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松下電器産業株式会社エネルギー変換研究所 松下電器産業(株) 小川　博通 1-2 (1980) 97

大阪瓦斯における技術開発 大阪瓦斯(株) 村田　健史 1-2 (1980) 98

大分大学工学部エネルギー工学科 大分大学 宮部喜代二 1-2 (1980) 100

大阪府立工業技術研究所 大阪府立大学 吉田　総夫 1-2 (1980) 101

大阪工業技術試験所と水素エネルギー 工業技術研究所 中根　正典 1-3 (1980) 95

株式会社野村総合研究所 (株)野村総合研究所 宮下　英雄 1-3 (1980) 96

日立におけるエネルギー開発 (株)日立製作所 井上達之助 1-4 (1980) 88

(株)神戸製鋼所　機械研究所　エネルギー研究グループ (株)神戸製鋼所 森本浩太郎 1-4 (1980) 89

大阪大学超高温研究グループ 大阪大学 伊藤　　博 1-4 (1980) 90

川崎重工業株式会社技術研究所エネルギー研究部門 川崎重工業(株) 高畠　敏男 2-1 (1981) 96

東芝重電部門における新・省エネルギー技術開発 東芝電気(株) 荻本　和男 2-1 (1981) 97

シャープ株式会社における太陽エネルギー利用機器開発 シャープ(株) 外村　俊弥 2-1 (1981) 98

財団法人電力中央研究所 (財)電力中央研究所 増本　敏男 2-2 (1981) 97

三菱重工業高砂研究所（ガスタービン燃焼グループ） 三菱重工業(株) 今竹　忠己 2-2 (1981) 98

大阪大学レーザー核融合研究センターの現状 大阪大学 山中千代衛 2-2 (1981) 99

関西電力株式会社総合技術研究所 関西電力(株) 和泉　孝喜 2-3 (1981) 97

荏原製作所資源再生技術部 (株)荏原製作所 平山　詳郎 2-3 (1981) 98

富士電機における新エネルギー技術開発 富士電機(株) 穴原　良司 2-4 (1981) 90

日本電池株式会社 日本電池(株) 宇野　淳二 2-4 (1981) 91

株式会社数理計画 (株)数理計画 金森　正紘 2-4 (1981) 92

三菱電機株式会社中央研究所エネルギー研究部門 三菱電機(株) 岸田　公治 2-5 (1981) 100

新日鉄生産技術研究所エネルギー工学研究センター 新日本製鉄(株) 藤浦　正巳 2-5 (1981) 101

公害資源研究所 工業技術研究所 中島　義明 2-5 (1981) 103

石川島播磨重工業株式会社ボイラ事業部 石川島播磨重工業(株) 大谷　正夫 2-5 (1981) 105

株式会社竹中工務店省エネルギー建物推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ (株)竹中工務店 大井　昭夫 2-6 (1981) 99

株式会社大林組技術研究所空調衛生研究室 (株)大林組 田中　辰明 2-6 (1981) 98

日本電気株式会社・日本電気環境エンジニアリング株式会社（資源・環境グループ）

日本電気(株) 池田　　豊 2-6 (1981) 101

東京電力株式会社技術開発研究所 東京電力(株) 山本　将人 3-2 (1982) 94

東洋エンジニアリング株式会社資源・エネルギー関連研究開発

東洋エンジニアリング(株) 坂西　良親 3-2 (1982) 95

名古屋工業技術試験所 名古屋大学 野口　哲男 3-2 (1982) 96

電子技術総合研究所太陽エネルギー研究室 工業技術研究所 谷　　辰夫 3-3 (1982) 84

微生物工業技術研究所代替エネルギー開発研究プロジェクト 工業技術研究所 佐藤　昭雄 3-3 (1982) 85

旭硝子株式会社研究開発部 旭硝子(株) 福井　忠興 3-3 (1982) 86

日本石油株式会社中央技術研究所 日本石油(株) 石井　　浩 3-3 (1982) 87

三井造船のエネルギー関連活動　縦から横から 三井造船(株) 伊藤　勝夫 3-4 (1982) 76

住友金属工業株式会社中央技術研究所 住友金工業(株) 高島　啓行 3-4 (1982) 78

トヨタ自動車の研究開発 トヨタ自動車工業(株) 羽鳥　鷹兵 3-4 (1982) 79

大阪大学工学部超電導工学実験センター 大阪大学 犬石　嘉雄 3-4 (1982) 80

東京ガス株式会社技術研究所 東京ガス(株) 吉田　邦夫 3-5 (1982) 84

三菱化成工業株式会社新エネルギー本部 三菱化成工業(株) 多田　昭三 3-5 (1982) 85

化学技術研究所 化学技術研究所 藤井欽二郎 3-5 (1982) 86

東レ・エンジニアリング株式会社環境・膜分離関連の研究開発

東レ・エンジニアリング(株) 山本　和夫 3-6 (1982) 88

日立造船株式会社技術研究所エネルギー・資源関連の研究について

日立造船(株) 中西　　雄 3-6 (1982) 89
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日本酸素株式会社技術本部研究開発部 日本酸素(株) 河辺　全也 3-6 (1982) 90

株式会社笹倉機械製作所 (株)笹倉機械製作所 大屋　幸雄 4-1 (1983) 85

九州電力株式会社総合研究所 九州電力(株) 富井　　潤 4-1 (1983) 86

川崎製鉄株式会社水島製鉄所動力技術室熱技術グループ 川崎製鉄(株) 谷口　修一 4-2 (1983) 93

日本鋼管株式会社技術研究所第２研究部熱流体研究室 日本鋼管(株) 国岡　計夫 4-2 (1983) 94

九州工業技術試験所 九州工業大学 今川　耕治 4-3 (1983) 89

電源開発株式会社技術開発部 電源開発(株) 伊東　弘祐 4-3 (1983) 90

湯浅電池株式会社中央研究所 湯浅電池(株) 邑上　　保 4-3 (1983) 92

日本原子力発電株式会社東海研修所 日本原子力発電(株) 伊藤　文雄 4-4 (1983) 105

ユニチカ株式会社資源・エネルギー関連研究 ユニチカ(株) 植嶋　宏元 4-4 (1983) 106

日揮株式会社技術研究本部 日揮(株) 野村　平典 4-5 (1983) 93

久保田鉄工株式会社技術開発研究所 久保田鉄工(株) 清水　　勉 4-5 (1983) 95

出光興産株式会社 出光興産(株) 宮野　明光 4-6 (1983) 96

三機工業株式会社技術研究所 三機工業(株) 有家　三徳 4-6 (1983) 97

ガデリウス株式会社エネルギー事業部 ガデリウス(株) 岡本　栄治 4-6 (1983) 98

千代田化工建設株式会社資源・エネルギー関連研究 千代田化工建設(株) 倉爪　千之 5-1 (1984) 90

三洋電機株式会社におけるエネルギー研究部門 三洋電機(株) 深津　猛夫 5-1 (1984) 91

〃 斉藤　六弥

〃 本田直二郎

〃 金谷　経一

鹿島建設技術研究所・環境計画部 鹿島建設(株) 小原　俊平 5-1 (1984) 92

東北電力株式会社総合研究所 東北電力(株) 小室　秀信 5-2 (1984) 90

ヤンマーディーゼル株式会社技術研究所 ヤンマーディーゼル(株) 桂田　史郎 5-2 (1984) 91

中部電力株式会社総合技術研究所 中部電力(株) 寺林　康治 5-3 (1984) 94

ゼネラル石油株式会社営業本部研究開発部 ゼネラル石油(株) 後藤　敏明 5-3 (1984) 95

株式会社間組エネルギー本部 (株)間組 芳賀　幸雄 5-3 (1984) 96

日本化学技術株式会社の資源・エネルギー関連・開発技術 日本化学技術(株) 中島　正雄 5-4 (1984) 97

株式会社日建設計・環境アセスメント室 (株)日建設計 河村　寛二 5-4 (1984) 98

住友電気工業株式会社研究開発本部超電導 住友電気工業(株) 永田　正之 5-5 (1984) 101

株式会社電業社機械製作所 (株)電業社 窪田　直和 5-5 (1984) 102

北海道電力株式会社火力部 北海道電力(株) 永井　新一 5-6 (1984) 97

株式会社タクマ・都市ごみの有効利用について (株)タクマ 岩崎　恢己 5-6 (1984) 98

東北大学選鉱製錬研究所 東北大学 矢澤　　彬 6-2 (1985) 93

株式会社荏原総合研究所 (株)荏原製作所 遠矢　泰典 6-2 (1985) 94

ダイセル化学工業株式会社エネルギープロジェクト ダイセル化学工業(株) 中川　　保 6-3 (1985) 95

宇部興産株式会社のエネルギー・資源関連技術 宇部興産(株) 岡野　　喬 6-3 (1985) 96

住友精密工業株式会社 住友精密工業(株) 津枝　庸夫 6-4 (1985) 94

高砂熱学工業株式会社総合研究所 高砂熱学工業(株) 岡田　孝夫 6-4 (1985) 95

東北大学工学部附属燃焼限界実験施設 東北大学 大谷　茂盛 6-4 (1985) 96

動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センター

動力炉・核燃料開発事業団 山本　　研 6-5 (1985) 98

株式会社神戸製鋼所資源・エネルギー関連研究開発 (株)神戸製鋼所 松井　昭悟 6-5 (1985) 99

株式会社日立製作所エネルギー研究所 (株)日立製作所 山田　周治 6-5 (1985) 100

昭和シェル石油株式会社中央研究所 昭和シェル石油(株) 岩崎　正夫 6-6 (1985) 85

株式会社三菱総合研究所 (株)三菱総合研究所 内藤　　豊 6-6 (1985) 86

住友重機械工業株式会社 住友重機械工業(株) 竹内　新吉 7-1 (1986) 102

三菱石油株式会社研究所 三菱石油(株) 井原　博之 7-2 (1986) 85

関西電力株式会社総合技術研究所 関西電力(株) 野垣　　隆 7-2 (1986) 86

財団法人日本エネルギー経済研究所
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(財)日本エネルギー経済研究所 藤目　和哉 7-2 (1986) 87

日立化成工業株式会社 日立化成工業(株) 千田　孝之 7-3 (1986) 87

北海道工業開発試験所エネルギー関連研究 北海道工業開発試験所 平間　利昌 7-3 (1986) 88

木村化工機株式会社 木村化工機(株) 田尻　忠昭 7-4 (1986) 103

新技術開発事業団 新技術開発事業団 田村　義正 7-5 (1986) 85

バブコック日立株式会社 バブコック日立(株) 秋山　　巌 7-6 (1986) 100

科学技術庁資源調査所 科学技術庁資源調査所 大塚　健一 8-1 (1987) 100

コスモ石油株式会社中央研究所 コスモ石油(株) 新藤　秀行 8-2 (1987) 95

工業技術院機械技術研究所

工業技術院機械技術研究所 山田　幸生 8-3 (1987) 87

三菱化工機株式会社 三菱化工機(株) 大塚　秀毅 8-4 (1987) 92

株式会社新潟鉄工所 (株)新潟鉄工所 山下　　登 8-4 (1987) 93

東邦ガス株式会社総合技術研究所 東邦ガス(株) 門　　俊夫 8-5 (1987) 80

海洋科学技術センター 海洋科学技術センター 石井　進一 8-6 (1987) 73

日立金属株式会社 日立金属(株) 永沢　秀幸 8-6 (1987) 74

財団法人エネルギー総合工学研究所

(財)エネルギー総合工学研究所 松井　一秋 9-1 (1988) 108

清水建設株式会社 清水建設(株) 澁谷　紳一 9-1 (1988) 109

高エネルギー物理学研究所

高エネルギー物理学研究所 新冨　孝和 9-2 (1988) 91

株式会社関電工 (株)関電工 飯田　和弘 9-3 (1988) 81

近畿電気工事株式会社 近畿電気工事(株) 佐野　　実 9-3 (1988) 82

三井東圧化学株式会社 三井東圧化学(株) 上野　新二 9-4 (1988) 87

ダイダン株式会社 ダイダン(株) 福田　正健 9-5 (1988) 84

中国電力株式会社技術研究所 中国電力(株) 林　　啓次 9-6 (1988) 78

西部ガス株式会社総合研究所 西部ガス(株) 吉村　秀利 10-1 (1989) 93

古河電気工業株式会社 古河電気工業(株) 矢島　一男 10-2 (1989) 89

株式会社サムソン (株)サムソン 井上　　清 10-2 (1989) 90

株式会社高岳製作所 (株)高岳製作所 井川　省次 10-3 (1989) 87

住友金属鉱山株式会社 住友金属鉱山(株) 白石　勝造 10-5 (1989) 85

三菱原子力工業株式会社 三菱原子力工業(株) 岩本　博安 10-6 (1989) 89

ダイキン工業株式会社 ダイキン工業(株) 吉川　憲治 11-1 (1990) 80

三菱電線工業株式会社 三菱電線工業(株) 吉田　　彊 11-1 (1990) 81

新エネルギー・産業技術総合開発機構

新エネルギー・産業技術総合開発機構 坂内　武男 11-2 (1990) 97

サンレー冷熱株式会社 サンレー冷熱(株) 鳥居　健男 11-3 (1990) 82

株式会社不二越 (株)不二越 植草　正雄 11-4 (1990) 83

沖縄電力株式会社 沖縄電力(株) 上里　好央 11-5 (1990) 90

オルガノ株式会社 オルガノ(株) 森田　　暉 11-5 (1990) 91

ヤマハ発動機株式会社 ヤマハ発動機(株) 馬渕　隆義 11-6 (1990) 90

神鋼リサーチ株式会社 神鋼リサーチ(株) 守田　欣哉 11-6 (1990) 91

日本電気株式会社 日本電気(株) 松海　紘一 12-1 (1991) 117

株式会社いすゞ中央研究所 (株)いすゞ中央研究所 佐伯　武博 12-1 (1991) 118

日立電線株式会社 日立電線(株) 武井　晧司 12-2 (1991) 88

キヤノン株式会社中央研究所 キヤノン(株) 花田　　博 12-2 (1991) 89

ＴＤＫ株式会社 TDK(株) 田淵　克彦 12-3 (1991) 84

西松建設株式会社 西松建設(株) 山内　次郎 12-3 (1991) 86

株式会社イオン工学センター (株)イオン工学センター 三小田眞彬 12-4 (1991) 84

田中貴金属工業株式会社 田中貴金属工業(株) 川口　清一 12-4 (1991) 86
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財団法人新エネルギー財団 (財)新エネルギー財団 新田　禎倖 12-5 (1991) 77

住友電設株式会社 住友電設(株) 田辺　　清 12-6 (1991) 87

大成建設株式会社 大成建設(株) 室伏　裕一 12-6 (1991) 89

日本原子力研究所 日本原子力研究所 朝岡　卓見 13-1 (1992) 104

日本金属工業株式会社 日本金属工業(株) 福井　　太 13-2 (1992) 90

関電興業株式会社 関電興業(株) 山口　　淳 13-3 (1992) 76

新菱冷熱工業株式会社 新菱冷熱工業(株) 岡田　勝行 13-4 (1992) 86

栗田工業株式会社 栗田工業(株) 田原　賢二 13-5 (1992) 84

積水ハウス株式会社 積水ハウス(株) 河村　友文 13-5 (1992) 86

財団法人省エネルギーセンター

(財)省エネルギーセンター 小林　文雄 13-6 (1992) 90

矢崎総業株式会社 矢崎総業(株) 堀部　欽也 14-1 (1993) 105

松下電器産業株式会社 松下電器産業(株) 中本　充慶 14-1 (1993) 107

理化学研究所 理化学研究所 硲　　　稔 14-2 (1993) 94

株式会社テクノバ (株)テクノバ 小奈　勝也 14-2 (1993) 96

株式会社大氣社 (株)大氣社 松本　一宇 14-3 (1993) 86

山武ハネウエル株式会社 山武ハネウエル(株) 小川　正雄 14-3 (1993) 88

財団法人関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団

関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団 大上　　学 14-4 (1993) 90

日本核燃料開発株式会社 日本核燃料開発(株) 小林亮一郎 14-4 (1993) 91

東京電力株式会社技術開発本部 東京電力(株) 増田　俊夫 14-5 (1993) 71

財団法人地球環境センター (財)地球環境センター 山本　　攻 14-5 (1993) 72

財団法人日本システム開発研究所

(財)日本システム開発研究所 垣田　行雄 14-6 (1993) 94

株式会社ダイヘン (株)ダイヘン 花岡　克己 14-6 (1993) 96

資源環境技術総合研究所 資源環境技術総合研究所 宮崎　　章 15-1 (1994) 102

三洋化成工業株式会社研究所 三洋化成工業(株) 山本　和夫 15-2 (1994) 95

株式会社ニュージェック (株)ニュージェック 山口　卓余 15-3 (1994) 91

株式会社関西テック (株)関西テック 林　　泰夫 15-4 (1994) 91

株式会社ユアテック (株)ユアテック 北浦　良雄 15-4 (1994) 93

財団法人原子力データセンター

(財)原子力データセンター 飯島　　勉 15-5 (1994) 111

中外炉工業株式会社 中外炉工業(株) 秋山　鉄夫 15-6 (1994) 91

財団法人石炭利用総合センター

(財)石炭利用総合センター 秋元　嗣男 16-1 (1995) 114

東光精機株式会社 東光精機(株) 末定　泰彦 16-2 (1995) 104

株式会社堀場製作所 (株)堀場製作所 神馬　哲也 16-3 (1995) 90

北海道大学エネルギー先端工学研究センター 北海道大学 真田　雄三 16-4 (1995) 93

株式会社淺沼組技術研究所 (株)淺沼組 若木　俊男 16-5 (1995) 85

住友シチックス株式会社 住友シチックス(株) 白井　龍夫 16-6 (1995) 87

積水化学工業株式会社 積水化学工業(株) 有原　正勝 17-2 (1996) 88

株式会社ベンカン (株)ベンカン 矢部　保雄 17-2 (1996) 90

川崎重工業株式会社関東技術研究所 川崎重工業(株) 糸賀　興右 17-3 (1996) 85

旭硝子株式会社 旭硝子(株) 藤井　　久 17-5 (1996) 102

財団法人石油産業活性化センター

(財)石油産業活性化センター 金子　安雄 17-6 (1996) 89

大阪大学先端科学技術共同研究センター 大阪大学 鈴木　　胖 17-6 (1996) 91

アジア経済研究所 アジア経済研究所 藤崎　成昭 18-2 (1997) 86

大日本インキ化学工業株式会社

（グループ紹介4）



題　　目 所　　属　　 執筆者
Vol.-No.
(発行年）

頁

大日本インキ化学工業(株) 植村　光由 18-3 (1997) 88

日本板硝子株式会社 日本板硝子(株) 松田　好司 18-4 (1997) 89

株式会社テクノ中部 (株)テクノ中部 大野　好志 18-5 (1997) 93

京都大学大学院エネルギー科学研究科 京都大学 新宮　秀夫 18-5 (1997) 95

財団法人大阪科学技術センター

(財)大阪科学技術センター 杉本　茂美 18-6 (1997) 86

住友ベークライト株式会社 住友ベークライト(株) 三木　恭輔 19-1 (1998) 91

財団法人熱・電気エネルギー技術財団

(財)熱・電気エネルギー技術財団 富村　紘一 19-2 (1998) 85

三菱製紙株式会社 三菱製紙(株) 鈴木　勇次 19-3 (1998) 88

株式会社エヌ・ティ・ティファシリティーズ

(株)NTTファシリティーズ 西　　伸秋 19-4 (1998) 90

松下電池工業株式会社 松下電池工業(株) 原口　和典 19-5 (1998) 89

株式会社関西総合環境センター

(株)関西総合環境センター 北原　經之 19-6 (1998) 94

日商岩井株式会社 日商岩井(株) 江頭　英見 20-1 (1999) 117

財団法人地球環境産業技術研究機構

(財)地球環境産業技術研究機構 塚本　宏生 20-2 (1999) 89

月島機械株式会社 月島機械(株) 南　　茂樹 20-3 (1999) 85

株式会社関西新技術研究所（KRI） (株)関西新技術研究所 中野　　元 20-4 (1999) 89

王子製紙株式会社 王子製紙(株) 魚山　和春 20-5 (1999) 92

オムロン株式会社 オムロン(株) 中山　逸夫 20-6 (1999) 87

日本環境技研株式会社 日本環境技研(株) 増田  康広 21-1 (2000) 89

木村化工機株式会社 木村化工機(株) 蔭山  居志 21-2 (2000) 92

リンナイ株式会社 リンナイ(株) 菊地    隆 21-3 (2000) 89

東電環境エンジニアリング株式会社

東電環境エンジニアリング(株) 村山    衛 21-4 (2000) 85

株式会社住環境計画研究所 (株)住環境計画研究所 中上  英俊 21-5 (2000) 85

株式会社山武 (株)山武 河住  春樹 21-6 (2000) 83

園田計器工業株式会社 園田計器工業(株) 松本　　護 22-2 (2001) 65

日本コージェネレーションセンター

日本コージェネレーションセンター 城　　敏彦 22-3 (2001) 72

苫小牧東部石油備蓄株式会社 苫小牧東部石油備蓄(株) 坂元  浩暢 22-4 (2001) 74

西日本環境エネルギー株式会社

西日本環境エネルギー(株) 松岡  寛孝 22-5 (2001) 69

東京電力株式会社　電気の史料館 東京電力(株) 宮川　功一 23-2 (2002) 74

株式会社錢高組 (株)錢高組 山本　芳博 23-3 (2002) 66

株式会社クリーンコールパワー研究所

(株)クリーンコールパワー研究所 助川　一重 23-4 (2002) 73

新コスモス電機株式会社 新コスモス電機(株) 石川　　博 23-5 (2002) 69

日本エヌ･ユー･エス株式会社 日本エヌ・ユー・エス(株) 野上　義夫 23-6 (2002) 61

『持続可能な発展』を目指した住友スリーエムの取組み 住友スリーエム(株) 新村　嘉朗 24-1 (2003) 72

八十島プロシード株式会社 八十島プロシード(株) 梶谷　尚司 24-2 (2003) 64

テス・エンジニアリング株式会社

テス・エンジニアリング(株) 村上　　裕 24-3 (2003) 63

栗本鐵工所の有機資源への取り組み (株)栗本鐵工所 徳山　貴信 24-4 (2003) 72

株式会社朝日工業社 (株)朝日工業社 磯野　一智 24-5 (2003) 69

バブコック日立株式会社　会社紹介と水素事業への取組み バブコック日立(株) 大橋　重信 24-6 (2003) 71

株式会社前川製作所 (株)前川製作所 神戸　雅範 25-1 (2004) 86

（グループ紹介5）
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佐賀大学海洋エネルギー研究センター 佐賀大学 池上　康之 25-1 (2004) 87

株式会社ノーリツ (株)ノーリツ 向田　　穣 25-2 (2004) 67

株式会社日本触媒 (株)日本触媒 兼子　昭生 25-3 (2004) 58

西芝電機株式会社 西芝電機(株) 大崎　　力 25-4 (2004) 65

独立行政法人科学技術振興機構　研究開発戦略センター (独)科学技術振興機構 東　美貴子 25-6 (2004) 67

株式会社日本環境認証機構 (株)日本環境認証機構 村田　　隆 26-2 (2005) 66

独立行政行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 乾　　隆一 26-3 (2005) 77

株式会社エネゲート (株)エネゲート 堀　　四郎 26-5 (2005) 66

出光興産株式会社 出光興産(株) 竹中　照雄 26-6 (2005) 70

株式会社NTTファシリティーズエンジニアリング関西

(株)NTTファシリティーズエンジニアリング関西 奥野　昭一 27-1 (2006) 80

千代田アドバンスト・ソリューションズ株式会社

千代田アドバンスト・ソリューションズ(株) 五十嵐　亮 27-2 (2006) 74

フジプレアム株式会社 フジプレアム(株) 堀川　裕美 27-4 (2006) 65

三機工業株式会社 三機工業(株) 助飛羅　力 27-5 (2006) 65

日建設計総合研究所 (株)日建設計総合研究所 栗山　知広 28-1 (2007) 65

新日本石油株式会社 新日本石油(株) 田山　　徹 28-2 (2007) 64

北海道ガス株式会社 北海道ガス(株) 青木　　徹 28-3 (2007) 70

新日鉄エンジニアリング株式会社

新日鉄エンジニアリング(株) 石橋　洋一 28-4 (2007) 64

戸田建設株式会社 戸田建設(株) 関根　一郎 28-5 (2007) 67

新神戸電機株式会社 新神戸電機(株) 安達　和弘 29-1 (2008) 59

社団法人新金属協会 (社)新金属協会 今井　康弘 29-3 (2008) 65

特定非営利活動法人 環境・エネルギー・農林業ネットワーク NPO法人EEFA 宇都木智一 29-4 (2008) 60

水素エネルギー協会 水素エネルギー協会 光島　重徳 29-5 (2008) 62

〃 岡崎　　健

財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）

(財)地球環境戦略研究機関 城戸めぐみ 29-6 (2008) 52

株式会社四国総合研究所 (株)四国総合研究所 綾田　　寛 30-3 (2009) 50

大多喜ガス株式会社 大多喜ガス(株) 坂田　　陽 30-5 (2009) 70

北野建設株式会社 北野建設(株) 竹内　俊樹 30-6 (2009) 58

伊藤忠商事株式会社 伊藤忠商事(株) 松川　良夫 31-1 (2010) 54

アタカ大機株式会社 アタカ大機(株) 泉屋　宏一 31-2 (2010) 59

京葉ガス株式会社 京葉ガス(株) 中村　貫太 31-3 (2010) 44

独立行政法人科学技術振興機構　低炭素社会戦略センター (独)科学技術振興機構 野田　正彦 31-4 (2010) 57

東京大学先端電力エネルギー・環境技術教育研究センター 東京大学 中島　達人 32-1 (2011) 66

大阪ガスエンジニアリング株式会社

大阪ガスエンジニアリング(株) 一色　　徹 33-4 (2012) 42

株式会社エネット (株)エネット 久保　慎一 33-5 (2012) 69

名古屋大学　グリーンモビリティ連携研究センター 名古屋大学 小林　敬幸 33-6 (2012) 59

株式会社構造計画研究所 (株)構造計画研究所 古川　欽也 34-4 (2013) 52

あずさ監査法人（KPMGジャパン）エネルギー・インフラストラク
チャー事業室

KPMGマネジメントコンサルティング(株) 赤峰陽太郎 34-6 (2013) 59

日伯エタノール株式会社 日伯エタノール(株) 本城　　薫 35-2 (2014) 55

株式会社ガスアンドパワー (株)ガスアンドパワー 谷　　昌樹 35-3 (2014) 51

株式会社ファンクショナル・フルイッド

(株)ファンクショナル・フルイッド 藤岡　惠子 35-4 (2014) 72

（グループ紹介6）
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日本石炭エネルギー開発株式会社

日本石炭エネルギー開発(株) 南坊　博司 36-6 (2015) 69

研究委員会「2050年に向けた日本のエネルギー需給」

東京大学 荻本　和彦 39-5 (2018) 61

エネルギー総合工学研究所 黒沢　厚志

大阪大学 下田　吉之

（グループ紹介7）


