
2021年度(第70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 最優秀賞  

 

功績の題目：電力システムにおける需要家リソース活用に向けた活動 

 

委員会名 ：VPP分科会，分散型電源特定計量技術基準検討WG 

 

No. 法人名 氏名 VPP 計量WG 

1 株式会社東芝 北川 晃一 主査 副主査 

2 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 尾関 秀樹 副主査 主査 

3 エリーパワー株式会社 北原 通雄 正委員  

4 エリーパワー株式会社 最知 勇気 副委員  

5 エリーパワー株式会社 伊藤 暢昭  委員 

6 エリーパワー株式会社 高橋 寛行  副委員 

7 エリーパワー株式会社 鍋島 康雄 正委員  

8 エリーパワー株式会社 鳥居 弘典  副委員 

9 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 江原 宏和 副委員  

10 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 中村 淳 副委員  

11 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 山田 潤一郎  正委員 

12 株式会社カネカ 松田 考史 正委員  

13 京セラ株式会社 末永 高史 正委員  

14 京セラ株式会社 沖野 健太 副委員  

15 京セラ株式会社 名合 佑介  正委員 

16 京セラ株式会社 野口 亮  副委員 

17 株式会社GSユアサ 小原 正義 正委員  

18 株式会社GSユアサ 北方 伸明 正委員  

19 株式会社GSユアサ 今泉 博文 副委員  

20 シャープ株式会社 清水 寛仁 正委員  

21 シャープ株式会社 大倉 直 副委員  

22 シャープ株式会社 小平 真継  正委員 

23 シャープ株式会社 阿部 和也  副委員 

24 住友電気工業株式会社 富村 栄治 正委員  

25 株式会社ダイヘン 西尾 隆平  正委員 

26 田淵電機株式会社 北川 久一郎 正委員  

27 田淵電機株式会社 大田 準二 正委員  

28 田淵電機株式会社 落合 真人  正委員 

29 東京ガス株式会社 渡邉 崇之 正委員  

30 東京ガス株式会社 川端 康晴 正委員 正委員 

添付資料2 



No. 法人名 氏名 VPP 計量WG 

31 東京ガス株式会社 松本 侑  副委員 

32 株式会社東光高岳 村下 直久 正委員 正委員 

33 東芝ＩＴコントロールシステム株式会社 杉之原 喬生  正委員 

34 東芝エネルギーシステムズ株式会社 松下 寿朗 副委員  

35 株式会社豊田通商 曽篠 亮太 正委員  

36 株式会社豊田通商 淀瀬 健司 正委員  

37 豊田通商株式会社 管 孝博  正委員 

38 ニチコン株式会社 伊藤 伸一 正委員 正委員 

39 ニチコン株式会社 渥美 章 副委員  

40 ニチコン株式会社 岡田 裕之  副委員 

41 日本電気株式会社 工藤 耕治 正委員 副委員 

42 日本電気株式会社 江崎 栄治 副委員  

43 日本電気株式会社 石井 幹晴 副委員  

44 日本電気株式会社 倉金 博  正委員 

45 日本電気計器検定所 渡邉 典弘  正委員 

46 日本電気計器検定所 山外 昭博  副委員 

47 パナソニック株式会社 小野田 仙一 正委員  

48 パナソニック株式会社 小田 政志 副委員  

49 パナソニック株式会社 寺澤 章  正委員 

50 パナソニック株式会社 塩川 明実  副委員 

51 三菱電機株式会社 長谷川 仁志 副委員  

52 三菱電機株式会社 鈴木 匠人 副委員  

53 三菱電機株式会社 野澤 朋宏 正委員  

54 三菱電機株式会社 小宮 紀之 副委員  

55 一般社団法人エコーネットコンソーシアム 村上 隆史 正委員  

56 一般社団法人エコーネットコンソーシアム 寺本 圭一 正委員  

57 一般社団法人エコーネットコンソーシアム 駒木 雅志 正委員  

58 一般社団法人太陽光発電協会 長峯 卓  正委員 

59 一般社団法人電動車両用電力供給システム協議会 園江 洋  正委員 

60 一般社団法人電動車両用電力供給システム協議会 稲葉 和樹  副委員 

VPP：VPP分科会，計量WG：分散型電源特定計量技術基準検討WG 

 



表彰名 優秀賞  

 

功績の題目：繰り返しインパルス電圧におけるオフライン部分放電開始電圧測定に関する

IEC 60034-27-5の発行 

 

委員会名 ：電動機の絶縁に関する検討WG 

 

No. 役職 法人名 氏名 

1 主査 三菱電機株式会社 武藤 浩隆 

2 副主査 株式会社明電舎 大石 和城 

3 委員 元奈良工業高等専門学校 木村 健 

4 委員 兵庫県立大学 菊池 祐介 

5 委員 株式会社安川電機 藤延 博幸 

6 委員 富士電機株式会社 高橋 和利 

7 委員 富士電機株式会社 石嶋 一樹 

8 委員 東芝三菱電機産業システム株式会社 柄沢 一成 

9 委員 元 東芝三菱電機産業システム株式会社 吉満 哲夫 

10 委員 三菱電機株式会社 岡田 真一 

11 委員 東芝産業機器システム株式会社 廣島 聡 

12 委員 東洋電機製造株式会社 金光 康訓 

13 委員 株式会社日立産機システム 阿部 敦 

14 委員 株式会社日立製作所 小島 啓明 

 

 

表彰名 優良賞  

 

功績の題目：法改正・公共調達基準等に対応したヒューズに関する規格の整備 

 

委員会名 ：電力ヒューズ技術専門委員会，低圧ヒューズ規格作成WG 

 

No. 法人名 氏名 1 2 

1 三菱電機株式会社 常峰 孝司 委員長 委員 

2 株式会社宇都宮電機製作所 田中 修 委員 委員 

3 エス・オー・シー株式会社 松﨑 裕一 委員  

4 エス・オー・シー株式会社 秦 信宏  委員 

5 エナジーサポート株式会社 小寺 克昌 委員  

6 株式会社三英社製作所 森田 敏弘 委員 委員 

7 大東通信機株式会社 長谷川 俊介 委員 委員 

8 元富士電機機器制御株式会社 菊地 征範 委員 主査 

1：電力ヒューズ技術専門委員会 

2：低圧ヒューズ規格作成WG 

 



功績の題目：原子力施設への一般産業用工業品採用ガイドライン作成と運用方法の業界共通化対応 

 

委員会名 ：品質保証規程対応WG，原子力品質保証特別委員会 

 

No. 法人名 氏名 1 2 

1 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 小川 昌栄 委員 主査 

2 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 芝原 啓介 委員長**） － 

3 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 足立 明隆 － 委員 

4 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 柴田 正樹 － 委員 

5 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 末永 泰詩 － 委員 

6 三菱重工業株式会社 増本 光一郎 副委員長*） － 

7 三菱重工業株式会社 道橋 正治 委員 － 

8 三菱重工業株式会社 稲垣 隆司 － 委員 

9 三菱重工業株式会社 宇都 浩史*） － 委員*） 

10 東芝エネルギーシステムズ株式会社 増山 亨 委員*） － 

11 東芝エネルギーシステムズ株式会社 西山 秀樹 委員 － 

12 東芝エネルギーシステムズ株式会社 植田 靖之 委員 － 

13 東芝エネルギーシステムズ株式会社 工藤 竜太 － 委員 

14 富士電機株式会社 梅津 博幸 委員*） － 

15 富士電機株式会社 新田 和彦 委員 委員 

16 MHI NSエンジニアリング株式会社 相澤 恭一 － 委員 

17 株式会社IHI 友田 和幸 － 委員 

18 三菱電機株式会社 永尾 栄一 － 委員 

１：原子力品質保証特別委員会 

２：品質保証規程対応WG 

 *）活動期間中の委員、現在は退任 

**）活動期間中の委員長、現在は委員 

 

 

表彰名 奨励賞  

 

功績の題目：三相機の標準型単独運転検出方式におけるフリッカ対策の実現 

 

委員会名 ：三相フリッカ対策タスクフォース 

 

No. 役職 法人名 氏名 

1 主査 新電元工業株式会社 郭 中為 

2 委員 株式会社GSユアサ 篠田 雄作 

3 委員 山洋電気株式会社 山田 浩 

4 委員 オムロン株式会社 馬渕 雅夫 

 



功績の題目：遠隔操作機構を搭載する電気炊飯器・電気ポットの安全性確保 

 

委員会名 ：調理家電技術専門委員会 

 

No. 役職 法人名 氏名 

1 委員長 パナソニック株式会社 鳥飼 照美 

2 委員 アイリスオーヤマ株式会社 河阪 雅之 

3 委員 シャープ株式会社 村井 隆男 

4 委員 株式会社千石 富田 辰彦 

5 委員 タイガー魔法瓶株式会社 田窪 博典 

6 委員 東芝ホームテクノ株式会社 杉崎 俊英 

7 委員 パナソニック株式会社 中西 清芽 

8 委員 ピーコック魔法瓶工業株式会社 濵子 浩 

9 委員 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 庄子 哲也 

10 委員 三菱電機ホーム機器株式会社 小暮 栄治 

 

 

功績の題目：改正食品衛生法に対応した家電製品の製造等における安全性確保 

 

委員会名 ：家電製品製造管理ガイドライン検討WG 

 

No. 役職 法人名 氏名 

1 主査 象印マホービン株式会社 村上 史晃 

2 委員 タイガー魔法瓶株式会社 北村 信雄 

3 委員 タイガー魔法瓶株式会社 遠藤 学 

4 委員 東芝ホームテクノ株式会社 杉崎 俊英 

5 委員 パナソニック株式会社 アプライアンス社 小野 綾一 

6 委員 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 塩野 謙治 

7 委員 三菱電機株式会社 鈴木 和貴 

8 委員 三菱電機株式会社 西澤 章 

 

 

 

※推薦時の内容で記載 


