
番号 氏名 所属 職掌 番号 氏名 所属 職掌

1 朝田　由治 ユアサM&B（株） 常務取締役 41 杉本　謙二 奈良先端科学技術大学院大学 教授

2 池田　和司 奈良先端科学技術大学院大学 教授 42 諏訪　晴彦 摂南大学 教授

3 石川　将人 大阪大学 教授 43 諏訪　正樹 オムロン（株） 技術専門職

4 乾口　雅弘 大阪大学 教授 44 高井　重昌 大阪大学 教授

5 井上　雄紀 大阪工業大学 教授 45 高木　敏行 東北大学 教授

6 井前　讓 大阪府立大学 名誉教授 46 竹田　史章 近畿大学 教授

7 今城　昭彦 三菱電機(株） 主管技師長 47 田中　俊二 京都大学 准教授

8 井村　順一 東京工業大学 教授 48 田中　雅博 甲南大学 教授

9 井村　誠孝 関西学院大学 教授 49 玉置 　久 神戸大学 教授

10 岩田　雅史 三菱電機(株） グループマネージャー 50 田村　直樹 神鋼リサーチ（株） 主席研究員

11 岩谷　敏治 （株）神戸製鋼所 主任研究員 51 中川　繁政 新日鐡住金（株） 部長

12 宇佐美　照夫 京都学園大学 教授 52 中嶋　宏 オムロン（株） 技術専門職

13 梅田　豊裕 （株）神戸製鋼所 主任研究員 53 仲谷　善雄 立命館大学 教授

14 大倉　和博 広島大学 教授 54 中山　万希志 大阪産業大学 教授

15 大城　理 大阪大学 教授 55 楢崎　博司 （株）神戸製鋼所 研究首席

16 大須賀　公一 大阪大学 教授 56 野田　哲男 大阪工業大学 特任教授

17 大塚　敏之 京都大学 教授 57 萩原　朋道 京都大学 教授

18 岡　宏一 高知工科大学 教授 58 橋本　秀紀 中央大学 教授

19 小川　均 立命館大学 特任教授 59 畑　豊 兵庫県立大学 研究科長・教授

20 小澤　誠一 神戸大学 教授 60 早川　義一 愛知工業大学 教授

21 小野里　雅彦 北海道大学 教授 61 林　勲 関西大学 教授

22 貝原　俊也 神戸大学 教授 62 平位　隆史 三菱電機（株） グループマネージャー

23 柿井　俊昭 住友電気工業(株） 常務執行役員、副本部長 63 藤田　正弘 三菱電機(株） 常務執行役

24 川上　浩司 京都大学 特定教授 64 藤本　健治 京都大学 教授

25 喜多　一 京都大学 教授 65 本多　克宏 大阪府立大学 教授

26 北田　宏 新日鐡住金（株） 上席主幹研究員 66 松尾　孝美 大分大学 教授

27 北村　章 鳥取大学 教授 67 松嶋　博英 川崎重工業（株） 基幹職

28 久保　貞夫 川崎重工業（株） 理事　ｾﾝﾀｰ長 68 松野　文俊 京都大学 教授

29 久保田　直行 首都大学東京 教授 69 松本　啓之亮 大阪府立大学 教授

30 熊本　悦子 神戸大学 教授 70 見浪　護 岡山大学 教授

31 合田　佳典 旭化成エンジニアリング(株） 部長 71 村尾　元 神戸大学 教授

32 小島　史男 東北大学 客員教授 72 元木　大介 横河ソリューションサービス（株） 技術部長

33 小林　直人 ダイキン工業（株） 主任技師 73 森　直樹 大阪府立大学 准教授

34 五福　明夫 岡山大学 教授 74 安田　寿彦 滋賀県立大学 教授

35 才木　昭義 川崎重工業（株） 副センター長 75 山田　克彦 大阪大学 教授

36 齊藤　ゆみ オムロン(株) 技術専門職 76 横川　隆一 同志社大学 教授

37 佐伯　正美 広島大学 教授 77 吉岡　理文 大阪府立大学 教授

38 鮫嶋　茂稔 （株）日立製作所 室長 78 米田　有利 （株）堀場製作所 センター長

39 渋谷　雄 京都工芸繊維大学 教授 79 渡部　透 立命館大学 名誉教授

40 島川　博光 立命館大学 教授 80 渡部　広一 同志社大学 教授
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