
２０１５度   (公社)自動車技術会中部支部  役員名簿
2015年 6月 10日現在

（敬称略）

１．支部長

藤江  直文 アイシン精機㈱　取締役副社長

２．支部顧問

豊田  章一郎 トヨタ自動車㈱  名誉会長

田中  太郎 元　㈱デンソー  

加藤  喜久雄 元　アイシン精機㈱

新宮  威一 ダイハツ工業㈱  顧問

三田村  樂三 元  三菱自動車工業㈱

飯田  寛 元  愛知機械工業㈱   

水野  清史 アイシン精機㈱  顧問・技監

岡本  一雄 トヨタ自動車㈱  顧問

佐藤  正孝 元　愛知機械工業㈱  

太田  誠一 元　三菱自動車工業㈱　

杉  光 ㈱デンソー　顧問技監

田中  泰 トヨタ車体㈱  技監

３．支部理事 ○担当理事（社名･氏名五十音順）

鳥居  久直 愛三工業㈱  取締役常務執行役員

山本  義久 アイシン・エィ・ダブリュ㈱  執行役員

早渕  正宏 アイシン・エィ・ダブリュ㈱  専務執行役員

○ 青木  甲次 アイシン精機㈱  常務役員

三尾  晋司 アイシン精機㈱  専務役員

平川  竜一 アイシン高丘㈱  常務役員

○ 羽田  雅敏 愛知機械工業㈱  フェロー

山村  真史 アスモ㈱  電子技術部　取締役

位田  雅宏 ㈱アドヴィックス  常務役員

梅澤  勝志 臼井国際産業㈱  取締役

伊東  正篤 ㈱コンポン研究所　取締役

鳥山  素弘 (独)産業技術総合研究所  中部センター　所長

酒井  俊文 ㈱ジェイテクト  執行役員

荒木  信幸 静岡理工科大学　学事顧問

黒沢  実 ジヤトコ㈱  専務執行役員

濵田  茂明 スズキ㈱  専門職

松浦  浩明 スズキ㈱  生産技術本部　常務役員

○ 山岸  重雄 スズキ㈱  開発・ＩＴ本部副本部長兼要素技術開発部部長

佐藤  善昭 大同メタル工業㈱  上席執行役員　技術ユニット長

楠  隆博 大豊工業㈱  専務取締役



久保田  知久雄 ㈱ダッド   取締役会長兼社長

徳田  寛 ㈱デンソー  顧問技監

隈部  肇 ㈱デンソー  常務役員

○ 武内  裕嗣 ㈱デンソー  常務役員

沢田  行雄 デンソーテクノ㈱  機器グループ　取締役

脇谷  忠志 ㈱東海理化  専務取締役

橋本  正一 豊田合成㈱  常務執行役員

小西  工己 トヨタ自動車㈱  常務役員

○ 杉山  雅則 トヨタ自動車㈱  常務理事

安井  慎一 トヨタ自動車㈱  常務理事

森坂  学 トヨタ自動車東日本㈱ 専務取締役

早川  準人 トヨタ自動車東日本㈱ 執行役員

○ 佐々木  憲夫 ㈱豊田自動織機  専務取締役

大橋  宏 トヨタ車体㈱  取締役・副社長執行役員

○ 小西  雄三 トヨタ車体㈱  取締役専務役員

○ 大久保  陽一郎 ㈱豊田中央研究所  取締役

榊原  伸浩 トヨタテクニカルディベロップメント㈱  計測制御事業本部　副本部長

○ 鬼頭  修 トヨタ紡織㈱  常務役員

章  忠 豊橋技術科学大学  機械工学系  教授

稲葉  稔 ㈱トランテックス  参与

青木  宏文 名古屋大学  未来社会創造機構　特任教授

田坂  仁志 ㈱日本自動車部品総合研究所  専務取締役

川合  尊 日本特殊陶業㈱  常務執行役員

粂  利男 本田技研工業㈱  鈴鹿製作所  完成車保証室  室長

○ 池浦  良淳 三重大学　工学部　教授

岡本  金典 三菱自動車工業㈱  PX(C&D-seg)　常務執行役員

○ 西原  辰朗 三菱自動車工業㈱  開発本部　副本部長

本間  優 三菱自動車エンジニアリング㈱  統括部長

相馬  仁 名城大学  理工学部  交通機械工学科　教授

○ 島本  誠 ヤマハ発動機㈱  PR車両ユニット　上席執行役員

４．支部監査役

坂本  雅昭 元　大同メタル工業㈱

横森  求 元　名城大学

５．本部理事：中部支部理事でない本部理事－中部支部理事扱い

中村  隆次 アイシン精機㈱　専務役員

福森  幹郎 愛知機械工業㈱  取締役　兼　専務執行役員

加藤  聰 金沢工業大学  工学部  機械工学科  教授

青山  市三 スズキ㈱　開発・IT本部　専務役員

岩田  悟志 ㈱デンソー  取締役・専務役員

内山田  竹志 トヨタ自動車㈱　取締役会長

加藤  光久 トヨタ自動車㈱　取締役副社長

杉田  豊 トヨタ車体㈱　取締役専務役員

高田  広章 名古屋大学大学院　情報科学研究所　教授

竹村  純 三菱自動車工業㈱  開発統括部門長補佐



６．幹事 ○印常任幹事  （社名五十音順）

○ 久冨  元 愛三工業㈱  技術企画部  技術企画室  

○ 安藤  雅彦 アイシン・エｨ・ダブリｭ㈱  技術管理部　主査

細野  智宏 アイシン・エｨ・ダブリｭ㈱  技術管理部　主担当

○ 佐藤  廣幸 アイシン精機㈱  知的財産部　主査

鈴村  義一 アイシン精機㈱  技術企画部　主査

中村  光孝 アイシン精機㈱  技術企画部　

○ 杉島  暢

○ 森  隆夫 愛知機械工業㈱  開発調達本部  製品開発部　主担

辻  俊孝 愛知機械工業㈱  製品開発部  主管

○ 樋田  秀樹 アスモ㈱  技術統括部　技術企画室　ＧＬ

○ 四宮  隆 ㈱アドヴィックス  設計監査部　部長格

深澤  正人 臼井国際産業㈱  グローバルセールス５部　部長

山部  昌 金沢工業大学  副学長・教授

榎本  啓士 金沢大学  理工研究域  准教授

○ 岡田  誠

○ 筒木  徳 (公社)自動車技術会  中部支部  事務局長

○ 小野田  司 ジヤトコ㈱ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ広報部 兼 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｵﾌｨｽ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｽﾀｯﾌ

福田  充宏 静岡大学　大学院工学研究科機械工学専攻　教授

土屋  高志 静岡理工科大学　機械工学科　教授

○ 岡  秀樹 スズキ㈱  技術支援部  専任職

石川  良輔 スズキ㈱  技術支援部  専任職

○ 片桐  武司

山田  晃 大豊工業㈱  技術企画推進部　室長

○ 小林  利彦 ㈱ダッド  メディアソリューション部　営業室　主幹

○ 山本  隆 ㈱デンソー  技術開発推進部　担当課長

片山  政彦 ㈱デンソー  技術開発推進部　

○ 落合  裕基 デンソーテクノ㈱  パワトレイン機器３部　部長

○ 長坂  近夫 ㈱東海理化  技術開発センター　技術企画室　主査

○ 彦坂  篤志 豊田合成㈱  技術管理部  ＧＬ

○ 川村  訓久 トヨタ自動車㈱  技術管理部  主査

猪飼  忠義 トヨタ自動車㈱  技術管理部　主幹

○ 佐藤  喜久男 トヨタ自動車東日本㈱ 技術管理部 主査

大越  久雄 トヨタ自動車東日本㈱ 技術管理部 室長

○ 伊藤  信幸 ㈱豊田自動織機  Ｒ＆Ｄ統括部　主担当員

○ 川村  光洋 トヨタ車体㈱  技術管理部  室長

土岐  晃郎 トヨタ車体㈱  技術管理部  主担当員

○ 瀧  昌弘 ㈱豊田中央研究所  機械１部  主任研究員

○ 吉川  正

○ 早川  哲也 トヨタ名古屋自動車大学校　教育部　課長

○ 成田  二郎 トヨタ紡織㈱  技術管理部  主担当

鬼頭  幹宏 トヨタ紡織㈱　先行開発部　主担当

安井  利明 豊橋技術科学大学  機械工学系  准教授

アイシン高丘㈱  製品エンジニアリング部　主担当

㈱ジェイテクト  自動車部品事業本部　技術企画部　グループ長

大同メタル工業㈱ 研究開発センター　業務推進室　室長　兼　理論解析グループリーダー

トヨタテクニカルディベロップメント㈱  第2計測制御事業部　部長



深沢  孝志 ㈱トランテックス  企画部品商品企画Ｇ　課長級

奥田  裕之

○ 豊田  秀樹 日本特殊陶業㈱  自動車関連事業本部　主管

○ 粟屋  敏則 本田技研工業㈱  鈴鹿製作所　完成車保証室　 技師

坂木  忠義

○ 田中  隆司 三菱自動車工業㈱  材料技術部  担当部長

伊吹  剛 三菱自動車工業㈱  技術統括部　部長付

○ 三浦  正高 三菱自動車エンジニアリング㈱  用品・特装技術部　部長補佐

早藤  英俊 名城大学  理工学部  講師

○ 大富部  寿一 ヤマハ発動機㈱  技術本部　技術企画統括部　技術管理部

福留  敏典

本田技研工業㈱  トランスミッション製造部  品質管理室　技師

名古屋大学  グリーンモビリティ連携研究センター　特任助教

ヤマハ発動機㈱　CS本部コーポレート品質保証部品質保証グループ　主査


