
2020年度（第69回）電機工業技術功績者表彰一覧（委員会活動）

(敬称略)

表彰名　優秀賞 ※推薦時の内容で記載

　   功績の題目： 高電圧試験所の技術能力確認（技能試験）プログラムの開始

　   委員会名　：JHILL技能試験委員会

No. 役　職 法人名 氏　名

1 委員長 東京大学 石井　勝

2 幹　事 千葉工業大学 脇本　隆之

3 幹　事 三菱電機株式会社 日野　悦弘

4 委　員 一般財団法人電力中央研究所 五島　久司

5 委　員 東芝エネルギーシステムズ株式会社 和田　治寿

6 委　員 日新電機株式会社 内田　清

7 委　員 日本ガイシ株式会社 横井　清吾

8 委　員 株式会社日立製作所 木田　順三

表彰名　優良賞

　   功績の題目：「制御盤2030」の提言及び推進活動

　   委員会名　：制御盤2030WG

No. 役　職 法人名 氏　名

1 主　査 オムロン株式会社 松隈　隆志

2 委　員 EPLAN Software&Services株式会社 井形　哲三

3 委　員 エヌヴェントジャパン株式会社 山口　克彦

4 委　員 オムロン株式会社 澤井　大介

5 委　員 東芝三菱電機産業システム株式会社 久積　崇志

6 委　員 日東工業株式会社 小久保　健司

7 委　員 一般社団法人日本配電制御システム工業会 河原木　豊

8 委　員 株式会社日立産機システム 苗村　万紀子

9 委　員 ヒロセ電機株式会社 栗原　浩也

10 委　員 ヒロセ電機株式会社 角村　周一

11 委　員 富士電機株式会社 小島　伸浩

12 委　員
富士電機機器制御株式会社
(一般社団法人日本電気制御機器工業会) 葉山　陽一

13 委　員 三菱電機株式会社 古澤　康一

14 委　員 三菱電機株式会社 片山　浩一



表彰名　優良賞

　   功績の題目： プログラマブルコントローラの国際及び国内規格への長期継続的な対応活動

　   委員会名　：JIS原案作成作業部会（JIS B 3502，JIS C 1010-2-201）

No. 役　職 法人名 氏　名

1 委　員 三菱電機株式会社 播磨　太郎

　   功績の題目： 海外の規格認証制度への対応

　   委員会名　：海外認証制度検討分科会

No. 役　職 法人名 氏　名

1 主　査 パナソニック株式会社 内田　由紀夫

2 副主査 シャープ株式会社 桒原　信二

3 委　員 象印マホービン株式会社 池田　哲也

4 委　員 東芝ライフスタイル株式会社 浜島　由香

5 委　員 パナソニック株式会社 大西　由晃

6 委　員 パナソニック株式会社 奥村　昭周

7 委　員 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 桝谷　晃弘

8 委　員 三菱電機エンジニアリング株式会社 南　利 英
9 特別委員 テュフ ラインランド ジャパン株式会社 山際　信之



表彰名　奨励賞

　   功績の題目： 第1回目となる展示会「IIFES（アイアイフェス）2019」の成功

　   委員会名　：IIFES実行委員会

No. 役　職 法人名 氏　名

1 委員長 三菱電機株式会社 山内　孝司

2 副委員長 株式会社日立産機システム 野長瀬　圭一

3 副委員長 オムロン株式会社 渡辺　真

4 副委員長 横河ソリューションサービス株式会社 脇田　義司

5 正委員 IDEC株式会社 吉原　昌宏

6 正委員 アズビル株式会社 須原　一郎

7 正委員 東芝インフラシステムズ株式会社 日下部　宏之

8 正委員 パナソニック株式会社 小崎　英治

9 正委員 株式会社日立製作所 堀水　修

10 正委員 富士電機株式会社 石井　靖

11 正委員 株式会社堀場製作所 梅井　勝

12 正委員 三菱電機株式会社 八木　毅

13 正委員 株式会社明電舎 田中　進

14 正委員 株式会社安川電機 田中　泰介

15 正委員 横河電機株式会社 澤田　充弘

16 正委員 一般社団法人日本電気制御機器工業会 西岡　哲生

17 正委員 一般社団法人日本電気計測器工業会 吉原　順二

18 副委員 アズビル株式会社 小貝　正義

19 副委員 アズビル株式会社 高橋　実加子

20 副委員 オムロン株式会社 坂本　竜太郎

21 副委員 東芝産業機器システム株式会社 浦野　勝巳

22 副委員 東芝産業機器システム株式会社 朝田　稔

23 副委員 パナソニック株式会社 谷口　勝彦

24 副委員 株式会社日立産機システム 荒川　徹

25 副委員 株式会社日立ハイテクソリューションズ 佐々　康二

26 副委員 富士電機株式会社 笠原　宏司

27 副委員 株式会社堀場製作所 濵上　郁子

28 副委員 株式会社明電舎 髙橋　宏太郎

29 副委員 株式会社安川電機 安井　弘之

30 オブザーバー 島津システムソリューションズ株式会社 今井　寛

31 オブザーバー 株式会社チノー 大川　武夫


