
公益社団法人日本表面真空学会 2019 年度役員 

 

理  事（25 名）（*兼務） 

【常務理事】 

会 長        荒川 一郎（学習院大学） 

 副会長（会長代理）  重川 秀実（筑波大学） 

副会長        福谷 克之（東京大学） 

長谷川修司（東京大学） 

大岩  烈（シエンタ オミクロン） 

庶 務        道園真一郎（高エネ研）   

           吉村 雅満（豊田工業大学） 

会 計        粉川 良平（島津製作所） 

           福田めぐみ（日本工業大学） 

【支部担当理事】 

東北・北海道支部   虻川 匡司（東北大学） 

関東支部       中嶋  健（東京工業大学）  

中部支部       河原 敏男（中部大学） 

関西支部       鈴木 基史（京都大学） 

九州支部       嘉数  誠（佐賀大学） 

【学術・育成事業】             

学術講演会      佐々木成朗（電気通信大学） 

企画・研究会 渡邉  聡（東京大学） 

ダイバーシティー 玉田  薫（九州大学） 

国際連携 福井 賢一（大阪大学） 

 *福谷 克之（東京大学） 

【教育・育成事業】  

教 育        中辻  寛（東京工業大学） 

【刊行・普及事業】 

  会誌編集       中村  誠（富士通研究所） 

電子ジャーナル    松田  巌（東京大学） 

出 版        近藤 剛弘（筑波大学） 

【認証事業】 

認証事業       橋詰 富博（日立製作所） 

【規格標準】 

  規格標準化      新井 健太（産総研） 

【広報・普及事業】 

  広報・会員増強    赤木 和人（東北大学） 

産業連携・会員増強  *大岩  烈（シエンタ オミクロン） 

【表彰担当理事】 

  表彰・顕彰      *長谷川修司（東京大学） 

 

監  事（3 名）     荻野 俊郎（横浜国立大学） 

大門  寛（豊田理化学研究所） 

染野 光宏（公認会計士） 

 



 
 

 

青柳 里果（成蹊大学） 

阿部 芳巳（三菱化学科学技術研究センター） 

 池田 正則（日本大学） 

市川  洋（名古屋工業大学） 

稲吉さかえ（アルバック） 

犬飼  潤治（山梨大学） 

入江 則裕（入江工研） 

大林 哲郎（大阪真空機器製作所） 

大堀 謙一（堀場製作所） 

岡野夕紀子（岡野製作所） 

沖村 邦雄（東海大学） 

笠岡 一之（大阪真空機器製作所） 

樫村 吉晃（NTT物性科学基礎研究所）  

河裾 厚男（日本原子力研究開発機構）  

北野 雅裕（北野精機） 

楠 美智子（名古屋大学） 

久保 利隆（産業技術総合研究所） 

河野禎市郎（旭化成） 

倉林  徹（秋田大学） 

黒岩 雅英（東京電子） 

桑原 裕司（大阪大学） 

酒井  明（京都大学） 

坂間  弘（上智大学） 

笹川  薫（筑波大学） 

佐藤 弘悦（佐藤真空） 

真田 則明（アルバックファイ） 

志智 雄之（日本分析化学会） 

篠原  真（島津製作所） 

下村 政嗣（千歳科学技術大学） 

鈴木 峰晴（物質・材料研究機構）  

須藤 彰三（東北大学）  

関口  敦（工学院大学） 

関口 信一（荏原製作所） 

 高井まどか（東京大学） 

 高橋 直樹（アトナープ） 

 田澤 豊彦（日本電子） 

 手老 龍吾（豊橋技術科学大学） 

富取 正彦（北陸先端科学技術大学院大学） 

中野 武雄（成蹊大学） 

中村  健（産業技術総合研究所） 

中村 友二（東京工業大学） 

 中村 雅一（奈良先端科学技術大学院大学） 

中村  恵（キヤノンアネルバ） 

 

 

長谷川繁彦（大阪大学） 

 長谷川哲也（東京大学） 

 林  俊一（日本製鉄） 

 林  智広（東京工業大学） 

原木 岳史（東海大学）   

 平野 愛弓（東北大学） 

平山 博之（東京工業大学） 

深津  晋（東京大学） 

堀尾 吉巳（大同大学） 

 松本 益明（東京学芸大学） 

松本 祐司（東北大学） 

松本 吉泰（豊田理化学研究所）   

 村上 健司（静岡大学） 

甕  久実（日立製作所） 

元廣  友美（名古屋大学） 

 安江 常夫（大阪電気通信大学） 

 柳内 克昭（TDK） 

 吉田 秀樹（テクノポート） 

 渡辺 一之（東京理科大学） 

  

株式会社アルバック 

株式会社荏原製作所 

株式会社大阪真空機器製作所 

キヤノンアネルバ株式会社 

株式会社島津製作所 

株式会社昭和真空 

株式会社シンクロン 

大亜真空株式会社 

東京電子株式会社 

 

 以上 62名、9社 
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朝倉 清高（北海道大学） 

虻川 匡司（東北大学） 

荒川 一郎（学習院大学） 

板倉 明子（物質・材料研究機構）    

内橋 貴之（名古屋大学） 

大西  洋（神戸大学） 

荻原 徳男（日本原子力研究開発機構） 

笠井 秀明（明石高専） 

嘉数  誠（佐賀大学） 

川合 眞紀（分子研） 

木口  学（東京工業大学） 

木村 健二（京都大学） 

後藤 康仁（京都大学） 

近藤  寛（慶應大学） 

財満 鎭明（名城大学） 

坂本 一之（大阪大学） 

重川 秀実（筑波大学） 

白石 賢二（名古屋大学） 

末次 祐介（高エネ研） 

高桑 雄二（東北大学） 

玉田  薫（九州大学） 

堂免 一成（東京大学） 

土佐 正弘（物質・材料研究機構） 

中嶋  健（東京工業大学） 

中村 潤児（筑波大学） 

庭野 道夫（東北福祉大学） 

橋詰 富博（日立製作所） 

長谷川幸雄（東京大学） 

長谷川修司（東京大学） 

平田 正紘（産総研） 

福井 賢一（大阪大学） 

福谷 克之（東京大学） 

藤田 大介（物材機構） 

本田  融（高エネ研） 

本間 芳和（東京理科大学） 

間瀬 一彦（高エネ研） 

松田七美男（東京電機大学） 

松本 卓也（大阪大学） 

 

 

三浦 浩治（愛知教育大学) 

道園真一郎（高エネ研） 

森川 良忠（大阪大学） 

吉信  淳（東京大学） 

吉村 雅満（豊田工業大学） 

渡邉  聡（東京大学） 

以上 44名 

2019年度 フェロー 


