 弘記 （株）ＩＨＩ 

村上 敬宜 九州大学 

村上 理一 徳島大学 

村瀬 英一 九州大学 

村瀬 道雄 （株）原子力安全システム研究所 

村田 章 東京農工大学 

村田 良美 明治大学 

村中 志有 澁谷工業（株） 

村中 重夫  

村松 直樹  

毛利 彰  

毛利 宏 東京農工大学 

望月 修 東洋大学 

望月 貞成 東京農工大学 

望月 信介 山口大学 

持丸 義弘  

本井 久之 （株）ＩＨＩ 

本村 貢 早稲田大学 

桃木 悟 長崎大学 

森 和男 （独）産業技術総合研究所 

森 建二  

森 英夫 九州大学 

森 治嗣 北海道大学 

森 康彦  

森岡 幹雄 日鉄総研（株） 

森川 邦彦  

森川 裕久 信州大学 

森下 信 横浜国立大学 

森下 達哉 東海大学 

森下 正樹 日本原子力研究開発機構 

森田 信義 静岡大学 

森田 昇 千葉大学 

森田 英俊 佐世保工業高等専門学校 

森田 喜保 （社）神戸市機械金属工業会 

森西 洋平 名古屋工業大学 

森村 勉 東海旅客鉄道（株） 

森本 喜隆 金沢工業大学 

森本 吉春 ４Ｄセンサー（株） 

森吉 泰生 千葉大学 

森脇 一郎 京都工芸繊維大学 

森脇 俊道 摂南大学 

師岡 慎一 早稲田大学 

諸貫 信行  

門崎 司朗 トヨタ自動車（株） 

門出 政則 佐賀大学 

矢川 元基 東洋大学 

八坂 哲雄  

屋代 春樹  

安井 平司 熊本大学 

康井 義明 東海大学 

安田 仁彦 名古屋大学 

安田 千秋 ＭＨＩソリューションテクノロジーズ（株） 

安田 俊彦 Ｈｉｔｚ日立造船（株） 

柳原 弘道  

柳原 好孝 東急建設（株） 

柳瀬 真一郎  

柳田 秀記 豊橋技術科学大学 

矢鍋 重夫 長岡技術科学大学 

矢野 賢一 三重大学 

矢野 猛 大阪大学 

矢野 利明 鹿児島大学 

矢野 歳和 矢野環境エネルギー研究所 

矢野 智昭 岡山大学 

矢吹 雅男 東北自然エネルギー開発（株） 

薮野 浩司 筑波大学 

矢部 彰 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

矢部 孝 東京工業大学 

矢部 寛 大阪電気通信大学 

山内 進吾 （株）ＩＨＩ 

山川 宏 早稲田大学 

山口 和幸 （株）日立製作所 

山口 勝美 メジェップ（株） 

山口 誉夫 群馬大学 

山口 高司 （株）リコー 

山口 隆美 東北大学 

山口 武  

山口 博司 同志社大学 

山崎 由大 東京大学 

山崎 光悦 金沢大学 

山崎 重之 （株）日立製作所 

山崎 徹 神奈川大学 

山崎 信寿 慶應義塾大学 

山崎 美稀 （株）日立ハイテク 

山崎 康彦 （株）デンソー 

山下 新太郎  

山下 忠 大分県立工科短期大学校 

山下 博史 愛知工業大学 

山田 明 三菱重工業（株） 

山田 一郎 新電元工業（株） 

山田 克彦 大阪大学 

山田 元  

山田 功 群馬大学 

山田 純 芝浦工業大学 

山田 伸志  

山田 貴博 横浜国立大学 

山田 敏彦 （株）ＩＨＩ 

山田 宏 九州工業大学 

山田 雅彦 北海道大学 

山田 幸生 電気通信大学 
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山田 陽滋 名古屋大学 

山中 晤郎  

山西 陽子 九州大学 

山根 浩二 滋賀県立大学 

山根 隆志 産業技術総合研究所 

山根 隆一郎 東京工業大学 

山本 一彦 （一社）学術著作権協会 

山本 和義  

山本 勝弘 早稲田大学 

山本 圭治郎 神奈川工科大学 

山本 悟 東北大学 

山本 純雄  

山本 隆司 東京農工大学 

山本 哲 元三菱電機（株）先端技術総合研究所 

山本 透 広島大学 

山本 俊昭 東京都市大学 

山本 憲隆 立命館大学 

山本 秀彦 岐阜大学 

山本 浩 埼玉大学 

山本 碩徳 （株）武蔵野銀行 

山本 博之 マツダ（株） 

山本 富士夫 福井大学 

山本 誠 東京理科大学 

山本 元司 九州大学 

山本 雄二 九州大学 

湯浅 栄二 東京都市大学 

湯川 晃宏 （株）デンソー 

湯原 哲夫 （一財）キヤノングローバル戦略研究所 

横井 一仁 産業技術総合研究所 

横小路 泰義 神戸大学 

横田 克彦  

横田 眞一 東京工業大学 

横田 治之 日野自動車（株） 

横堀 誠一 東京都市大学 

横堀 壽光 帝京大学 

横幕 俊典 （株）神戸製鋼所 

横山 隆 岡山理科大学 

横山 誠 新潟大学 

横山 良平 大阪府立大学 

吉岡 純夫 三菱電機（株） 

吉岡 透 マツダ（株） 

吉川 邦夫 東京工業大学 

吉川 恒夫 立命館大学 

吉川 暢宏 東京大学 

吉識 晴夫 （公社）建設荷役車両安全技術協会 

吉崎 正敏 日野自動車（株） 

吉澤 雅隆 吉岳商事（株） 

吉沢 正紹 慶應義塾大学 

吉澤 善男  

吉田 彰 岡山大学 

吉田 篤正 大阪府立大学 

吉田 和夫 慶應義塾大学 

吉田 和司 山陽小野田市立山口東京理科大学 

吉田 和弘 東京工業大学 

吉田 和哉 東北大学 

吉田 喜一 東京都立産業技術高等専門学校 

吉田 佳子 三菱電機（株） 

吉田 敬介 九州大学 

吉田 忍 （公財）日本科学技術振興財団 

吉田 駿 九州大学 

吉田 哲二 スペース・ビジネス・プロジェクト（株） 

吉田 豊明  

吉田 英生 京都大学 

吉田 総仁 広島大学 

吉田 有一郎 東芝インフォメーションシステムズ（株） 

吉武 裕 長崎大学 

吉冨 雄二 日立建機（株） 

吉灘 裕 東京工業大学 

吉野 雅彦 東京工業大学 

吉原 福全  

吉村 忍 東京大学 

吉村 卓也 東京都立大学 

吉村 達彦  

芳村 敏夫 徳島大学 

吉村 允孝 京都大学 

吉本 堅一  

吉本 成香 東京理科大学 

吉本 佑一郎  

米田 完 千葉工業大学 

李鹿 輝 山形大学 

劉 浩 千葉大学 

若園 修 三菱重工業（株） 

若山 修一 東京都立大学 

脇坂 知行 大阪市立大学 

和田 成生 大阪大学 

和田 仁 東北文化学園大学 

和田 充雄 北海道大学 

和田 義孝 近畿大学 

渡部 修 筑波大学 

渡辺 一実  

渡邊 勝彦 東京大学 

渡辺 克巳 山形大学 

渡辺 桂吾 岡山大学 

渡辺 敬三 東京都立大学 

渡部 康一 慶應義塾大学 

渡邉 澂雄 国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学 

渡辺 鉄也 埼玉大学 

渡辺 亨 日本大学 

渡辺 富夫 岡山県立大学 

渡辺 啓悦 （株）荏原製作所 

渡部 正夫 北海道大学 

渡辺 昌俊 長野工業高等専門学校 

渡邉 政嘉 内閣官房 

綿貫 啓一 埼玉大学 

和仁 正文   

＜合計 1,806 名＞ 

 

 


