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委 員 名 簿

０．基準委員会 委員長：山名 俊茂

検 １．Ｓ１ [海上安全部会] 委員長：藤野 正隆

策 ２．Ｓ１０１ [運航安全管理分科会] 委員長：浦 環

部 ３．Ｓ１０２ [漁船安全分科会] 委員長：天下井 清

４．Ｓ１０４ [内航高速船分科会] 委員長：宮本 武

５．Ｓ１０５ [旅客船分科会] 委員長：太田 進

６．Ｓ１０６ [大型浮体構造物分科会] 委員長：鈴木 英之

７．Ｓ２ [性能部会] 委員長：池田 良穂

８．Ｓ２０１ [喫水線分科会] 委員長：高橋 俊治郎

９．Ｓ２０２ [復原性分科会] 委員長：梅田 直哉

．Ｓ３ [救命・通信部会] 委員長：庄司 和臣10
．Ｓ４ [防火部会] 委員長：村田 康一11
．Ｓ４０１ [火災探知分科会] 委員長：越野 隆宏12
．Ｓ５ [設計設備部会] 委員長：大坪 英臣13
．Ｓ５ [燃料油ﾀﾝｸ保護ＷＧ] 委員長：矢尾 哲也14 WG
．Ｓ５０２ [バラスト水分科会] 委員長：矢尾 哲也15
．Ｓ６ [航行安全部会] 委員長：今津 隼馬16
．Ｓ６０２ [ＶＤＲ分科会] 委員長：村田 康一17
．Ｓ６０３ [新燃料海上輸送分科会] 委員長：有富 正憲18
．Ｓ７ [安全評価部会] 委員長：大和 裕幸19
．Ｓ７０１ [不具合情評価分科会] 委員長：宮本 武20
．Ｓ７０２ [バルクキャリア分科会] 委員長：馬飼野 淳21
．Ｅ１ [海洋環境保全部会] 委員長：木原 洸22
．Ｅ１０１ [バラスト条約分科会] 委員長：中村 靖23
．Ｅ１０２ [ＴＢＴ分科会] 委員長：森田 昌敏24
．Ｅ１０３ [ダブルハル分科会] 委員長：宮本 武25
．Ｅ１０３ [ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾙ分科会 ﾀﾝｸ検査 ] 委員長：宮本 武26 W/G W/G
．Ｅ２ [液体貨物部会] 委員長：吉田 千秋27
．Ｅ２０２ [油仮想流出分科会] 委員長：高野 裕文28
．Ｅ２０３ [ビルジ管理分科会] 委員長：石橋 清志29
．Ｅ３ [大気部会] 委員長：波江 貞弘30
．Ｅ３０１ [ 分科会] 委員長：田山 経二郎31 NOx
．次世代船体構造強度基準の作成準備委員会 委員長：大坪 英臣32

＜基準委員会＞

備考 ： １．学識経験者以外の委員は、原則として所属法人のポストに依っている。

２．任期は平成 年６月～平成 年５月である。14 16
＜部会・分科会＞

備考 ： １．所属欄の前の「○」印は、造研の会員であることを 「＊」印は日本造船工業会、日本船、

主協会又は日本塗料工業会からの推薦委員であることを示す。

２．備考欄の日付けは、委員の交替（替）または追加（加）を示す。
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現在2004.02.03

平成１５年度 ＲＲ部会･分科会 委 員 名 簿

備考１：所属欄の前の「○」印は造研の会員であることを 「＊」印は日本造船工業会、日本船主協会及び日本舶用、
工業会など業界団体からの推薦委員であることを示す。

委員長：山名 俊茂［基準委員会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備考

学識経験者 山名 俊茂

大坪 英臣 東京大学 教授 替10.01
研究機関 渡邉 巌 ○ 海上技術安全研究所 理事

船級協会 岡 實 ○ 日本海事協会 常務理事

造船 中山 省児 ○ マリンユナイテッド 技監IHI
青柳 彰 ○ 三菱重工業 船舶技術部 部長

増山 和雄 ○ 三井造船 船舶・艦艇事業本部 基本設計部長

船会社 上江洲 由亘 ○ 日本郵船 専務取締役経営委員

小出 三郎 ○ 商船三井 常務執行役員 替08.22
団体関係 南部 伸孝 ○ 日本造船工業会 専務理事

半田 収 ○ 日本船主協会 海務部長 替10.27
大西 重雄 ○ 日本造船技術センター 理事長

齋藤 弘 ○ 日本舶用品検定協会 常務理事

三島 久 ○ 日本海事検定協会 理事

検索部に戻る

委員長：大坪 英臣1．Ｓ １ ［海上安全部会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備考

大学 今津 隼馬 東京海洋大学 教授（海洋工学部）

芳村 康男 北海道大学 大学院 水産科学研究科 教授

大坪 英臣 東京大学 教授 替10.01
独立行政法人 宮本 武 ○ 海上技術安全研究所 企画部 研究統括主幹

吉田 公一 ○ 〃 〃 研究統括副主幹

特殊法人 辻 一郎 ○ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 技術支援部 部長 替04.01
佐軒 昌宏 日本小型船舶検査機構 業務部長 替07.01

財団法人(船級) 小西 熙 ○ 日本海事協会 開発部 部長

財団法人 竹内 正敏 ○ 日本船舶標準協会 常務理事

木村 佳男 ○ 日本舶用品検定協会 技術部長 替04.01
社団法人 金井 紀 ○＊ 日本造船工業会 技術部 特別調査役

増田 恵 ○＊ 日本船主協会 常務理事

富澤 茂 ○＊ 日本中小型造船工業会 技術部部長代理

萩原 廣治 日本船舶品質管理協会 専務理事

神山 公雄 日本旅客船協会 工務相談室長

岡崎 勇二 大日本水産会 海務専門委員会 委員

吉田 英次 ○＊ 日本舶用工業会 常務理事

組合 井崎 宣昭 日本内航海運組合総連合会 第二事業部 担当部長

三尾 勝 全日本海員組合 総合政策部長

造船 中峰 正則 ○＊ ユニバーサル造船 基本計画部 基本計画室 経営スタッフ

検索部に戻る
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委員長：浦 環2．Ｓ １０１ ［運航安全管理分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備考

大学 浦 環 東京大学 教授（生産技術研究所）

今津 隼馬 東京海洋大学 教授 (海洋工学部)

識者（公務員） 喜多 保 海難審判理事所 理事官

識者 岡村 敏

独立行政法人 福戸 淳司 ○ 海上技術安全研究所 高速運航システム研究グループ長 替04.01
沼野 正義 ○ 〃 総合安全評価研究グループ長

湯本 宏 ○ 航海訓練所 運航部長 替04.01
財団法人(船級) 大成 義彦 ○ 日本海事協会 安全管理システム部

社団法人 半田 収 ○＊ 日本船主協会 海務部長

村山 雅己 ○ 製品安全評価センター 環境･救命グループ 主任研究員

菊地 武晃 日本海難防止協会 海洋汚染防止研究部 部長

調査研究 中村 紳也 ○ 日本海洋科学 海洋事業グループ 計画部長

検索部に戻る

委員長：天下井清3．Ｓ １０２ ［ 漁船安全分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備考

大学 天下井 清 北海道大学 大学院 水産科学研究科 教授

芳村 康男 北海道大学 大学院 水産科学研究科 教授

梅田 直哉 大阪大学 大学院 工学研究科 助教授

識者（公務員） 鈴木 靖夫 北海道運輸局 旭川運輸支局 船舶検査長

識者 渡辺 豊徳 （渡辺船舶技術士事務所 所長）

独立行政法人 石田 茂資 ○ 海上技術安全研究所 耐航・復原性能研究グループ 上席研究員

田口 晴邦 ○ 〃 耐航・復原性能研究グループ 主任研究員

馬 寧 水産総合研究センター 漁業生産工学部 安全性研究室長

特殊法人 阿部 勇紀 船員災害防止協会 安全管理士

社団法人 富沢 茂 ○ 日本中小型造船工業会 技術部 部長代理

小林 務 ○ 海洋水産システム協会 顧問

松沢 正明 大日本水産会 漁政部 企画課長

大西 肇 全国底曳網漁業連合会 事務局長

大橋 孝治 全国まき網漁業協会 専務理事 新07.01
造船 丸山 明男 新潟造船カンパニー 設計部 計画グループ長

その他 菅野 瑞夫 ゼニライトブイ 常務取締役

検索部に戻る

委員長：宮本武4．Ｓ １０４ ［内航高速船分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 庄司 邦昭 東京海洋大学 教授

識者 （ ）運輸局 海上安全環境部 人選中

（ ）運輸局 海上安全環境部 人選中

独立行政法人 宮本 武 ○ 海上技術安全研究所 企画部 研究統括主幹

金湖 富士夫 ○ 海上技術安全研究所 旅客安全・バリアフリー研究グループ長 04.30新

平岡 克英 ○ 〃

田口 晴邦 ○ 〃 耐航・復原性能研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主任研究員 04.30替

特殊法人 梶浦 充成 ○ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 技術支援部 調査役

財団法人(船級) 松本 俊之 ○ 日本海事協会 船体部 主管
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兼清 忠 ○ 〃 開発部 技師

社団法人 村山 雅己 ○ 製品安全評価センター 環境･救命グループ 主任研究員

造船 下司 修一 ○＊ 川崎造船 技術本部 基本設計部 企画･開発グループ

検索部に戻る

委員長：太田進5．Ｓ １０５ ［旅客船分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

独立行政法人 太田 進 ○ 海上技術安全研究所 危険物輸送・防災研究グループ長

金湖 富士夫 ○ 海上技術安全研究所 旅客安全・バリアフリー研究グループ長 新04.30
財団法人(船級) 松本 俊之 ○ 日本海事協会 船体部 主管

兼清 忠 ○ 〃 開発部 技師

社団法人 村山 雅己 ○ 製品安全評価センター 環境･救命グループ 主任研究員

造船 原田 秀利 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部 商船計画グループ 主席技師

道田 亮二 ○＊ マリンユナイテッド 基本設計部 課長IHI 船舶海洋計画グループ

海運 米澤 挙志 ○＊ 日本郵船 技術グループ 造船計画チーム 替10.01
酒井 俊英 ＊ 商船三井客船 海務部 課長

検索部に戻る

委員長：鈴木英之6．Ｓ １０６ ［大型浮体構造物分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 経塚 雄策 九州大学 教授 (環境)

鈴木 英之 東京大学 助教授(構造･計画)

藤久保 昌彦 広島大学 大学院 工学研究科 社会環境ｼｽﾃﾑ専攻 教授

独立行政法人 大松 重雄 ○ 海上技術安全研究所 海洋開発研究領域長

吉田 公一 ○ 〃 企画部 研究統括副主幹

財団法人(船級) 有馬 俊朗 ○ 日本海事協会 海洋開発室 主管

財団法人 佐藤 千昭 ○ 日本造船技術センター 浮体技術部 主監 辞08.26
社団法人 松川 忠 ○ 製品安全評価センター 情報・調査グループ 主任研究員

造船 末岡 英利 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部 次長

笹島 洋 ○＊ マリンユナイテッド 技監IHI
本井 達哉 ○＊ 川崎造船 技術本部 基本設計室部 建造計画グループ

舶用機械 佐藤 千昭 エム・イー・エス特機 技術部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 新09.18
調査研究 乾 悦郎 ○ 芙蓉海洋開発 環境センター 部長 04.18替

検索部に戻る

委員長：池田良穂7．Ｓ ２ ［性能部会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 池田 良穂 大阪府立大学 大学院 工学研究科 教授

梅田 直哉 大阪大学 大学院 工学研究科 助教授

片山 徹 大阪府立大学 大学院 工学研究科 助手

識者（公務員） 伊藤 康敏 関東運輸局 海上安全環境部 船舶検査官 替

識者 渡辺 豊徳 （渡辺船舶技術士事務所 所長)

独立行政法人 石田 茂資 ○ 海上技術安全研究所 耐航・復原性能研究グループ 上席研究員

小川 剛孝 ○ 海上技術安全研究所 耐航・復原性能研究グループ 主任研究員 新12.17
馬 寧 水産総合研究センター 漁業生産工学部 安全性研究室長
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財団法人(船級) 高橋 俊次郎 ○ 日本海事協会 船体部 主管

社団法人 増田 洋一郎 ○＊ 日本船主協会 海務部

富沢 茂 ○＊ 日本中小型造船工業会 技術部 部長代理

造船 佐藤 功 ○＊ 三菱重工業 長崎 造船設計部 主席チーム統括

商船･海洋事業本部 基本計画部 基本計画室巽 圭司 ○＊ ユニバーサル造船

角尾 和彦 ○＊ マリンユナイテッド 基本設計部 海洋計画Ｇ 課長代理IHI
小村 淳 ○ 川崎造船 技術本部 基本設計部 基本計画第一Ｇ

寺田 広司 ○ 三井造船 船舶･艦艇事業本部 基本設計部 主任

海運 神田 敦志 ○＊ 日本郵船 技術グループ 造船計画チーム 課長代理

検索部に戻る

委員長：高橋俊次郎8．Ｓ ２０１ ［喫水線分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備考

大学 高木 幹雄 広島大学 大学院 工学研究科 教授

独立行政法人 石田 茂資 ○ 海上技術安全研究所 耐航･復原性能研究グループ 上席研究員

小川 剛孝 ○ 海上技術安全研究所 耐航･復原性能研究グループ 主任研究員 新12.17
財団法人(船級) 高橋 俊次郎 ○ 日本海事協会 船体部 主管

社団法人 富澤 茂 ○ 日本中小型造船工業会 技術部 部長代理

神内 邦夫 ○＊ 日本舶用工業会 技術部 係長

商船･海洋事業本部 基本計画部 基本計画室造船 兼子 一彦 ○＊ ユニバーサル造船

佐川 伸生 ○＊ 常石造船 基本設計部 基本計画グループ 課長補佐

海運 山口 誠 ○＊ 商船三井 技術部 設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 替08.25
江口 光三 ○＊ 川崎汽船 安全運航グループ長

甲板装置 平井 通雄 ○＊ 辻産業 技術部 ﾊｯﾁｶﾊﾞｰ･ﾛｰﾛｸﾞﾙｰﾌﾟ次長 替12.22

検索部に戻る

委員長：梅田直哉9．Ｓ ２０２ ［復原性分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 高木 幹雄 広島大学 大学院 工学研究科 教授

池田 良穂 大阪府立大学 大学院 工学研究科 海洋システム工学分野 教授

梅田 直哉 大阪大学 大学院 工学研究科 助教授

独立行政法人 田口 晴邦 ○ 海上技術安全研究所 耐航･復原性能研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主任研究員

石田 茂資 ○ 〃 〃 上席研究員

馬 寧 水産総合研究センター 漁業生産工学部 安全性研究室長 新05.06
財団法人(船級) 高橋 俊次郎 ○ 日本海事協会 船体部 主管

社団法人 富澤 茂 ○ 日本中小型造船工業会 技術部 部長代理

造船 小村 淳 ○＊ 川崎造船 技術本部 基本設計部 基本計画第一Ｇ

角尾 和彦 ○＊ マリンユナイテッド 基本設計部 海洋計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長代理 新IHI 04.25
上田 直樹 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部 商船計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主席技師 新04.25

検索部に戻る

委員長：庄司和民10．Ｓ ３ ［救命･通信部会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 林 尚吾 東京海洋大学 教授

識者 庄司 和民 (東京商船大学 名誉教授)

片山 瑞穂 片山海事技研事務所 （海事補佐人)
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山口 豊利 （前石原造船所技術部長）

独立行政法人 吉田 公一 ○ 海上技術安全研究所 企画部 研究統括副主幹

福戸 淳司 ○ 〃 高度運航システム研究グループ長

太田 進 ○ 〃 危険物輸送・防災研究グループ長

財団法人(船級) 清水 良 ○ 日本海事協会 材料艤装部 主管

財団法人 上村 宰 ○ 日本舶用品検定協会 技術部 技術課長 替04.01
社団法人 宮坂 真人 ○＊ 日本船主協会 海務部 替04.30

金井 紀 ○＊ 日本造船工業会 技術部 特別調査役

板垣 恒男 ○ 製品安全評価センター 救命･環境グループ 次長

武山 誠一 日本船舶品質管理協会 常務理事

吉田 英次 ○＊ 日本舶用工業会（新規） 常務理事

岡田 卓三 日本船長協会 常務理事 新07.24
造船 大石 浩正 ○＊ ユニバーサル造船 基本計画部 基本計画室

田上 淳 ○ 信貴造船所 技術グループ 新05.24
井汲 泰三 ○ 石原造船所 設計部 基本設計課 新05.26

海運 脇水 政行 ＊ ファーストマリンサービス 船舶管理部 チーム監督No.1 S1
航海計器 有竹 信夫 ○＊ 日本無線 海上機器事業部 技術部 副参与

救命機器 小山 健太郎 藤倉ゴム工業 加工品事業部 設計課 主任

小川 輝夫 日本救命器具 技術部 技師

検索部に戻る

委員長：村田康一11．Ｓ ４ ［防火部会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備考

独立行政法人 吉田 公一 ○ 海上技術安全研究所 企画部 研究統括副主幹

太田 進 ○ 〃 危険物輸送・防災研究グループ長

財団法人(船級) 村田 康一 ○ 日本海事協会 材料艤装部 主管

越野 隆弘 ○ 〃 開発部 主管

兼清 忠 ○ 〃 開発部 技師

財団法人 久野 勝秀 ○ 日本舶用品検定協会 技術部 副参事

竹内 正敏 ○ 日本船舶標準協会 常務理事

社団法人 増田 洋一郎 ○＊ 日本船主協会 海務部

平岡 達弘 ○ 製品安全評価センター 火災･安全クループ 研究員

富澤 茂 ○＊ 日本中小型造船工業会 技術部 部長代理

中 千秋 ○＊ 日本舶用工業会 技術部 部長

神山 公雄 日本旅客船協会 工務相談室長

組合 内田 成孝 全国内航タンカー海運組合 業務グループ 海工務部長

井崎 宣昭 日本内航海運組合総連合会 審議役

造船 原田 秀利 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部 商船計画グループ 主席技師

基本設計部 船舶海洋計画グループ 部長道田 亮二 ○＊ マリンユナイテッドIHI
倉持 貴好 ○＊ 住友重機械ﾏﾘﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 営業開発本部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

商船･海洋事業本部 基本設計部 船装設計室坂本 武 ○ ユニバーサル造船

海運 山本 泰 ○＊ 郵船ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 技術１部 課長代理 新04.30
酒井 俊英 ○＊ 商船三井客船 海務部 課長

防災機器 井上 修 ○ ヤマトプロテック 東京本社 プラント防災部 部長

松浦 隆 ○＊ カシワテック 筑波工場 技師長

菊池 幸弘 ○ 能美防災 エンジニアリング部 次長

検索部に戻る
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委員長：越野隆弘12．Ｓ ４０１ ［火災探知分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

独立行政法人 吉田 公一 ○ 海上技術安全研究所 企画部 研究統括副主幹

(船級) 越野 隆弘 ○ 日本海事協会 開発部 主管

佐々木 千一 ○ 日本海事協会 技術研究所 主任研究員

財団法人 久野 勝秀 ○ 日本舶用品検定協会 技術部 副参事

社団法人 増田 洋一郎 ○＊ 日本船主協会 海務部

平岡 達弘 ○ 製品安全評価センター 火災安全グループ 研究員

中 千秋 ○＊ 日本舶用工業会 技術部長

組合 内田 成孝 全国内航タンカー海運組合 業務グループ 海工務部長

造船 原田 秀利 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部 商船計画グループ 主席技師

梶田 哲朗 ○＊ 三井造船 船舶･艦艇事業本部 基本設計部 課長

萩原 正久 ○＊ 住友重機械ﾏﾘﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 製造本部 ﾌﾟﾗﾝﾄ設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主任技師

海運 堀内 主計 ○＊ 日本郵船 技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ造船計画ﾁｰﾑ 船ﾕﾆｯﾄ課長代理LNG
酒井 俊英 ○＊ 商船三井客船 海務部 海務課長

計測機器 斉藤 信二 ＊ 日本舶用エレクトロニクス 技術センター 技師

防災機器 菊池 幸弘 ○ 能美防災 部 次長エンジニアリング

井上 修 ○ ヤマトプロテック 東京本社 プラント防災部 部長

検索部に戻る

委員長：大坪英臣13．Ｓ ５ ［設計設備部会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 大坪 英臣 東京大学 教授（大学院工学系研究科）

鈴木 克幸 〃 助教授（大学院新領域創成科学研究科）

矢尾 哲也 大阪大学 大学院 工学研究科 教授

貴島 勝郎 九州大学 大学院 工学研究院 教授 新04.01
小瀬 邦治 広島大学 大学院 工学研究科 教授 新04.01

独立行政法人 谷澤 克治 ○ 海上技術安全研究所 耐航・復原性能研究グループ長

プロジェクトチームリーダー川野 始 ○ 〃 油流出防止構造

原口 富博 ○ 〃 操縦制御研究グループ 上席研究員 新04.01
財団法人(船級) 馬飼野 淳 ○ 日本海事協会 開発部 主管

社団法人 増田 洋一郎 ○＊ 日本船主協会 海務部 替07.01
神内 邦夫 ○＊ 日本舶用工業会 技術部 係長

造船 佐々木 高幸 ○＊ マリンユナイテッド 基本設計部 船舶海洋計画Ｇ 課長IHI
仁保 治 ○＊ 三井造船 船舶艦艇事業本部 基本設計部 部長

商船･海洋事業本部 基本設計部 構造設計室 室長山本 聡 ○＊ ユニバーサル造船

基本設計部 構造計画グループ 参事西山 五郎 ○ 川崎造船 技術本部

海運 糸谷 洋一 ○＊ 日本郵船 技術グループ船舶技術チーム技師

田中 良和 ○＊ 商船三井 技術部 副部長

検索部に戻る

委員長：宮本 武14．Ｓ５ ＷＧ ［燃料油タンク保護ワーキンググループ （新規）］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

独立行政法人 宮本 武 ○ 海上技術安全研究所 企画部 研究統括主幹

吉田 公一 ○ 海上技術安全研究所 企画部 研究統括副主幹

財団法人(船級) 馬飼野 淳 ○ 日本海事協会 開発部 主管

商船･海洋事業本部 基本計画部 構造計画室経営ｽﾀｯﾌ造船 杉岡 寛 ○＊ ユニバーサル造船
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佐々木 高幸 ○＊ マリンユナイテッド 基本設計部 船舶海洋計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長IHI
原田 秀利 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部 商船計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主席技師

検索部に戻る

委員長：矢尾哲也15．Ｓ ５０２ ［バラスト水分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 矢尾 哲也 大阪大学 大学院 工学研究科 教授

深澤 塔一 金沢工業大学 教授

荒井 誠 横浜国立大学 大学院 教授（海洋空間システムデザイン） 新規

識者 岡村 敏

独立行政法人 谷澤 克治 ○ 海上技術安全研究所 耐航・復原性能研究グループ グループ長 替04.30
財団法人(船級) 中村 靖 ○ 日本海事協会 船体部 主管

財団法人 金井 健 ○ 日本造船技術センター 試験センター 技術部 技術課長

社団法人 落合 眞和 ○＊ 日本船主協会 海務部

菊地 武晃 日本海難防止協会 海洋汚染防止研究部 部長

基本設計部 船体システム計画グループ課長造船 高平 智明 ○＊ マリンユナイテッドIHI
桑嶋 正寛 ○＊ 三井造船 船舶･艦艇事業本部 基本設計部 課長

大出 明 ○＊ 尾道造船 設計部 船体計画課 主査

井上 幸也 ○ 川崎造船 技術本部 基本設計部 基本計画第一Ｇ

今治造船 丸亀事業本部 造船設計グループ 基本設計チーム ﾁｰﾑ長平尾 貴志 ○

重光 健太郎 ○ 新来島どっく 造船設計部 船体計画課 主任

海運 平野 靖二 ○＊ 川崎汽船 安全運航グループ 安全運航チーム

柿本 聡 ＊ 出光タンカー 船舶部監督

藤田 裕 ○＊ 日本郵船 経営企画グループ 課長 新04.30

検索部に戻る

委員長：今津隼馬16．Ｓ ６ ［航行安全部会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 今津 隼馬 東京海洋大学 教授（海洋工学部）

識者 飯島 幸人 （東京商船大学 名誉教授）

片山 瑞穂 （片山海事技研事務所 海事補佐人）

独立行政法人 福戸 淳司 ○ 海上技術安全研究所 高度運航システム研究グループ長

沼野 正義 ○ 〃 総合安全評価研究グループ長

湯本 宏 ○ 航海訓練所 教官 替04.01
財団法人(船級) 村田 康一 ○ 日本海事協会 材料艤装部 主管

藤村 俊史 ○ 〃 開発部 技師

財団法人 木村 佳男 ○ 日本舶用品検定協会 技術部長 替04.01
竹内 正敏 ○ 日本船舶標準協会 常務理事

社団法人 宮坂 真人 ○＊ 日本船主協会 海務部

武山 誠一 日本船舶品質管理協会 常務理事 替04.30
神山 公雄 日本旅客船協会 工務相談室長

岡崎 勇二 大日本水産会 海務専門委員会 委員

吉田 英次 ○＊ 日本舶用工業会 常務理事

組合 三尾 勝 全日本海員組合 総合政策部長

稲葉 燁 日本内航海運組合総連合会 （九州フェリー㈱ 取締役船舶部長）

造船 那口 行輝 ○＊ マリンユナイテッド 基本設計部 電気システム計画グループ課長IHI
梶田 哲郎 ○＊ 三井造船 船舶･艦艇事業本部 基本設計部 課長
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沖野 耕司 ○＊ ユニバーサル造船 商船･海洋事業本部 基本設計部 電気設計室

海運 小徳 義行 ○＊ 日本郵船 技術グループ 船舶技術チーム 替08.25
岩谷 宏 ○＊ 商船三井 海務部 海技安全グループ

航海計器 大杉 正三 ○＊ トキメック 第一制御事業部 営業技術課 課長

田北 順二 ○＊ 日本無線 海上機器事業部 技術第２部 担当部長

矢内 崇雅 沖ｺﾝｻﾙｹﾞｨﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ｼｽﾃﾑﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

舶用電気 山下 博英 ○＊ 古野電気 舶用機器事業部 事業部長補佐 新07.24

検索部に戻る

委員長：村田康一17．Ｓ ６０２ ［ＶＤＲ分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 今津 隼馬 東京海洋大学 教授（海洋工学部）

識者 片山 瑞穂 （片山海事技研事務所 海事補佐人）

山田 豊三郎 高等海難審判庁 審判官

独立行政法人 福戸 淳司 ○ 海上技術安全研究所 高度運航システム研究グループ長

吉田 公一 ○ 〃 企画部 研究統括副主幹

財団法人(船級) 村田 康一 ○ 日本海事協会 材料艤装部 主管

財団法人 木村 佳男 ○ 日本舶用品検定協会 技術部長 替04.01
社団法人 宮坂 真人 ○＊ 日本船主協会 海務部

藤吉 正俊 製品安全評価センター 容器･電器ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主任研究員

吉田 英次 ○＊ 日本舶用工業会 常務理事 新04.01
造船 那口 行輝 ○＊ マリンユナイテッド 基本設計部 電気システム計画グループ課長IHI
海運 小徳 義行 ○＊ 日本郵船 技術グループ 船舶技術チーム 替08.25

岩谷 宏 ○＊ 商船三井 海務部 海技安全グループ

航海計器 河野 高樹 ○＊ トキメック 第一制御事業部 船舶港湾事業技術部 第２技術課 主事 替07.24
田北 順二 ○＊ 日本無線 海上機器事業部 技術第２部 担当部長

舶用電気 山下 博英 ○＊ 古野電気 舶用機器事業部 事業部長補佐 新07.24

検索部に戻る

委員長：有冨正憲18．Ｓ ６０３ ［新燃料海上輸送分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 有冨 正憲 東京工業大学 教授

木倉 宏成 〃 （原子炉工学研究所）

矢川 元基 東京大学 （工学系研究科システム量子工学専攻）

識者 岡村 敏

植木 紘太郎 （東海大学）

独立行政法人 遠藤 久芳 ○ 海上技術安全研究所 構造解析研究グループ長

小田野 直光 ○ 〃 放射性物質輸送安全研究グループ長

吉田 公一 ○ 〃 企画部 研究統括副主幹

財団法人(船級) 有馬 俊朗 ○ 日本海事協会 海洋開発室 主管

財団法人 尾崎 幸男 電力中央研究所 推進本部 推進部 受託推進ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰCS CS
社団法人 八十川 欣勇 ○ 日本海事検定協会 安全技術室 顧問

任意法人 林 昭宏 電気事業連合会 原子力部 副長

谷 弘 〃 顧問（原子力担当）

造船 北村 欧 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部 商船計画グループ 主席技師

横田 浩明 ○＊ 三井造船 船舶･艦艇事業本部 基本設計部 課長

中山 一夫 ○＊ 住友重機械マリンエンジニアリング
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海運 丸山 博記 ○ 日本郵船 安全環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ品質保証ﾁｰﾑ 替10.11
広瀬 誠 ○ 原燃輸送 技術部 部長

志村 重孝 技術顧問O.C.L.
海運関係 河井 健次 辰巳商会 営業部 主管

河野 晃 原燃船舶 取締役 技術部長 替04.01
電力 林 俊明 東京電力 原子力技術部 ｻｲｸﾙ技術ｾﾝﾀｰ 輸送技術Ｇﾏﾈｰｼﾞｬｰ

辻 朝治 関西電力 原子力事業本部 原燃輸送 ﾏﾈｼﾞｬｰG
村松 一嘉 中部電力 発電本部 原子力部 技術グループ 課長

検索部に戻る

委員長：大和裕幸19．Ｓ ７ ［安全評価部会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 大和 裕幸 東京大学 教授（大学院新領域創成科学研究科）

浦 環 東京大学 教授（生産技術研究所）

篠田 岳思 九州大学 大学院 工学研究院海洋システム工学部門 助教授

今津 隼馬 東京海洋大学 教授（海洋工学部）

高橋 勝 海上保安大学校 教授（救難防災学講座）

識者（公務員） 雲林院 信行 高等海難審判庁 審判官 替04.15
独立行政法人 宮本 武 ○ 海上技術安全研究所 企画部 研究統括主幹

松岡 猛 ○ 〃 海上安全研究領域長

太田 進 ○ 〃 危険物輸送・防災研究グループ長

金湖 富士夫 ○ 〃 旅客安全・バリアフリー研究グループ長

三友 信夫 ○ 〃 総合安全評価研究グループ 主任研究員

吉田 公一 ○ 〃 企画部 研究統括副主幹

特殊法人 津田 直美 ○ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 技術支援部 船舶技術支援課 替04.01
財団法人(船級) 有馬 俊朗 ○ 日本海事協会 海洋開発室 主管

社団法人 村山 雅己 ○ 製品安全評価センター 環境･救命グループ 主任研究員

松永 敬典 日本海難防止協会 企画国際部長

造船 大竹 和彦 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部 商船設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主席技師

原田 朋宏 ○＊ マリンユナイテッド 基本設計部 機関ｼｽﾃﾑ計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長IHI
中峰 正則 ○＊ ユニバーサル造船 基本計画部 基本計画室 経営スタッフ

調査研究 原 大地 ○ 日本海洋科学 コンサルタントグループ 研究員 替04.01
的場 正明 ○ コンサルティング 安全技術部 部長 替RITA 04.01

検索部に戻る

委員長：宮本 武（新規）20．Ｓ ７０１ ［不具合情報評価分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 勝田 順一 長崎大学 助教授（工学部 構造工学科） 新07.10
識者（公務員） 圍 達也 九州運輸局 海上安全環境部 船舶検査長 新07.10

児玉 敦文 中国運輸局 呉海事事務所 船舶検査官 新07.10
伊藤 康敏 関東運輸局 海上安全環境部 船舶検査官 新07.10

識者 竹本 博安 海事技術コンサルタント ハイタック

独立行政法人 宮本 武 ○ 海上技術安全研究所 企画部 研究統括主幹

丹羽 敏男 ○ 〃 材料信頼性研究グループ

旗手 光晴 ○ 〃 旅客安全・バリアフリー研究グループ 辞09.12
特殊法人 清重 誠次 ○ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 替技術支援部 船舶技術支援課 調査役 07.10
財団法人(船級) 今井 史彦 ○ 日本海事協会 情報技術部 主管
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造船 上田 直樹 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部 商船計画グループ 主席技師 替07.29
山田 雄三 ○＊ マリンユナイテッド 横浜工場 艦船技術部 次長 替IHI 07.29
末継 邦祐 ○＊ ユニバーサル造船 京浜事業所 艦船設計部 船体設計室長

表 正和 内海造船 設計部 副部長 新07.10
海運 高岡 淳 新日本海フェリー 海務部 部長 新07.10

検索部に戻る

委員長：馬飼野淳21．Ｓ ７０２ ［バルクキャリア分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

独立行政法人 吉田 公一 ○ 海上技術安全研究所 企画部 研究統括副主幹

金湖 富士夫 ○ 〃 旅客安全・バリアフリー研究グループ長

小川 剛孝 ○ 〃 耐航・復原性能研究グループ 主任研究員

財団法人(船級) 馬飼野 淳 ○ 日本海事協会 開発部 主管

有馬 俊朗 ○ 〃 海洋開発室 主管

兼清 忠 ○ 〃 開発部 技師

社団法人 宮坂 真人 ○＊ 日本船主協会 海務部 替04.30
村山 雅己 ○ 製品安全評価センター 環境･救命グループ 主任研究員

八十川 欣勇 ○ 日本海事検定協会 全技術室 顧問

村田 嘉隆 日本船長協会 常務理事

任意法人 八住 俊秀 日本鉱業協会 総務部 次長

造船 山口 信之 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部 商船計画グループ 主席技師

佐々木 高幸 ○＊ マリンユナイテッド 基本設計部 船体ｼｽﾃﾑ計画Ｇ 課長IHI
山本 聡 ○＊ ユニバーサル造船 商船･海洋事業本部 基本設計部 構造設計室

藤田 卓也 ○ 川崎造船 技術本部 基本設計部 構造計画Ｇ 係長 替01.07
前田 泰自 ○ 三井造船 船舶･艦艇事業本部 基本設計部 課長

野中 眞治 ○ 大島造船所 設計部 部長

喜多村 和博 ○＊ 常石造船 基本設計部基本計画グループ課長 新05.09
海運 糸谷 洋一 ○＊ 日本郵船 技術グループ 船舶技術チーム技師 替04.30

大竹 輝幸 ○＊ 商船三井 営業調査室調査役 替08.25

検索部に戻る

委員長：木原洸22．Ｅ １ ［海洋環境保全部会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

識者 吉田 千秋 ○ 理工学振興会 （東京工業大学）

田山 経二郎 ○ （日本内燃機関連合会 常務理事）

岡村 敏

木原 洸

独立行政法人 原 正一 ○ 海上技術安全研究所 海洋汚染防止研究グループ長

波江 貞弘 ○ 〃 環境・エネルギー研究領域長

森田 昌敏 国立環境研究所 （地域環境研究グループ）統括研究官

財団法人(船級) 小西 熙 ○ 日本海事協会 開発部 部長

社団法人 金井 紀 ○＊ 日本造船工業会 技術部 特別調査役

小松 弘行 ○＊ 日本船主協会 海務部

中 千秋 ○＊ 日本舶用工業会 技術部 部長

検索部に戻る
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委員長：中村靖23．Ｅ １０１ ［バラスト条約分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

大学 福代 康夫 東京大学 教授（アジア生物資源研究センター）

識者 岡村 敏

独立行政法人 原 正一 ○ 海上技術安全研究所 海洋汚染防止研究グループ長

上田 浩一 ○ 〃 〃 上席研究員

財団法人(船級) 中村 靖 ○ 日本海事協会 船体部 主幹

社団法人 落合 眞和 ○＊ 日本船主協会 海務部

菊地 武晃 日本海難防止協会 海洋汚染防止研究部 部長

松川 忠 ○ 製品安全評価センター 情報･調査グループ 主任研究員

造船 高平 智明 ○＊ マリンユナイテッド 基本設計部 船体システム計画グループ課長IHI
桑嶋 正寛 ○＊ 三井造船 船舶･艦艇事業本部 基本設計部 課長

井上 幸也 ○＊ 川崎造船 技術本部 基本設計部 基本計画第一Ｇ

調査研究 吉田 勝美 水圏科学コンサルタント 企画開発室 室長 新06.17

検索部に戻る

委員長： 森田昌敏24．Ｅ １０２ ［ＴＢＴ分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

識者 岡村 敏

木原 洸

独立行政法人 森田 昌敏 国立環境研究所 （地域環境研究グループ）統括研究官

千田 哲也 ○ 海上技術安全研究所 新材料利用研究グループ長

柴田 清 ○ 〃

田尾 博明 産業技術総合研究所 環境管理研究部門 副研究部門長 新06.23
財団法人(船級) 林 哲也 ○ 日本海事協会 検査技術部 主管

財団法人 木村 佳男 ○ 日本舶用品検定協会 技術部長 替04.01
江藤 千純 ○ 化学物質評価研究機構 安全性評価研究所 研究企画課長

社団法人 金井 紀 ○＊ 日本造船工業会 技術部 特別調査役

増田 洋一郎 ○＊ 日本船主協会 海務部

藤原 治郎 ○ 日本塗料工業会 国際部長

長澤 進 ○ 製品安全評価センター 火災･安全グループ 研究員

造船 原田 秀利 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部 商船計画グループ 主席技師

小林 武男 ＊ 石川島播磨重工業 総務部 環境グループ 課長

塩田 悟 ○＊ ユニバーサル造船 商船･海洋事業本部 基本計画部 基本計画室

海運 川崎 敏夫 ○＊ 商船三井 船舶管理部 保船グループ リーダー

杉浦 明彦 ＊ 出光タンカー 船舶部 主任部員

塗料・化学 吉川 榮一 ○＊ 中国塗料 研究センター 研究室長

本田 芳裕 ○＊ ニチユ関西マリンコーティングス 部長

田中 正隆 ○ 日本ペイントマリン 技術部

安場 直樹 ○ アーチケミカルズ ｼﾞｬﾊﾟﾝ ビジネスマネジャー

ローム＆ハース ｼﾞｬﾊﾟﾝ 消費者･産業特殊部アジア太平洋地区マネージャー小田 潔 ○

計測機器 山田 康冶郎 ○ 理学電機工業 技術第１部 応用技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ 分析ｾﾝﾀｰ 替05.06
調査研究 永井 則安 ○ 日本エヌユーエス ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ コンサルタントHSE

村上 雅志 ○ 住化分析センター 環境技術センター サブリーダー

張野 宏也 大阪市立環境科学研究所 水環境課 研究主任 新07.02

検索部に戻る
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委員長： 宮本 武25．Ｅ １０３ ［ダブルハル分科会］ 新 規

区 分 氏 名 所属 役職名等 備考

独立行政法人 宮本 武 ○ 海上技術安全研究所 企画部 研究統括主幹

吉田 公一 ○ 〃 企画部 研究統括副主幹

金湖 富士夫 ○ 〃 旅客安全・バリアフリー研究グループ長

平方 勝 ○ 〃 油流出防止構造プロジェクト 主任研究員

技術支援部 船舶技術支援課 調査役特殊法人 清重 誠次 ○ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

財団法人(船級) 高野 裕文 ○ 日本海事協会 船体部 主管

木戸川 充彦 ○ 日本海事協会 検査技術部 主管 新02.03
社団法人 棟近 英功 ○＊ 日本造船工業会 企画部 企画グループ 調査役 新05.27
造船 吉田 耕一 ○＊ 新来島どっく 技術設計本部 造船設計部 開発チーム 課長

検索部に戻る

委員長：宮本 武26 W/G W/G．Ｅ １０３ ［ダブルハル分科会 タンク検査 ］ 新規

区 分 氏 名 所 属 役職名等 備 考

独立行政法人 宮本 武 ○ 海上上技術安全研究所 企画部 研究統括主幹

川野 始 ○ 海上技術安全研究所 油流出防止構造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ

財団法人 船級 兼清 忠 ○ 日本海事協会 開発部（ ）

社団法人 増田 洋一郎 ○＊ 日本船主協会 海務部

海運 平原 隆美 ○＊ 日本郵船 技術グループ 技師長

中岡 晋吾 ○＊ 新日本石油タンカー 工務部 部長

造船 北村 欧 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部商船計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主席技師

山本 聡 ○＊ ユニバーサル造船 商船･海洋事業本部 基本設計部 構造設計室

検索部に戻る

委員長： 吉田千秋27．Ｅ ２ ［液体貨物部会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備考

大学 若林 明子 淑徳大学 教授

識者 吉田 千秋 理工学振興会 （東京工業大学）

関口 秀俊 理工学振興会 （東京工業大学） 新04.22
岡村 敏

独立行政法人 太田 進 ○ 海上技術安全研究所 危険物輸送・防災研究グループ長

城田 英之 ○ 〃 〃 主任研究員

柴田 清 ○ 〃 海洋汚染防止研究グループ 上席研究員

特殊法人 川本 知司 ○ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 技術支援部 船舶技術支援課

財団法人(船級) 高野 裕文 ○ 日本海事協会 船体部 主管

社団法人 落合 眞和 ○＊ 日本船主協会 海務部

石綿 雅雄 ○ 日本化学工業協会 環境安全部 部長

八十川 欣勇 ○ 日本海事検定協会 安全技術室 顧問

菊地 武晃 日本海難防止協会 海洋汚染防止研究部 部長

組合 内田 成孝 全国内航タンカー海運組合 海工務部長

造船 三好 泰介 ○＊ 新来島どっく 技術設計本部 造船設計部 開発チーム 係長

海運 権田 惠 ○＊ 商船三井 海務部海技安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 替11.17
奈良 博文 ＊ 東京マリン 運航本部運航安全統括部 運航技術課長

海運関係 瀧上 正孝 近畿輸送倉庫 東京支店 取締役 支店長

検索部に戻る
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委員長： 高野裕文28．Ｅ ２０２ ［油仮想流出分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

識者 岡村 敏

独立行政法人 原 正一 ○ 海上技術安全研究所 海洋汚染防止研究グループ長

平方 勝 ○ 〃 替油流出防止構造プロジェクト 主任研究員 04.30
特殊法人 川本 知司 ○ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 技術支援部 船舶技術支援課

財団法人(船級) 高野 裕文 ○ 日本海事協会 船体部 主管

松永 昌樹 ○ 〃 船体部 技師

社団法人 富澤 茂 ○ 日本中小型造船工業会 技術部 部長代理

造船 山口 信之 ○＊ 三菱重工業 船舶技術部 商船計画グループ 主席技師

佐々木 高幸 ○＊ マリンユナイテッド 基本設計部 船舶海洋計画Ｇ 課長IHI
竹中 育雄 ○＊ 今治造船 丸亀 造船設計グループ 基本設計チーム ﾁｰﾑ長

橘 洋一 ○ ユニバーサル造船 商船･海洋事業本部 基本計画部 基本計画室

海運 門岡 光浩 ○＊ 商船三井 技術部 設計グループ 課長代理

嶋田 良輔 昭和油槽船 安全管理グループリーダー 替05.29

検索部に戻る

委員長： 石橋 清志29．Ｅ ２０３ ［ビルジ管理分科会］

区 分 氏 名 所属 役職名等 備 考

識者 本橋 大義 （海事補佐人）

岡村 敏

独立行政法人 上田 浩一 ○ 海上技術安全研究所 海洋汚染防止研究グループ 上席研究員

原 正一 ○ 〃 海洋汚染防止研究グループ長

平方 勝 ○ 〃 油流出防止構造プロジェクト 主任研究員

財団法人(船級) 石橋 清志 ○ 日本海事協会 機関部 主管

池田 靖弘 ○ 〃 機関部 技師

財団法人 久野 勝秀 ○ 日本舶用品検定協会 技術部 副参事

社団法人 落合 眞和 ○＊ 日本船主協会 海務部

長澤 進 ○ 製品安全評価センター 火災･安全グループ 研究員

武山 誠一 日本船舶品質管理協会 常務理事

中 千秋 ○＊ 日本舶用工業会 技術部 部長

海運 大野 直幸 ○＊ 日本郵船 技術グループ グループ長代理

安達 直 ○＊ 商船三井 船舶管理部ﾀﾝｶｰｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｼﾞﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

油処理器 橋本 善基 ○＊ 兵神機械工業 事業部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長SCS
宮澤 和規 ○＊ 大晃機械工業 技術企画部 研究開発ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

検索部に戻る

委員長：波江貞弘30．Ｅ ３ ［大気部会］

区 分 氏 名 所 属 役職名等 備 考

大学 刑部 真弘 東京海洋大学 教授

識者 田山 経二郎 ○ （日本内燃機関連合会 常務理事）

岡村 敏

独立行政法人 波江 貞弘 ○ 海上技術安全研究所 環境・エネルギー研究領域長

井亀 優 ○ 〃 大気環境保全研究グループ長

財団法人(船級) 堂園 吉彦 ○ 日本海事協会 材料艤装部 主管

財団法人 岡嵜 修平 シップ･アンド･オーシャン財団 海洋政策研究所 研究員

社団法人 金井 紀 ○＊ 日本造船工業会 技術部 特別調査役
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小松 弘行 ○＊ 日本船主協会 海務部 替07.01
宇佐美 和里 ○＊ 〃 企画調整部

神内 邦夫 ○＊ 日本舶用工業会 技術部 係長

造船 佐々木 耕 ○＊ 三井造船 船舶･艦艇事業本部 基本設計部 部長

主藤 英樹 ○＊ マリンユナイテッド 基本設計部 機関ｼｽﾃﾑ計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長代理IHI
舶用機関 田中 孝雄 ○＊ 三井造船 機械･システム事業本部 事業開発部 部長

近藤 博美 ○＊ ダイハツディーゼル 研究部 部長

調査研究 崋山 伸一 ○ 日本エヌ･ユー･エス コンサルティングユニットHSE

検索部に戻る

委員長： 田山 経二郎31．Ｅ ３０１ ［ＮＯＸ分科会］

区 分 氏 名 所 属 役職名等 備 考

独立行政法人 井亀 優 ○ 海上技術安全研究所 大気環境保全研究グループ長 新04.30
財団法人(船級) 堂園 吉彦 ○ 日本海事協会 機関部 主管

社団法人 増田 洋一郎 ○＊ 日本船主協会 海務部

長澤 進 ○ 製品安全評価センター 火災･安全グループ 研究員

神内 邦夫 ○＊ 日本舶用工業会 技術部 係長

任意法人 田山 経二郎 ○ 日本内燃機関連合会 常務理事

舶用機関 阪口 勝彦 ○＊ 三菱重工業 神戸 ディーゼル部 ＵＥ設計課 課長 替04.01
近藤 守男 ○＊ 三井造船 機械工場 技術部 課長

林 潤一 ○ ディーゼル ユナイテッド 技術部 計画グループ 課長

田中 春夫 ○ 日立Ｄ＆Ｅ 技術本部 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ技術統括

海運 大野 直幸 ○＊ 日本郵船 技術グループ グループ長代理 替04.30
柏木 孝夫 ○＊ 商船三井 技術部 環境対策･技術開発Ｇ ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 替08.07

造船計画グループ 機関チーム長関 昌芳 ○＊ 川崎汽船

化学 宮野 春雄 ＊ 日本油化工業 技術研究所 分析センター 次長

エンジン計測開発部 マネジャー計測機器 木原 信隆 ○ 堀場製作所

マネジャーその他 田中 聡 ＤＮＶＰＳ セールス

検索部に戻る

委員長：大坪 英臣32．次世代船体構造強度基準の作成準備委員会 （新規）

区 分 氏 名 所 属 役職名等 備 考

大学 大坪 英臣 東京大学 教授（大学院工学系研究科）

角 洋一 横浜国立大学 教授（大学院工学研究院 ｼｽﾃﾑ創生部門）

矢尾 哲也 大阪大学 教授（大学院工学研究科）

独立行政法人 宮本 武 ○ 海上技術安全研究所 企画部 研究統括主幹

財団法人(船級) 小西 熙 ○ 日本海事協会 開発部 部長

造船 青柳 彰 ○ 三菱重工業 船舶技術部 部長

海運 平原 隆美 ○ 日本郵船 技術グループ 技師長

国土交通省 石田 育男 海事局 安全基準課長

検索部に戻る


