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日程表（会場別）1
日本大学船橋キャンパス

会場名 収容
人数

3月 27 日（木） 3月 28 日（金） 3月 29 日（土） 3月 30 日（日）
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

13
号
館

A
2F-1325 311 10.1 新物質創生･物性

探索
「スピントロニクスは
どこまで進んだか」 15.6 IV 族系化合物 15.6 IV 族系化合物 15.4 III-V 窒化物結晶

「結晶工学分科会企画
シンポジウム「酸化物・
フッ化物単結晶の最近
の展開」」

15.4 III-V 窒化物結晶 15.4 III-V 窒化物結晶

B
2F-1326 311 15.4 III-V 窒化物結晶 15.4 III-V 窒化物結晶 15.4 III-V 窒化物結晶 15.4 III-V 窒化物結晶 15.4 III-V 窒化物結晶 15.4 III-V 窒化物結晶 15.4 III-V 窒化物結晶 15.4 III-V 窒化物結晶

14
号
館

C
2F-1421 180 12.3 電子機能材料・

デバイス
12.3 電子機能材料・
デバイス

12.3 電子機能材料・
デバイス

日本光学会総会・光学
論文賞授賞式 
光学論文賞受賞記念講
演

14.1 探索的材料物性 14.1 探索的材料物性 14.1 探索的材料物性 14.1 探索的材料物性

D
2F-1422 180 12.2 評価・基礎物性 12.2 評価・基礎物性 12.2 評価・基礎物性 12.2 評価・基礎物性 14.4 超高速・機能デ

バイス
14.4 超高速・機能デ
バイス

14.4 超高速・機能デ
バイス

E
2F-1423 180 14.2 超薄膜・量子ナ

ノ構造
14.2 超薄膜・量子ナ
ノ構造

14.2 超薄膜・量子ナ
ノ構造

「半導体の新しい光機
能の探索」

14.2 超薄膜・量子ナ
ノ構造

14.2 超薄膜・量子ナ
ノ構造

F
2F-1424 180 10.3 磁気記録媒体･磁

気センサー
15.5 IV 族 結 晶，IV-
IV 族混晶

10.1 新物質創生･物性
探索

10.1 新物質創生･物性
探索

10.2 スピンデバイス・
回路・計測技術

10.2 スピンデバイス・
回路・計測技術

10.2 スピンデバイス・
回路・計測技術

10.2 スピンデバイス・
回路・計測技術

G
3F-1431 180 13.5 Si プロセス技術 13.5 Si プロセス技術 13.5 Si プロセス技術

「シリコンナノエレク
トロニクスの新展開
「Ge MOS トランジス
タ技術」」

13.5 Si プロセス技術 13.5 Si プロセス技術 10.4 光･量子スピント
ロニクス

H
3F-1432 180

合 同 セ ッ シ ョ ン F
「カーボンナノチュー
ブの基礎と応用」

13.3 絶縁膜技術 13.3 絶縁膜技術 13.3 絶縁膜技術 13.3 絶縁膜技術 13.3 絶縁膜技術 13.3 絶縁膜技術

J
3F-1433 180

合 同 セ ッ シ ョ ン F
「カーボンナノチュー
ブの基礎と応用」

合 同 セ ッ シ ョ ン F
「カーボンナノチュー
ブの基礎と応用」

合 同 セ ッ シ ョ ン F
「カーボンナノチュー
ブの基礎と応用」

「薄膜・表面物理分科会
企画「グラフェンは” 面
白い”、” 役に立つ” -基
礎物理から応用まで-」」

合 同 セ ッ シ ョ ン F
「カーボンナノチュー
ブの基礎と応用」

合 同 セ ッ シ ョ ン F
「カーボンナノチュー
ブの基礎と応用」

合 同 セ ッ シ ョ ン F
「カーボンナノチュー
ブの基礎と応用」

合 同 セ ッ シ ョ ン F
「カーボンナノチュー
ブの基礎と応用」

K
3F-1434 180 6.2 カーボン系薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.2 カーボン系薄膜

L
4F-1441 180 6.3 酸化物エレクトロ

ニクス
6.3 酸化物エレクトロ
ニクス

12.4 光機能材料・デ
バイス

12.4 光機能材料・デ
バイス

6.3 酸化物エレクトロ
ニクス

6.3 酸化物エレクトロ
ニクス

6.3 酸化物エレクトロ
ニクス

6.3 酸化物エレクトロ
ニクス

M
4F-1442 180 「日本真空協会企画「真

空中の気体の流れ」」 6.4 薄膜新材料 6.4 薄膜新材料 6.4 薄膜新材料 6.4 薄膜新材料 6.4 薄膜新材料

N
4F-1443 180 6.5 表面物理・真空

「薄膜・表面物理分科
会企画「クラスター、
ナノ粒子の作製・制御
と応用」」

6.5 表面物理・真空 6.5 表面物理・真空 12.3 電子機能材料・
デバイス

「バイオに学ぶ電子デ
バイス作製とその応
用」

12.3 電子機能材料・
デバイス

Q
4F-1444 180

合同セッションD「プ
ラズマ CVD の基礎と
応用」

6.6 プローブ顕微鏡 6.6 プローブ顕微鏡 6.6 プローブ顕微鏡 6.6 プローブ顕微鏡

2
号
館

R
2F-222 168 12.7 生物・医用工学・

バイオチップ
12.7 生物・医用工学・
バイオチップ

スクール「地球温暖化
と応用物理の課題」

スクール「地球温暖化
と応用物理の課題」

12.7 生物・医用工学・
バイオチップ

12.7 生物・医用工学・
バイオチップ

S
4F-242 159 8.3 プラズマ成膜･表

面処理
8.3 プラズマ成膜･表
面処理

8.4 プラズマエッチン
グ

8.4 プラズマエッチン
グ

8.6 プラズマ現象･新
応用･融合分野

8.6 プラズマ現象･新
応用･融合分野

T
4F-243 180 8.2 プラズマ診断･計

測
8.2 プラズマ診断･計
測

8.1 プラズマ生成･制
御

8.1 プラズマ生成･制
御

8.5 プラズマナノテク
ノロジー

8.5 プラズマナノテク
ノロジー

階
段
教
室

V
2F- 大 408

スクール「ZnO 系半
導体の結晶成長，デバ
イスの基礎」

スクール「ZnO 系半
導体の結晶成長，デバ
イスの基礎」

特別シンポジウム「応用
物理学と将来ビジョン ‒
2040 年に向けたアカデ
ミックロードマップ」

特別シンポジウム「応用
物理学と将来ビジョン ‒
2040 年に向けたアカデ
ミックロードマップ」

合同セッション K（酸
化亜鉛系機能性材料）

プラズマエレクトロニ
クス賞表彰式
「液相プラズマ科学の研
究課題と応用への展望」

合同セッション K（酸
化亜鉛系機能性材料）

合同セッション K（酸
化亜鉛系機能性材料）

W
2F- 小 251 12.9 有機トランジス

ター
APEX・JJAP フレンド
シップミーティング

6.3 酸化物エレクトロ
ニクス

「機能性酸化物エレク
トロニクスの新展開」

「新しい時代を切り開
く理工系人材～産学人
材育成　パートナー
シップ～」

10
号
館

X
1F-1011 206

業績賞受賞記念講演
/廣瀬全孝氏
13.3 絶縁膜技術

「高機能化High-k 絶縁
膜研究の現状と将来展
望」

「結晶 Si 系太陽電池の
将来ビジョン」

10.1 新物質創生･物性
探索

15.8 結晶評価，ナノ
不純物・結晶欠陥

Y
1F-1012 203 12.4 光機能材料・デ

バイス
「光-分子強結合反応場
の基礎・応用・展開」

12.7 生物・医用工学・
バイオチップ

「CMOS技術によるバ
イオメディカルデバイ
スの展望」

9.5 新機能材料・新物
性 17.7 磁場応用

ZA
1F-1013 206

林巌雄賞記念講演
「MEMS と CMOS の
融合による新たな展
開：True-MEMS」

11.4 アナログ応用お
よび関連技術

「超伝導分科会企画「超
伝導を見る」⇔「超伝
導で見る」」

12.8 有機 EL
「エネルギー・環境研究
会企画「持続可能社会の
ための環境・エネルギー
技術ロードマップ」」

12.8 有機 EL

ZB
2F-1021 186 3.5 情報光学

「新画像システム研究
会企画「映像と質感再
現」」

3.3 機器・デバイス光
学

「広帯域波長走査光源
を用いる光波センシン
グ」

3.4 計測光学（ショー
ト講演付きポスター
セッション）

3.4 計測光学

ZC
2F-1022 183

「半導体プロセス・デ
バイス・回路のモデリ
ングとシミュレーショ
ン」

「半導体プロセス・デ
バイス・回路のモデリ
ングとシミュレーショ
ン」

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

ZD
2F-1023 186 14.5 半導体光物性・

光デバイス

「多元系機能材料研究会企画
シンポジウム「新奇プロセ
スが拓く多元系材料の高機
能化の新展開」-プロセスに
潜むサイエンス-」

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス



（ 11 ）（ 11 ）

日程表（会場別）2
日本大学船橋キャンパス

会場名 収容
人数

3月 27 日（木） 3月 28 日（金） 3月 29 日（土） 3月 30 日（日）
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

10
号
館

ZE
3F-1031 198 合同セッションG「量

子情報の基礎と応用」
12.9 有機トランジス
ター

12.9 有機トランジス
ター

12.9 有機トランジス
ター

12.9 有機トランジス
ター

ZF
3F-1032 198 宅間宏賞記念講演

5.3 光制御
「横展開を始めた分極
反転光デバイス」 3.8 近接場光学

「ナノフォトニクスか
ら見える新しい機能の
探求 - エネルギー移
動と相互作用 -」

16.1 基礎物性・評価
「ランダム系の電子伝
導、イオン伝導-メカ
ニズムとデバイス応用
-」

5.3 光制御 5.3 光制御

ZG
3F-1033 186 4.6 レーザー分光応

用・計測
4.6 レーザー分光応
用・計測 5.3 光制御 5.3 光制御 5.3 光制御 5.3 光制御 5.3 光制御 5.3 光制御

ZH
4F-1041 186 4.5 テラヘルツ全般･

非線型光学

「日本分光学会ＴＨｚ分光部会・
応用物理学会ＴＨｚ電磁波技術研
究会合同企画「低振動数領域での
生体・高分子分光の可能性 ～テラ
ヘルツからマイクロ波まで ～」」

4.5 テラヘルツ全般･
非線型光学

4.5 テラヘルツ全般･
非線型光学

4.5 テラヘルツ全般･
非線型光学

4.5 テラヘルツ全般･
非線型光学

4.5 テラヘルツ全般･
非線型光学

4.5 テラヘルツ全般･
非線型光学

ZJ
4F-1042 186 合同セッション K（酸

化亜鉛系機能性材料）
合同セッション K（酸
化亜鉛系機能性材料）

合同セッション K（酸
化亜鉛系機能性材料）

合同セッション K（酸
化亜鉛系機能性材料）

12.10 特定テーマ：生
体分子計測・バイオナ
ノテクノロジー

14.5 半導体光物性・
光デバイス

12.10 特定テーマ：生
体分子計測・バイオナ
ノテクノロジー

12.10 特定テーマ：生
体分子計測・バイオナ
ノテクノロジー

ZK
4F-1043 186 9.1 誘電材料・誘電体 9.1 誘電材料・誘電体 13.4 配線技術

13．半導体 A（シリ
コン）分科内総合講演
「アプリケーション志
向BEOL技術」

13.4 配線技術 13.4 配線技術

11
号
館

ZL
1F-1111 162 7.3 リソグラフィ 7.3 リソグラフィ 7.3 リソグラフィ

「極端紫外（EUV）光
源開発の現状ならびに
その応用のフロンティ
アを探る」

7.4 ナノインプリント
（ショート講演付きポ
スターセッション）

7.6 イオンビーム一般 7.6 イオンビーム一般 7.6 イオンビーム一般

ZM
1F-1112 162 7.8 ビーム応用一般・

新技術

7. ビーム応用分科内総合講
演「ナノ構造素子の信頼性」
7.5 ビーム・光励起表
面反応

7.1 X 線技術
12.10 特定テーマ：生
体分子計測・バイオナ
ノテクノロジー

7.1 X 線技術 7.1 X 線技術 7.2 電子顕微鏡，評価，
測定，分析

7.2 電子顕微鏡，評価，
測定，分析

ZN
1F-1113 162 7.7 微小電子源 7.7 微小電子源 16.1 基礎物性・評価

「次世代光メモリのイ
ノベーションに向けて
-大学におけるフロン
ティア研究-」

17.1 応用物理一般 17.1 応用物理一般 17.6 資源・環境

ZQ
2F-1121 162 5.4 光ファイバー 5.4 光ファイバー 5.1 半導体レーザー・

発光 /受光素子
「フォトニック ICT 研
究会企画「フォトニッ
ク ICTの展開」」

5.1 半導体レーザー・
発光 /受光素子

5.1 半導体レーザー・
発光 /受光素子

5.1 半導体レーザー・
発光 /受光素子

ZR
2F-1122 162 13.2 半導体表面 13.2 半導体表面 13.2 半導体表面 13.1 基礎物性・評価 13.1 基礎物性・評価

「シリコン系材料・プ
ロセス評価の最前線-
放射光利用による新展
開」

13.1 基礎物性・評価 13.1 基礎物性・評価

ZS
2F-1123 162 9.3 ナノエレクトロニ

クス
9.3 ナノエレクトロニ
クス 12.5 液晶 12.5 液晶 12.5 液晶 「液晶応用の新展開」 12.6 高分子・ソフト

マテリアル
12.6 高分子・ソフト
マテリアル

ZT
3F-1131 162 9.2 微粒子・粉体 15.7 エピタキシーの

基礎
15.3 III-V 族エピタキ
シャル結晶

15.3 III-V 族エピタキ
シャル結晶

15.3 III-V 族エピタキ
シャル結晶

15.3 III-V 族エピタキ
シャル結晶

15.3 III-V 族エピタキ
シャル結晶

ZV
3F-1132 162 3.2 材料光学 3.2 材料光学 15.1 バルク結晶成長 15.1 バルク結晶成長

3.1 物理光学・光学基
礎
3.6 視覚・色彩

「デバイスイノベー
ションに向けたナノエ
レクトロ二クス研究の
新展開」

3.9 光学新領域

ZW
3F-1133 162 3.7 生体・医用光学 3.7 生体・医用光学 3.5 情報光学 3.5 情報光学 3.8 近接場光学 3.8 近接場光学 3.8 近接場光学

ZX
4F-1141 162 4.2 フォトニックナノ

構造・現象
4.2 フォトニックナノ
構造・現象

4.2 フォトニックナノ
構造・現象

4.2 フォトニックナノ
構造・現象

4.4 超高速・高強度
レーザー

4.4 超高速・高強度
レーザー

4.4 超高速・高強度
レーザー

4.4 超高速・高強度
レーザー

ZY
4F-1142 162

11.2 薄膜，厚膜，テー
プ作製プロセスおよび
結晶成長

11.2 薄膜，厚膜，テー
プ作製プロセスおよび
結晶成長

業績賞受賞記念講演
/濱川圭弘氏
16.3 デバイス

16.1 基礎物性・評価
16.3 デバイス 16.1 基礎物性・評価 16.2 プロセス技術 16.2 プロセス技術

NA
4F-1143 162 11.4 アナログ応用お

よび関連技術
11.4 アナログ応用お
よび関連技術

11.5 接合，回路作製
プロセスおよびデジタ
ル応用

11.5 接合，回路作製
プロセスおよびデジタ
ル応用

11.3 臨界電流，超伝
導パワー応用

11.3 臨界電流，超伝
導パワー応用 17.3 新技術 17.3 新技術

17.4 トライボロジー

12
号
館

NB
2F-1221 135 講演奨励賞贈呈式

評議員会
業績賞，研究分野
業績賞授賞式

13.7 シミュレーショ
ン

「応用物理教育分科会企画「物
理のおもしろさを生徒や学生
にいかに伝えるか？～中学、
高校、大学における” 力学”
の授業を中心にして～」」

4.7 レーザー・プロ
セッシング

4.7 レーザー・プロ
セッシング

4.7 レーザー・プロ
セッシング

NC
2F-1222 138

11.1 基礎物性（ショー
ト講演付きポスター
セッション）

11.1 基礎物性（ショー
ト講演付きポスター
セッション）

4.3 レーザー装置・材
料

「衝撃応用研究グルー
プ企画「衝撃のダイナ
ミクスと応用」」

「ナノテクの難病研究・
医療への応用」

17.5 エネルギー変換・
貯蔵

17.5 エネルギー変換・
貯蔵

ND
2F-1223 138 2.3 計測標準 2.2 精密計測・ナノ計

測
2.1 計測・制御技術
2.3 計測標準 2.1 計測・制御技術

NE
2F-1224 138 1.1 放射線物理一般・

検出器基礎
1.1 放射線物理一般・
検出器基礎

1.1 放射線物理一般・
検出器基礎

1.1 放射線物理一般・
検出器基礎

「中性子場の線量評価
～測定原理から医療応
用まで～」

1.3 放射線応用・新技
術

1.2 放射線発生装置・
理工学応用

ポスターセッション
12.1 作製技術
13.6 Si デバイス／
集積化技術

12.1 作製技術
12.9 有機トランジス
ター 13.6 Si デバイス／集

積化技術
17.2 教育
5.2 光記録

4.3 レーザー装置・
材料
14.3 プロセス技術・
界面制御 15.2 II-VI 族結晶

13.6 Si デバイス／集
積化技術

6.1 強誘電体薄膜
7.4 ナノインプリント

6.1 強誘電体薄膜
9.4 熱電変換

11.1 基礎物性
4.3 レーザー装置・
材料

8.1 プラズマ生成・
制御

3.4 計測制御
9.4 熱電変換

ス
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ル


