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2014年 7月 11日 

結晶加工と評価技術第 145 委員会 

第９期委員名簿 

設置：昭和 52 年 10 月、 委員数 74 名 （学界委員 37 名、産業界委員 26 名、顧問 11 名） 

委員長 

田島 道夫  (独)宇宙航空研究開発機構  

宇宙科学研究所 名誉教授 兼 

明治大学 特任教授 

 

副委員長 

柿本 浩一   九州大学 応用力学研究所 教授 

 

土田 秀一  (一財)電力中央研究所 

材料科学研究所機能材料領域 

 

前委員長 

梅野 正隆   大阪大学 名誉教授 

 

(幹事、運営委員) 

上田 修  金沢工業大学大学院工学研究科 教授 

土肥 俊郎 九州大学産学連携センター 連携部門 

      特任教授 

奥村 次徳 首都大学東京大学院理工学研究科 

教授 

小椋 厚志 明治大学 理工学部 電気電子生命学科 

教授 

金田 寛   九州工業大学 大学院工学研究院 

      特任教授 

酒井 朗  大阪大学大学院基礎工学研究科 教授 

末岡 浩治 岡山県立大学 情報工学部  

情報通信工学科 教授 

関口 隆史 (独)物質・材料研究機構   

           半導体材料センター  グループリーダー 

原田 博文 (独)物質・材料研究機構 九州大学分室 

      半導体特性評価G  ＮＩＭＳ特別研究員 

村上 進  (独)産業技術総合研究所 

      エネルギー技術研究部門 客員研究員 

和田 一実 東京大学大学院工学系研究科 教授 

鹿島 一日兒 グローバルウェーハズ・ジャパン(株)  

 

 

大谷 昇  関西学院大学 SiC材料･プロセス 

      研究開発センター  教授 

西澤 伸一  (独)産業技術総合研究所 主任研究員 

高遠 秀尚  (独)産業技術総合研究所  

福島再生可能エネルギー研究所 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 太陽光ﾁｰﾑ 

（チーム長）(2014/3/31 委員交代) 

山本 秀和 千葉工業大学 工学部 

             電気電子情報工学科 教授 

 

(運営委員) 

江原 幸治 信越半導体(株) 

蔵口 雅彦 (株)東芝   研究開発センター  

      主任研究員        

佐俣 秀一 (株)SUMCO評価・基盤技術部 次長 

大下 祥雄 豊田工業大学大学院工学研究科 

 教授 

伊藤 久義 （独）日本原子力研究開発機構 

量子ビーム応用研究部門 副部門長 

表 和彦  (株)リガク X 線研究所 所長 

矢野 孝幸 新日鐵住金(株) 技術開発本部 

      新材料研究部長 

 

(委 員)    ＊新委員 

秋本 克洋 筑波大学大学院数理物質科学研究科 

教授 

朝日 聰明 JX日鉱日石金属(株)技術開発センター 

      主席開発員  

廣岡 泰典 日立金属(株)磁性材料カンパニー 

      主任技師       

小野 春彦 神奈川県産業技術センター 

      機械・材料技術部 部長 

木本 恒暢 京都大学大学院工学研究科 教授 
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中澤 治雄 富士電機(株)技術開発本部 

電子デバイス研究所 

小宮山 純 コバレントマテリアル(株)  

      技術開発センター 主任研究員       

志村 考功 大阪大学大学院工学研究科 

生命先端工学専攻 准教授 

高松 弘行 (株)神戸製鋼所 技術開発本部  

      生産システム研究所 専門部長 

中畑 成二 住友電気工業(株)半導体技術研究所 

      結晶技術研究部 部長 

(2014/2/17委員交代) 

丹上 正安 日新イオン機器(株) II事業センター 

軍司 勲男 東京エレクトロン(株) 技術開発センタ 

豊田 紀章 兵庫県立大学大学院工学研究科 

      准教授 

中嶋 健次 (株)豊田中央研究所 

      半導体材料基盤研究室 主任研究員 

橋詰 保  北海道大学 量子集積エレクトロ 

ニクス研究センター 教授 

羽深 等 横浜国立大学大学院工学研究院 教授 

廣沢 一郎 （財）高輝度光科学研究センター 

      産業利用推進室 室長 

船木 雅之 (財)材料科学技術振興財団  

分析評価部 STG リーダー 

田口 幹朗 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟ ｴﾅｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社 

三洋電機(株)ｿｰﾗｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 

      先端開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 担当部長 

(2014/3/1委員交代) 

森 俊謙   ジャパンファインスチール(株) 

      企画開発部 企画開発グループ 

山内 和人 大阪大学大学院工学研究科 教授 

横山 夏樹 (株)日立製作所 中央研究所 

     エレクトロニクス研究センタ 主任研究員 

宇佐美 徳隆 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 

深田 直樹  (独)物質・材料研究機構 

       グループリーダー 

 

 

太子 敏則  信州大学 工学部 准教授 

吉田 豊   静岡理工科大学 理工学部 教授 

山下 善文  岡山大学 大学院 准教授 

石川 由加里 (財)ファインセラミックスセンター 

       兼 名工大連携大学院 准教授 

閻 紀旺   慶應義塾大学 理工学部 教授 

上殿 明良  筑波大学数理物質系物理工学域教授 

橋本 忠朗  シックスポイントマテリアルズ(株) 

中野 祐介   日本エア・リキード(株) 

(2014/4/11委員交代) 

皿山 正二* （株）リコー コーポレート統括本部 

       新規事業開発センタ g-PTリーダー 

       (2014/4/1入会) 

 

（顧 問） 

小松 啓   東北大学 名誉教授 

千川 純一  (公財) ひょうご科学技術協会 

       播磨産業技術支援センター 参与 

松井 純爾  兵庫県立大学産学連携機構 

       放射光ナノテクセンター 顧問 

西永 頌   東京大学 名誉教授 

干川 圭吾  信州大学工学部 客員教授   

原田 仁平  名古屋大学 名誉教授 

上浦 洋一  岡山大学大学院自然科学研究科 

  コーディネータ 

井上 直久  東京農工大学 客員教授 

齊藤 忠   東京農工大学 名誉教授 

志村 史夫  静岡理工科大学物質生命科学 教授 

松本 智   マレーシア日本国際工科院 教授 

（オブザーバー） 

阿部 孝夫  信越半導体(株) 信越化学顧問 

竹中 卓夫  竹中コンサルティング 

       半導体材料技術コンサルタント 

 

（休 会） 

若松 智  (株)トクヤマ Si部門 Si開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

      主席  

退会委員（2014/1/18以降） 

学界委員：   退会なし 

産業界委員： 河口 研一 (株)富士通研究所 基盤技術研究所 フォトニックデバイス研究部 


