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氏名 所属（当時） 期間（西暦）

運営委員長 山本　公明 オリンパス光学 1993-1999

伊藤　良延 ニコン 1999-2002

丸山　晃一 ペンタックス 2002-2006

槌田　博文 オリンパス 2007-2011

山口　進 コニカミノルタ 2011-2016

辰野　響 リコー 2016-2021

副運営委員長 伊藤　良延 ニコン 1998-1999

氏名 所属（当時） 期間(西暦) 氏名 所属（当時） 期間(西暦)

運営委員 須田　繁幸 キヤノン 1993-1997 運営委員 小池　伸幸 デクセリアルズ 2015-2017

大田　耕平 コニカ 1993-1998 菊地　　正 キヤノン 2015-2018

小野　雄三 日本電気 1993-1998 大澤　賢太郎 日立製作所 2016-2018

渋谷　眞人 ニコン 1993-1998 荒井　大作 ニコン 2010-2019

鈴木　　等 トプコン 1993-1998 窪田　高士 リコー 2012-2019

槌田　博文 オリンパス光学 1993-1999 梶谷　俊一 デクセリアルズ 2017-2020

福嶋　　省 ミノルタ 1993-1999 南　　和博 パナソニック 2013-2020

宮川　一郎 富士写真フィルム 1993-1999 内田　佳宏 オリンパス 2016-2020

宮前　　博 コニカ 1993-1999 長谷川　雅宣 キヤノン 2018-2021

森　　孝司 ニコン 1993-1999 諏訪　勝重 三菱電機 2014-2021

田中　康弘 松下電器 1993-2001 川崎　貴志 コニカミノルタ 2014-2021

林　　尚久 大日本スクリーン 1993-2001 大野　友嗣 NEC 2016-2021

丸山　晃一 旭光学 1993-2001 植村　亮介 オリンパス 2020-2021

立野　公男 日立製作所 1993-2007 岩井　広成 サイバネットシステム 2013-2021

村上　照夫 東芝 1995-1999 高野　洋平 リコー 2019-2021

遠藤　健次 大日本スクリーン 1996-1999 中村　俊輝 日立製作所 2018-2022

荒木　敬介 キヤノン 1997-2001 入江　菊枝 三菱ケミカル 2011-2022

小熊　　学 NTT 1998-1999 後藤　一夫 デクセリアルズ 2020-2022

小椋　行夫 日本電気 1998-2000 中島　将 トプコン 2016-2022

佐藤　　彰 ミノルタ 1998-2003

永野　繁憲 トプコン 1998-2004 （順不同、敬称略）

芝山　敦史 ニコン 1998-2004

上山　憲司 大日本スクリーン 1998-2004

南波　昭弘 オリンパス 1998-2004

神宮寺　要 ＮＴＴ 1999-2001

林　宏太郎 ミノルタ 1999-2003

鈴木　清三 リコー 1999-2006

片山　龍一 日本電気 2000-2004

久芳　圭一 オリンパス 2000-2005

岡崎　雅英 大日本スクリーン製造 2001-2001

加藤　隆志 キヤノン 2001-2001

大庭　直樹 ＮＴＴ 2001-2005

西畑　純弘 富士写真フィルム 2001-2005

山形　道弘 松下電器 2001-2007

上窪　淳二 旭光学 2001-2007

山口　　進 コニカ 2001-2007

石井　弘之 キヤノン 2001-2007

小川　育夫 NTT 2005-2007

西郡　恵美子 サイバネットシステム 2005-2008

白土　昌孝 東芝 2003-2008

金野　賢治 コニカミノルタ 2003-2008

柴床　剛玄 日本電気 2004-2010

雑賀　　誠 トプコン 2004-2010

河野　裕之 三菱電機 2004-2010

小濵　昭彦 ニコン 2004-2010

足立　要人 オリンパス 2005-2010

石川　弘美 富士フイルム 2005-2010

和田　順雄 オリンパス 2009-2010

島野　　健 日立マクセル 2008-2011

木村　　馨 ソニー 2008-2011

高橋　康久 富士フイルム 2010-2011

中村　直樹 トプコン 2010-2012

辰野　　響 リコー 2006-2012

竹内　修一 竹内光学設計事務所 2007-2012

市橋　宏基 パナソニック 2007-2013

秋山　健志 サイバネットシステム 2008-2013

森島　英樹 キヤノン 2007-2013

林部　和弥 ソニー 2011-2013

桑田　宗晴 三菱電機 2009-2014

高峯　英文 東芝 2008-2014

古後　将司 コニカミノルタ 2008-2014

木村　研一 キヤノン 2013-2015

松延　　剛 ソニー 2013-2015

山形　直樹 HOYA 2011-2015

今井　　浩 NEC 2010-2016

渡部　智史 オリンパス 2011-2016

井手　達朗 日立製作所 2011-2016

岸根　慶延 富士フイルム 2011-2016

秋葉　正博 トプコン 2012-2016

勝田　恭敏 ソニー 2015-2017



（参考）現在の運営委員

氏名 所属 期間（西暦）

運営委員長 長谷川　雅宣 キヤノン 2021-

氏名 所属 期間（西暦）

運営委員 谷口　智隆 三菱ケミカル 2022-

山本　雄一郎 東芝 2014-

岩﨑　達郎 富士フイルム 2016-

行森　隆史 トプコン 2022-

田尻　真一郎 ソニーグループ 2017-

永沢　　充 日立製作所 2022-

槇田　　歩 ニコン 2019-

前澤　功児 デクセリアルズ 2022-

庄林　寛幸 パナソニックホールディングス 2020-

橋本　雅文 コニカミノルタ 2021-

森本　智英 三菱電機 2021-

池田　賢元 ZEMAX JAPAN 2021-

窪田　勇樹 オリンパス 2021-

大橋　祐介 サイバネットシステム 2021-

横山　悠久 リコー 2021-


