
　歴代委員

1. TRAIN運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会（（（（（東東東東東京京京京京大大大大大学学学学学大大大大大型型型型型計計計計計算算算算算機機機機機セセセセセンンンンンタタタタターーーーーネネネネネッッッッットトトトトワワワワワーーーーーククククク小小小小小委委委委委員員員員員会会会会会）））））委員委員委員委員委員

委員長 林    英輔 山梨大学 * （第 1回～第 18回）
委員 坂口    瑛 筑波大学 （第 1回～第 18回）
  〃 倉田    是 千葉大学 （第 1回～第 7回）
  〃 斎藤  栴朗 電気通信大学 （第 1回）
  〃 有澤    博 横浜国立大学 （第 1回～第 10回）
  〃 松方    純 学術情報センター （第 1回～第 18回）
  〃 飯田  記子 学術情報センター （第 1回～第 4回）
  〃 鷹野  邦人 文理情報短期大学 （第 1回）
  〃 大石  進一 早稲田大学 （第 1回）
  〃 村井    純 慶應義塾大学 （第 1回～第 18回）
  〃 齊藤  忠夫 東京大学 （第 1回）
  〃 田中  英彦 東京大学 （第 1回）
  〃 田中  良明 東京大学 （第 1回）
  〃 早野  龍五 東京大学 （第 1回）
  〃 鷹野    澄 東京大学 （第 1回～第 18回）
  〃 石田  晴久 東京大学 （第 1回～第 13回）
  〃 平原  正樹 東京大学 （第 1回）
  〃 中村    修 東京大学 （第 1回～第 2回）
  〃 仲野  憲一 東京大学 （第 1回）
  〃 前谷  強志 東京大学 （第 1回～第 4回）
  〃 長嶋  雲兵 お茶の水女子大学 （第 2回～第 7回）
  〃 深沢  良彰 早稲田大学 （第 2回～第 18回）
  〃 相田    仁 東京大学 （第 2回～第 18回）
  〃 下山    勲 東京大学 （第 2回～第 7回）
  〃 武市  正人 東京大学 （第 2回～第 18回）
  〃 釜江  常好 東京大学 （第 2回～第 18回）
  〃 布施    勇 東京大学 （第 2回～第 4回）
  〃 中山  雅哉 東京大学 （第 2回～第 18回）
  〃 加藤    朗 東京大学 （第 3回～第 18回）
  〃 相澤  彰子 学術情報センター （第 5回～第 13回）
  〃 佐藤  安一郎 東京大学 （第 5回～第 18回）
  〃 丹下  藤夫 東京大学 （第 5回～第 18回）
  〃 一井  信吾 東京大学 （第 6回～第 18回）
  〃 井上    靖 東海大学 （第 8回～第 18回）
  〃 吉田  裕亮 お茶の水女子大学 （第 8回～第 18回）
  〃 額田  順二 横浜国立大学 （第 11回～第 18回）
  〃 大塚  秀治 麗澤大学 （第 14回～第 18回）
  〃 重原  孝臣 埼玉大学 （第 14回～第 18回）
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2. TRAIN運用部会委員運用部会委員運用部会委員運用部会委員運用部会委員

委員長 林    英輔 山梨大学 * （第 2回～第 18回）
副委員長 井上    靖 東海大学 （第 2回～第 18回）
委員 細矢  治夫 お茶の水女子大学 （第 2回～第 6回）
  〃 岡村    浩 工学院大学 （第 2回～第 8回）
  〃 鈴木  誠史 埼玉大学 （第 2回～第 6回）
  〃 加賀美鐵雄 中央大学 （第 2回～第 6回）
  〃 志村  正道 東京工業大学 （第 2回～第 3回）
  〃 石田  晴久 東京大学 （第 2回～第 9回）
  〃 中山  雅哉 東京大学 （第 2回～第 18回）
  〃 石田  慶樹 東京大学 （第 2回～第 3回）
  〃 加藤    朗 東京大学 （第 2回～第 18回）
  〃 布施    勇 東京大学 （第 2回～第 3回）
  〃 嵯峨山和弘 東京都立大学 （第 2回～第 3回）
  〃 生方  徹夫 麗澤大学 （第 2回～第 3回）
  〃 塚田  忠夫 東京工業大学 （第 4回～第 5回）
  〃 山田  秀夫 東京都立大学 （第 4回～第 6回）
  〃 佐藤  安一郎 東京大学 （第 4回～第 18回）
  〃 欠端    實 麗澤大学 （第 4回～第 6回）
  〃 一井  信吾 東京大学 （第 5回～第 18回）
  〃 藤井  光昭 東京工業大学 （第 6回～第 9回）
  〃 荒木  獻次 埼玉大学 （第 7回～第 9回）
  〃 木村  明彦 東京都立大学 （第 7回～第 9回）
  〃 徳田  尚之 宇都宮大学 （第 7回～第 12回）
  〃 長岡  亮介 大東文化大学 （第 7回～第 12回）
  〃 熊本  芳朗 電気通信大学 （第 7回）
  〃 遠藤    武 東洋大学 （第 7回～第 12回）
  〃 伊藤  秀一 電気通信大学 （第 8回～第 12回）
  〃 大橋  秀雄 工学院大学 （第 9回）
  〃 轡田    收 学習院大学 （第 10回～第 15回）
  〃 宗    國夫 創価大学 （第 10回～第 15回）
  〃 土屋    俊 千葉大学 （第 10回～第 15回）
  〃 松田    勲 東京都立工業高等専門学校 （第 10回～第 15回）
  〃 南川  利之 東京商船大学 （第 13回～第 18回）
  〃 半澤    保 東京水産大学 （第 13回～第 15回）
  〃 今井  英彦 武蔵大学 （第 13回～第 18回）
  〃 石井    巌 立教大学 （第 13回～第 18回）
  〃 高井  陸雄 東京水産大学 （第 16回～第 18回）
  〃 早川    毅 一橋大学 （第 16回～第 18回）
  〃 吉村    晉 東京都立航空工業高等専門学校 （第 16回～第 18回）
  〃 中村    茂 東邦大学 （第 16回～第 18回）
  〃 村岡  洋一 早稲田大学 （第 16回～第 18回）
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3. TRAIN技術部会員技術部会員技術部会員技術部会員技術部会員

部会長 平原　正樹 東京大学 （第 2回～第 3回）
   〃 中山　雅哉 東京大学 （第 4回～第 9回）
   〃 一井　信吾 東京大学 （第 10回～第 15回）
部会員 青木　恭太 宇都宮大学 （第 2回～第 15回）
   〃 長嶋　雲兵 お茶の水女子大学 （第 2回～第 9回）
   〃 名取　勝敏 工学院大学 （第 2回～第 15回）
   〃 岡崎　  功 埼玉大学 （第 2回～第 3回）
   〃 山田  伸一 中央大学 （第 2回～第 10回）
   〃 星野　辰夫 東海大学 （第 2回～第 9回）
   〃 太田　昌孝 東京工業大学 （第 2回～第 7回）
   〃 松田　裕幸 東京工業大学 （第 2回～第 7回）
   〃 倉澤　寿之 白梅学園短期大学 （第 2回～第 9回）
   〃 平原　正樹 東京大学 （第 2回～第 3回）
   〃 中村　  修 東京大学 （第 2回～第 4回）
   〃 佐藤  裕介 東京大学 （第 2回～第 10回）
   〃 椿山  惣一郎 東京大学 （第 2回～第 3回）
   〃 神庭　  靖 東京大学 （第 2回～第 5回）
   〃 高井　陸雄 東京水産大学 （第 2回～第 15回）
   〃 三上  芳夫 東京都立工業高等専門学校 （第 2回～第 10回）
   〃 桜井　貴文 千葉大学 （第 2回～第 14回）
   〃 本多　弘樹 山梨大学 （第 2回～第 11回）
   〃 吉川　雅修 山梨大学 （第 2回～第 15回）
   〃 大塚  秀治 麗澤大学 （第 2回～第 15回）
   〃 今村　  稔 麗澤大学 （第 2回～第 9回）
   〃 藤吉  正明 埼玉大学 （第 4回～第 10回）
   〃 橋本　明浩 千葉大学 （第 4回～第 15回）
   〃 中山  雅哉 東京大学 （第 4回～第 15回）
   〃 石田  慶樹 東京大学 （第 4回～第 6回）
   〃 今田  哲也 東京大学 （第 4回～第 15回）
   〃 加藤　  朗 東京大学 （第 5回～第 15回）
   〃 小林　克志 電気通信大学 （第 6回～第 14回）
   〃 佐渡  一広 群馬大学 （第 6回～第 15回）
   〃 岩崎  直樹 東京大学 （第 6回～第 15回）
   〃 牧野　  晋 麗澤大学 （第 6回～第 15回）
   〃 中村  賢一郎 早稲田大学 （第 6回～第 11回）
   〃 島崎　一彦 専修大学 （第 7回～第 15回）
   〃 大野  浩之 東京工業大学 （第 8回～第 10回）
   〃 越塚　  登 東京工業大学 （第 8回～第 10回）
   〃 井関　文一 東京情報大学 （第 8回～第 13回）
   〃 一井  信吾 東京大学 （第 8回～第 15回）
   〃 西川　清史 東京都立大学 （第 8回～第 15回）
   〃 吉田  裕亮 お茶の水女子大学 （第 10回～第 15回）
   〃 鈴木　  洋 芝浦工業大学 （第 10回～第 15回）
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   〃 戸田  洋三 千葉大学 （第 10回～第 15回）
   〃 緒方　道郎 東海大学 （第 10回～第 15回）
   〃 上原　隆平 東京女子大学 （第 10回～第 14回）
   〃 田中　  聡 東京女子大学 （第 10回～第 15回）
   〃 石川　幸一 埼玉大学 （第 11回～第 15回）
   〃 今泉　貴史 東京工業大学 （第 11回～第 14回）
   〃 増田　  均 東京大学 （第 11回～第 14回）
   〃 伊藤　  敦 早稲田大学 （第 12回～第 15回）
   〃 坂本　直志 東京工業大学 （第 15回）
   〃 鈴木　克明 東京女子大学 （第 15回）
   〃 青山　耕治 一橋大学 （第 15回）

4. TRAIN （（（（（将将将将将来来来来来計計計計計画画画画画））））） ワーキンググループ委員ワーキンググループ委員ワーキンググループ委員ワーキンググループ委員ワーキンググループ委員

主査 林    英輔 山梨大学 *
委員 井上    靖 東海大学

  〃 加賀美鐵雄 中央大学

  〃 大塚  秀治 麗澤大学

  〃 窪田    誠 学習院大学

  〃 長岡  亮介 大東文化大学 （第 3回まで）
  〃 平尾  淳一 大東文化大学 （第 4回から）
  〃 小野  成志 武蔵大学

  〃 徳田  尚之 宇都宮大学

  〃 土屋    俊 千葉大学

  〃 中山  雅哉 東京大学

  〃 一井  信吾 東京大学

  〃 佐藤  安一郎 東京大学

5. TRAIN残務処理検討ワーキンググループ委員残務処理検討ワーキンググループ委員残務処理検討ワーキンググループ委員残務処理検討ワーキンググループ委員残務処理検討ワーキンググループ委員

主査 林    英輔 山梨大学 *
委員 井上    靖 東海大学

  〃 加賀美鐵雄 中央大学

  〃 大塚  秀治 麗澤大学

  〃 窪田    誠 学習院大学

  〃 平尾  淳一 大東文化大学

  〃 小野  成志 武蔵大学

  〃 徳田  尚之 宇都宮大学

  〃 土屋    俊 千葉大学

  〃 中山  雅哉 東京大学

  〃 一井  信吾 東京大学

  〃 佐藤  安一郎 東京大学
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6. TRAIN資産処理検討会メンバー資産処理検討会メンバー資産処理検討会メンバー資産処理検討会メンバー資産処理検討会メンバー

           TRAIN残務処理検討ワーキンググループ委員全員
福田  穂積 東海大学

辻山  栄子 武蔵大学

上山  晋史 麗澤大学

7. TRAIN残務処理委員会委員残務処理委員会委員残務処理委員会委員残務処理委員会委員残務処理委員会委員

委員長 林    英輔 山梨大学 *
委員 井上    靖 東海大学

  〃 南川  利之 東京商船大学

  〃 高井  陸雄 東京水産大学

  〃 吉村    晉 東京都立航空工業高等専門学校

  〃 中村    茂 東邦大学

  〃 早川    毅 一橋大学

  〃 小野  成志 武蔵大学

  〃 石井    巌 立教大学

  〃 村岡  洋一 早稲田大学

  〃 一井  信吾 東京大学

  〃 中山  雅哉 東京大学

  〃 加藤    朗 東京大学

  〃 佐藤  安一郎 東京大学

8. 新コミュニティ組織発起人新コミュニティ組織発起人新コミュニティ組織発起人新コミュニティ組織発起人新コミュニティ組織発起人

  （東京大学大型計算機ネットワーク連絡協議会 平成 10年度幹事から）
金森  吉成 群馬大学

福井  康弘 東京電機大学

田中  駿平 麗澤大学

伊藤  秀一 電気通信大学

  （TRAIN関係者他から）
林    英輔 山梨大学 *
井上    靖 東海大学

代表 土屋    俊 千葉大学

加賀美鐵雄 中央大学

吉村    晉 東京都立航空工業高等専門学校

坂口    瑛 筑波大学

牧野　晋 麗澤大学

小野  成志 武蔵大学

佐古  卓史 工学院大学

中山  雅哉 東京大学

一井  信吾 東京大学

* ～平成 10年当時。平成 10～ 11年は流通経済大学、平成 11年より麗澤大学。
    その他、注記なき各委員の所属は当時のものです。
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