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■シンポジウム一覧

■特別シンポジウム

開催日 時間 会場 テーマ 世話人 (所属 )

3/24
( 木 )

9:25 ～ 17:30 BX 会場
B5号館　4階 2404(33)

光科学の未来を拓く
－１０年先の新規研究領域開拓のために－

早瀬　潤子 (慶 應 大)
永井　正也 (阪 大)
板谷　治郎 (東 大)

9:30 ～ 17:55 BT 会場
B5号館　3階 2304(33) 量子情報：高まる技術と深まる科学 佐々木雅英 (情 通 機 構)

10:20 ～ 16:40 BM会場
B5号館　2階 2205(34) ナノカーボン材料の最新動向（２）: グラフェンおよびナノチューブ 松本　和彦 (阪 大)

粟野　裕二 (慶 応 大)

10:35 ～ 16:15 KC 会場
K1号館　2階 201(34) 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 小田中紳二 (阪 大)

13:00 ～ 16:55 KQ会場
K2号館　3階 1307(34) スピントロニクス不揮発メモリ・不揮発ロジックの現状と展望

久保田　均 (産 総 研)
石綿　延行 (N E C)
伊藤　顕知 (日 立)
川端　清司 (ルネサス・エレクトロニクス)
高橋　茂樹 (東 芝)
細見　政功 (S O N Y)

13:00 ～ 17:00 BV 会場
B5号館　3階 2306(34) 人工光合成は日本のエネルギー問題を解決できるか？ 内田　晴久 (東 海 大)

岸田　俊二 (N E C)

13:00 ～ 17:05 KX 会場
K2号館　4階 1409(34) 二次イオン質量分析法の新展開　－はやぶさからバイオテクノロジーまで－ 松尾　二郎 (京 大)

圦本　尚義 (北 大)

13:00 ～ 17:10 BG 会場
B5号館　1階 2106(35) アクティブ・プラズモニクス 岡本　隆之 (理 研)

梶川浩太郎 (東 工 大)

13:00 ～ 17:30 CF 会場
C6号館　1階 106(35)

KPS-JSAP	Joint	Symposium
"Solar	Cell	Activities	in	Japan	and	Korea"
organized	by	Solid	State	Physics	and	Applications	Division

山田　　明 (東 工 大)
Yong-Hoon	Cho		( K A I S T )
徳光　永輔 (東 工 大)
井須　俊郎 (徳 島 大)

13:00 ～ 17:30 BR 会場
B5号館　3階 2302(35) グリーンイノベーションを実現するレーザープロセッシング技術

大越　昌幸 (防 衛 大)
牧村　哲也 (筑 波 大)
坪井　泰之 (北 大)
杉岡　幸次 (理 研)

13:00 ～ 17:30 BS 会場
B5号館　3階 2303(35) 電磁メタマテリアルの現状と将来 萩行　正憲 (阪 大)

13:00 ～ 17:40 CE 会場
C5号館　3階 5324(35) ソーラーシリコンの生産技術革新とサハラスーパーエネルギー戦略 藤岡　　洋 (東 大)

13:00 ～ 17:50 BN会場
B5号館　2階 2206(35) グリーンイノベーションに向けた SiC パワーエレクトロニクス開発の進展 土田　秀一 (電 力 中 研)

谷本　　智 (日 産 自 動 車)

13:00 ～ 18:05 BK 会場
B5号館　2階 2203(36)

薄膜トランジスタ、薄膜太陽電池のプロダクション科学
　－半導体薄膜の低温結晶化－ 部家　　彰 (兵 庫 県 立 大)

13:10 ～ 17:10 CB 会場
C5号館　2階 5224(36) 見直され始めたシリサイド系熱電材料　～実用化への課題と解決策を探る～ 宮崎　　譲 (東 北 大)

鵜殿　治彦 (茨 城 大)

13:30 ～ 16:55 KU会場
K2号館　4階 1403(36) ついに始まった重力波観測用巨大干渉計の建設

秋道　　斉 (産 総 研)
佐々木正洋 (筑 波 大)
齊藤　芳男 (K E K)

13:30 ～ 17:30 BH会場
B5号館　2階 2201(36)

新画像システム研究会企画
「画像入力の質を高めるデバイス・処理技術」 来海　　暁 (大 阪 電 通 大)

13:30 ～ 17:35 BE 会場
B5号館　1階 2104(36)

薄膜・表面物理分科会企画
「産業利用に向けた放射光を使った最先端測定技術」

前橋　兼三 (阪 大)
大門　　寛 (奈 良 先 端 大)

13:30 ～ 18:00 BF 会場
B5号館　1階 2105(37)

機能性酸化物研究グループ企画
「酸化物ヘテロ構造を用いた強相関電子制御の最前線」 組頭　広志 (東 大)

3/25
( 金 )

9:00 ～ 12:10 KD会場
K1号館　2階 202(37)

界面ナノ電子化学研究会企画
「固液界面現象の最前線	- 青木秀充先生追悼シンポジウム -」 小田　貴文 (関 東 化 学)

9:00 ～ 16:50 CA 会場
C1号館　4階閲覧室 (37) Ｘ線・放射光による埋もれた界面の構造計測 桜井　健次 (物 材 機 構)

飯村　兼一 (宇 都 宮 大)

9:30 ～ 12:45 KA 会場
K1号館　地下 1階 B101(37) ナノエレクトロニクス研究の国際連携

平本　俊郎 (東 大)
秋永　広幸 (産 総 研)

9:30 ～ 16:35 BX 会場
B5号館　4階 2404(37)

光科学の未来を拓く
－１０年先の新規研究領域開拓のために－

早瀬　潤子 (慶 應 大)
永井　正也 (阪 大)
板谷　治郎 (東 大)

10:00 ～ 16:50 BN会場
B5号館　2階 2206(38) CIGS 系太陽電池の作製プロセスの進展と残された課題

杉山　　睦 (東 理 大)
山田　　明 (東 工 大)
坪井　　望 (新 潟 大)
吉野　賢二 (宮 崎 大)

12:50 ～ 17:15 KU会場
K2号館　4階 1403(38) 衝撃応用研究グループ企画「衝撃の科学とその利用」 松本　　仁 (防 衛 大)

13:00 ～ 17:00 KB 会場
K1号館　地下 1階 B102(38)

最新の大容量光ファイバ伝送技術と関連基盤技術
－ 100 テラビット伝送は可能か？－

和田　尚也 (情 通 機 構)
北山　研一 (阪 大)
植之原裕行 (東 工 大)

13:00 ～ 17:00 EA 会場
E3号館　1階 102(38) 放射線分科会企画「二次元放射線検出器の最前線」 三戸　美生 (ア ク ロ ラ ド)

片岡　　淳 (早 大)

13:00 ～ 17:00 BM会場
B5号館　2階 2205(38) グラフェンエピタキシーの現状と将来展望 陽　　完治 (北 大)

13:00 ～ 17:05 KM会場
K2号館　3階 1301(39) 重力応用研究グループ企画「重力場応用研究」 真下　　茂 (熊 本 大)

13:00 ～ 17:10 BR 会場
B5号館　3階 2302(39)

生物の電磁場応答研究の最前線
～ヒトの視覚から細胞（分子）レベルまで～

岩坂　正和 (千 葉 大)
堀井　　滋 (高 知 工 大)
山本　　勲 (横 浜 国 大)
廣田　憲之 (物 材 機 構)
山登　正文 (首 都 大)

13:00 ～ 17:20 KD会場
K1号館　2階 202(39) 非鉛系圧電材料の開発・応用の現状 藤崎　芳久 (日 立)

堀田　　將 (北 陸 先 端 大)

13:00 ～ 17:20
KL 会場

K1号館　12階メディアホール
(39)

キャリアデザインと学会活動
－出会える人・テーマ・チャンス－

奥村　次徳 (首 都 大)
百瀬　寿代 (東 芝)
山田　　明 (東 工 大)
島田万里子 (資 生 堂)
保原　大介 (ソ ニ ー)

13:00 ～ 17:25 BT 会場
B5号館　3階 2304(39)

エネルギー・環境研究会企画
「新エネルギーとそのネットワーク化～スマートグリッドにおける応用物理の
果たすべき役割と新しい可能性～」

工藤　耕治 (N E C)
内田　晴久 (東 海 大)

開催日 時間 会場 テーマ 世話人 (所属 )

3/24
( 木 ) 10:00 ～ 17:30 BL 会場

B5号館　2階 2204(33)
特別シンポジウム
「有機分子・バイオエレクトロニクス分科会の新たな挑戦」 吉田　郵司 (産 総 研)

3/26
( 土 ) 10:00 ～ 17:45 BV 会場

B5号館　3階 2306(33)
特別シンポジウム
「異種機能集積化と応用物理～最先端多様分野の融合によって拓かれる未来社
会～」

益　　一哉 (東 工 大)

t_tasaka
長方形



（	14	）

3/25
( 金 )

13:00 ～ 17:50 KC 会場
K1号館　2階 201(39) 超低電力デバイス技術と回路・アプリケーション連携

杉井　信之 (L E A P)
平本　俊郎 (東 大)
井田　次郎 (金 沢 工 大)
昌原　明植 (産 総 研)
坂本　邦博 (産 総 研)
吉見　　信 (S o i t e c 	 A s i a)

13:00 ～ 17:50 BK 会場
B5号館　2階 2203(40)

日本学術振興会第 145 委員会・第 161 委員会・第 175 委員会合同企画
「極限シリコン結晶太陽電池の実現に向けて」

柿本　浩一 (九 大)
大下　祥雄 (豊 田 工 大)
宇佐美徳隆 (東 北 大)

13:00 ～ 17:55 BG 会場
B5号館　1階 2106(40) 確率的過程に基づく電子材料・デバイス・システムの新展開 松本　卓也 (阪 大)

13:30 ～ 17:15 EB 会場
E3号館　3階 303(40)

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 "環境・エネルギー "の授業を中心にして～」

小川　賀代 (日 本 女 子 大)

13:30 ～ 17:45 BV 会場
B5号館　3階 2306(40) 異種機能集積化：MEMSと LSI の融合の実態と今後の展開

高尾　英邦 (香 川 大)
年吉　　洋 (東 大)
古澤　健志 (ルネサスエレクトロニクス)
近藤　英一 (山 梨 大)

13:30 ～ 17:55 BS 会場
B5号館　3階 2303(40)

プラズマエレクトロニクス分科会企画「プラズマテクノロジーが未来を創る
～プラズママップから見るプラズマプロセス技術の将来展望～」 金子　俊郎 (東 北 大)

13:30 ～ 18:00 BF 会場
B5号館　1階 2105(41) 非線形光学 50周年に分極反転はどこまできたか？ 栗村　　直 (物 材 機 構)

3/26
( 土 )

10:00 ～ 16:00 BQ会場
B5号館　3階 2301(41) ラマン分光イメージングが拓く新しいサイエンスとテクノロジー 藤田　克昌 (阪 大)

13:00 ～ 16:55 BJ 会場
B5号館　2階 2202(41) 光波センシングのための偏光技術の進展 大谷　幸利 (宇 都 宮 大)

高橋　信明 (防 衛 大)

13:00 ～ 17:10 BL 会場
B5号館　2階 2204(41)

ランダム系フォトエレクトロニクス研究会企画
「環境・エネルギー～希土類フォトニクスを支える最先端ガラス－中国研究事
情と最近のトピックス－」

藤原　　巧 (東 北 大)
清水　耕作 (日 大)

13:00 ～ 17:35 BN会場
B5号館　2階 2206(41)

トップダウンとボトムアップの融合による量子ナノ構造作製プロセスのブレー
クスルーと新たなデバイスへの展開

杉山　正和 (東 大)
寒川　誠二 (東 北 大)
岡田　至崇 (東 大)
喜多　　隆 (神 戸 大)

13:00 ～ 17:55 CE 会場
C5号館　3階 5324(41) 超伝導検出器で実現する次世代先端分析技術 大久保雅隆 (産 総 研)

13:15 ～ 17:05
KL 会場

K1号館　12階メディアホール
(42)

不純物機能活性型半導体の物性制御とデバイス応用：
２１世紀型シリコンテクノロジー：低炭素化の促進に向けて

金田　　寛 (新 潟 大)
藤原　康文 (阪 大)
喜多　　隆 (神 戸 大)
山本　哲也 (高 知 工 科 大)

13:20 ～ 16:50 BX 会場
B5号館　4階 2404(42)

応用物理学会 THz 電磁波技術研究会企画
「テラヘルツデバイスの新展開」

浅田　雅洋 (東 工 大)
平川　一彦 (東 大)
角屋　　豊 (広 島 大)

13:30 ～ 17:15 BE 会場
B5号館　1階 2104(42) ナノ光電子系と情報の融合が拓くシステムの質的変革 成瀬　　誠 (情 通 機 構)

開催日 時間 会場 テーマ 世話人 ( 所属 )

会場欄の（　）内数字はプログラム掲載頁．

■「13.4 配線技術」 分科内総合講演
「高集積微細デバイスにおける今後の信号伝達 / 配線技術」

開催日 時間 会場 テーマ 講演者 ( 所属 )

3/25
（金）

13:00 ～ 13:15

CE 会場
C5号館	3F-5324

（92）

イントロダクトリートーク：今後の種々デバイスでの信号伝達／配線技術 小川　真一（産 総 研）
13:15 ～ 14:00 集積回路における信号伝送技術の基礎と今後の展望 松澤　　昭（東 工 大）
14:00 ～ 14:30 Cu 再配線の微細化と微細バンプ接合による低消費電力 SiP 江澤　弘和（東 芝）

14:30 ～ 15:15 シリコン貫通光インターコネクション (TSPV) を用いた光電子三次元集積化
技術 福島　誉史（東 北 大）

15:30 ～ 16:00 ウエハレベル異種デバイスシステムインテグレーション技術によるフレキシ
ブル擬似 SoC 山田　　浩（東 芝）

16:00 ～ 16:30 積層フレキシブルメモリ技術：３次元集積回路におけるロジックとメモリの
新規接続方法 水野　正之（ルネサス	エレクトロニクス）

16:30 ～ 17:15 原子レベルの金属ナノ配線とエレクトロマイグレーション 平川　一彦（東 大）

■「1 放射線」 分科内招待講演
開催日 時間 会場 テーマ 講演者 ( 所属 )

3/27
（日） 13:30 ～ 13:45

EA 会場
E3号館	1F-102
（43）

Glass-GEMの開発 高橋　浩之（東 大）

■「3 光」 分科内招待講演
開催日 時間 会場 テーマ 講演者 ( 所属 )

3/25
（金）

10:30 ～ 11:00
KS 会場

K2号館	4F-1401
（45）

ベクトルビームの集光特性 佐藤　俊一（東 北 大 多 元 研）

13:30 ～ 14:00
KS 会場

K2号館	4F-1401
（45）

ホログラフィー応用、非線形光学、中性子光学のための光重合性ナノコンポ
ジットポリマー 富田　康生（電 通 大 院）

13:30 ～ 14:00
KT 会場

K2号館	4F-1402
（46）

デジタルホログラフィと最近の進歩 山口　一郎（東 洋 精 機 製 作 所）

■「4 量子エレクトロニクス」 分科内招待講演
開催日 時間 会場 テーマ 講演者 ( 所属 )

3/25
（金） 15:30 ～ 16:00

KG会場
K1号館	3F-306
（52）

高次高調波を用いたシード型 EUV-FEL の開発 高橋　栄治（理 化 学 研 究 所）

3/26
（土）

15:30 ～ 16:00
KG会場

K1号館	3F-306
（51）

異方性セラミック媒体によるレーザー発振 秋山　　順（分 子 研）

15:00 ～ 15:30
KH会場

K1号館	6F-602
（56）

フェムト秒レーザー照射による金属薄膜の結晶構造観察 橋田　昌樹（京 大）

t_tasaka
長方形



有機分子・バイオエレクトロニクス分科会が応用物理学会に発足して、昨年４月で記念すべき２０周年を迎えることができました。この間、有機

ＥＬ、有機トランジスタ、有機太陽電池などの新たなデバイスの創出、バイオセンサー・バイオチップなどの医療分野への応用などに貢献して

参りました。応用物理も新たな時代を迎え日々進化していますが、その中で有機分子・バイオエレクトロニクス分野の向かうべき方向性を俯瞰

するべく特別シンポジウムを企画いたしました。本分野の第一者それぞれに、我々が挑戦していくべき課題を語っていただきます。

１．イントロダクトリートーク：M&BE分科会20周年
工藤一浩(千葉大)

２．液晶の可能性：自己組織化と配列制御から生まれる新現象・新デバイス
尾崎雅則(阪大)

３．新奇な有機半導体材料を用いた有機ELデバイスへの挑戦
安達千波矢(九大)

４．有機薄膜太陽電池
平本昌宏(分子研)

昼食12：20-13：20

５．合成と有機デバイス
瀧宮和男(広島大)

６．ナノワールドで活用されるバイオ分子
山下一郎(奈良先端大)

７．半導体テクノロジーのバイオ計測への応用
庭野道夫(東北大)

休憩15:20－15:30

８．ナノバイオデバイスによる単一分子・細胞計測と医療応用
馬場嘉信(名大)

９．１分子計測から生体分子機械研究、そして脳型情報処理など
バイオ研究の将来についての俯瞰

柳田敏雄(阪大)

１０．クロージングトーク：M&BE分科会の将来

玉田 薫(九大)

10:00-10:20

10:20-11:00

11:00-11:40

11:40-12:20

13:20-14:00

14:00-14:40

14:40-15:20

15:30-16:10

16:10-16:50

16:50-17:30

お問い合わせ先：応用物理学会 事務局 TEL03-3238-1044 e-mail:technical-meetings@jsap.or.jp



応用物理学会は、自然科学の探求と現象の解明のために物理学を軸として最先端学術分野を開拓するとともに新産業の創出の役
割を担ってきました。また、電子工学、化学や材料科学などの異分野との協調や融合により電子産業の課題を解決し、日本経済の国
際競争力に大きく貢献してきました。近年、異種機能集積化デバイスの創出が期待され研究開発が活発化しています。異分野や異種
技術の協調や融合、さらに異種機能集積化はマルチフィジックス理工学という新分野の創成につながると期待されています。
本シンポジウムでは、最先端多様分野の講師をお招きし最先端の話題を紹介していただくとともに、異分野や異種機能との協調と融

合、さらに集積化の切り拓く未来について語っていただきます。

１．イントロダクトリートーク：異分野融合の到来
益 一哉(東工大)

２．集積化デバイスの切り拓くライフイノベーション
石田 誠(豊橋技科大)

３．医療分野で活躍するマイクロロボット
小西 聡(立命館大)

昼食11：50-13：00

４．マイクロシステム融合研究の進展と未来への期待
江刺正喜(東北大)

５．シリコンフォトニクスの切り拓く未来
和田一実(東大)

６．先進プラズマプロセスが切り拓くグローバル
イノベーションと新デバイスの期待

堀 勝(名大)

休憩15:00－15:15

７．ナノプロセスと材料による新たなデバイスの創出
永瀬雅夫(徳島大)

８．光ＭＥＭＳとＬＳＩの融合が切り拓く新たな応用
年吉 洋(東大)

９．CMOS：ポストスケーリングテクノロジーの展開

財満鎭明(名大)

１０．総合討論

10:00-10:30

10:30-11:10

11:10-11:50

13:00-13:40

13:40-14:20

14:20-15:00

15:15-15:55

15:55-16:35

16:35-17:15

17:15-17:45

一般公開(無料)*

お問い合わせ先：応用物理学会 事務局 TEL03-3238-1044 e-mail:technical-meetings@jsap.or.jp

*本シンポジウムは一般公開(無料)ですが，他の講演を聴講する場合は「講演会参加費」のお支払が必要になります




