
 

事業報告の概要 

定款で定められる本会の目的「応用物理学および関連学術分野の研究の促進ならびに成果の普及に関する事業を行い，も

って社会の発展に寄与する」を達成するため，下記の3公益事業を中心に活動を展開した． 

（公益事業1）学術講演会，研究発表会，講習会等の開催及び人材育成，教育事業 

（公益事業2）機関誌，論文誌，図書の刊行及び調査研究事業 

（公益事業3）表彰，コンクール等の事業 

公益事業1では，第62回応用物理学会春季学術講演会を東海大学にて開催した．また，第76回応用物理学会秋季学術講演会

は初めての試みとして名古屋国際会議場にて開催した．これら講演会では，会員に対する利便性や魅力の向上施策として会

員システムと連動した新登壇申込システムの運用，英語セッションの増設，ノーベル物理学賞受賞者3名による記念講演など

を実施した．主催，共催の国際会議等や支部，分科会による講演会等を推進するとともに，海外学会との連携強化のため，

KPS，OSAとの合同シンポジウムを開催した．また，企業会員や外国人会員へのサービス向上のために，インダストリアルチ

ャプターと外国人チャプターを設立した．人材育成，教育事業については，理科教室等の科学啓発活動や，キャリア相談会，

スチューデントチャプター（SC）などの若手研究者支援施策を推進した． 

公益事業2では，機関誌「応用物理」(第84巻)を発行，テーマの充実とタイムリーな記事，読み易さの向上を推進するとと

もに，2014年のノーベル物理学賞受賞を記念し，特別企画を掲載した．また，電子書籍版の提供を開始した．英文論文誌で

は「JJAP」(Vol.54)および「APEX」(Vol.8)を発行するとともに，専任編集長，専任副編集長に加えてアドバイザリエディタ

を置いて編集体制を強化し，質の高い論文の掲載を推進した．2014年からIOP Publishing Ltdと業務提携を開始したオンラ

インジャーナルの運営は目的通り進められている．新たにJSAP Bulletinの発行を開始した．分科会では分野に特化した会誌

を発行した． 

公益事業3では，本部，支部，分科会における各種表彰を実施した． 

管理業務については，担当理事制を継続し，各理事,委員会等が事業計画および予算案を作成し，定例理事会に上程して承

認を得て各種事業を遂行した．事務局運営会議は事務局職員の人事，厚生を担当し，総務会議は庶務事項の遂行と規程類の

整備を行うとともに外部組織との契約を担当した．経理会議は決算処理や予算案の策定，内閣府公益認定等委員会への報告

等を担当した．また，会員サービス委員会は会員サービスの拡充と会員サービスシステムの刷新を担当した． 

さらに，役員会に関する事項として，総会，定例理事会を開催した．その他事項として，役員変更登記，諮問委員会の開

催，役員・代議員のWeb選挙などを実施した． 

また、2015年度から学生と大学院生の入会金及び会費を値下げしたことにより，学生・大学院生の入会者は増加した． 

 

Ⅰ． 事業の状況 

1．学術講演会，研究発表会，講習会等の開催及び人材育成，教育事業 （公益事業1） 

講演会企画運営事業 

春季・秋季の講演会の企画と運営を担当． 

（講演会企画運営委員会開催：6回，プログラム編集委員会開催：2回） 

１）講演会の開催 

●第62回応用物理学会春季学術講演会と展示会 

①3月11日から14日まで（4日間），東海大学湘南キャンパス（神奈川県平塚市）で開催 

②発表件数は3,863件，参加者数は6,747名 

③赤﨑勇氏，天野浩氏，中村修二氏によるノーベル物理学賞受賞記念講演を開催 

④特別シンポジウムを4件開催 

⑤業績賞・研究分野業績賞受賞記念講演を8件開催 

●第76回応用物理学会秋季学術講演会と展示会 

①9月13日から16日まで（4日間），名古屋国際会議場（愛知県名古屋市）で開催 

②発表件数は3,608件，参加者数は6,216名 



 

③アメリカ光学会（OSA）とのジョイントシンポジウムを開催 

④特別シンポジウムを4件開催 

⑤論文賞受賞記念講演を16件，海外研究者招待講演を3件開催 

２）講演会企画運営に関する施策 

①大分類・中分類を超えた合同セッション「コードシェアセッション」の実施 

②会員システムと連動した新登壇申込システムの運用を開始し，締め切り時期を2週間遅らせた 

③プログラム編集システムの運用を開始し，編集委員会の2日後にプログラム公開を実現 

④海外協定学協会とのジョイントシンポジウムを継続実施 

⑤スマートフォンやタブレット端末におけるプログラム検索，会場ナビゲーション等サービスの向上 

⑥Poster Awardの継続実施および運営方法の改善 

⑦フォトコンテストの継続実施 

⑧講演会期間中の託児室を継続して設置 

会員サービス事業 

会員サービスに伴う他事業との連携，Webの維持更新． 

（会員サービス委員会開催：5回） 

１）会員相互のネットワーク構築のためのプラットフォームの提供 

①SC の運営支援，講演会時に交流会の場を提供 

②「キャリア相談会」の開催支援 

③日本在住外国人会員等のチャプター（JIMeC）の設立支援 

④「NEWMAP（NEtwork for Women and Men in Applied Physics）」（旧応物女子会（オブジョ），2015 秋に改名）の開催支援 

 ⑤企業会員のためのインダストリアルチャプターの設立支援 

２）会員管理業務に伴う他事業との連携，Web の維持更新 

①Web 等を通した，学術講演会，研究発表会，講習会等の開催及び人材育成，教育事業の広報活動 

②新会員サービスシステムと講演会受付システム等，諸システムとの連携 

国際学術交流事業 

国際交流事業の企画管理，海外学会との連携強化，主催・共催の国際会議の取りまとめ，学会活動の国際化推進を担当． 

１）海外学会との合同シンポジウム開催 

①韓国物理学会（KPS）と合同シンポジウムをKPS Spring Meeting 2015にて開催 

②アメリカ光学会（OSA）との合同シンポジウムを2015年第76回応用物理学会秋季講演会にて開催 

２）国際交流事業 

①アジア太平洋物理学会連合（AAPPS）の活動推進とAAPPS Bulletinへの編集協力 

②中国光学工程学会 (CSOE)との相互協定を締結 

③韓国光学会（OSK）との相互協定を再締結 

④フランス物理学会（SFP）との相互協定を再締結 

３）学会活動の国際化推進 

①外国人チャプター（JSAP International Members Chapter＜JIMeC＞）の設立 

②春季・秋季学術講演会で海外研究者交流会（President’s Reception for Overseas Researchers）を実施 

③海外からの学生講演者，招待講演者への旅費サポート 

④講演会における英語セッションの増設 

⑤国際ワークショップ主催サポートの検討 

４）国際会議の主催・共催 

①7th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials 

/ 8th International Conference on Plasma Nanotechnology and Science (ISPlasma2015/IC-PLANTS 2015) 



 

2015/3/26-31 名古屋大学 参加者 868名（国内:617名 海外：251名） 

②The 2nd Optical Manipulation Conference 2015（OMC2015） 

2015/4/22-24 パシフィコ横浜 参加者75名（国内:57名 海外:18名） 

③The 4th Laser Display and Lighting Conference (LDC2015) 

2015/4/22-24 パシフィコ横浜 参加者 96名（国内:67名 海外:29名） 

④The 14th Workshop on Information Optics（WIO2015） 

2015/6/1-5 京都ガーデンパレス 参加者 56名（国内:38名 海外:18名） 

⑤15th International Workshop on Junction Technology (IWJT2015) 

2015/6/11-12 京都大学宇治キャンパス 参加者 82名（国内:57名 海外：25名） 

⑥2015シリコンナノエレクトロニクスワークショップ  

2015 Silicon Nanoelectronics Workshop (2015-SNW) 

2015/6/14-15 リーガロイヤルホテル京都 参加者 119名（国内：53名 海外：66名） 

⑦The Fifth International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related 

Nanotechnologies（EM-NANO 2015） 

2015/6/16-19 朱鷺メッセ：新潟コンベンションセンター 参加者 384名（国内：272名 海外：112名） 

⑧2015 Symposium on VLSI Technology/2015 Symposium on VLSI Circuits (2015VLSI) 

2015/6/16-19 リーガロイヤルホテル京都 参加者 1111名（国内：242名 海外：869名） 

⑨8th International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics (M&BE8) 

2015/6/22-24 タワーホール船堀 参加者 248名（国内：184名 海外：64名） 

⑩2015 The 22nd International Workshop on Active Matrix Flatpanel Displays and Devices- TFT Technologies 

and FPD Materials（AM-FPD'15） 

2015/7/1-3 龍谷大学 響都ホール 参加者 163名（国内：107名 海外：107名） 

⑪The l0th Asia-Pacific Conference on Near-Field Optics (APNFO10) 

2015/7/7-10 函館市国際水産・海洋総合研究センター 参加者 152名（国内：92名 海外：60名） 

⑫Joint International Conferences: The 21st International Conference on Electronic Properties of Two 

dimensional Systems and The 17th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (EP2DS-21  

/ MSS-17) 

2015/7/26-31 仙台国際センター 参加者 510名（国内：252名 海外：258名） 

⑬The 2nd International Symposium on Frontiers in THz Technology (FTT 2015) 

2015/8/30-9/2 アクトシティ浜松 コングレスセンター 参加者 185名（国内：158名 海外：27名） 

⑭2015 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2015) 

2015/9/27-30 札幌コンベンションセンター 参加者 958名（国内：659名 海外：299名） 

⑮International Symposium on Optical Memory 2015（ISOM'15） 

2015/10/4-8 富山国際会議場 参加者 120名（国内：95名 海外：25名） 

⑯9th International Conference on Reactive Plasmas / 68th Gaseous Electronics Conference/33rd Symposium on 

Plasma Processing (ICRP-9 / GEC2015 / SPP-33) 

2015/10/12-16 Hawaii Convention Center 参加者 605名（国内：254名 海外：351名） 

⑰The 20th Microoptics Conference (MOC'15) 

2015/10/25-28 福岡国際会議場 参加者 234名（国内：173名 海外：61名） 

⑱5th International Conference on Tip-Enhanced Raman Spectroscopy（TERS-5） 

2015/10/29-30 大阪大学中之島センター 参加者 91名（国内：63名 海外：28名） 

⑲37th International Symposium on Dry Process (DPS2015) 

2015/11/5-6 淡路夢舞台国際会議場 参加者 202名（国内：137名 海外：65名） 



 

⑳6th International Symposium on Growth of III-Nitrides (ISGN-6) 

2015/11/8-12 アクトシティ浜松 参加者 426名（国内：260名 海外：166名） 

㉑28th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2015) 

2015/11/10-13 富山国際会議場 参加者 521名（国内：384名 海外：137名） 

㉒9th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturin（EcoDesign2015） 

2015/12/2-4 東京国際フォーラム 参加者 285名（国内：155名 海外：130名） 

学術・社会連携事業 

外部向け広報，産業界・学術会議・他学協会との連携を担当． 

１）日本学術会議講堂において，日本学術会議電気電子工学委員会公開シンポジウム「電気電子工学分野の更なる活性化に 

向けて－学界と産業界それぞれの役割と連携の在り方－」を2015年12月22日に開催（日本学術会議電気電子工学委員会 

主催，応用物理学会後援）．参加者約100名 

２）広報活動 

 ①学会パンフレット（日・英版）の大幅リニューアル 

②ノーベル物理学賞受賞を記念したノベルティを製作し，国際会議等で配布 

③外部イベント「PVJapan2015」，「SEMICONJapan2015」への出展 

３）春秋学術講演会のトピックスを中心に，マスコミ向けプレビューを年2回実施 

４）外部委託派遣等 

①「物理オリンピック」日本委員会への理事派遣 

②「学術会議理学・工学系学協会連絡協議会」への委員派遣 

③「JST科学コミュニケーションセンターアドバイザリー委員会」への委員派遣 

④「日本工学会」への理事派遣 

⑤「2015 International Year of Light」Gold Associates Sponsorとして協力 

⑥「国際光年協議会」推進パートナーとして協力 

男女共同参画事業 

真に暮らしやすく個々が能力を発揮できる豊かな社会を実現するための一要素として，ワークライフバランスの推進を目

指し，応用物理学会における男女共同参画の推進に取り組む． 

（男女共同参画委員会開催：5回） 

１）春季学術講演会で，特別シンポジウム「応用物理分野で活躍する女性達～第 3回バイオエレクトロニクス編～」を開催 

２）「女性研究者ネットワーク（女子会（NEWMAP）)」を中心としたネットワークの拡充．ネットワークを活用した女性登用 

の支援，ライフ・アンド・ワークバランスの推進のための IM の実施 

３）女子中高生夏の学校 2015 に参加，ポスター展示や保護者対象座談会などの企画を実施 

４）女性研究者研究業績・人材育成貢献賞（小舘香椎子賞）の普及に協力 

５）国際会議（Gender Summit 6 ，AAPPS-Women in Physics（韓国））に参加．応用物理学域での現状と応用物理学会のこれ 

までの活動について発表 

６）男女共同参画学協会連絡会へオブザーバーとして参加．シンポジウムにてポスター発表 

教育企画事業 

学校教育における「物理ばなれ」による日本の科学技術やものづくりの長期的衰退を食い止めるべく，本学会を構成する

学・産・官の研究者の効果的協力の下，グローバルかつ長期的な視点に立って活力ある社会を形成できる理系人材の育成・

教育のためにリフレッシュ理科教室を含めた科学啓発活動を実施． 

（教育企画委員会運営委員会開催：2回） 

１）リフレッシュ理科教室および関連科学啓発活動 

 ①各支部・関東地区（応用物理教育分科会）においてリフレッシュ理科教室を 23 会場で開催 

②科研費支援を受け，静岡市立松野小学校にて各支部支援による過疎地支援出張リフレッシュ理科教室を実施 



 

③各支部等の枠を越えた連携事業として，「不思議な科学の世界を体験しよう」（長野県長野市大岡小学校，北陸・信越支 

部／東海支部），「リフレッシュ理科教室 in 対馬 2015」（長崎県対馬市対佐須奈小学校，仁田小学校，九州支部／東海支 

部他）を実施 

④秋季学術講演会において「FD 理科教室」を実施し，各支部や教育分科会の優れた企画やノウハウの共有化 

⑤リフレッシュ理科教室で開発された理科工作教材を春季・秋季学術講演会会場にて展示し，学術講演会参加会員への活 

 動内容の説明，および応物資金 21 の募金活動 

⑥文部科学省土曜学習応援団に参加し，2015 年 7 月 30 日同省開催の「子ども霞が関見学デー」において出前授業（「富 

士山頂ってどういうところ？」） 

２）将来応用物理学会を担う人材の育成のための学会活動全体の分かりやすい広報資料作成，および作成した資料を活用 

 した広報活動の方法についての検討 

支部・分科会・研究会・新領域グループ 

分科会日本光学会をフォトニクス分科会に改称，微小光学研究会，産学協働研究会を新設，シングルナノパターニング研

究グループを極限ナノ造形・構造物性研究会に改組，強的秩序とその操作に関わる研究グループを新設．11分科会，19研究

会，7新領域グループがそれぞれ講演会，研究会等を実施  ※ 詳細は25・26ページ 

学会全体として 

１）関連学術団体との連携及び協力 

 ①日本学術会議 

 ②日本工学会 

 ③日本物理学会 

 ④その他学協会等 

共催申請 

2月1件，7月2件，9月1件，12月1件（合計5件） 

協賛・後援等申請 

1月12件，2月17件，3月31件，4月30件，5月34件，6月29件，7月29件，8月29件，9月22件，10月8件，11月20件， 

12月11件（合計272件） 

 

2．機関誌，論文誌，図書の刊行及び調査研究事業 （公益事業2） 

APEX/JJAP 編集事業 

（APEX/JJAP 編集運営委員会開催：6回，編集委員全体会議，定例編集委員会議，特集編集委員会議開催：各 2 回，特集

号審査会開催：2回） 

１）APEX（Vol.8）および JJAP（Vol.54）の刊行 

論文総頁数：7,613 頁 

APEX：1,451 頁 

JJAP 通常号：2,718 頁 

JJAP 特集号（13 編）：3,444 頁 

紙版発行部数：平均 500 部 

２）APEX Vol. 8 のための編集業務（2014 年の IF 2.365） 

①Spotlight 論文を 26 編選定 

３）JJAP Vol. 54 のための編集業務（2014 年の IF 1.127） 

①3号に Selected Topics in Applied Physics “Advances in low-temperature bonding technologies for 3D integration”

を掲載 

②Special Review 1 編を掲載 

③Invited Review 2 編を掲載 



 

 ④Comprehensive Review 5 編を掲載 

  ⑤特集号を 13 編発行 

 ⑥Spotlight 論文を 16 編選定 

４）論文の質の向上を目的として，アドバイザリエディタ 2名の着任 

５）トムソン・ロイター社の Citation Notice Service（被引用通知）を継続 

６）過去発行分への PACS コードの付与を継続 

７）MRS 展示会への出展（2回） 

８）JJAP特集号関連国際会議への出展（5回）  

機関誌編集事業 

応用物理に関する学術情報，会員にとって有益な情報を提供する機関誌『応用物理』の編集・発行および電子アーカイブ

化，タイムリーな記事およびコンテンツの充実，編集委員会の編成・運営方針刷新，広告増加策検討，電子版の充実化・国

際化等の検討等を実施． 

（機関誌編集委員会開催：6回，コアメンバー企画会議開催：3回） 

１）機関誌『応用物理』（第 84 巻）の発行 

①年間 12 号（A4 判 総頁数 1,038 頁，月平均 94 頁， 各号平均 21,700 部，毎月 10 日発行）の編集・発行，毎月会員に配布 

②やわらかい記事の誌面デザインのブラッシュアップ 

③タイムリーな記事（ノーベル物理学賞関連企画，国際光年記念企画など）の充実化 

④日経 BP 社との連携：本会の活動を幅広く一般に広報する目的で 2014 年度に開始．日経 BP 社の技術者・研究者向け技

術情報サイト「日経テクノロジーオンライン」での機関誌掲載記事の転載（一部抜粋）継続 

⑤Web での記事閲覧可能時期を，従来の発行 3カ月後から即月への変更の実施（84 巻 1号（2015 年 1 月号）より） 

⑥8月号に掲載していた秋季講演会プログラムを別冊化し，8月増刊号（182 頁）として発行（8月号に同梱配布） 

２）編集委員会の編成・運営方針の刷新によるコスト削減，編集作業の効率化 

①委員数の前年度比 2名削減（全 29 名） 

②2 チーム体制での編集企画：解説論文を中心とする企画チーム（解説記事企画チーム）とやわらかい記事を中心とする

企画チーム（コアメンバー企画チーム）による委員会の運営継続 

③編集委員会の原則，隔月開催 

④情報ツールの活用による編集・企画作業の効率化（担当者間の意見調整・情報交換に，メール審議，Skype，DropBox な

どを利用） 

⑤編集制作期間短縮のため，査読（閲読）は原則，委員会として実施の継続 

３）記事企画の充実化 

①解説論文を全体の 7割，やわらかい記事を全体の 3 割の編成継続 

②解説論文は特集（小特集）とはせずに，最先端の単独記事を集め，広く会員の関心を集める方針の継続 

③外部記者クラブから提案を広く募って企画を充実させる制度の継続 

④コアメンバー企画チームを中心とする，タイムリーな記事，速報性の高い記事の企画・掲載 

⑤読みやすい記事，やわらかい記事を充実させるための，サイエンスライター起用の継続 

⑥若手会員啓発目的の連載「ココだけのハナシ」の継続 

⑦基礎講座の新シリーズの開始（84 巻 1 号（2015 年 1 月号）より） 

４）機関誌の電子版の充実化 

従来の HP での PDF（Web 版）提供に加えて，84 巻 8月号（2015 年 8 月号）より電子書籍版の提供開始 

５）その他事業との連携 

①APEX/JJAP との連携：Comprehensive Review 候補論文の提供 

②総務（国際・広告）会議との連携 

国際：2015 年創刊の JSAP Bulletin への協力 



 

広告：従来の一般的な広告形式（純粋広告）に加え，記事体広告「Applied Physics Dialogue」（インタビュー・座談会 

などの形式）／「Applied Physics Adbertrial」（取材記事の形式）枠を設置（例：84 巻 2号）．新たな広告枠と 

して「記事中」を追加．8月増刊号の発行に伴い，広告出稿料のセット価格を新たに検討・追加 

③講演会との連携 

事前告知（注目講演：3月号，9月号），ドキュメント（講演会改革：7 月号，8月号），速報（講演会レポート：5 月号， 

11 月号），報告（講演会報告：1月号，6月号，12 月号）の掲載 

④支部，分科会，SC との連携 

「支部だより」「分科会だより」「SC だより」のレギュラー化 

国際学術交流事業 

学会活動の国際化推進を担当． 

①JSAP Bulletinの配信 

会員サービス事業 

学会 Web の管理・運営，学会保有電子資産の有効活用，管理業務に伴う他事業との連携，Web の維持更新． 

１）Web 等を通し，機関誌，論文誌，図書の学会刊行物の広報活動 

２）新会員サービスシステムと IOP 論文閲覧システムをはじめとする諸システムとの連携 

分科会 

フォトニクス分科会はフォトニクスニュースを創刊．ほかの分科会においても各分科会誌を発行  ※ 詳細は26ページ 

 

3．表彰，コンクール等の事業 （公益事業3） 

１）応用物理学会業績賞の表彰 

 第16回応用物理学会業績賞の公募を行い，下記の研究業績受賞者2名を選出した．第63回春季学術講演会の表彰式で賞状 

および楯を贈呈する． 

研究業績 

  香取 秀俊（東大），堀池 靖浩（筑波大） 

教育業績 

  該当者なし 

２）応用物理学会研究分野業績賞の表彰 

 下記の各研究分野業績賞について公募を行い下記の各受賞者を選出し，第63回春季学術講演会の表彰式で賞状，記念品，

副賞を贈呈する． 

○第 17 回光・量子エレクトロニクス業績賞（宅間宏賞） 

  竹内 繁樹（京大）  

○第 6回化合物半導体エレクトロニクス業績賞（赤﨑勇賞） 

  天野 浩（名大） 

○第 6回女性研究者研究業績・人材育成賞（小舘香椎子賞） 

Ａ部門（学会活動を通じ，応用物理学分野の研究活動において著しい成果をあげた女性研究者・技術者） 

   研究業績賞部門     筑本 知子（中部大） 

   研究業績賞部門（若手） 富樫 理恵（農工大），上川由紀子（産総研） 

Ｂ部門（男女共同参画活動の推進，人材育成に貢献することで科学技術の発展に大いに寄与した研究者・技術者） 

   該当者なし 

３) 第9回応用物理学会フェロー表彰 

 秋季学術講演会において，第9回応用物理学会フェロー表彰として，国際フェロー4名，国内フェロー21名に対し賞状およ

び記念品を贈呈した． 

○国際フェロー 4名 



 

  Ernst Bauer（アリゾナ州立大）     Gilbert DECLERCK,Jules（IMEC） 

  Christopher Dainty（Institute of Ophthalomolgy, UCL）   欧陽 鐘燦（中国科学院 理論物理研究所） 

○国内フェロー 21名 

 安藤 康夫（東北大）      新宮原正三（関西大） 

伊藤 公平（慶大）      杉井 信之（超低電圧デバイス技術研究組合） 

 植之原裕行（東工大）      田中 雅明（東大） 

遠藤 守信（信州大）      田辺 圭一（ISTEC） 

 小川 真一（産総研）      谷田 純 （阪大） 

 粕川 秋彦（古河電気工業）      辰巳 哲也（ソニー） 

 川﨑 雅司（東大）       久本 大 （日立）  

喜多 隆 （神戸大）      平井 義彦（阪府大） 

 近藤 正彦（阪大）      松尾由賀利（法政大） 

 佐藤 俊一（リコー）      吉野 淳二（東工大）    

白石 賢二（名大）               

４) 第37回応用物理学会論文賞（応用物理学会優秀論文賞，応用物理学会論文奨励賞，応用物理学会解説論文賞）の表彰 

 秋季学術講演会において，第37回応用物理学会論文賞として，受賞者54氏に対し賞状およびメダルを贈呈した． 

 ○応用物理学会優秀論文賞（業績7件） 

  a．田沼 良平（電力中央研究所），長野 正裕（電力中央研究所），鎌田 功穂（電力中央研究所），土田 秀一 

（電力中央研究所） 

  b．重松 恭平（北大），戸田 泰則（北大），山根 啓作（北大），森田 隆二（北大） 

  c．橋爪 博司（名大），太田 貴之（名城大），竹田 圭吾（名大），石川 健治（名大），堀 勝（名大）， 

伊藤 昌文（名城大）  

d．小川 智之（東北大），緒方 安伸（東北大），ガラゲルワン（戸田工業），小林 斉也（戸田工業），林 直顕 

（京大），草野 圭弘（倉敷芸科大），山本 真平（京大），小原 香（戸田工業），土井 正晶（東北大）， 

高野 幹夫（京大），高橋 研（東北大） 

e．篠田 和典（日立），足立光一朗（日立），李 英根（日立），北谷 健（日立），深町 俊彦（日立），山下 

寛樹（日立），竹本 享史（日立），結城 文夫（日立），菅原 俊樹（日立），田中 滋久（日立），辻 伸二 

（日立） 

f．山田 泰裕（京大），中村 透（京大），遠藤 克（京大），若宮 淳志（京大），金光 義彦（京大） 

g．吉田 昭二（筑波大），横田 統徳（筑波大），武内 修（筑波大），大井川治宏（筑波大），目良 裕（滋賀 

医科大），重川 秀実（筑波大） 

○応用物理学会論文奨励賞（業績6件） 

a．川原村敏幸 （高知工科大） 

b．中井 祐介 （首都大) 

c．畑中 大樹 （NTT） 

d．中崎 暢也 （京大） 

e．衛 慶碩   （産総研） 

f．堀出 朋哉 （九州工大） 

 ○応用物理学会解説論文賞（業績3件） 

a．金光 義彦 （京大） 

b．家 正則   （国立天文台） 

c．山崎 聡   （産総研）  

 



 

５）講演奨励賞の表彰 

春季学術講演会より36名，秋季学術講演会より33名に講演奨励賞を贈呈した． 

○第38回（2015年春季）応用物理学会講演奨励賞（36件） 

 細田 駿介（芝浦工大）     石原 達也（阪大）   藤原 健 （東大） 

 岡崎 功太（NTT）     安田 英紀（富士フイルム）  田尻 武義（東大） 

 相沢 美帆（東工大）     田中 圭祐（阪大）   Valynn Magusara（福井大） 

 渡邉 光 （東北大）     Alexandre FIORI（NIMS）  村田 智城（東大） 

 田口 昇 （産総研）     岩井 亮憲（京大）   石坂 文哉（北大） 

 森本 貴明（早大）     尾野藤哲也（横国大）   石井 智章（東大）  

 廣瀬 勇野（豊橋技科大）    雨宮 裕希（山梨大）   伊澤誠一郎（東大,理研CEMS） 

 加藤幸一郎（みずほ情報総研）    金城 拓海（千葉大）   田中 秀 （阪大） 

 Minsoo Kim（東大）     片山裕美子（京大）   大久保 昂（兵庫県立大） 

 菅野 雅博（東北大）     Cimang Lu （東大）   HOLMES Mark（東大） 

 金子 光顕（京大）     丹羽 弘樹（京大）   鈴木 理恵（東北大） 

 石橋 祐輔（阪大）     遠藤 匠 （慶應大）   浦川 哲 （奈良先端大） 

○第39回（2015年秋季）応用物理学会講演奨励賞（33件） 

 森 剛志 （名工大）      岡田 豪 （奈良先端大）  冨永 勇佑（阪大） 

 金島 圭佑（東大）     岡本 和馬（阪大）   水野 洋輔（東工大） 

 三島 将太（横国大）     瀧田 佑馬（理研）   吉松 公平（東工大）  

 犬塚 淳 （東大）     樋浦 諭志（北大）   田村 孝弘（阪大） 

 近藤 崇博（阪大）     簾 智仁 （名大）    小平竜太郎（北大） 

 窪田 崇秀（東北大）     森田 洪爾（岡山大）   酒井 義也（山形大） 

 山岸 健人（早大）     斎藤 慎彦（理研）   伊藤 光洋（奈良先端大） 

 柴田 陽生（産総研）     李 秀妍 （東大）   玉置 亮 （東大） 

 Chen Shula （北大）     馬場 正和（筑波大）   飯田 大輔（東理大） 

 鎌田 祥平（阪大）     池山 和希（名城大）   篠崎 健二（長岡技科大） 

 山本 真人（NIMS）     森川 生 （東大）   工藤 徹也（東大） 

６) Poster Awardの表彰 

春季学術講演会より19件，秋季学術講演会より16件のポスター発表に対しPoster Awardを贈呈した． 

○2015年春季 Poster Award（19件） 

a. TiO2/ポリマーハイブリッド型2次元フォトニック結晶を用いた面発光蛍光増強デバイスの開発 

b. 結合二重上位準位構造を用いた差周波発生テラヘルツ量子カスケードレーザ光源の室温動作 

c. フェムト秒レーザ波形整形による回折格子結合超高速表面プラズモンパルス及び非線形放射制御 

d. Role of the oxygen interlayer on electrical properties of WC/p-diamond Schottky diodes 

e. Ag (110) 上シリセンナノリボン上の電子状態密度分布 

f. メゾプラズマCVDによる高速横方向エピタキシャルオーバー成長 

g. プラズマCVDによるグラフェンナノリボンの架橋合成機構 

h. バリア放電を用いた揮発性化学兵器用剤分解装置の開発と性能評価 

i. 白色発光を伴う水蒸気酸化GaAs/AlGaAs ヘテロ構造ナノワイヤ 

j. Fe酸化物挿入によるMgO上超薄膜FeおよびCo層の磁気特性改善 

k. TiNバッファー層上のNbNトンネル接合の作製と評価 

l. 薄膜干渉基板を用いた偏光技術に基づく高コントラスト蛍光顕微鏡の開発とタンパク質分析への応用 

m. 接着性細胞ハンドリングのための導電性シルクゲル薄膜 



 

n. 延長ゲート有機トランジスタ型免疫センサによる非標識ヒトIgA検出 

o. 超高速真空蒸着による有機薄膜成長とデバイス特性への影響 

p. ポリジアセチレンナノ結晶の薄膜化と非線形光学応答のサイズ依存性 

q. GZO/有機半導体/MoO3/Au構造における抵抗変化型write onceメモリ効果の発現 

r. MONOS型メモリにおける絶縁膜中の原子欠陥に関する第一原理計算 

s．カーボンナノチューブ自立膜を用いた軽量熱機関の創製 

○2015年秋季 Poster Award（16件） 

a．海綿骨中の髄腔が二波伝搬現象に与える影響 

b．希土類添加NaPO3-Al(PO3)3のシンチレーション特性評価 

c．電界の不均一性が強誘電性高分子の分極反転に与える影響 

d．多結晶ダイヤモンドを用いたVDF/TrFEゲートFET構造の作製 

e．金ナノ粒子触媒における反応サイトの可視化 

f．大気圧プラズマによって誘起される電解反応による磁性ナノ粒子合成の制御 

g．プラズマ支援ミスト化学気相堆積におけるミストが製膜形状に与える影響 

h． Fabrication of Nanoimprint-SiNW Solar Cells with Optimized p-matrix Coverage 

i．ホウ素添加によるMg2Siの熱電特性向上と結晶構造 

j． Approach to electric field induced domain wall motion in MgO/Co/Pt system 

k．ターゲット物質を検知できるペプチド-MOF化学モーターの開発 

l．分子鋳型ポリマー粒子と蛍光標識化ターゲット分子によるポイントオブケア向け検査チップ開発 

m． Si/SiGe系非対称2重量子井戸p-RTD 

n．出力光子数差のあるQDinFを用いた1次の光子相関 

o．分子線エピタキシー法により成長したGaN/InGaN ナノアンブレラ結晶 

p．亜臨界水中での電気化学反応を用いたグラフェンボトムアップ合成 

７）応用物理学会支部の表彰  

○第18回北海道支部発表奨励賞（5件）  

澤田 淳（北大），川上 欣洋（北大），出南 真吾（室蘭工大），小野里尚記（旭川高専），殷 翔（北大） 

○第9回東北支部貢献賞（2件） 

星宮 務（東北学院大），渡邉 和雄（東北大） 

○第20回東北支部講演奨励賞（4件） 

澤田 祐也（東北大），窪内 将隆（東北大），佐々木悠太（東北大），野々田亮平（東北大）  

○第10回東海支部貢献賞（1件） 

 財満 鎭明（名大） 

○第3回東海支部学術講演会発表奨励賞（6件） 

  所 研太（三重大），川口 直樹（名大），堀井 辰衛（山梨大），森 洋介（名城大），小林 潤（名城大），近藤  

圭悟（名大） 

○第5回北陸・信越支部貢献賞（1件） 

  岡田 裕之（富山大） 

○第20回北陸・信越支部発表奨励賞（3件） 

  裕司（北陸先端大），笠松 健太（北陸先端大），西 祐希（金沢工大） 

○第7回関西支部貢献賞（1件） 

  谷口 研二（阪大名誉教授，奈良高専） 

 ○第3回関西支部奨励賞（3件） 

山田 一斗（京大），矢田 将大（阪大）， 本 学（京大） 



 

 ○第10回中国四国支部貢献賞（2件） 

  枡井 真吾（日亜化学）, 三好 隆（日亜化学） 

 ○第20回中国四国支部学術講演会発表奨励賞（9件) 

岩切 一彦（徳島大），下 侑馬（岡山大），中井 湧基（岡山大），宮地 弘樹（高知工科大），柿本 直也（徳島 

大），佐竹 正行（徳島大），鈴木 信（香川大），宮地 優悟（島根大），竹之内良太（高知工科大） 

○第10回九州支部貢献賞（1件） 

 矢山 英樹（九大） 

○第19回九州支部発表奨励賞（6件）  

内山 政洋（長崎大），藤原 優輝（九大），竹市 悟志（九大），中野 大和（長崎大），中村 祐樹（九大）， 

浦崎 祥悟（九大） 

８) 応用物理学会分科会・研究会の表彰 

 ○第21回放射線賞 

  該当者なし 

 ○第21回放射線賞奨励賞 

  該当者なし 

 ○結晶工学分科会2015年発表奨励賞（3件） 

  大谷 直生（筑波大），志村 洋介（名大），鎌田 祥平（阪大） 

 ○第6回超伝導分科会論文賞（1件） 

  竹下 直（産総研）, 山本 文子（理研）, 伊豫 彰（産総研），永崎 洋（産総研） 

 ○第6回超伝導分科会研究奨励賞（1件） 

  堀出 朋哉（九州工大） 

 ○第3回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会業績賞（1件） 

  岩本 光正（東工大） 

 ○第13回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会論文賞 

  該当者なし 

 ○第13回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞（1件） 

  竹原 宏明（奈良先端大） 

 ○第13回プラズマエレクトロニクス賞（2件） 

a. 本間啓一郎 (本田技研工業) ，神原 淳(東大) 

b. 久保井信行(ソニー) ，辰巳 哲也 (ソニー) ，木下 隆 (ソニー) ，小町 潤(ソニー) ，深沢 正永(ソニー) , 

安齋 久浩(ソニー) 

○第7回シリコンテクノロジー分科会論文賞（2件） 

a. 佐々木智生（TDK），安藤裕一郎 （京大），亀野 誠（阪大），田原 貴之（京大）， 小池 勇人（TDK）， 及川 

 亨（TDK），鈴木 淑男 （秋田県産業技術総合研究センター），白石 誠司（京大） 

 b. 堀部 浩介（東工大（東芝セミコンダクター&ストレージ社）），小寺 哲夫（東工大），小田 俊理（東工大） 

○第7回シリコンテクノロジー分科会研究奨励賞（2件） 

 工藤 昌輝（北大（九大）），登坂仁一郎（NTT） 

○先進パワー半導体分科会 第2回講演会研究奨励賞（2件） 

  小林 拓真（京大），田尻 光毅（阪大） 

○スピントロニクス研究会 2014年「第2回英語講演奨励賞」（4件） 

日比野有岐（東大），Duttagupta Samik（東北大），中野 貴文（東北大），吉住 孝平（東北大） 

○スピントロニクス研究会 2015年「第3回英語講演奨励賞」（4件） 

山本 竜也（東北大），蒲生 寛武（東北大），若林 勇希（東大），丸山明日香（北大） 



 

○テラヘルツ電磁波技術研究会 2015年若手優秀講演賞 (6件) 

山下 元気（阪大）, 桑名 卓也（岡山大）, 長嶋 一樹（千葉工大）, 森本 智英（阪大）, 白神慧一郎（京大）, 

小長谷圭志（京大） 

○ナノインプリント技術研究会 2015年特別功労賞（1件） 

松井 真二（兵庫県立大） 

○集積化MEMS技術研究会 2015年「第7回集積化MEMSシンポジウム 優秀論文賞」（2件） 

a. 後藤 正英（NHK技研），萩原 啓（NHK技研），井口 義則（NHK技研），大竹 浩（NHK技研），更屋 拓哉（東大）， 

小林 正治（東大），日暮 栄治（東大），年吉 洋（東大），平本 俊郎（東大） 

b. ムサ アハマド（NTT），美濃谷直志（NTT），松永 賢一（NTT），近藤 利彦（NTT），森村 浩季（NTT） 

○集積化MEMS技術研究会 2015年「第7回集積化MEMSシンポジウム 研究奨励賞」（2件） 

  岡部 謙志（豊橋技科大），西村 祐典（豊橋技科大） 

○集積化MEMS技術研究会 2015年「第6回集積化MEMS技術研究会ワークショップ 優秀ポスター賞」（1件） 

為村 成亨（NHK技研），宮川 和典（NHK技研），大竹 浩（NHK技研），久保田 節（NHK技研） 

○集積化MEMS技術研究会 2015年「第6回集積化MEMS技術研究会ワークショップ 研究奨励賞」（1件） 

高安 基大（東工大） 

○界面ナノ電子化学研究会 第1回優秀講演賞 最優秀賞 (1件) 

住谷まり子(東芝) 

○界面ナノ電子化学研究会 第1回優秀講演賞 優秀賞 (2件) 

蘆立 浩明(東芝)，堀家千代子(関東化学) 

   ＊上記所属は表彰決定時 

 

4．管理業務 

戦略会議 

中・長期戦略策定に関する事項，次年度事業計画・予算案策定に関する事項，その他重要案件に関する事項についての審

議および意見交換． 

（戦略会議開催：8回） 

１）2016 年度事業計画と予算案の検討 

２）遊休財産の有効活用における事務所購入についての検討 

３）次年度役員の業務分担 

４）学術講演会運営に関する事項の検討 

５）国際会議主催・共催基準の検討 

６）支部運営，予算配分の検討 

７）寄附制度，補助金拠出ガイドラインの検討 

８）他学協会や外部機関との連携についての意見交換 

９）会員区分や賞見直しについての意見交換 

事務局運営会議 

事務局の運営体制，職員の人事・厚生などを担当． 

（事務局運営会議開催 3回） 

１）事務局組織体制の強化 

①業務系統の明確化と透明・公正性の観点からの職員就業規則等の見直しに着手 

②会員サービスと会員管理業務の仕分け，および支部，分科会，研究会業務担当の見直しを実施 

③IT セキュリティチェック体制の整備と職員研修を実施 

④マイナンバー制度導入のための事務局体制整備と職員研修を実施 



 

２）会長・副会長，事務局担当理事と職員との面談を実施 

３）人事院勧告を参考に，賞与支給月数の見直しを実施 

４）国際会議・展示会への職員派遣（4件） 

５）職員の勤続10年表彰（1名）を実施 

総務会議 

諸規程の整備，外部団体との契約確認，総会運営等，総務関連事項を担当． 

（総務会議開催：6回） 

１) 2015年度事業計画に基づき，総務関連事項の処務を事務局と連携して実施．事務局との連携のため総務会議を6回にわた

り開催 

２）各種規程類の見直しと整備 

 ①委員会改編に伴う規程の新設・改正 

 ②決裁基準の見直し 

 ③研究会継続基準の改正 

  ④支部交付金制度の変更に伴う支部共通規程の改正 

⑤細則の会員区分に則り，分科会規程全体の見直し 

 ⑥国際会議運用基準の改正等，理事会審議案件のチェック 

⑦その他規程類についての整備・改正 

３）他団体からの共催・後援・協賛に関する事項 

 ①国内会議共催・後援・協賛依頼についての確認・承認 

 ②国内会議の共催・後援・協賛に関わる運用の見直し 

４）外部機関との契約書の締結およびチェック 

 ①海外協定学会との提携契約の確認と更新 

 ②フォトニクス分科会改組に伴う事業開始に必要な各種契約 

 ③その他各種契約書の確認と更新 

５）学会事業のリスクマネジメント 

 ①国際会議主催・共催に関する内容について確認 

 ②マイナンバー制度の運用に備えて，特定個人情報の取扱いに関する外部委託先との覚書の締結 

６）総会・代議員意見交換会関連 

①事業計画書・事業報告書の総括取りまとめ 

②代議員意見交換会の処務 

経理会議 

本会予算の策定と会計管理を担当． 

（経理会議開催：5回） 

１）2015年度の経理管理と決算処理，および2016年度予算原案の策定 

２）内閣府公益法人認定等委員会に，2014年度事業報告及び決算，2016年度事業計画及び予算を提出 

３）各種補助金の交付 

①研究活性化支援金（28件，総額 3,883千円） 

②支部補助金（1支部，総額 3,000千円） 

③研究会補助金（1研究会，総額 1,040千円） 

④リフレッシュ理科教室補助金（7支部・1分科会，総額 4,680千円） 

⑤SCへの資金援助（6SC，総額 516千円） 

４）国際会議主催・共催申請に関して経理面からの支援 

①組織委員会から提出される予算書および報告書の経理面の点検を実施 



 

５）支部予算制度の改正 

総務（会員）会議  

会員サービスの拡充と新展開に伴う会員動向管理．新たな若手会員向けサービスとして，企業若手会員への特別会費導入

を検討．情報セキュリティ部会を設置し，情報システム・セキュリティ強化のための対策について協議．内外に向けた学会

広報戦略を検討． 

（総務（会員）会議開催：3回） 

１）会員サービスの拡充と新展開に伴う会員動向管理 

①会員の声を集約・分析する仕組みとして，マイページから学会宛の意見・要望を投函できる機能の運用を開始 

②企業若手会員への特別会費導入を検討 

２）会員サービス拡充のための情報基盤管理強化 

①フェイスブック，ツイッターに加え LINE アカウントを開設し，若手会員向けの情報発信強化を検討 

３）日英 Web コンテンツの管理・運営 

 ①学会の国際化に対応し，日英対訳で利用できる Web コンテンツを拡充 

４）マイページサービスの管理・運営 

 ①機関誌の Web 閲覧や選挙の Web 投票等マイページ経由サービスを追加 

５）会員サービスシステムの安定・安全運用 

 ①情報セキュリティ部会を設置し，情報システム・セキュリティ強化のための対策について協議 

６）広報戦略の立案・管理 

 ①学会パンフレットを刷新し展示会や国際会議での学会広報ツールとして活用．内外に向けた学会広報戦略を検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ． 処務の概要 

 1．役員等に関する事項 

１) 第 54 期（2015 年度）会長，理事，監事 

 

２) 戦略会議（2015 年度） 
議長：河田 聡 （阪大）  

コアメンバー：益 一哉 （東工大）  保立 和夫（東大）     横山 直樹（富士通研） 
金丸 正剛（産総研）  黒岩 丈晴（三菱電機）    百瀬 寿代（横国大） 
山田 廉一（日立） 

３）第 54 期（2015 年度）代議員 

145 名（定款5 条，この法人の社員は，概ね正会員200人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に 

関する法律（以下「法人法」という）上の社員とする（端数の取扱いについては理事会で定める）.） 

代議員：赤井 光治（山口大）        Adarsh SANDHU（電通大）      新垣 恒道（元甲南大） 

荒牧 晋司（三菱化学科学技術研究ｾﾝﾀｰ）               安藤 静敏（東理大） 

池田佳奈美（電通大）  池田 浩也（静岡大）        石橋 茂雄（NTT)        

和泉 真  （シャープ）  板垣 奈穂（九大）        市原 文彦（電通大） 

岩見健太郎（農工大）  上野 勝典（富士電機）      牛島 満  （東京エレクトロン）  

宇治原 徹（名大）  宇髙 勝之（早大）        戎 修二  （室蘭工大）      

遠藤 和彦（産総研）  大兼 幹彦（東北大）       大北 英生（京大） 

岡本 真吾（パナソニック） 岡本 保  （木更津高専）      小河 潔  （島津製作所）     

桶谷 亮介（阪大）  尾﨑 雅則（阪大）        斧 髙一  （京大）         

河西奈保子（NTT）  片山 竜二（東北大）       金丸 正剛（産総研）       

上村 喜一（信州大）  神谷 利夫（東工大）       河田 聡  （阪大）         

川田 善正（静岡大）  河原 敏男（中部大）       神野 郁夫（京大） 

神原 淳  （東大）  神戸 美花（旭硝子）       岸田 英夫（名大） 

喜多 浩之（東大）  吉川 公麿（広大）         木村 尚仁（北科大)             

木村 英樹（東海大）  櫛田 知義（トヨタ自動車）     栗原 一嘉（福井大)             

黒岩 丈晴（三菱電機）  黒田 潔  （玉川大）       黄 啓新  （神奈川工科大）        

香野 淳  （福岡大）  古賀 淳二（東芝）        古澤 孝弘（阪大）        

小林 慶裕（阪大）  近藤 英一（山梨大）       斎木 敏治（慶應大） 

齊藤 結花（阪大）  酒井 道 （滋賀県立大）     坂田 利弥（東大） 

役職 氏名 就任年月日 担当職務 手当 現職 備考

会　　長 河田　　聡 2014年3月12日 なし 阪大 非常勤

副 会 長 保立　和夫 2014年3月12日 学術・社会連携 〃 東大 〃

〃 益　　一哉 2014年3月12日 〃 東工大 〃

〃 横山　直樹 2015年3月18日 〃 富士通研 〃

常務理事 金丸　正剛 2014年3月12日 総務（全般） 〃 産総研 〃

理事 黒岩　丈晴 2015年3月18日 〃 〃 三菱電機 〃

常務理事 Adarsh SANDHU 2014年3月12日 総務（国際） 〃 電通大 〃

理事 Prabhat VERMA 2015年3月18日 〃 〃 阪大 〃

常務理事 尾﨑　雅則 2014年3月12日 総務（会員） 〃 阪大 〃

理事 川田　善正 2015年3月18日 〃 〃 静岡大 〃

常務理事 渡邊　裕幸 2014年3月12日 事務局運営 〃 富士フイルム 〃

理事 宇髙　勝之 2015年3月18日 〃 〃 早大 〃

常務理事 百瀬　寿代 2014年3月12日 経理 〃 横国大 〃

理事 山田　廉一 2015年3月18日 〃 〃 日立 〃

常務理事 高井まどか 2014年3月12日 会員サービス 〃 東大 〃

理事 瀬山　倫子 2015年3月18日 〃 〃 ＮＴＴ 〃

常務理事 丸山　茂夫 2014年3月12日 機関誌編集 〃 東大 〃

理事 和田　隆博 2015年3月18日 〃 〃 龍谷大 〃

常務理事 馬場　俊彦 2014年3月12日 講演会企画運営 〃 横国大 〃

理事 宮本　恭幸 2015年3月18日 〃 〃 東工大 〃

常務理事 山田　　明 2014年3月12日 APEX/JJAP編集 〃 東工大 〃

理事 髙木　信一 2015年3月18日 〃 〃 東大 〃

〃 西口　規彦 2014年3月12日 北海道 〃 北大 〃

〃 末光　眞希 2015年3月18日 東北 〃 東北大 〃

〃 宮﨑　誠一 2015年3月18日 東海支部 〃 名大 〃

〃 上村　喜一 2014年3月12日 北陸・信越支部 〃 信州大 〃

〃 斧　　髙一 2014年3月12日 関西支部 〃 京大 〃

〃 吉川　公麿 2015年3月18日 中国四国支部 〃 広島大 〃

〃 白谷　正治 2014年3月12日 九州支部 〃 九大 〃

監　事 小長井  誠 2014年3月12日 監事 〃 都市大 〃

〃 桑野　幸徳 2015年3月18日 〃 〃 大和ハウス工業 〃



 

作道 章一（琉大）  品田 賢宏（東北大）       白井 智宏（産総研）       

白谷 正治（九大）  眞銅 雅子（横国大）        末岡 和久（北大）  

末光 眞希（東北大）  菅谷 綾子（ニコン）       須永 圭紀（奈良先端大）     

瀬山 倫子（NTT）  曽江 久美（東京電機大）     外林 秀之（青学大）  

高井まどか（東大）  高木 信一（東大）        高野 義彦（NIMS）       

竹内 大智（名大）  田中 哲 （防大）        田中 拓男（理研）        

田中 保宣（産総研）  種村 眞幸（名工大）       田渕 雅夫（名大）        

田和 圭子（関西学院大） 辻岡 強 （大阪教育大）     Desilva Milantha（広大）     

寺井 弘高（NICT）  戸田 泰則（北大）        豊田 浩孝（名大）        

中澤 日出樹（弘前大）  中村 滋 （NEC）           西尾 譲司（東芝）        

西口 規彦（北大）  西山 伸彦（東工大）       野崎 智洋（東工大）       

橋本 佳男（信州大）  服部 利明（筑波大）       馬場 俊彦（横国大）       

林 慶  （東北大）  一杉 太郎（東工大）       廣瀬 文彦（山形大）       

Pham Namhai（東工大）  福田 隆史（産総研）       福山 敦彦（宮崎大）       

藤井 稔 （神戸大）  藤沢 浩訓（兵庫県立大）     伏見 浩 （東大）          

藤村 隆史（宇都宮大）  船戸 充 （京大）        Prabhat VERMA（阪大）       

古田 守 （高知工科大） 穂坂 紀子（仙台高専）      保立 和夫（東大）         

堀江 雄二（鹿児島大）  堀邊 英夫（大阪市大）      本間 芳和（東理大）        

前澤 宏一（富山大）  前田 篤志（府大高専）      前畑 京介（九大）         

益 一哉 （東工大）  丸山 茂夫（東大）        三浦 成久（三菱電機）       

水島 一郎（東芝）  宮﨑 誠一（名大）        宮嶋 孝夫（名城大）       

村田 英幸（北陸先端科技大） 村田 悠馬（電通大）       百瀬 寿代（横国大）        

柳生 栄治（三菱電機）  安井 武史（徳島大）       山岡 武博（日立ﾊｲﾃｸｻｲｴﾝｽ）     

山崎 和秀（オリンパス） 山崎 聡 （産総研）       山田 明 （東工大）         

山田 廉一（日立）  山登 正文（首都大）       葉 文昌 （島根大）         

横山 新 （広大）  横山 春喜（鈴鹿高専）       吉井 重雄（パナソニック）      

吉川 宣一（埼玉大）  吉本 智巳（東洋大）       吉本 昌広（京都工繊大）      

李 艶君 （阪大）  龍崎 大介（日立）        若原 昭浩（豊橋技科大）      

脇田 和樹（千葉工大）  和田 隆博（龍谷大）       和田 元 （同志社大）     

渡邉恵理子（電通大）  渡邊 裕幸（富士フイルム） 

４) 委員会等 

   総務（全般）会議 
議長：金丸 正剛（産総研）  

副議長：黒岩 丈晴（三菱電機）  

総務（国際）会議 
議長：Adarsh SANDHU（電通大） 

副議長：Prabhat VERMA（阪大） 

総務（会員）会議 
議長：尾﨑 雅則（阪大）  

副議長：川田 善正（静岡大）  

   経理会議 
議長：百瀬 寿代（横国大） 

副議長：山田 廉一（日立） 
コアメンバー：武田 健一（日立）  山田 明 （東工大）    馬場 俊彦（横国大） 

事務局運営会議 
議長：渡邊 裕幸（富士フイルム） 

副議長：宇髙 勝之（早大）  
メンバー：金丸 正剛（産総研） 黒岩 丈晴（三菱電機）    百瀬 寿代（横国大） 

山田 廉一（日立）  会長      副会長   

   会員サービス委員会 

     委員長：高井まどか（東大） 

    副委員長：瀬山 倫子（NTT）  

      委員：尾﨑 雅則（阪大）  川田 善正（静岡大）    中村 淳 （電通大） 

金丸 正剛（産総研） 黒岩 丈晴（三菱電機）      大友 明 （東工大） 

門平 卓也（NIMS）  田中 弘隆（NTT）       渡邊 孝信（早大） 

武内 修  （筑波大） 庄司 一郎（中央大）             岡村 秀樹（ICU） 

根本 香絵（NII）  Adarsh SANDHU（電通大）          近藤 高志（東大） 

   機関誌編集委員会 
     委員長：丸山 茂夫（東大）  

    副委員長：和田 隆博（龍谷大）  



 

      委員：赤羽 浩一（NICT）  氏家 知子（ニコン）    鎌田 圭 （東北大） 

小泉 聡 （NIMS）  田邉 孝純（慶應大）      東 清一郎（広大） 

松田 一成（京大）  三ツ石方也（東北大）      関谷 毅 （阪大） 

山田 将貴（日立）  近藤 博基（名大）       木村 康男（東京工科大） 

田中 保宣（産総研） 渡邊 紳一（慶應大）      市川 結 （信州大） 

吾郷 浩樹（九大）  竹延 大志（早大）       西山 伸彦（東工大） 

根本 香絵（NII）  藤田 克昌（阪大）       石田 謙司（神戸大） 

八井 崇 （東大）  下山 淳一（青学大）      櫻井啓一郎（産総研） 

早瀬 潤子（慶應大） 宮崎 康次（九州工大） 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：玉田 薫 （九大） 

APEX/JJAP 編集運営委員会 
     委員長：山田 明 （東工大） 
    副委員長：高木 信一（東大）  中村 淳 （電通大） 
   専任編集長：柴田 直 （JSAP） 
専任編集長補佐：尾鍋研太郎（JSAP） 

国際アドバイザー：細野 秀雄（東工大） 
Abstreiter G.（Technical Univ. of Munich, Germany） 
Chang Hasnain（Univ. of California, Berkeley, USA） 
Friend R.（Cambridge Univ., UK） 

   APEX/JJAP   

 編集運営委員：秋田 成司（大阪府大）  井谷 俊郎（EUVL 基盤開発ｾﾝﾀｰ）   市川 結 （信州大） 
伊藤 貴司（岐阜大） 奥山 雅則（阪大）       小野 輝男（京大） 
嘉数 誠 （佐賀大） 木下 啓藏（東北大）      近藤 高志（東大） 
藤原 浩訓（兵庫県立大） 堀田 將 （北陸先端大）      松尾由賀利（法政大）        
本久 順一（北大）  和田 修 （神戸大） 

講演会企画運営委員会 
     委員長：馬場 俊彦（横国大） 
    副委員長：宮本 恭幸（東工大） 
      委員：民谷 栄一（阪大）  松谷 晃宏（東工大）    伏見 賢一（徳島大） 

興 雄司 （九大）  下村 和彦（上智大）      廣瀬 靖 （東大） 
田川 雅人（神戸大） 金子 俊郎（東北大）      原 真二郎（北大） 
近藤 剛 （東芝）  小田部荘司（九工大）      久保野淳史（静岡大） 
上野 智雄（農工大） 末光 哲也（東北大）      杉山 正和（東大） 
大平 圭介（北陸先端大） 前橋 兼三（阪大） 

幹事：田井 修市（事務局長）  

表彰委員会 
     委員長：保立 和夫（東大） 

副委員長：益 一哉 （東工大） 横山 直樹（富士通研） 
幹事：田井 修市（事務局長） 

   代議員推薦委員会 
委員長：河田 聡 （阪大） 
委員：Adarsh SANDHU（電通大） 中村 淳 （電通大）      西山 彰 （東芝） 
   斎木 敏治（慶應大） 田和 圭子（関西学院大）      豊田 浩孝（名大） 
   保立 和夫（東大） 
幹事：田井 修市（事務局長） 

選挙管理委員会 
 委員長：金丸 正剛（産総研） 
副委員長：黒岩 丈晴（三菱電機） 

教育企画委員会 
委員長：原 一広 （九大） 

委員：熊野 英和（北大）  片山 竜二（東北大）      新保 一成（新潟大） 

那須井美和子（帝京大） 古田 豊 （立教新座中・高校）   池田 浩也（静岡大） 

平松美根男（名城大）  辻岡 強 （大阪教育大）      米田 稔 （岡山理大） 

香野 淳 （福岡大） 

副会長（理事会）：保立 和夫（東大） 

   男女共同参画委員会 
     委員長：根本 香絵（NII） 

    副委員長：増田 淳 （産総研） 

委員：荒川 太郎（横国大） 小川 賀代（日本女子大）      河西奈保子（NTT） 

      加藤 聖子（シチズン HD） 近藤 高志（東大）       斉藤 公彦（福島大） 



 

      沈 青  （電通大） 為近 恵美（NTT ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ）   中村 淳 （電通大） 

永松 愛子（JAXA）  丸山 耕司（ｳﾙﾌﾗﾑﾘｻｰﾁｱｼﾞｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ）南谷 英美（東大）     

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：後藤 俊夫（中部大） 遠山 嘉一（東大）     伊賀 健一（東工大） 

           小舘香椎子（JST）  Sile Nic Chormaic（沖縄科技大） 

副会長（理事会）：保立 和夫（東大） 

５) 支部 

 

６) 分科会 

 

＊1 「日本光学会」から「フォトニクス分科会」に改組 

７) 研究会 

 
＊2 新設   ＊3「シングルナノパターニング研究グループ」から「極限ナノ造形・構造物性研究会」に変更 

 

 

 

支部 支部長

北海道支部 西口　規彦（北大）

東北支部 末光　眞希（東北大）

東海支部 宮﨑　誠一（名大）

北陸･信越支部 上村　喜一（信州大）

関西支部 斧　髙一（京大）

中国四国支部 吉川　公麿（広島大）

九州支部 白谷　正治（九大）

分 科 会 幹事長

フォトニクス分科会＊1 梅田　倫弘（農工大）

放射線分科会 高橋　浩之（東大）

応用電子物性分科会 須原　理彦（首都大）

薄膜・表面物理分科会 高桑　雄二（東北大）

結晶工学分科会 土屋　朋信（日立）

応用物理教育分科会 根城　安伯（八戸工大）

超伝導分科会 木須　隆暢（九大）

有機分子・バイオエレクトロニクス分科会 𠮷田　郵司（産総研）

プラズマエレクトロニクス分科会 豊田　浩孝（名大）

シリコンテクノロジー分科会 若林　隆（東工大）

先進パワー半導体分科会 木本　恒暢（京大）

研究会名 委員長・代表

量子エレクトロニクス研究会 早瀬　潤子（慶應大）

多元系化合物・太陽電池研究会 和田　隆博（龍谷大）

光波センシング技術研究会 中村　健太郎（東工大）

ランダム系フォトエレクトロニクス研究会 藤原　巧（東北大）

スピントロニクス研究会 新田　淳作（東北大）

シリサイド系半導体と関連物質研究会 寺井　慶和（鹿児島大）

次世代リソグラフィ技術研究会 石原　直（東大）

テラヘルツ電磁波技術研究会 紀和　利彦（岡山大）

ナノインプリント技術研究会 平井　義彦（阪府大）

エネルギーシステム研究会 杉山　正和（東大）

有機ナノ界面制御素子研究会 小野田　光宣（兵庫県立大）

励起ナノプロセス研究会 保田　英洋（阪大）

集積化MEMS技術研究会 有本　和民（岡山県立大）

埋もれた界面のX線・中性子解析研究会 桜井　健次（NIMS）

界面ナノ電子化学研究会 真田　俊之（静岡大）

磁気科学研究会 山登　正文（首都大）

産学協働研究会＊2 堂免　恵（湧志創造）

極限ナノ造形・構造物性研究会＊3 中川　勝（東北大）

微小光学研究会＊2 伊賀　健一（東工大）



 

８) 新領域グループ 

 

＊4 新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新領域グループ 代表

衝撃応用研究グループ 松本　仁（防衛大）

重力場応用研究グループ 真下　茂（熊本大）

機能性酸化物研究グループ 秋永　広幸（産総研）

ナノワイヤ研究グループ 本久　順一（北大）

量子情報研究グループ 根本　香絵（NII）

量子化磁束動力学シミュレーション研究グループ
＊4 小田部　荘司（九工大）

強制秩序とその操作に関わる研究グループ＊4 永沼　博（東北大）



 

2．役員会等に関する事項 

１）総会 

 第82回定時総会 

 2015年3月18日（水）14：00 ～ 17：10, 東京ガーデンパレス 2F高千穂において開催. 次の議案が付議され, 

原案通り承認された. 

  

２）定例理事会 

7 回開催された．審議事項は以下のとおりである． 

 

開催月日 議　　事　　事　　項

3月18日  第1号議案　2014年度事業報告および決算報告書案承認に関する件

 第2号議案　第54期役員の選任に関する件

 第3号議案　代議員推薦委員会規程変更の件

 第4号議案　第54期代議員推薦委員会委員選任に関する件

開催月日 議　事　事　項

2月20日 １.2014年度事業報告・決算報告（案）－総会付議事項 承認

２.監査報告 承認

３.第82回定時総会の付議事項・報告事項 承認

４.2015年度分科会幹事長の選任 承認

５.2015年度機関誌編集委員会委員の推薦 承認

６.APEX/JJAP編集関連

　１)2015年度APEX/JJAP編集運営委員会体制案 承認

　２)Advisory Editor契約書 承認

　３)JJAP特集号掲載料改定 承認

７.講演会関連

　１)2015年春季学術講演会（東海大）実行予算案 承認

　２)2015年秋季学術講演会（名古屋国際会議場）スケジュール案 承認

　３)今後の講演会開催会場の選定 承認

８.総務関連

　１)決裁基準の改正 承認

　２)フォトニクス分科会規程(案) 承認

　３)東京ガーデンパレス施設利用契約書 承認

９.ノーベル物理学賞受賞記念講演広報（新聞全面広告掲載）

10.応用物理学学術・教育奨励基金 事業提案（赤﨑・天野記念LEDスクール） 承認

11.JSAP Bulletin制作委託業者選定 承認

12.応用物理学活性化支援金申請 承認

13.2015国際光年（IYL2015）国内活動協力 承認

14.前例のない国際会議の共催申請

　１)テラヘルツテクノロジーの最先端 2015 (FTT2015) 継続審議

15.メール審議承認事項

　１)第13回（2014年度）APEX/JJAP編集貢献賞 承認

　２)前例のある国際会議の主催・共催申請

　　ⅰ)第37回ドライプロセス国際シンポジウム/37th International Symposium on Dry

       Process (DPS2015)

　　ⅱ)第18回結晶成長国際会議/The 18th International Conference on Crystal

       Growth and Epitaxy (ICCGE-18)

　　ⅲ)第9回反応性プラズマ国際会議／第68回電離気体会議／第33回プラズマプロセシン

 　　　グ研究会（ICRP-9/GEC2015/SPP-33）/9th International Conference on

       Reactive Plasmas / 68th Gaseous Electronics Conference/33rd Symposium on

       Plasma Processing

　　ⅳ)第8回先進プラズマ科学と窒化物及びナノ材料への応用に関する国際シンポジウム

        /第9回プラズマナノ科学技術国際会議/8th International Symposium on

       Advanced  Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nano-

       materials (ISPlasma2916) / 9th International Conference on Plasma

       Nanotechonology and  Sciece(IC-PLANT2016)

　３)国際会議の終了報告

　　ⅰ)次世代電子デバイスのための誘電体薄膜科学と技術に関する2013年国際ワーク

　　　 ショップ/2013 International Workshop on DIELECTRIC THIN FILMS FOR FUTURE

　　　 ELECTRON DEVICES:SCHIENCE AND TECHNOLOGY（2013 IWDTF）

　　ⅱ)第25回インジウム燐および関連素材に関する国際会議/25th International

       Conference on Indium Phosphide and Relatetd Materials（IPRM’13）

承認

承認

承認

承認

承認

承認



 

 

2月20日 　　ⅲ)第36回ドライプロセス国際シンポジウム/36th International Symposium on Dry 承認

       Process（DPS2014）

　　ⅳ)第9回光学設計・製造に関する国際会議/9th International Conference on 承認

       Optics-photonics Design and Fabrication（ODF'14）

　　ⅴ)シリサイド半導体に関する国際サマースクール/International conference and 承認

       summer school on advanced silicide technology 2014（ICSS-Silicide 2014）

　　ⅵ)第6回IEEE国際ナノエレクトロニクス会議2014/The 6th IEEE International 承認

       Nanoelectronics Conference 2014（INEC2014）

　　ⅶ)第27回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議/2014 International 承認

       Microprocesses and Nanotech‐nology Conference（MNC2014）

　　ⅷ)13th International Workshop on Junction Technology/13th International

       Workshop on Junction Tech-nology（IWJT2013）

　　ⅸ)第13回ナノインプリント・ナノプリント技術国際会議/The 13th International

       Conference on Nanoimprint and Nanoprint Technology（NNT2014）

16.会員入会の承認 承認

3月19日 １.第54期(平成27年度)理事：副会長，常務理事の選定 承認

２.2015年度 本部委員会など委員の選任

　１)本部関係会議・委員会一覧 承認

　２)業績賞委員・論文賞委員・研究分野業績賞委員 承認

３.2015年度総会，定例理事会，戦略会議日程 承認

４.講演会関連

　１)本部関係会議・委員会一覧 承認

　２)講演会登壇申込プログラム編集システムの改修 継続審議

５.JSAP　Bulletin業務委託契約書 承認

６.前例のない国際会議主催・共催申請

　１)Workshop on Information Optics 2015 (WIO2015) 承認

　２)国際シンポジウム「テラヘルツテクノロジーの最先端 2015」/The 2nd

     International Symposium on Frontiers in THz Technology(FTT 2015)

　３)2016 年IEEE 第16 回ナノテクノロジー国際会議/2016 IEEE 16th International

     Conference on Nanotechnology（IEEE NANO 2016）

　４)International Workshop on Holography and related technologies 2015

　　（IWH2015）

　５)第9回環境調和型設計とインバースマニュファクチャリングに関する国際シンポジウ

     ム/9th International Symposium on Environmentally Conscious Design and

     Inverse Manufacturing（EcoDesign2015）

７.前例のある国際会議の主催・共催申請

　１)15th International Workshop on Junction Technology（IWJT2015） 承認

　２)Compound Semiconductor Week 2016（第28回インジウム燐および関連材料に関する 承認

　　 国際会議ならびに第43回化合物半導体に関する国際シンポジウム）/Compound

     Semiconductor Week 2016 (CSW2016) （28th International Conference on Indium

     Phosphide and Related Materials[IPRM2016] 43th International Symposium on

     Compound Semiconductors[ISCS2016]）

　３)The second Optical Manipulation Conference 2015（OMC2015） 承認

８.国際会議主催終了報告

　１)国際会議マニュピュレーション2014/The first Optical Manipulation Conference

　　 2014（OMC2014）

９.会員入会の承認 承認

5月8日 １.第55期役員候補者，代議員選挙のスケジュール，公示内容 承認

２.2016年度事業計画作成のための会長方針 承認

３.2016年度事業計画，予算編成日程（案） 承認

４.2015年度会議・本部委員会委員の選任 承認

５.応用物理学会フェロー関連

　１)第9回（2015年度）応用物理学会フェローの推薦 承認

　２)第10回（2016年度）フェロー選考委員会委員名簿 承認

６.総務関連

　１)細則改正 承認

　２)印刷会社との業務委託契約書および個人情報保護に関する契約書 承認

７.講演会関連

　１)2015年春季学術講演会（東海大）決算・サマリー 承認

　２)第38回（2015年春季）講演奨励賞候補者選考結果 承認

　３)プログラム編集システム機能拡張 承認

　４)プログラム別冊化 承認

８.国際会議主催・共催基準および申請手順 承認

９.高野榮一光科学基金・委員会規程改正 承認

10.一般社団法人日本光学会とのHP情報提供のための覚書 承認

11.国・大学・公的機関からの要望書等に対する取扱い基準 一部承認

承認

承認

承認

承認

継続審議

承認

承認



 

 

5月8日 12.学会パンフレット制作会社との業務委託・請負契約書 承認

13.研究会継続申請

　１)スピントロニクス研究会 承認

　２)シリサイド系半導体と関連物質研究会 承認

　３)多元系化合物・太陽電池研究会 承認

　４)エネルギーシステム研究会 承認

　５)界面ナノ電子化学技術研究会 承認

　６)有機ナノ界面制御素子研究会 継続審議

14.新領域グループ「超伝導現象シミュレーション研究グループ」設立申請 否承認

15.事務局関連

　１)6月賞与 承認

16.会員入会の承認 承認

7月9日 １.2015年度功労会員推薦 承認

２.総務関連

　１)フォトニクス分科会に関する契約書

　　ⅰ)Webサイト保守契約 承認

　　ⅱ)会誌業務委託契約書 承認

　２）委員会規程の新設

　　ⅰ)教育企画委員会規程 承認

　　ⅱ)男女共同参画委員会規程 承認

３.経理関連

　１)研究活性化支援金申請 承認

　２)主催・共催国際会議学会事務局経費基準 承認

  ３)応用物理学会支部・分科会・研究会・新領域Gの補助金拠出規程 承認

  ４)学術講演会現金輸送基本契約書 承認

４.英文論文誌関連

  １)英文論文誌著作権取り扱いの変更 承認

  ２)APEX/JJAP Advisory Editor業務委託契約書 承認

５.機関誌『応用物理』の電子書籍版の提供に関わる制作システム導入 承認

６.情報セキュリティ対策の実施と情報セキュリティ部会(仮称)の設置 承認

７.（一社）日本光学会への回答書，OR販売権・利用付与に関する契約書 承認

８.SSDM2016登壇システム開発契約書 承認

９.遊休財産の保有制限対応 承認

10.刊行センター業務委託契約書 承認

11.研究会・新領域グループ関連

  １)研究会継続申請

    ⅰ)有機ナノ界面制御素子研究会 承認

　２)新領域グループ設立申請

　　ⅰ)量子化磁束動力学シミュレーショングループ 承認

　　ⅱ)強的秩序とその操作に関わる研究グループ 承認

12.国際関連

　１)JIMeC設立申請 承認

　２)国際会議の共催申請

　　ⅰ)International Symposium on Optical Memory 2015 (ISOM’15) ＜前例あり＞ 承認

　　ⅱ)5th International Conference on Tip‐Enhanced Raman Spectroscopy (TERS5)

　　　 ＜前例なし＞

　　ⅲ)10th International Conference on Optics-photonics Design & Fabrication 承認

　　　 (ODF’16) ＜前例あり＞

　　ⅳ)The 14th International Conference on Near-Field Optics, Nanophotonics, 承認

       and Related Techniques (NFO-14) ＜前例あり＞

　３)国際会議主催・共催等の区分の明確化 承認

  ４)Chinese Society for Optical Engineering＜CSOE＞との相互協定締結 承認

13.高野榮一光科学基金支援金申請 承認

14.メール審議承認事項

  １)男女共同参画連絡会（日本物学会，応用物理学会）の委員交代 承認

  ２)第37回（2015年度）応用物理学会論文賞 受賞者の選考 承認

  ３)前例のある国際会議主催報告

    ⅰ)2014 International Conference on Simulation of Semiconductor Processes 承認

       and Devices (SISPAD2014)

　　ⅱ)Advanced Metallization Conference 2014: 24th Asian Session (ADMETA2014) 承認

　　ⅲ)International Symposium on Optical Memory 2014 (ISOM’14) 承認

15.会員入会の承認 承認

10月9日 １.第55期役員候補者の推薦 承認

２.2016年度事業計画（新規案件中心） 承認

３.経理関連

 １)研究活性化支援金の申請 承認

承認



 

 

10月9日  ２)補助金申請

   ⅰ)科研費補助金(研究成果公開促進費) (B)リフレッシュ理科教室 承認

　 ⅱ)科研費補助金(研究成果公開促進費) (C)SSDM2016 承認

　 ⅲ)NICT国際交流プログラム SSDM2016 承認

４.国際関連

 １)ICCGE-18に関する日本学術会議との合意書締結 承認

 ２)国際会議申請承認基準・運用規程 承認

 ３)国際会議のCo-sponsorship申請

    ⅰ)International Semiconductor laser Conference 2016（ISLC 2016）

       ＜Technical＞

５.特定個人情報の取扱いに関する契約書

 １)みずほ情報総研 承認

 ２)舟木経営労務事務所 承認

６.機関リポジトリへの対応方針変更 承認

７.2016春講演会(東工大)タイムスケジュール 承認

８.次世代リソグラフィ技術研究会(分科会)設立 承認

９.薄膜・表面物理分科会規程改正 承認

10.高野榮一光科学基金支援金申請 承認

11.支部制度（運営・予算配分）の見直し 承認

12.メール審議承認事項

  １)男女共同参画委員会 副委員長の委嘱 承認

  ２)終身会員の申請結果 承認

13.会員入会の承認 承認

11月17日 １.2016年度事業計画案（2次案），第83回定時総会・内閣府提出用事業計画（1次案） 承認

２.2016年度予算案 承認

３.第16回応用物理学会業績賞推薦書 承認

４.インダストリアルチャプターの設立

５.徳島大学SC設立

６.分科会新設に伴う規程制定および細則の改正

  １)次世代リソグラフィ技術研究会分科会規程及び審査基準 承認

  ２)公益社団法人応用物理学会　細則及び分科会共通規程 承認

７.研究活性化支援金規程改正 承認

８.『応用物理』電子書籍版の期間限定公開 承認

９.新領域グループ継続申請

  １)量子情報研究グループ 承認

  ２)重力場応用研究グループ 承認

10.事務局関連

  １)事務局職員の12月賞与改定 承認

  ２)職員永年勤続表彰 承認

11.国際会議関連

  １)国際会議Sponsorship申請　21st Microoptics Conference (MOC’16) 継続審議

  ２)主催国際会議 CSW2016開催に関するIEEEとのMOU締結 承認

12.講演会関連

  １)2015年秋季講演会(名古屋国際会議場)概況・決算報告

   ⅰ)講演概況 承認

   ⅱ)決算報告 承認

  ２)2016年春秋学術講演会の参加費 承認

13.微小光学国際会議組織委員会の事業・財産承継 継続審議

14.メール審議承認事項

  １) 第39回(2015年秋季)講演奨励賞候補者選考結果 承認

15.会員入会の承認 承認

12月18日 １.第83回定時総会の開催及び付議事項・報告事項の確認 承認

２.第83回定時総会報告及び内閣府提出事業計画－総会報告事項 承認

３.2016年度予算（案）概要，正味財産増減予算書（案）及び資金調達及び設備投資の見

   込み

４.第55期役員候補者選挙結果の確認－総会付議事項 承認

５.第55期（2016年度）代議員選挙結果の確認 承認

６.第55期代議員推薦委員会委員の推薦－総会付議事項 承認

７.2016年度論文賞委員会 委員名簿 承認

８.国際会議関連

 １)国際会議Sponsorship申請とそれに伴う事業・財産の承継

  ⅰ)Asia-Pacific Conference on Semiconducting Silicides and Related Materials

　　 2016(APAC-Silicide 2016)

 ２)国際会議 Co-Sponsorship申請

  ⅰ)International Symposium on Radiation Detectors and Their Uses (ISRD2016) 承認

9.規程・契約関連

承認

承認

承認



 

 
 

3．許可，認可，承認，証明等に関する事項 

１) 2015 年 3 月 18 日 東京法務局 役員変更の登記 

 

4．その他 

１）代議員・諮問委員合同会議を9月13日名古屋国際会議場にて実施した 

２）第55期役員候補者選挙を実施した 

３）第55期代議員選挙を実施した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月18日  １)特定個人情報の取扱いに関する契約書 承認

 ２)国内会議共催・後援等規程 承認

 ３)インダストリアルチャプター規程 承認

 ４)応用物理学会支部共通規程の改正 承認

10.2016年代議員意見交換会議題 承認

11.会員入会の承認 承認



 

Ⅲ．支部・分科会・研究会・新領域グループの活動詳細 

 

支部講演会，研究会等実施回数 

支部名称 国際会議 講演会 研究会 技術者育成 教育啓発活動 運営関連

北海道支部 1 15 5 8

東北支部 2 6 7 2

東海支部 2 10 2 8 6

北陸・信越支部 1 1 6 2 3 11

関西支部 1 3 14 1 7

中国四国支部 1 9 1 3 6

九州支部 1 1 7 1 4 6  

 

分科会講演会，研究会等実施回数 

分科会名称
国際

会議
講演会 スクール

研究会・

講習会

シンポ

ジウム

教育啓発

活動

常任

幹事会
幹事会

フォトニクス分科会 1 5

放射線分科会 1 4 2 2

応用電子物性分科会 5 2

薄膜･表面物理分科会 2 5 2 5 6

結晶工学分科会 1 3 2 1 7

応用物理教育分科会 3 4 1 2

超伝導分科会 3 1 1 5

有機分子・バイオエレクトロニ

クス分科会
1 4 5 2 4 2

プラズマエレクトロニクス

分科会
1 9 2 3

シリコンテクノロジー分科会 2 11 1 4 2

先進パワー半導体分科会 1 3 1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

研究会，新領域グループ講演会，研究会等実施回数 

国際会議 講演会
シンポ

ジウム
研究会

技術者

育成
スクール

幹事

（委員）会

量子エレクトロニクス研究会 1 3 2

多元系化合物・太陽電池研究会 1 2 3

光波センシング技術研究会 1 2 2

ランダム系フォトエレクトロニクス研究会 1 1 2

スピントロニクス研究会 2 1 1 1 2

シリサイド系半導体と関連物質研究会 2 1 3

次世代リソグラフィ技術研究会 1 1 2 5

テラヘルツ電磁波技術研究会 1 1 1 1

ナノインプリント技術研究会 1 3 1

エネルギーシステム研究会 2 4 4

有機ナノ界面制御素子研究会 1 1 1

励起ナノプロセス研究会 1 1

集積化MEMS技術研究会 1 2 2 2

埋もれた界面のＸ線・中性子解析研究会 8 1 2

界面ナノ電子化学研究会 1 7 1 3

磁気科学研究会 1 2

産学協働研究会 1 1 1 2

極限ナノ造形・構造物性研究会 1 3 3

微小光学研究研究会 1 4 11

衝撃応用研究グループ 1 6 3 3

重力場応用研究グループ 1 1 5

機能性酸化物研究グループ 2 1 2

ナノワイヤ研究グループ 1 4

量子情報研究グループ 2 1

量子化磁束動力学シミュレーション研究グ

ループ
2 1

強的秩序とその操作に関わる研究グループ

新

領

域

グ

ル
ー

プ

研

究

会

研究会・新領域グループ名称

 

 

 

分科会誌論文誌の発行 

フォトニクス分科会 「フォトニクスニュース」の発行

放射線分科会 「放射線」の発行

応用電子物性分科会 「応用電子物性分科会会誌」の発行

薄膜･表面物理分科会 「NEWS LETTER」の発行

結晶工学分科会 「Crystal Letters」の発行

応用物理教育分科会 「応用物理教育」の発行

超伝導分科会 「超伝導ニュース」の発行

有機分子・バイオエレクトロニクス分科会 「Molecular Electronics and Bioelectronics」の発行

プラズマエレクトロニクス分科会 「Plasma Electronics」の発行

シリコンテクノロジー分科会 「シリコンテクノロジ ー」の発行

先進パワー半導体分科会 「先進パワー半導体分科会会誌」の発行  

 

 

 

 

 

 



 

Ⅳ．会員の推移（年末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 個人会員 特別会員 賛助会員

2005 22,862 324 546

2006 22,943 296 552

2007 23,273 264 549

2008 23,117 266 566

2009 22,386 250 536

2010 22,462 249 522

2011 22,393 236 504

2012 22,003 221 478

2013 21,033 219 441

2014 20,044 196 410

2015 19,937 192 401



 

会員動静 

 

 

 

    

正会員+学生会員 

 
 



 

Ⅴ．英文論文誌投稿推移 

 

 

※投稿数（2013 以降）は，IP, HR, Errata, CR, 受付前 reject を除いた数 

 

 

 

 

 

 

投稿

年 JJAP APEX JJAP APEX

2008 1,471 669 1,077 343

2009 1,242 622 918 340

2010 1,474 892 896 345

2011 1,352 1,131 801 428

2012 1,038 1,206 763 471

2013 1,034 1,532 568 490

2014 939 1,299 569 423

2015 841 1,166 531 395

投稿 掲載



 

Ⅵ．講演会事業推移 

 
*2013 秋：MRS ジョイントシンポジウムを含めると，出題数は 4,795 件，参加登録者数は 6,803 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度

春参加
登録者数

秋参加
登録者数

春出題数 秋出題数

2008 8,837 7,010 4,531 3,905

2009 7,752 6,204 4,455 3,922

2010 7,781 6,036 4,348 4,054

2011 5,848 5,601 4,703 3,734

2012 7,658 5,756 4,487 4,107

2013 6,689 5,739 3,989 3,642

2014 6,821 5,986 4,140 3,766

2015 6,747 6,216 3,863 3,608

参加登録者数 出題数



 

Ⅶ．本会財政の状況 

 

学会全体                              

 

 

 

一般会計                             

 

 

 

一般正味財産増減 2012年 2013年 2014年 2015年

経常収益 937,769 965,040 1,021,786 978,808

経常費用 915,829 920,348 905,820 957,133

経常増減 21,940 44,692 115,966 21,675

一般正味財産増減 2012年 2013年 2014年 2015年

経常収益 799,898 811,104 816,984 801,773

経常費用 793,318 771,848 762,541 795,838

経常増減 6,580 39,256 54,443 5,935

（千円）

（千円）



 

一般会計主要事業の推移（収益）                   

 

 

 

一般会計主要事業の推移（費用）                   

 

 

 

収    益 2012年 2013年 2014年 2015年

入会金・会費 219,772 209,099 211,834 189,351

講演会事業 133,459 123,231 132,587 138,730

機関誌広告 78,853 69,823 69,032 63,387

論文誌事業 288,461 287,286 296,807 300,393

費　　用 2012年 2013年 2014年 2015年

講演会事業 120,766 115,781 138,704 163,770

機関誌事業 110,427 96,215 99,885 105,595

論文誌事業 226,611 223,959 184,420 170,821

（千円）

（千円）
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