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アソシエイトエディタ （Associate Editor）一覧
SMM
荒井 政大 (名古屋大学), 井上 裕嗣 (東京工業大学), 島村 佳伸 (静岡大学), 廣畑 賢治 (東芝), 長 秀雄 (青山学院
大学), 奥村 大 (大阪大学), 箕島 弘二 (大阪大学), 久保 貴博 (東芝), 野口 博司 (九州大学), 近藤 勝義 (大阪大
学), 宮下 幸雄 (長岡技術科学大学), 小川 和洋 (東北大学), 赤坂 大樹 (東京工業大学), 秋庭 義明 (横浜国立大学),
河井 昌道 (筑波大学), 岡崎 正和 (長岡技術科学大学), 板橋 正章 (公立諏訪東京理科大学), 中尾 航 (横浜国立大
学), 大宮 正毅 (慶應義塾大学), 寺崎 健 ((株)日立製作所), 池田 徹 (鹿児島大学), 澁谷 忠弘 (横浜国立大学), 荒
居 善雄 (埼玉大学), 燈明 泰成 (東北大学), 秦 誠一 (名古屋大学), 高橋 進 (日本大学), 小林 訓史 (首都大学東
京), 櫻井 淳平 (名古屋大学), 米山 聡 (青山学院大学), 桑水流 理 (福井大学), 成田 史生 (東北大学), 坂井 建宣
(埼玉大学), 細井 厚志 (早稲田大学), 岡部 洋二 (東京大学), 琵琶 志朗 (京都大学), 松田 哲也 (筑波大学), 青野
祐子 (東京工業大学)
FE
田坂 裕司 (北海道大学), 真田 俊之 (静岡大学), 石井 英二 (日立製作所), 木綿 隆弘 (金沢大学), 小林 一道 (北海
道大学), 杉山 和靖 (大阪大学), 玉野 真司 (名古屋工業大学), 富松 重行 (電業社機械製作所), 堀口 祐憲 (大阪大
学), 元祐 昌廣 (東京理科大学)
TEP
赤松史光 (大阪大学), 津島将司 (大阪大学), 小酒英範 (東京工業大学), 鹿園直毅 (東京大学), 瀬川清 (三菱日立パ
ワーシステムズ), 石井一洋 (横浜国立大学), 内藤俊之 (ＩＨＩ), 松本亮介 (関西大学), 吉葉史彦 (電力中央研究所),
漆原友則 (マツダ), 吉田啓之 (日本原子力研究開発機構)
DR
昆陽 雅司 (東北大学), 望山 洋 (筑波大学), 原田 研介 (大阪大学), 栗田 雄一 (広島大学), 中嶋 秀朗 (和歌山大
学), 山田 功 (群馬大学), 山脇 輔 (防衛大学校), 田村 雄介 (東京大学)
MN
青柳 誠司 (関西大学), 川野 聡恭 (大阪大学), 式田 光宏 (広島大学), 田中 秀治 (東北大学), 松村 隆 (東京電機大
学), 三宅 亮 (東京大学), 宮崎 康次 (九州工業大学), 平岡 尚文 (ものつくり大学)
CM
上原 拓也 (山形大学), 山田 貴博 (横浜国立大学), 白山 晋 (東京大学), 中村 正行 (信州大学), 橋本 学 (東京大
学), 今井 陽介 (神戸大学), 山崎 渉 (長岡技術科学大学), 和田 義孝 (近畿大学), 谷江 尚史 (日立製作所), 永井
亨 (エムエスシーソフトウェア), 西村 憲治 (産業技術総合研究所), 大竹 泰弘 (IHI)
DMIMS
阪口 龍彦 (豊橋技術科学大学), 安藤 泰久 (東京農工大学), 日比野 浩典 (東京理科大学), 大久保 雅史 (同志社大
学), 比田井 洋史 (千葉大学), 橋村 真治 (芝浦工業大学), 小木 哲朗 (慶應義塾大学), 岩村 幸治 (大阪府立大学),
北 栄輔 (名古屋大学), 黒河 周平 (九州大学), 國枝 正典 (東京大学), 岡田 晃 (岡山大学), 高橋 哲 (東京大学), 澤
江 義則 (九州大学), 細川 晃 (金沢大学), 茨木 創一 (広島大学), 閻 紀旺 (慶應義塾大学), 杉村 延広 (大阪府立大
学), 田浦 裕生 (長岡技術科学大学), 武居 直行 (首都大学東京), 吉田 和弘 (東京工業大学), 宮川 豊美 (日本工業
大学), 橋口 原 (静岡大学), 古谷 克司 (豊田工業大学), 三浦 憲二郎 (静岡大学), 横山 良平 (大阪府立大学), 中本
圭一 (東京農工大学)
BMS
宇治橋 貞幸 (日本文理大学), 太田 信 (東北大学), 小林 洋 (大阪大学), 寺田 英嗣 (山梨大学), 沖田 浩平 (日本大
学), 苗村 潔 (東京工科大学), 中西 義孝 (熊本大学), 中村 匡徳 (埼玉大学), 長山 和亮 (茨城大学), 稲葉 忠司 (三
重大学), 藤江 裕道 (首都大学東京), 井上 喜雄 (高知工科大学), 奥山 武志 (東北大学), 田中 由浩 (名古屋工業大
学)
EPS
雉本 信哉 (九州大学), 御法川 学 (法政大学), 小野田 弘士 (早稲田大学), 小林 潤 (工学院大学), 大久保 雅章 (大
阪府立大学), 遠藤 久 (月島機械), 君島 真仁 (芝浦工業大学), 近藤 明 (大阪大学), 西村 伸也 (大阪市立大学), 戸
枝 毅 (富士電機), 谷口 満彦 (東レエンジニアリング), 茂木 俊夫 (東京大学), 笠井 尚哉 (横浜国立大学), 松本 秀
行 (産業技術総合研究所)
TL
相馬 仁 (名城大学), 滝田 好宏 (防衛大学校), 綱島 均 (日本大学), 平田 宏一 (海上技術安全研究所), 皆川 佳祐
(埼玉工業大学), 宮本 岳史 (明星大学), 金子 哲也 (大阪産業大学), 小野 英一 (豊田中央研究所), 松井 靖浩 (交通
安全環境研究所), 西脇 正明 (神奈川工科大学), 道辻 洋平 (茨城大学), 田川 泰敬 (東京農工大学), 富岡 隆弘 (秋
田県立大学), 林 隆三 (東京理科大学), 橋本 雅文 (同志社大学), 松本 陽 (日本大学)
SE
山川 宏 (京都大学), 山口 功 (防衛大学校), 島 岳也 (三菱電機), 鵜山 尚大 (清水建設), 永田 晴紀 (北海道大学),
吉河 章二 (三菱電機)
LH
小野寺 英輝 (岩手大学), 吉田 敬介 (九州大学), 大上 浩（東京都市大学)

