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2014年度　社外関係団体委員一覧表

区分 関 係 団 体 委　　員　　等 所　　　　　属 氏　　名
国内 日本フルードパワーシ

ステム学会
編集委員会担当理事 基盤技術研究所 伊藤　和巳
技術委員長 事業開発推進部 宮川　新平
基盤強化委員会委員 技術企画部 宮　　能治
企画委員会副委員長 技術企画部 成田　　晋
編集委員会委員 技術企画部 成田　　晋
情報システム委員会委員 事業開発推進部 野口　恵伸
水圧駆動システムの有効利用に関
する研究委員会委員

事業開発推進部 吉田　太志

フルードパワーのトライボロジー
研究委員会委員

㈱タカコ　開発部 辻井　喜勝

フルードパワーのトライボロジー
研究委員会委員

基盤技術研究所 鈴木　一成

機能性流体との融合化によるフ
ルードパワーシステムの新展開に
関する研究委員会委員

基盤技術研究所 斎藤　啓司

油空圧シミュレーション研究委員
会委員

基盤技術研究所 宇田川寛子

自動車技術会 二輪車の運動特性部門委員会委員 AC事業本部　製品企画開発部 伊藤　直樹
車両特性デザイン部門委員会委員 AC事業本部　製品企画開発部 近松　　聡

品質工学会 品質工学会誌編集委員 CAE推進部　岐阜分室 生駒　亮久
日本機械学会 先端シミュレータ研究会委員 基盤技術研究所 窪田　友夫
トライボロジー学会 実行委員会委員 基盤技術研究所 伊藤　義浩

ITC2015国際会議実行委員会委員 基盤技術研究所 加藤　慎治
日本振動技術協会 常任理事 カヤバシステムマシナリー㈱ 露木　保男

制振委員会委員長 カヤバシステムマシナリー㈱ 露木　保男
劇場演出空間技術協会 理事兼機構部会委員副部会長 カヤバシステムマシナリー㈱ 山田　芳久

機構部会委員 カヤバシステムマシナリー㈱ 副島　正浩
教育研修部会委員 カヤバシステムマシナリー㈱ 渡邊　明彦

日本建設機械施工協会 建設機械要覧編集委員 特装車両事業部 田中　和徳
コンクリート機械技術委員会委員 特装車両事業部　熊谷工場 清水　弘之

日本トンネル専門
工事業協会

トンネル機械技術委員会委員 カヤバシステムマシナリー㈱ 三浦　章宣
商品開発改良委員会委員 カヤバシステムマシナリー㈱ 鈴木　康雅

日本免震構造協会 技術委員 カヤバシステムマシナリー㈱ 露木　保男
技術委員 カヤバシステムマシナリー㈱ 猪口　敏一

日本IE協会 幹事 執行役員　生産本部長 城所　重夫
実行委員 生産企画部 桑原　哲美

表面技術協会 中部支部評議員兼中部支部常任幹
事

生産技術研究所 塩塚　光春

日本フルードパワー工
業会

顧問 代表取締役会長 小澤　忠彦
副会長 代表取締役社長執行役員 臼井　政夫
編集委員会委員長 取締役専務執行役員 齋藤　圭介
編集委員会主査 HC事業本部　技術統轄部 前畑　一英
技術委員会水圧部会部会長 事業開発推進部 宮川　新平
技術委員会水圧部会委員 事業開発推進部 大林　義博
標準化委員会　委員長 代表取締役会長 小澤　忠彦

※2015年 2 月時点と致します．
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区分 関 係 団 体 委　　員　　等 所　　　　　属 氏　　名
日本フルードパワー工
業会

油圧部会長 基盤技術研究所 伊藤　和巳
標準化委員会油圧システム分科会
委員

基盤技術研究所 伊藤　和巳

標準化委員会用語分科会　委員 基盤技術研究所 伊藤　和巳
標準化委員会ポンプ・モータ分科
会委員

HC事業本部　製品企画開発部 加藤　弘毅

標準化委員会アキュムレータ分科
会委員

HC事業本部　製品企画開発部 伊藤　達夫

標準化委員会油圧・空気圧シリン
ダ分科会委員

HC事業本部　岐阜南油機技術部 佐藤　　治

標準化委員会シール分科会　委員 HC事業本部　シール技術部 廣田　芳一
標準化委員会緩衝器分科会　委員 KYBエンジニアリングアンドサー

ビス㈱
下浦　洋一

総需要部会主査 HC事業本部 宮元　辰巳
総需要部会委員 HC事業本部　営業統轄部 北村　嘉之
建機部会委員 HC事業本部　大阪支店 石井　　剛
産機部会委員 HC事業本部 北村　嘉之
シリンダ部会委員 HC事業本部 河井　　崇
国際部会委員 HC事業本部　油機第二営業部 大前　　聡
油圧ポケットブック編集委員会委
員

事業開発推進部 中里　雅一

同上 HC事業本部　技術統轄部 藤井　　篤
同上 技術企画部 成田　　晋
St-ADS実用化推進委員会委員 事業開発推進部 宮川　新平
同上委員会委員 事業開発推進部 吉田　太志
若手技術者懇談会委員 ㈱タカコ　開発部 辻井　喜勝

日本自動車部品工業会 副会長兼関東支部長
政策委員会委員
総務委員会委員

代表取締役社長執行役員 臼井　政夫

総務委員会経営調査部会委員 執行役員　経営企画部長 庄子　和昌
総務委員会税制部会委員 経理部 藤原　宏之
総務委員会労務部会委員
総務委員会人事労務研究会委員

常務執行役員　人事本部長 久田　英司

総務委員会人事労務研究会労政分
科会委員

人事本部 堀部　幸泰

総務委員会人事労務研究会国際人
事分科会委員

人事本部 金澤　亜紀

総務委員会人事労務研究会安全衛
生分科会委員

環境・安全部 片峯　　稔

総務委員会人事労務研究会安全衛
生分科会調査・研究WGBグループ
委員

岐阜北工場　総務部 高木　直生

総務委員会人事労務研究会安全衛
生分科会調査・研究WGBグループ
委員

岐阜北工場　総務部 多治見宏幸
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区分 関 係 団 体 委　　員　　等 所　　　　　属 氏　　名
日本自動車部品工業会 総務委員会人事労務研究会安全衛

生分科会メンタルヘルス実務者連
絡会委員

人事本部　健康管理センター 川浦　且博

総務委員会人事労務研究会安全衛
生分科会メンタルヘルス実務者連
絡会委員

人事本部　健康管理センター 高野真由美

総務委員会中小企業EDIプロジェ
クト「調達チーム」委員

調達企画部 石原　雅人

国際委員会知的財産権部会委員
国際委員会知的財産権部会海外
ショー出展検討WG委員

知的財産部 馬場　克明

国際委員会委員 執行役員　グローバル統轄部長 荒川　　均
国際委員会幹事会委員 グローバル統轄部 福岡　之弘
（関東支部）企画部会長
国際委員会FTA・通商部会委員

経営企画本部 伊藤　　寿

国際委員会FTA・通商部会国際物
流WG委員

生産企画部 大羽　浩司

国際委員会FTA・通商部会国際物
流WG委員

AC事業本部　市販統轄部 西川　淳一

国際委員会FTA・通商部会国際物
流WG委員

AC事業本部　市販統轄部 伊藤　由佳

統合技術委員会IT対応委員会DE
促進部会委員

IT企画部 大島　昭宏

統合技術委員会専門部会ITS部会
委員
統合技術委員会専門部会電子装置
部会委員

基盤技術研究所 大木　紀知

環境対応委員会製品環境部会LCA
分科会委員

AC事業本部　技術統轄部 松本　　洋

環境対応委員会製品環境部会LCA
分科会委員

AC事業本部　技術統轄部 原　　安孝

（関東支部）リサイクル研究会委員 環境・安全部 笠鳥　公男
日本自動車車体工業会 理事 特装車両事業部 永田　智幸

特装部会業務委員会副委員長 特装車両事業部 勝木　　潤
特装部会業務委員会ミキサ分科会
主査

特装車両事業部 勝木　　潤

特装部会業務委員会粉粒体運搬車
分科会委員

特装車両事業部 勝木　　潤

特装部会サービス委員会委員 特装車両事業部 小出　邦夫
特装部会技術委員会ミキサ分科会
主査

特装車両事業部 田中　和徳

特装部会技術委員会ミキサ分科会
委員

特装車両事業部 上條　崇史

特装部会技術委員会粉粒体運搬車
分科会委員

特装車両事業部 川島　　茂

関東支部会委員 特装車両事業部 田中　和徳
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区分 関 係 団 体 委　　員　　等 所　　　　　属 氏　　名
日本航空宇宙工業会 ISO／TC20／SC10分科会委員 HC事業本部　航空技術部 能勢　卓磨

先端航空機装備品システム・素材
技術調査委員会委員

HC事業本部　航空技術部 泉　　恭輔

先端航空機部品・素材技術調査委
員会・海外市場参入検討分科会委
員

HC事業本部　航空技術部 伊藤　康弘

装備品技術専門分科会委員 HC事業本部　航空技術部 小川　義之
日本規格協会 JISハンドブック（油圧・空気圧）

編集委員会委員
技術企画部 成田　　晋

日本鉄道車輌工業会 理事 代表取締役会長 小澤　忠彦
デミング賞委員会（日
本科学技術連盟）

顧問 執行役員　品質管理部長 原　　定昭

東日本アレクサンダ・
フォン・フンボルト協
会

評議員 事業開発推進部 宮川　新平

軽金属学会東海支部 評議員 生産技術研究所 金兒　龍一
日本食肉生産技術研究
組合

委員 事業開発推進部 宮川　新平

中央職業能力開発協会 中央技能検定委員会（油圧装置調
整）委員

事業開発推進部 中里　雅一

AC事業本部：オートモーティブコンポーネンツ事業本部
HC事業本部：ハイドローリックコンポーネンツ事業本部


