
会 員

1.役員

1.1 理事

会長 古浜庄一(武蔵工業大学学長)

副会長 内田裕久(東海大学工学部応用物理学科教授)

副会長 福田健三(財団法人エネルギー総合工学研究所 WE-NETセンター

1.2監事

プロジェクトマネージャー)

伊原征治郎(日本工業大学システム工学科教授)

太田時男(フロンティア情報学習機構)

小松征男(岩谷産業株式会社技術部技術担当部長)

斉藤泰和(東京理科大学工学部工業化学科教授)

鈴木譲(株式会社鈴木商館ガス事業部主幹)

花田卓爾(テイサン株式会社顧問)

渡辺潔

2.評議員

3顧問

神谷信行(横浜国立大学工学部エネルギー工学教室助教授)

亀山秀雄(東京農工大学工学部応用化学科教授)

小関和雄(株式会社富士電機総合研究所

クリーンエネルギー研究所主席研究員)

桜井茂徳(トヨタ自動車株式会社第 1材料技術部部長)

佐野寛(地球エネルギーシステム研究所代表)

竹中啓恭(通産省工業技術院大阪工業技術研究所

エネルギー・環境材料部部長)

谷生重晴(横浜国立大学教育人間科学部教授)

丹下昭二(日産自動車株式会社総合研究所社会・商品研究所所長)

堤敦司(東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻助教授)

中村和夫(大阪ガス株式会社基盤研究所)

西尾晃治(三洋電機株式会社ニューマテリアル研究所

電子化学研究部部長)

畑尾成道(日本工営株式会社国際事業部水資源開発部部長)

服部達雄(東京ガス株式会社技術企画部担当部長)

松永是(東京農工大学工学部生命工学科教授)

三宅淳(通産省工業技術院産業技術融合領域研究所

バイオニックデザイングループ主任研究官)

小野修一郎(高分子素材センタ一所長)

佐藤章一((財)環境科学技術研究所理事長}

本多健一{東京工芸大学学長}
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4. 団体会員

NO. 団 体 名 連 絡 先 連絡者名

伊藤忠ファインガス 干800北九州市門司区 石田 ↑専

(株)北九州支庖 小森江2-1 -23 

水素部兼技術部

2. 岩谷瓦斯(株) 〒660尼崎市大高洲町 10番地 浅見 幸雄

技術開発部

3. 岩谷産業(株) 干 105港区西新橋3-21 -8 橋本 辰彦
技術・保安本部

4. 財団法人 干 105港区西新橋 1-4-6 岡野 一清

エンジニアリング振興 CYDビノレ

協会 WE-NET推進室

昇{5. (株)大林組 干 101千代田区内神田 2- 漆崎

環境マネイジメント室 12 -5 内山ビル

6. 大阪ガス(株) 干544大阪市此花区酉島 中村 和夫

基盤研究所 6 -19 -9 

7. コ洋電機(株) 干573枚方市走谷 1~ 18 -13 西尾 晃治

ニューマテリアル

研究所

8. (株)下村製作所 干215川崎市麻生区早野 下村 泰造

37-4 

9. (株)白川製作所 干335戸田市中町2-21-19 若林 忠満

総務部

10. 新エネルギー・産業 〒170豊島区東池袋3-1-1 片田 裕二

技術総合開発機構 サンシャイン60
情報管理課

11. 新日本製鉄(株) 干299-12富津市新富20-1 斎藤 太一

フ。ロセス技術研究所

12， ( 株)鈴木商館 干350)11越市芳野合 2-8 -" 52 鈴木 譲

) 1I越研究室

門
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NO. 団 体 名 連 絡 先 連絡者名

13. 太平洋液化水素(株) 干105港区芝大門 1-13 -9 木川田紀夫

14. 中部電力(株) 干459名古屋市緑区大高町 春日 智子

電気利用技術研究所 字北関山20-1 

15. テイ サ ン(株) 〒105港区虎ノ門 1-15 -12 花田 卓爾

16. 電源開発(株) 干 104中央区銀座6-15 -1 北村 一弘

新エネルギー・技術院発部

17. 東京ガス(株) 干105港区海岸 1-5 -20 服部 達雄

技術企画部

18. 東京電力(株) 干100千代田区内幸町 土田 博志

開発計画部 }-1-3 

19. 東北電力(株) 〒981仙台市青葉区中山 工藤 貴司

電力技術研究所 7-2-1 

20. 東京ガスケミカル(株 干 163-10新宿区西新宿 福田 純一

技術開発部 3-7-1 
ノぐークタワービル25階

21. トヨタ自動車(株) 干471-71豊田市トヨタ町 近田 敏弘

第一材料技術部 1番地

22. 日産自動車(株) 干237横須賀市夏島町1 小林 車己

総合研究所

23. 日本工営(株) 干 102千代田区麹町2-5 片山 陽夫

第一水資源開発部

24. 日本酸素(株) 干 105港区西新橋 1-16 -7 原田 珠恵

企画部技術企画室

25. (株)日本製鋼所 〒183府中市日鋼 1-1 神 建夫

研究開発本部 Jタワー

26. 日野自動車工業(株) 干 191日野市日野台3-1 -1 鈴木 孝幸

エンジンRD部
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NO. 団 体 名

27. (株)本田技術研究所

和光研究所

28. (株)富士電機

総合研究所

29. 美 浜(株)

冷熱エネルギー本部

30. (株)ユニシア

ジエックス

要素研究部

31. (株)渡商会

営業部

連 一*~ ミ|連絡者名|

円 51-01吋;号央| 岡本 隆文 l

干240-01横須賀市長坂

2 2-1 
小関 和雄!

〒川区赤坂3-3-3 I 瀬戸 譲|

干372伊勢崎市粕JlI町
1671 -1 

美浜市神奈川区
2 -234 



編 集 委員会

委員長斉藤泰和(東京理科大学工学部)

幹 事山根公高(武蔵工業大学水素エネルギ-研究センター)

委員鈴 木 譲 ((株)鈴木商館川越研究室)

fI 
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HESS 
会長

神谷信行(横浜国立大学工学部)

渡辺潔

谷生重晴{横浜国立大学教育人間科学部)

阿部勲夫(昭和電工(株)技術情報センター)

松村幸彦(東京大学環境安全研究センタ-) 

古浜庄一(武蔵工業大学)

水素エネルギー協会編集

水素エネルギーシステム

発行所 水素エネルギー協会

干 158 東京都世田谷区玉堤 1-28 -1 

武蔵工業大学

水素エネルギー研究センタ-内

電話 03-3703 -3 "111内線3508

印刷年月日 平成9年 12月

編集発行人 古浜庄一

印刷所 (有)柿野屋印刷所
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