
受賞年 氏名 所属 業績名 推薦学会 受賞日

2014 白井　清恒 灌漑方法の理論的研究 （第１期会長） 2014/5/13
2014 中川昭一郎 学会の国内外における地位の確立 （第４期会長） 2014/5/13
2014 田淵　俊男 土壌、水、窒素の動態研究 （第６期会長） 2014/5/13
2014 橋本　　康 国際学術振興を目指して （第７期会長） 2014/5/13
2014 木谷　　収 農業工学の国際化 （第８期会長） 2014/5/13
2014 中野　政詩 土壌中の物質移動に関する研究 （第９期会長） 2014/5/13
2014 真木　太一 農業環境工学の研究 （第10期会長） 2014/5/13
2014 町田　武美 農業情報化に関する研究 （第11期会長） 2014/5/13

2015 古在　豊樹 （NPO）植物工場研究会・理事長 閉鎖型植物生産システムに関する研究 日本農業気象学会 2015/5/12
2015 後藤　隆志 （国）農研機構 生研センター・研究員 水田耕うん整地用機械の高速化に関する研究 農業食料工学会 2015/5/12
2015 田中　忠次 （一社）地域環境資源センター・理事長 土構造物の構造安定解析の研究 農業農村工学会 2015/5/12
2015 橋口　公一 九州大学・名誉教授 固体の非可逆力学現象の支配法則：下負荷面モデルの提案 農業情報学会 2015/5/12
2015 野口　伸 北海道大学大学院・教授 生物環境情報とロボットによる食料生産システムに関する研究 日本生物環境工学会 2015/5/12

2016 玉浦　裕 東京工業大学・名誉教授 太陽エネルギー利用による生態工学システム 生態工学会 2016/5/20
2016 安永 円理子

東京大学大学院農学生命科学研究科・
准教授

安全・安心の消費者志向を考慮したプレ・ポストハーベスト技術 日本生物環境工学会 2016/5/20
2016 鈴木 義則 九州大学・名誉教授 地形気象ならびに都市熱対策に関する研究 日本農業気象学会 2016/5/20
2016 干場 信司 酪農学園大学・元学長 家畜生産システムの総合的評価に関する研究 農業施設学会 2016/5/20
2016 永木 正和 筑波大学・名誉教授 農業経済学と情報学のリンクした領域を拓く 農業情報学会 2016/5/20
2016 近藤　直 京都大学大学院農学研究科・教授 マニピュレータ、マシンビジョンを有する農業ロボット 農業食料工学会 2016/5/20
2016 青山 咸康 京都大学・名誉教授 農業水利構造物の地震時挙動の解析と耐震性評価に関する研究 農業農村工学会 2016/5/20

2017 竹内　俊郎 東京海洋大学・学長 閉鎖生態系循環式魚類飼育システムの構築 生態工学会 2017/5/16

2017 吉田　敏
九州大学生物環境利用推進センター・
教授

植物生産システムにおける制御環境下の根機能 日本生物環境工学会 2017/5/16

2017 早川　誠而 山口大学名誉教授 大気中の熱・物質輸送と農業気象災害に関する研究 日本農業気象学会 2017/5/16

2017 小松崎　将一
茨城大学農学部付属フィールドサイエン
ス教育研究センター・教授

カバークロップを利用した農作業システムに関する研究 日本農作業学会 2017/5/16

2017 佐竹　隆顕 筑波大学名誉教授 生物生産・流通プロセスの高度化に関する研究 農業施設学会 2017/5/16
2017 岸田　義典 株式会社新農林社 代表取締役社長 日本・世界の開発途上国の農業機械化の促進 農業情報学会 2017/5/16
2017 川村　周三 北海道大学大学院農学研究院・教授 米の収穫後プロセスにおける品質食味向上技術の開発 農業食料工学会 2017/5/16
2017 中　達雄 農業農村工学会事務局長 農業水利施設の水理・水工学的設計手法の開発 農業農村工学会 2017/5/16
2017 千賀　裕太郎 東京農工大学名誉教授 地域資源としての水・土地の特性解明と利用計画手法の構築 農村計画学会 2017/5/16

2018 野並　浩 愛媛大学農学部・教授 細胞膨圧計測に伴うソフトイオン化細胞分子計測の開発 日本生物環境工学会 2018/5/15

2018 原薗　芳信
大阪府立大学生命環境科学研究科　客
員研究員

各種生態系における温室効果ガス収支の観測と収支評価 日本農業気象学会 2018/5/15

2018 田島　淳 東京農業大学　地域環境科学部・教授 環境保全型農作業システム構築のための局所耕うん栽培技術の開発 日本農作業学会 2018/5/15

2018 中野　和弘 新潟大学・教授 ハウス栽培篤農家のノウハウ抽出に関する研究 農業施設学会 2018/5/15



2018 亀岡　孝治
三重大学大学院生物資源学研究科・教
授

農作物・農産物のマルチ分光計測に関する研究 農業情報学会 2018/5/15

2018 酒井　憲司
東京農工大学大学院　農学研究院農業
環境工学部門・教授

カオス理論農学応用の為の頑健カオス解析法 農業食料工学会 2018/5/15

2018 増本　隆夫 秋田県立大学生物資源科学部・教授 流域規模の農地水利用と自然・人為的水循環変化に関する研究 農業農村工学会 2018/5/15
2018 星野　敏 京都大学大学院地球環境学堂・教授 グロ－バル化時代に対応した新たな農村コミュニティ計画論の確立 農村計画学会 2018/5/15

2019 木部　勢至朗 （国）宇宙航空研究開発機構・招聘参与 閉鎖生態系生命維持技術を用いた宇宙居住系技術の研究 生態工学会 2019/5/14

2019 後藤　英司 千葉大学 大学院園芸学研究科 ・教授 植物工場における植物の生育制御に関する研究 日本生物環境工学会 2019/5/14
2019 小林　和彦 東京大学名誉教授 大気環境変化が農業に及ぼす影響の圃場実験による解明 日本農業気象学会 2019/5/14
2019 宮崎　昌宏 東京都農林総合研究センター・副参事 傾斜地果樹園における機械化作業体系に関する研究 日本農作業学会 2019/5/14
2019 奥島　里美 農研機構九州沖縄農業研究センター 園芸施設内部の気流と環境制御に関する研究 農業施設学会 2019/5/14

2019 大政　謙次
高崎健康福祉大学農学部農学部長・教
授、東京大学名誉教授

植物機能リモートセンシングと空間情報解析に関する先駆的研究 農業情報学会 2019/5/14

2019 渡邊　紹裕
熊本大学・特任教授、京都大学名誉教
授

農業用水管理と地域環境の関係に関する研究 農業農村工学会 2019/5/14

2020 船田　良 東京農工大学・教授 木質バイオマスの形成制御機構に関する研究 生態工学会 2020/10/31
2020 田中　道男 香川大学・名誉教授 洋ランのクローン苗生産に関する先駆的技術の開発 日本生物環境工学会 2020/10/31
2020 小沢　聖 明治大学・特任教授 作物反応を活用した環境制御技術の開発 日本農業気象学会 2020/10/31

2020 荒木　肇
北海道大学・教授，現新潟食農業大学・
教授

カバークロップによる農耕地環境改善と作物生産性向上に関する研究 日本農作業学会 2020/10/31

2020 吉野　信典 山形県農林水産部 積雪寒冷地域における施設園芸の環境制御と強靱化に関する研究 農業施設学会 2020/10/31
2020 平藤　雅之 東京大学・ 特任教授 農業におけるIoT,ビッグデータ、AIの研究 農業情報学会 2020/10/31
2020 飯田　訓久 京都大学・教授 コンバインの自動化・ロボット化・情報化に関する研究 農業食料工学会 2020/10/31
2020 久保　成隆 東京大学・名誉教授 開水路用排水路系における流れの解析と制御に関する研究 農業農村工学会 2020/10/31


