
（所属は投票時点のもの）           〔当選者の配列は得票順〕 藤村 皓太郎 三菱重工業（株） 次長

0 区A(学界・官界等) 代表会員（関東：東京、神奈川、埼玉、 町垣 孝重 新日鐵住金（株） 主幹
千葉、群馬、茨城、栃木、山梨）   【定員21名】 久恒 眞一 日立ＧＥニュークリア・エナジー（株） 主管技師

氏 名 勤務先・職名 河野 治 新日鉄住金エンジニアリング（株） 顧問

姫野 龍太郎 （国研）理化学研究所 センター長 西村 征吾 日立金属（株） センター員

松尾 亜紀子 慶應義塾大学 教授 磯村 浩介 （株）ＩＨＩ 技師長

武仲 能子 （国研）産業技術総合研究所 主任研究員 佐分 茂 （株）ＩＨＩ 技師長

森下 信 横浜国立大学 理事・副学長，教授 佐藤 敏浩 三菱重工業（株） 主幹研究員

川田 宏之 早稲田大学 教授 小山 昌宏 （株）日立ハイテクノロジーズ 主管技師

花村 克悟 東京工業大学 教授 相馬 憲一 （株）日立産機システム センタ長

早勢 剛 （公財）鉄道総合技術研究所 JR部長 宮川 浩 （株）ＩＨＩ 主幹

古川 克子 東京大学 准教授 永田 徹也 日立ＧＥニュークリア・エナジー（株） 主管技師

淺間 一 東京大学 教授 清水 明 ＪＦＥエンジニアリング（株） 主席

横井 一仁 （国研）産業技術総合研究所 知能システム研究部門長 長谷川 晋一 東日本旅客鉄道（株） 課長

中島 求 東京工業大学 教授 花本 忠幸 （株）小松製作所 室長付

小机 わかえ 神奈川工科大学 教授

越塚 誠一 東京大学 教授 1 区代表会員（東北：宮城、福島、岩手、青森、山形、秋田）

渡邉 政嘉 （国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事 【定員11名】

山本 誠 東京理科大学 教授・副学長 氏 名 勤務先・職名

松日楽 信人 芝浦工業大学 教授 田中 徹 東北大学 教授

中尾 政之 東京大学 教授 丸田 薫 東北大学 教授

綿貫 啓一 埼玉大学 教授 村田 智 東北大学 教授

青木 尊之 東京工業大学 教授 徳増 崇 東北大学 教授

國枝 正典 東京大学 教授 工藤 悟志 東北電力（株） 副部長

森下 正樹 （国研）日本原子力研究開発機構 上席嘱託 橋本 浩一 東北大学 教授

 西村 文仁 岩手大学 教授

0 区B（産業界）代表会員（関東：東京、神奈川、埼玉、千葉、 塚越 一彦 東北発電工業（株） 課長
群馬、茨城、栃木、山梨） 【定員44名】 笹川 和彦 弘前大学 教授

氏 名 勤務先・職名 井上 健司 山形大学 教授

大島 浩 東海旅客鉄道（株） 担当部長 琵琶 哲志 東北大学 教授

小池 裕二 （株）ＩＨＩ 技師長  

有坂 寿洋 （株）日立製作所 研究主幹 2 区代表会員 （北海道） 【定員8名】

富樫 盛典 （株）日立製作所 主管研究員 氏 名 勤務先・職名

小村 昭義 （株）日立パワーソリューションズ 研究開発センター長 小川 英之 北海道大学 教授

一政 都志夫 いすゞ自動車（株） 執行担当 小矢畑 亘 新日鐵住金（株） 主査

平工 良三 日産自動車（株） エキスパートリーダー 花島 直彦 室蘭工業大学 教授

早坂 靖 （株）日立製作所 主管技師 永田 晴紀 北海道大学 教授

渡邉 啓悦 （株）荏原製作所 部長 土谷 浩昭 北海道ガス（株） 取締役常務執行役員

伊藤 裕昌 三菱日立パワーシステムズ（株） 主席チーム統括 羽二生 博之 北見工業大学 教授

栗山 透 （株）東芝 首席技監 清水 一道 室蘭工業大学 教授

河合 理文 （株）ＩＨＩ 技師長 佐々木 勇斗 北海道電力（株） 

太田 裕之 （株）日立製作所 主管研究員  

岩崎 富生 （株）日立製作所 主管研究員 3 区代表会員（東海：三重、愛知、静岡、岐阜）【定員24名】

山口 方士 （株）ＩＨＩ 技師長 氏 名 勤務先・職名

西岡 卓宏 （株）日立製作所 主管技師 中川 稔章 （株）豊田中央研究所 部長

海保 真行 （株）日立製作所 主管研究長 内山 直樹 豊橋技術科学大学 教授

池田 英人 （株）ＩＨＩ 主席技監 鈴村 義一 アイシン精機（株） 主査

福本 英士 日立建機（株） 副本部長 下田 昌利 豊田工業大学 教授

南部 俊和 日産自動車（株） 主管研究員 山田 貴孝 岐阜大学 教授

村田 巌 （株）ＳＵＢＡＲＵ 課長 佐野 明人 名古屋工業大学 教授

原口 元成 三菱日立パワーシステムズ（株） 主幹技師 丹家 明人 トヨタ自動車（株） 主査

芹沢 良洋 新日鐵住金（株） 主幹研究員 山田 陽滋 名古屋大学 教授

武正 文夫 （株）ＩＨＩ検査計測 事業部長 石野 洋二郎 名古屋工業大学 教授

高野 靖 （株）日立製作所 シニア社員 杉戸 克彦 （株）デンソー 常務役員

浅野 浩二 東日本旅客鉄道（株） 所長 桑原 不二朗 静岡大学 教授

石川 直也 （株）いすゞ中央研究所 部長 山崎 康彦 （株）デンソー 常務役員

野木 利治 日立オートモティブシステムズ（株） 副本部長 成瀬 一郎 名古屋大学 教授

玉木 秀明 （株）ＩＨＩ 主席技監 林 伸和 豊田工業高等専門学校 教授
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稲葉 忠司 三重大学 教授 6 区代表会員（四国：徳島、香川、愛媛、高知）   【定員8名】

茨木 隆次 トヨタ自動車（株） 主査 氏 名 勤務先・職名

梅原 徳次 名古屋大学 教授 田中 孝典 三浦工業（株） 部長

櫻場 一郎 中部電力（株） 担当部長 保田 和則 愛媛大学 教授

江上 泰広 愛知工業大学 教授 一宮 昌司 徳島大学 教授

長井 謙宏 三菱重工業㈱ 主幹研究員 米倉 大介 徳島大学 教授

神野 義久 トヨタ自動車（株） 主査 山本 秀二 （株）タダノ マネジャー

池田 尚史 三菱電機（株） 専任 西野 精一 阿南工業高等専門学校 教授

細川 健治 中部大学 教授 王 碩玉 高知工科大学　 教授

楊 剣鳴 名城大学 教授 荒川 雅生 香川大学 教授

4 区代表会員（関西：京都、大阪、兵庫、奈良、滋賀、和歌山） 7 区代表会員（北陸信越：新潟、長野、福井、石川、富山）
【定員31名】 【定員12名】

氏 名 勤務先・職名 氏 名 勤務先・職名

小原 英夫 パナソニック(株) 室長 中村 正行 信州大学 教授

餝 雅英 川崎重工業(株) 部長 多田 幸生 金沢大学 教授

大野 正夫 (株)小松製作所 GM 阿部 雅二朗 長岡技術科学大学 教授

野口 泰隆 新日鐵住金(株) 主幹研究員 笹木 亮 富山大学大学院 教授

杉本 巖生 日立造船(株) グループ長 山田 泰弘 福井大学 教授

小林 利行 ダイハツ工業(株) 主担当員 川上 崇 富山県立大学 教授

福留 二朗 ヤンマー(株) 主席研究員 平元 和彦 新潟大学 教授

小西 康夫 兵庫県立大学 教授 田中 基嗣 金沢工業大学 教授

花崎 秀史 京都大学 教授 野田 拓也 コマツ産機（株） 技師

増田 新 京都工芸繊維大学 教授 強力 真一 福井県工業技術センター 所長

矢野 猛 大阪大学 教授 原島 謙一 （株）スギノマシン 技術課長

今城 昭彦 三菱電機(株) 主管技師長 渡邊 昌俊 長野工業高等専門学校 教授

坂本 博夫 三菱電機(株) 部長

森田 聡 関西電力(株) シニアリサーチャー 8 区代表会員（九州：長崎、福岡、大分、佐賀、熊本、宮崎、

西村 浩一 大阪ガス(株) マネジャー 鹿児島、沖縄）【定員15名】

小磯 慶高 (株)クボタ 部品技術室長 氏 名 勤務先・職名

吉田 篤正 大阪府立大学 教授 濱川 洋充 大分大学 教授

遠山 正治 東レ(株) 室長 坂口 大作 長崎大学 教授

河原 源太 大阪大学 教授 原田 博之 熊本大学 教授

山崎 友裕 大阪市立大学 教授 野口 博司 九州大学 教授

神野 伊策 神戸大学 教授 重藤 博司 ＴＯＴＯ（株） 上席技師

上野 明 立命館大学 教授 赤星 保浩 九州工業大学 教授

冨山 明男 神戸大学 教授 戸越 勉 新日鐵住金（株） 主幹

伊藤 宏幸 ダイキン工業(株) リサーチコーディネーター 大久保 康志 九州電力（株） グループ長

西脇 眞二 京都大学 教授 松﨑 健一郎 鹿児島大学 教授

小野 友輝 (株)酉島製作所 津﨑 兼彰 九州大学 教授

加口 仁 三菱重工業(株) 事業部長代理 楢原 弘之 九州工業大学 教授

大久保 雅章 大阪府立大学 教授 佐藤 和也 佐賀大学 教授

小金沢 新治 関西大学 教授 瀬戸口 稔彦 三菱重工業（株） 部長

青山 栄一 同志社大学 教授 渡邉 明 三菱重工業（株） 主席技師

宮本 猛 神戸市立工業高等専門学校 教授 浜松 弘 北九州工業高等専門学校 教授

氏 名 勤務先・職名

岡田 晃 岡山大学 教授

吉岡 透 マツダ（株） 副本部長

小出 隆夫 鳥取大学 教授

稲見 昭一 三井造船（株） 技術開発本部長補佐

南 和幸 山口大学 教授

柳井 法貴 三菱重工業（株） 主席チーム統括

佐藤 一教 三菱日立パワーシステムズ（株） シニアエキスパート

山田 啓司 広島大学 教授

小河原 加久治 山口大学 教授

松村 幸彦 広島大学 教授

尾崎 公一 岡山県立大学 教授

福島 千晴 広島工業大学 教授

 

5 区代表会員（中国：鳥取、島根、岡山、広島、山口）  【定員12名】
部門代表会員（54名）

備考 1）部門間の配列は無作為抽選により配列

2）当選者の配列は得点順に各部門の定数

3）部門名の（）内の数字は定員数
部門名 氏 名 勤務先・職名

宇宙工学 下田 孝幸 （国研）宇宙航空研究開発機

構 主任研究員
（2） 古谷 寛 東京工業大学 准教授

田中 正夫 大阪大学 教授

松本 健郎 名古屋大学 教授

材料力学 高梨 正祐 （株）ＩＨＩ 課長

（4） 泉 聡志 東京大学 教授

澄川 貴志 京都大学 准教授

熊谷 知久 （一財）電力中央研究所 主任

研究員

ﾊﾞｲｵｴﾝｼﾞﾆｱ
ﾘﾝｸﾞ　　　（2）



機素潤滑設 林田 泰 トヨタ自動車（株） 技範 継続理事（9名）   　　　　〔配列は継続理事氏名の五十音順〕

計　　　　（2） 梅原 徳次 名古屋大学 教授 氏 名 勤務先・職名

機械材料・材 山崎 美稀 （株）日立製作所 ユニットリーダ 足立 幸志 東北大学 教授

料加工　（3） 主任研究員 岩城 智香子 （株）東芝 主幹

品川 一成 九州大学 教授 大曽根 靖夫 （株）日立製作所 センタ長

井原 郁夫 長岡技術科学大学 教授 大竹 尚登 東京工業大学 教授

設計工学・ 伊藤 宏幸 ダイキン工業（株） リサーチ・ 大野 恵美 （株）ＩＨＩ 主査（課長）

ｼｽﾃﾑ　　（2） コーディネーター 梶島 岳夫 大阪大学 教授

伊藤 照明 徳島大学 准教授 加藤 千幸 東京大学 教授

ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ 友田 晃利 トヨタ自動車（株） 部長 木口 量夫 九州大学 教授

（3） 木村 修二 日産自動車（株） エキスパート 寺井 元昭 東海旅客鉄道（株） 常務執行役員

リーダー

松村 恵理子 同志社大学 准教授 監事

計算力学 姫野 龍太郎 （国研）理化学研究所 センター 氏 名 勤務先・職名

長 石出 孝 三菱重工業（株） 執行役員フェロー

（3） 山本 誠 東京理科大学 教授・副学長

船崎 健一 岩手大学 教授

ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ・ 田中 真美 東北大学 教授

ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ 淺間 一 東京大学 教授
（3） 長谷川 泰久 名古屋大学 教授

熱工学 藤森 俊郎 （株）ＩＨＩ 部長・部長補佐

（4） 近藤 義広 （株）日立製作所 主任研究員

花村 克悟 東京工業大学 教授

藤田 修 北海道大学 教授
技術と社会
　　　　　　（1）

神谷 和秀 富山県立大学 教授

機械力学・計 吉田 佳子 三菱電機（株） 部長

測制御（4） 河村 庄造 豊橋技術科学大学 教授

高原 弘樹 東京工業大学 教授

曄道 佳明 上智大学 教授
情報・知能・ 松本 章吾 （株）リコー 室長

精密機器（2） 鈴木 健司 工学院大学 教授

動力ｴﾈﾙｷﾞｰ 浅野 等 神戸大学 准教授
ｼｽﾃﾑ　　（2） 森下 正樹 （国研）日本原子力研究開発機

構 上席嘱託

産業・化学機 笠井 尚哉 横浜国立大学 准教授

械と安全（1）

環境工学 鈴木 康夫 ＪＦＥエンジニアリング（株）

（2）  主席

遠藤 久 月島機械（株） 専任部長

ﾏｲｸﾛ・ﾅﾉ工 田中 秀治 東北大学 教授

学　　　　(1）

交通・物流 末冨 隆雅 マツダ（株） 上席研究員

（3） 松岡 茂樹 （株）総合車両製作所 部長（商

品開発）

土屋 武司 東京大学 教授

流体工学 深谷 征史 （株）日立製作所 主任研究員

（5） 阿部 覚 （株）東芝 グループ長

岡本 秀伸 （株）荏原製作所 グループ長

安倍 賢一 九州大学 教授

新関 良樹 （株）東芝 参事
生産ｼｽﾃﾑ 光行 恵司 （株）デンソー 情報システム部長

（2） 日比野 浩典 東京理科大学 准教授

生産加工・ 北出 真太郎 （株）ＩＨＩ 部長

工作機械 吉村 辰浩 オークマ（株） 次長

（3） 高谷 裕浩 大阪大学 教授


