
日本銅学会 名誉会員 
 

会員内規第３条により推薦する名誉会員案(物故者は除く）  

推戴年 氏 名 大学・会社 経    歴 

H17年度授与者 

（2005年度） 

45回講演大会 

鈴木 寿 

1925.12 

 ・東京大学教授 

・東京大学名誉教授 

・研究会歴 36年以上 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

 

山根 壽己 

1930.5 

 ・大阪大学教授 

・大阪大学名誉教授 

・広島工業大学教授 

・研究会歴 38年以上 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

 

佐藤 史郎 

1932.8 

住友軽金属工業 ・代表取締役社長 

・代表取締役会長 

・相談役 

・研究会歴 35年以上 

・研究会会長歴：1995、1996 

 

H18年度授与者 

（2006年度） 

46回講演大会 

増子 昇 

1935.3 

千葉工業大学 ・東京大学教授 

・東京大学名誉教授 

・千葉工業大学教授 

・研究会歴 23年以上 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

・腐食研究専門委員会委員長 

 

神尾 彰彦 

1939.6 

 ・東京工業大学教授 

・東京工業大学名誉教授 

・研究会歴 36年以上 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

・伸銅品 JIS原案作成委員会委員長 

 

H19年度授与者 

（2007年度） 

第 47回講演大会 

該当者なし   

H20年度授与者 

（2008年度） 

第 48回講演大会 

永田 公二 

1940.9 

住友軽金属工業 ・住友軽金属工業株式会社 

・取締役副社長 

・顧問 

・研究会歴 35年以上 

・伸銅協会技術委員長 

 

H21年度授与者 

（2009年度） 

第 49回講演大会 

菅野 幹宏 

1943.7 

千葉工業大学 ・東京大学教授 

・東京大学名誉教授 

・研究会暦 45年以上 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

・銅及び銅合金技術研究会副会長 

・銅及び銅合金技術研究会企画運営会委員長 

 

H22年度授与者 

（2010年度） 

第 50回講演大会 

小松 伸也 関西大学 ・関西大学教授 

・関西大学名誉教授 

・研究会歴 35年以上 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

・第 47回銅及び銅合金技術研究会講演大会実行委員長 

・伸銅技術の啓蒙に尽力（ネット７講師） 

 

 

 



 

推戴年 氏 名 大学・会社 経    歴 

H23年度授与者 

（2011年度） 

第 51回講演大会 

該当者なし   

H24年度授与者 

（2012年度） 

第 52回講演大会 

酒井 拓 

1942.10 

電気通信大学 ・電気通信大学教授 

・電気通信大学名誉教授 

・研究会歴 35年以上 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

・第 46回銅及び銅合金技術研究会講演大会実行委員長 

杉本 隆史 

1946.10 

関西大学 ・関西大学教授 

・関西大学名誉教授 

・研究会歴 35年以上 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

・銅及び銅合金技術研究会理事 

・第 47回銅及び銅合金技術研究会講演大会実行委員長 

山口 洋 

1944.01 

三井住友金属鉱山 

伸銅 

・三井住友金属鉱山伸銅株式会社 技術顧問 

・三谷伸銅株式会社 常務取締役技術部長 

・三井金属鉱業株式会社 圧延加工事業部技術部長 

・研究会歴 30年以上 

・学術研究及び研究会活動の発展に貢献 

・伸銅技術研究会講演大会の実行委員長及び委員歴 15年 

・伸銅協会の技術委員会の副委員長及び委員歴 15年、伸銅 

技術の発展に貢献 

H25年度授与者 

（2013年度） 

第 53回講演大会 

椿野 晴繁 

1941.2 

兵庫県立但馬技術 

大学校 

・兵庫県立大学教授 

・兵庫県立大学名誉教授 

・研究会歴 30年以上 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

・第 43回銅及び銅合金技術研究会講演大会実行委員長 

H26年度授与者 

（2014年度） 

第 54回講演大会 

古城 紀雄 大阪大学 ・大阪大学教授 

・大阪大学名誉教授 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

・日本銅学会副会長・会長代行副会長 

・日本銅学会企画運営委員会委員長 

・論文賞選考委員長 

池野 進 北陸職業能力開発 

大学校 

 

・富山大学教授 

・研究会歴 35年以上 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

・日本銅学会企画運営委員会委員 

・論文賞選考委員 

鈴木 竹四 三菱伸銅 ・三菱伸銅 顧問 

・若松製作所開発センター長 

・研究会歴 35年以上 

・学術研究及び研究会活動の発展に貢献 

・銅及び銅合金研究会理事、企画運営委員会委員 

・講演大会実行委員 

H27年度授与者 

（2015年度） 

第 55回講演大会 

石田 清仁 

1946.11 

東北大学 ・東北大学教授 

・東北大学名誉教授 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

・日本銅学会理事 

・日本銅学会企画運営委員会委員 

・第 44回銅及び銅合金技術研究会講演大会実行委員長 

・論文賞選考委員 

H28年度授与者 

（2016年度） 

第 56回講演大会 

竹本 正 

1947.1 

大阪大学 ・大阪大学教授 

・大阪大学名誉教授 

・論文賞受賞（昭和 51年） 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献（研究会歴 40年） 

・日本銅学会理事・企画運営委員会委員 

・講演大会実行委員長（第 45回） 

・論文賞選考委員長 

 

 



 

推戴年 氏 名 大学・会社 経    歴 

H29年度授与者 

（2017年度） 

第 57回講演大会 

落合 庄治郎 京都大学 ・京都大学教授 

・京都大学名誉教授 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

・日本銅学会理事 

H30年度授与者 

（2018年度） 

第 58回講演大会 

該当者なし   

2019年度授与者 

第 59回講演大会 

中嶋 英雄 

1949.2 

大阪大学 ・大阪大学教授 

・大阪大学名誉教授 

・若狭湾エネルギー研究センター所長 

・論文賞受賞（平成 12年、第 34回） 

・日本銅学会企画運営委員会委員 

・日本銅学会講演大会実行委員長（第 51回） 

・紫綬褒章受章（平成 21年春） 

 

2020年度授与者 

第 60回講演大会 

里 達夫 東京工業大学 ・東京工業大学教授 

・東京工業大学名誉教授 

・学術研究及び伸銅技術の発展に貢献 

・日本銅学会理事（会長代行副会長） 

・企画運営委員会委員長、研究委員会委員長 

・講演大会実行委員長（第 42回、第 52回） 

 

大石 恵一郎 三菱マテリアル ・三菱マテリアル シニアフェロー 

・研究会歴 35年以上 

・学術研究及び研究会活動の発展に貢献 

・論文賞 6回受賞 

・日本銅学会研究委員会委員 

・講演大会実行委員 

 

2021年度授与者 

第 61回講演大会 

深町 一彦 (元) JX金属 ・学術研究及び研究会活動の発展に貢献 

・論文賞 4回受賞 

・日本銅学会理事 10年以上 

・講演大会実行委員 

 

矢島 健児 (元)三菱マテリアル ・学術研究及び研究会活動の発展に貢献 

・論文賞 4回受賞 

・講演大会実行委員 

 

遠藤 孝雄 横浜国立大学 ・学術研究及び研究会活動の発展に貢献 

・日本銅学会理事 5年以上 

 

 


