
2018 年度 物質・材料基礎ＥＣＥプログラム 

－超スマート社会実現に向けた電池材料研究―       物資・材料研究機構 
 

修了証授与者 4 名 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2018 年度 SICE プロセス新塾 ECE プログラム        計測自動制御学会 

 
修了証授与者 37 名  

番 号 氏 名 
 

番 号 氏 名 番 号 氏 名 

PE-162 和田 庄平 
 

PE-175 許斐 真広 PE-188 河井 航 

PE-163 前田 兼作 
 

PE-176 中山 竜太郎 PE-189 郡司 俊嗣 

PE-164 和田 健一郎 
 

PE-177 横倉 豪 PE-190 緩詰 光生 

PE-165 阿久津 実 
 

PE-178 久保 勇太 PE-191 高橋 成和 

PE-166 石井 英二 
 

PE-179 原 慎大 PE-192 大角 洸平 

PE-167 木村 優里 
 

PE-180 関段 友哉 PE-193 姫野 博 

PE-168 椎名 正樹 
 

PE-181 尾坂 侑香 PE-194 盛田 和行 

PE-169 北向 一朗 
 

PE-182 太田 博文 PE-195 中道 弘敏 

PE-170 塚野 聖仁 
 

PE-183 長谷川 久也 PE-196 西村 太志 

PE-171 金子 達彦 
 

PE-184 黒崎 洋 PE-197 八木 佑太圭 

PE-172 福井 創太 
 

PE-185 宮長 淳 PE-198 大高 実 

PE-173 伊藤 健志 
 

PE-186 布川 敬志   

PE-174 吉岡 佑輔 
 

PE-187 高橋 直希   

番 号 氏 名  番 号 氏 名 

MS-26 山﨑 由喜 
 

MS-28 原 龍雄 

MS-27 林 克也 
 

MS-29 秋山 和隆 



 
 

2018 年度 NANOBIC ナノファブスクェア ECE プログラム         

4 大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム 

 

修了証授与者 3 名  

番 号 氏 名 
 

番 号 氏 名 

NF-1 瀬山 喜彦  NF-3 小野瀬 翔 

NF-2 平田 征丈    

 
 
 
 
2018 年度 AI2oT(Artificial Intelligence and IoT)ECE プログラム   

      産業技術総合研究所 
 

修了証授与者 26 名 （氏名掲載不可の授与者を除き掲載） 

番 号 氏 名 
 

番 号 氏 名 番 号 氏 名 

AI-1 平谷 航 
 

AI-8 小村 英嗣 AI-19 清水 敦史 

AI-2 石井 正俊 
 

AI-9 梶原 邦弘 AI-20 福本 紳智 

AI-3 野村 晶代 
 

AI-10 橋元 謙一 AI-21 梅田 有輝也 

AI-4 川北 純平 
 

AI-11 西郷 太輔 AI-22 乙津 和希 

AI-5 八木下 洋平 
 

AI-16 橋本 悠太 AI-23 田浦 巧 

AI-6 山崎 恵子 
 

AI-17 八田 桃果 AI-24 有岡 孝至 

AI-7 伊藤 邦恭 
 

AI-18 奥田 裕司 AI-25 高橋 慎 

 
 



 
 

2017 年度 物質・材料ＥＣＥプログラム－ナノテクノロジーによるデバイス開発― 

修了証授与者 2 名 

番 号 氏 名 

MS-24 山﨑 由喜 

MS-25 青木 和茂 

 
 
 

2017 年度 SICE プロセス新塾 ECE プログラム 修了者 36 名 

番 号 氏 名 
 

番 号 氏 名 番 号 氏 名 

PE-126 宮本 尚幸 
 

PE-138 小川 裕充 PE-150 小林 直人 

PE-127 井崎 勝敏 
 

PE-139 立野 元気 PE-151 加藤 浩気 

PE-128 河野 洋平 
 

PE-140 山野 勝久 PE-152 今村 藍介 

PE-129 河村 紘光 
 

PE-141 煙草森 将人 PE-153 木村 翔平 

PE-130 榎本 浩也 
 

PE-142 新堂 陽平 PE-154 佐々木 一成 

PE-131 西田 駿介 
 

PE-143 広瀬 政晴 PE-155 福井 雅基 

PE-132 竹野 裕介 
 

PE-144 タン キーシエン PE-156 渡辺 稔人 

PE-133 児玉 和俊 
 

PE-145 好岡 利樹 PE-157 山口 翔 

PE-134 魚森 良保 
 

PE-146 浮田 昂史 PE-158 田中 玄弥 

PE-135 近藤 浩二 
 

PE-147 布袋 裕次郎 PE-159 福井 直也 

PE-136 松倉 俊介 
 

PE-148 鈴木 翔太 PE-160 鎌田 健一 

PE-137 大島 邦夫 
 

PE-149 荒木 聡史 PE-161 濵口 謙一 

 



2016年度物質・材料 ECEプログラム―NIMSにおける計算・実験・解析の融合― 

 

修了証授与者 3名 

番号 氏 名 

MS-21 山﨑 由喜 

MS-22 青木 和茂 

MS-23 鳥木 晃 

 

 

2016年度 SICEプロセス新塾 ECEプログラム修了者 29名 

番号 氏 名 

 

番号 氏 名 

 

番号 氏 名 

PE-97 新井 貴行 PE-107 和田 尭 PE-117 須佐 繁 

PE-98 伊賀 祐郷 PE-108 伊藤 拓 PE-118 長野 哲志 

PE-99 谷口 直俊 PE-109 山本 徹 PE-119 羽廣 吉晃 

PE-100 荒若 美羽 PE-110 岡本 守正 PE-120 田中 元基 

PE-101 岩谷 周 PE-111 若山 陽之介 PE-121 佐藤 武輝 

PE-102 姫野 卓矢 PE-112 齋藤 仁 PE-122 中島 裕章 

PE-103 村田 康介 PE-113 田中 幸治 PE-123 井上 桂甫 

PE-104 佐々木 啓伍 PE-114 上西 達也 PE-124 関本 真康 

PE-105 鍛冶 達郎 PE-115 山口 高広 PE-125 田中 滋樹 

PE-106 貞方 学 PE-116 橋本 諭   

 



2015 年度物質・材料基礎 ECE プログラム―材料機能の探究と実用化コース― 

 

修了証授与者 3 名 

番号 氏 名 

MS-18 山﨑 由喜 

MS-19 鳥木 晃 

MS-20 北澤 実雄 

        
 

2015 年度 SICE 続々プロセス塾 ECE プログラム修了者（H27 年度） 38 名 

番号 氏 名 

 

番号 氏 名 番号 氏 名 

PE-59 阿部 憲人 PE-74 福田 裕樹 PE-89 中垣 圭太 

PE-60 高橋 正行 PE-75 豊田 振一郎 PE-90 服部 光高 

PE-61 梶間 智文 PE-76 白津 英仁 PE-91 竹鶴 憲昭 

PE-62 塚越 達也 PE-77 和田 朋希 PE-92 宍倉 康文 

PE-63 皆川 達彦 PE-78 竹島 将太 PE-93 澤 修平 

PE-64 矢野 真吾 PE-79 石塚 裕也 PE-94 瀬良 暁雄 

PE-65 堀内 純史 PE-80 作山 智之 PE-95 池田 健一 

PE-66 川瀨 健 PE-81 毛利 宣子 PE-96 今泉 仁史 

PE-67 菊地 浩二 PE-82 高橋 健倫   

PE-68 阿部 良樹 PE-83 廣田 信吾   

PE-69 反町 宏明 PE-84 柳澤 真之   

PE-70 木畑 聡 PE-85 奥山 美弘   

PE-71 久積 崇志 PE-86 山口 祐樹   

PE-72 坂田 千尋 PE-87 岡崎 健太郎   

PE-73 藤田 真治  PE-88 江 峰   



2014 年度物質・材料基礎 ECE プログラム―材料の安全性と信頼性コース― 

○ 修了証授与者 5 名         

番号 氏 名  番号 氏 名 

MS-13 孝橋照生  MS-16 山﨑由喜 

MS-14 後藤真毅  MS-17 滝沢英二 

MS-15 鳥木 晃    

        
 

2014 年度 SICE 続々プロセス塾 ECE プログラム修了者（H26 年度） 

○修了証授与者 30 名 

番号 氏 名  番号 氏 名 

PE-29 遠峰 弘之  PE-51 河村 幸生 

PE-30 鏑木 健太  PE-52 黒木 正大 

PE-31 赤木 一彦  PE-53 堀之内 淳平 

PE-32 中尾 圭佑  PE-54 中村 直樹 

PE-33 村山 幸太  PE-55 深井 英五 

PE-34 大橋 一輝  PE-56 山崎 之博 

PE-35 桐生 智志  PE-57 日下 一正 

PE-36 富田 晃弘  PE-58 塩澤 藍子 

PE-37 稲葉 茜    

PE-38 江口 徹    

PE-39 土田 博之    

PE-40 藤田 祥    

PE-41 野呂 周一郎    

PE-42 森 英知    

PE-43 加藤 真治    

PE-44 金子 悟士    

PE-45 天田 剛史    

PE-46 鈴木 渉    

PE-47 甲斐 崇    

PE-48 西田 祐介    

PE-49 玄馬 大地    

PE-50 小長井 晋介    

 



 1

 

平成 22 年度～平成 25 年度の ECE プログラム修了証授与者 

（平成 24 年度までは認定証） 

 

 

ナノエレクトロニクス ECE プログラム推進委員会 

 

ナノテク製造中核人材の養成プログラムーナノエレクトロニクスー 

平成 22 年度 ４名       

NE-2 昆 盛太郎 

NE-3 政岡 文平   

平成 23 年度 ３名 

NE-6 小川 大輔  

NE-7 清水 健宏  

平成 24 年度 ３名 

NE-8 後藤 高寛  

NE-9  清水 秀治  

NE-10 秋山 美郷   

(注) 連絡が取れない終了者を除く。 

 

 

物質・材料基礎 ECE プログラム推進委員会 

 

先端計測とナノ物質 ECE プログラム（平成 23 年度）５名 

MS-1 森定 直之  

MS-2 稲田 義家  

MS-3 鳥木  晃  

MS-4 延与 篤志  

MS-5 大野 雄一  

環境とエネルギー材料 ECE プログラム（平成 24 年度）３名 

MS-6 森定 直之  

MS-7 井上 峰幸  

MS-8 鳥木  晃  

国土強靱化に資する材料開発と評価技術 ECE プログラム(平成 25 年度）4 名 

MS-9  鳥木  晃  

MS-10 延与篤志  

MS-11 小高根克彦 

MS-12 大野雄一  
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SICE 続々プロセス塾 ECE プログラム(平成 25 年度） 28 名 

 

PE-1 金 相勲 

PE-2 長澤祐介  

PE-3 鎌田良紀 

PE-4 伊澤和晃 

PE-5 瀧本真幸 

PE-6 高石達也 

PE-7 地曳隆宏 

PE-8 鵜飼将太 

PE-9 佐川輝政 

PE-10 細田宗甫 

PE-11 岡澤昂 

PE-12 後藤薫 

PE-13 鳥居勇介 

PE-14 片岡省吾 

PE-15 渡邊宏平 

PE-16 小澤伸治 

PE-17 今里真人 

PE-18 土屋雅信 

PE-19 森  健  

PE-20 都築理志 

PE-21 山田幸治 

PE-22 山下幸男 

PE-23 真島道明 

PE-24 末松 倫 

PE-25 三村裕明 

PE-26 高川華瑠奈 

PE-27 柳田浩充 

PE-28 田口智将 

 


