
事業報告の概要 

定款で定められる本会の目的「応用物理学及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63回応用物理学会春季学術講演会を東京工業大学にて開催した．また，第77回応用物理学会秋季学術

講演会は朱鷺メッセにて開催した．これら講演会では，会員に対する更なる利便性や魅力の向上施策として，登壇申込シス

テムやプログラム編集システムの活用，分野を横断した合同セッションの開催等を実施した．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，新たな分科会として次世代リソグラフィ技術研究会を設けた．更に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の活動を推進した．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85巻)を発行，記事内容の充実化とタイムリー性の強化，読み易さの向上を推進

した．また，2015年より提供開始した電子書籍版の利用者数も順調に増えている．英文論文誌では「JJAP」(Vol.55)及び

「APEX」(Vol.9)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ーエディター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．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，研究会，新領域グループ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及び予算案を作成し，定例理事会に上程して承

認を得て各種事業を遂行した．会員・事務局会議は会員制度の検討や分析，会員サービスシステムの管理や事務局職員の人

事，厚生を担当し，2016年度から企業若手会員への特別会費制度を導入した．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．財務会議は応用物理学会の中長期的な財政基盤安定化のための施策や決算処

理，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向上を目

的に，事業横断的な施策を担当した． 

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，役員・代議員の

Web選挙などを実施した． 

また，応用物理学会の安定的な運営を目的として学会事務所取得計画を実施した．2017年中頃には学会事務所が竣工し学

会事務所を移転させる予定である． 

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） 

学術講演会企画・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63回応用物理学会春季学術講演会と展示会

①3月19日から22日まで（4日間），東工大大岡山キャンパス（東京都目黒区）で開催

②発表件数は4,002件，参加者数は7,196名

③特別シンポジウムを5件開催

④業績賞・研究分野業績賞受賞記念講演を7件開催

●第77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），朱鷺メッセ（新潟県新潟市）で開催

②発表件数は3,689件，参加者数は5,603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1件開催

⑤論文賞受賞記念講演を13件，海外研究者招待講演を2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登壇申込システムの運用で，昨年に比べ締め切り時期を1週間拡大

③プログラム編集システムの運用を開始し，プログラム編集委員会の2日後に講演プログラムを公開

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の継続実施及び運営方法の改善

⑦フォトイラス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 

①スチューデントチャプターの運営支援，春秋学術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）の運営支援

④NEWMAP との連携，産学協働研究会の運営支援

⑤インダストリアルチャプターの運営支援

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会員サービスシステムと学術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第63回応用物理学会春季学術講演会にて開催

②アメリカ光学会（OSA）との合同シンポジウムを第77回応用物理学会秋季学術講演会にて開催

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第13回アジア太平洋物理学会議(APPC13)への参加

③台湾物理学会 (PSROC Taiwan), 国際光工学会 (SPIE)との相互協定を再締結

３）学会活動の国際化推進 

①JSAP Bulletinの配信

②外国人チャプター（JSAP International Members Chapter＜JIMeC＞）の活動支援

③秋季学術講演会で海外研究者交流会（President’s Reception for Overseas Participants）を実施

④海外からの学生講演者，招待講演者への旅費サポート

⑤春季・秋季学術講演会にて英語セッション開催

⑥主催国際会議のProceedings閲覧サイトの構築

⑦分科会・研究会の国際的活動（国際会議開催等）の支援

４）国際会議の主催・共催 



＜主催＞ 

①8th International Symposium on Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials/ 9th

International Conference on Plasma-Nano Technology & Science(ISPlasma2016/IC-PLANTS2016)

2016/3/6-10 名古屋大学 参加者 391名（国内:243名 海外:148名）

②Compound Semiconductor Week 2016：28th International Conference on Indium Phosphide and Related Materials,

43rd International Symposium on Compound Semiconductors(CSW2016) 

2016/6/26-30 富山国際会議場 参加者535名（国内:352名 海外:183名） 

③Asia-Pacific Conference on Semiconducting Silicides and Related Materials 2016 (APAC-Silicide 2016)

2016/7/16-18 九州大学西新プラザ 参加者 92名（国内:82名 海外：10名）

④The 18th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-18)

2016/8/7-12 名古屋国際会議場 参加者 1189名（国内:697名 海外:492名）

⑤2016 International Conference on Solid State Devices and Materials（SSDM2016）

2016/9/26-29 つくば国際会議場 参加者 848名（国内：628名 海外：220名）

⑥21st Microoptics Conference (MOC’16)

2016/10/9-11 David Brower Center, Berkeley, CA, USA 参加者 100名（国内：53名 海外：47名） 

⑦9th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2016)

2016/11/8-11 ANAクラウンプラザ京都 参加者 523名（国内:373名 海外：150名）

＜共催＞ 

⑧International Symposium on Radiation Detectors and Their Uses (ISRD2016)

2016/1/18-21 高エネルギー加速器研究機構 参加者 114名（国内：106名 海外：8名）

⑨10th International Conference on Optics-photonics Design & Fabrication (ODF’16)

2016/2/28-3/2 Hochschule Ravensburg-Weingarten, Weingarten, Germany 参加者 177名（国内：53名 海外：124名）

⑩The 2nd Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC’16)

2016/5/18-20 パシフィコ横浜 参加者 112名（国内：87名 海外：25名）

⑪2016 Symposium on VLSI Technology/2016 Symposium on VLSI Circuits(2016 VLSI)

2016/6/13-17 Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii, USA 参加者 815名（国内：181名 海外：634名） 

⑫2016 The 23rd International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays and Devices-TFT Technologies and

FPD Materials- (AM-FPD’16) 

2016/7/6-8 龍谷大学 アバンティ響都ホール 参加者 196名（国内：115名 海外：81名） 

⑬2016 IEEE 16th International Conference on Nanotechnology (IEEE Nano 2016)

2016/8/22-25 仙台国際センター 参加者 390名（国内：153名 海外：237名）

⑭The 14th International Conference on Near-Field Optics, Nanophotonics, and Related Techniques (NFO-14)

2016/9/4-8 アクトシティ浜松 参加者 389名（国内：172名 海外：217名）

⑮International Semiconductor Laser Conference 2016 (ISLC 2016)

2016/9/12-15 神戸メリケンパークオリエンタルホテル 参加者 265名（国内：135名 海外：130名）

⑯International Symposium on Optical Memory 2016 (ISOM’16)

2016/10/16-20 京都リサーチパーク 参加者 115名（国内：91名 海外：24名）

⑰Advanced Metallization Conference 2016：26th Asian Session (ADMETAPlus 2016)

2016/10/19-21 東京大学 弥生講堂 一条ホール 参加者 156名（国内：139名 海外：17名）

⑱38th International Symposium on Dry Process (DPS2016)

2016/11/21-22 北海道大学 参加者 220名（国内：157名 海外：63名）

⑲Global Nanophotonics 2016

2016/11/30-12/1 大阪国際会議場 参加者 116名（国内：68名 海外：48名）



後援（Endorsement）申請 

1月3件，2月6件，3月3件，4月2件，6月7件，7月1件，8月4件，9月1件，10月5件，12月7件（合計39件） 

学術・社会連携事業 

学術会議，関連学協会，外部機関・団体との協力・連携を担当． 

１）外部機関・団体への委員等派遣 

①「学術会議理学・工学系学協会連絡協議会」への委員派遣

②「物理オリンピック日本委員会」への理事派遣

③「国際物理オリンピック2022組織委員会」への組織委員派遣

④「科学技術振興機構（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

⑤「日本工学会」への理事派遣

２）外部機関・団体への会員加盟等 

①日本技術者教育認定機構（JABEE）

②日本工学会

③アジア太平洋物理学会連合（AAPPS）

④男女共同参画連絡会（日本物理学会・応用物理学会）

⑤男女共同参画学協会連絡会（オブザーバー）

３）その他 

①日本学術会議総合工学委員会未来社会と応用物理分科会共催で秋季学術講演会特別シンポジウム「科学と産業の凋落

と再興：応用物理と未来社会」開催

②産業競争力懇談会（COCN）プロジェクトへの協力

③文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)「科学技術予測調査」協力

④科学技術振興機構（JST）CRDSワークショップ参加者推薦

⑤日本学術振興会「卓越研究データベース（DB）」協力

⑥日本真空学会真空計用語JIS原案作成委員会委員推薦

広報事業 

学会の活動を広く周知するため，Web・SNS・展示会へのブース出展などを通じ，学会員のみならず外部に対しても幅広く

情報提供を行う．また，学会全体の広報を俯瞰し，取りまとめを行う． 

１）広報用学会パンフレット・ポスター他（Web コンテンツ・販促含）作製 

２）展示会への出展及び国際会議での広報活動 

①展示会：SEMICON Japan 2016，PVJapan2016

②国際会議：SSDM2016，MNC2016

３）若手向け情報発信の強化(LINE＠アカウント開設) 

４）他事業担当理事を交えた学会全体の広報戦略見直し（学会ホームページ更新着手を含む） 

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：4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 4回プラズマと応用技術編～」を開催 

２）応用物理学分野における男女共同参画社会の実現に向け，問題点や課題を掘り下げるための議論を委員会内で実施 

３）「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 

４）フェースブックによる男女共同参画に関する情報発信及びネットワーキング

５）女子中高生夏の学校 2016 に参加し，ポスター展示や保護者・教員対象座談会などの企画を実施 

６）女性研究者研究業績・人材育成賞（小舘香椎子賞）の普及に協力 



７）国際会議（APPC-AIP 2016 Women in Physics（豪州））に日本物理学会と協同して参加し，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 

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

９）男女共同参画の諸課題に対する提言等の機関誌掲載を開始 

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，理科教育に技術の

視点を導入する啓発活動や将来応用物理学会を担う人材に対する応用物理学会広報のための企画活動を担当 

（教育企画委員開催：2回） 

１）リフレッシュ理科教室及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 25 会場で開催

②科研費支援を受け，鳥羽市立答志小学校にて「離島における過疎地支援出張リフレッシュ理科教室」を支部連携支援に

よる実施

③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を共有化

④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，学術講演会参加会員への活

動内容の説明，及び応物資金 21 の募金活動を実施

⑤文部科学省土曜学習応援団に参加し，2016 年 7 月 27 日同省開催の「子ども霞が関見学デー」において教材実演と説明

２）次世代応用物理学研究者育成のための戦略的情報発信基盤整備事業 

有機分子・バイオエレクトロニクス分科会の協力の下，委員会を開催（13 回） 

①高校生，大学生を主ターゲットとした応物の活動の継続的動画発信体制の構築

②必要な機材の整備，高校生，大学生に親しみやすい内容，配信方法等の検討

支部・分科会・研究会・新領域グループ 

次世代リソグラフィ技術研究会を次世代リソグラフィ技術研究会分科会に改組，新領域グループ「重力場応用研究グルー

プ」は活動終了．7支部，12分科会，18研究会，6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

1月1件，3月1件（合計2件） 

協賛・後援等申請 

1月13件，2月21件，3月30件，4月21件，5月19件，6月29件，7月29件，8月18件，9月18件，10月9件，11月17件， 

12月17件（合計241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） 

論文誌企画・編集事業 

（論文誌企画・編集委員会開催：6回，戦略 WG：4回，編集委員全体会議：1回，定例編集委員会議：1回，特集編集委

員会議：2回，特集号審査会：2回） 

１）APEX（Vol.9）及び JJAP（Vol.55）の刊行 

論文総頁数：9,002 頁 

APEX：1,523 頁 



JJAP 通常号：2,742 頁 

JJAP 特集号（17 編）：4,737 頁 

紙版発行部数：平均 500 部 

２）APEX Vol. 9 のための編集業務（2015 年の IF 2.265） 

①Spotlight 論文を 30 編選定

３）JJAP Vol. 55 のための編集業務（2015 年の IF 1.122） 

①11 号に Selected Topics in Applied Physics “Nanoarchitectonics for manipulation of atom, molecule, and

materials”を掲載

②12 号に Selected Topics in Applied Physics “Gallium oxide and related semiconductors”を掲載

③Invited Review 1 編を掲載

④特集号を 17 編発行

⑤Spotlight 論文を 18 編選定

４）専任編集長，Advisory Editor による審査体制の継続 

５）過去発行分への PACS コードの付与を継続（3月まで） 

６）APS，MRS 展示会への出展（各 1回） 

７）台湾，韓国，中国物理学会展示会への出展（IOP ブース，各 1回） 

８）JJAP特集号関連国際会議への出展（3回）  

９）APEX/JJAP関連分野国際会議への出展（2回） 

機関誌企画・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．基礎から先端科学ま

で，未来が見える生きた情報のタイムリーな提供．会員サービスの観点からの記事の充実化，読者拡大（会員増強）を目指

した施策の実施，広告増加策の検討・立案，国際化・グローバル戦略，相互コミュニケーション型の情報発信，Web 版・電子

書籍版などの電子媒体，編集作業の高効率化などの推進． 

（機関誌企画・編集委員会開催：全体会議 3回，解説記事（論文）会議 2回，一般記事会議 1 回） 

１）機関誌『応用物理』（第 85 巻）の発行 

①年間 12 号（A4 判 総頁数 1,068 頁，月平均 89 頁，平均 21,079 部，毎月 10 日発行）の編集・発行，毎月会員に配布

②年間 2 号の講演会プログラム掲載増刊（A4 判，総頁数 426 頁，号平均 213 頁，平均 21,800 部，3 月及び 8 月）の発行，

会員への配布

③誌面などのデザインのブラッシュアップ

２）機動力・速報性の強化 

①サイエンスライター・編集委員・外部記者などによる，さらに充実したタイムリーな記事の提供

②国内外の 新の話題をリサーチした記事の提供

３）会員サービスの観点による記事の充実化 

①読者層を絞った新企画の立案

②外部記者制度を活用した，多様な情報収集の実施

③講演会，論文誌，支部分科会，スチューデントチャプター，インダストリアルチャプター，NEWMAP，会議・委員会

などの関連記事強化

④電子書籍版の閲読傾向及び日経 BP 社の Web 転載記事の PV などの分析による，新たな企画の立案

４）読者拡大（会員増強）を目指した施策の継続・強化 

①日経 BP 社の Web メディア活用の推進

５）国際化，グローバル戦略の推進 

①留学生のため英語（翻訳）記事掲載を継続・強化

②JSAP Bulletin とコンテンツ連携などの推進



６）相互コミュニケーション型の情報発信 

①会員からのフィードバック欄の強化

７）電子化事業の推進 

①Web 版・電子書籍版提供の普及推進

８）編集作業の高効率化 

①編集委員会は原則隔月開催．ほかにメール審議，ビデオ会議を利用した意思決定プロセスの効率化推進

②編集委員を「解説記事（論文）担当」と「一般記事担当」とに分けることによる，企画編集作業の効率化を推進

③閲読は，解説記事は担当編集委員，一般記事は担当編集委員または編集部（事務局）の責任で実施

④作業合理化のため，投稿規程，編集マニュアル，執筆用フォーマットなどの見直しの継続

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）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 

分科会誌，論文誌を発行  ※ 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17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64回春季学術講演会の表彰式で賞状 

及び楯を贈呈する． 

研究業績 

都甲 潔（九大），山西 正道（浜松ホトニクス） 

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64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 18 回光・量子エレクトロニクス業績賞（宅間宏賞）

兒玉 了祐（阪大）

○第 7回化合物半導体エレクトロニクス業績賞（赤﨑勇賞）

福井 孝志（北大名誉教授）

○第 7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     石川 由加里（ファインセラミックスセンター）

研究業績賞部門（若手）  有吉 恵子（東芝），北村 未歩（高エネルギー加速器研究機構），富永 依里子（広島大）

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10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10回応用物理学会フェロー表彰として，国際フェロー3名，国内フェロー15名に対し賞状及

び記念品を贈呈した． 



○国際フェロー 3名

David Attwood （University of Californi,Berkeley） Alexei Gruverman（University of Nebraska,Lincoln） 

John Robertson（Cambridge University）

○国内フェロー 15名

安達千波矢（九大） 上田 大助（京都工繊大） 

浦岡 行治（奈良先端大） 上山 智 （名城大） 

北川 雅俊（阪大） 寒川 哲臣（NTT） 

玉田 薫 （九大） 為近 恵美（NTT-AT） 

藤巻 朗 （名大） 堀川 剛 （産総研） 

前田 京剛（東大） 水島 一郎（東芝） 

森 勇介 （阪大） 森田 隆二（北大） 

吉本 昌広（京都工繊大） ＊所属は推薦時 

４) 第38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38回応用物理学会論文賞として，受賞者57氏に対し賞状及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．土屋 敏章（島根大），小野 行徳（富山大）

b．鎌田 善己（東芝），小池 正浩（東芝），黒澤 悦男（産総研），黒澤 昌志（名大），太田 裕之（産総研），

中塚 理（名大），財満 鎭明（名大），手塚 勉（東芝） 

c．塩谷 広樹（東大），庄子 良晃（東工大），清木 規矢（東工大），中野 匡規（東大），福島 孝典（東工大）， 

岩佐 義宏（東大） 

d．福島 章雄（産総研），関 貴之（産総研），薬師寺 啓（産総研），久保田 均（産総研），今村 裕志（産総 

研），湯浅 新治（産総研），安藤 功兒（産総研） 

e．福井  貴大（阪大），土井 悠生（阪大），宮崎 剛英（産総研），宮本 良之（産総研），加藤 宙光（産総研）， 

松本 翼（産総研），牧野 俊晴（産総研），山崎 聡（産総研），森本 隆介（金沢大），徳田 規夫（金沢大）， 

波多野睦子（東工大），坂川 優希（阪大），森下 弘樹（阪大），田嶌 俊之（阪大），三輪 真嗣（阪大）， 

鈴木 義茂（阪大），水落 憲和（阪大）  

f．谷田部然治（北大），堀 祐臣（北大），馬 万程（北大），Joel T. Asubar（北大），赤澤 正道（北大）， 

佐藤 威友（北大），橋詰 保（北大） 

g．石谷 善博（千葉大） 

○応用物理学会論文奨励賞（業績4件）

a．高橋 勲 （名大）

b．大久保 章（産総研），岩國 加奈（慶應大）

c．日比野有岐（東大）

d．Pierre-Alix Carles（NTT）

○応用物理学会解説論文賞（業績3件）

a．木本 恒暢（京大）

b．西永 頌 （東大名誉教授）

c．岩佐 義宏（東大），下谷 秀和（東北大）

５）講演奨励賞の表彰 

春季学術講演会より38名，秋季学術講演会より35名に講演奨励賞を贈呈した． 

○第40回（2016年春季）応用物理学会講演奨励賞（38件）

坂田義太朗（産総研） 早川 大智（東大） 加田 渉 （群馬大） 

Balois Maria（理研） 池川 晶貴（東大） 栗原 貴之（東大） 



加藤 峰士（電通大，JST-ERATO） 澁谷 九輝（徳島大，JST-ERATO）  川越 寛之（名大） 

齋藤 成之（東大） 須藤 建瑠（東工大，JST-CREST）  鈴木 温 （東大，KAST） 

笠松 秀輔（東大） 塩足 亮隼（京大） 小林 俊介（JFCC） 

深田 航平（東大） 大川顕次郎（東工大）  藤井 進 （阪大） 

荒井 慧悟（MIT） 岡田 達典（東大） 塩谷 暢貴（京大） 

尾坂 美樹（京大） 高橋 和也（阪大） 筒井 祐介（京大） 

龍崎 奏 （九大） 南 豪（山形大） ニティ アーティ（東工大） 

廣井 誉 （ソーラーフロンティア，昭和シェル石油，東工大） 中堂薗賢一（九大） 

Xu Lun  （東大） 上原 航 （鳥取大） 平井 悠久（東大） 

土山 和晃（豊橋技科大） 吉川 陽 （旭化成） 鈴木 涼太（明治大） 

服部 吉晃（東大） 鎌田 果歩（阪大） 金 正煥 （東工大） 

○第41回（2016年秋季）応用物理学会講演奨励賞（35件）

天野みなみ（産総研） 佐伯  啓一郎（東北大） 生田  拓也（NTT物性研） 

横山  喬大（NIMS） 後藤  太一（豊橋技科大）  韓    在勲（東大） 

萩谷  将人（農工大） 信川  輝吉（和歌山大）   加藤  遼  （阪大） 

中塚  祐子（京大） 苅谷  健人（阪府大） 露崎  活人（早大） 

枝    真住（宇都宮大）  佐藤  祐太（九大） 鈴木 陽香（名大） 

上野  慎太郎（山梨大）  玉置  洋正（パナソニック） 金澤  直輝（豊橋技科大） 

谷口  壮耶（名大）  丹生  隆  （東工大）  宮澤  佳甫（金沢大） 

松井  一真（日立）  荒井  俊人（東大） 横田  知之（東大） 

高部  涼太（筑波大） 永冨  雄太（九大） 當間  拓矢（九大） 

岡本  隼人（九大） 藤本  吏輝（阪大）  飯島  彬文（京大） 

高橋  恒太（名大） 加藤  高士（東理大） 鈴木  弘朗（東北大） 

内田  貴之（京大） 黒子めぐみ（NTT物性研） 

６) Poster Awardの表彰 

春季学術講演会より24件，秋季学術講演会より17件のポスター発表に対しPoster Awardを贈呈した． 

○2016年春季 Poster Award（24件）

a. フォトクロミズムを示すスピロピランのX線照射による異性化挙動

浅井 康平1，越水 正典1，藤本 裕1，浅井 圭介1
  (1.東北大院工)

b. λ2/2000断面積スロット導波路への高効率モード変換の実現

小野 真証1,2，谷山 秀昭1,2，Hao Xu1,2，常川 雅人2,3，倉持 栄一1,2，野崎 謙悟1,2，納富 雅也1,2,3

(1.NTTナノフォトニクスセンタ，2.NTT物性科学基礎研，3.東工大理工)

c. 低損失厚膜アンテナ電極による共鳴トンネルダイオードテラヘルツ発振器の周波数向上

前川 猛1，金谷 英敏1，鈴木 左文2，浅田 雅洋1 (1.東工大総理工，2.東工大理工)

d. ナノサイズ円偏光生成ためのアパーチャーレスプローブの提案

蔡 永福1，石橋 隆幸1 (1.長岡技科大)

e. ポンプ・プローブ法とナノ秒連続光法のギャップを埋める新過渡吸収測定手法RIPT法の開発

中川 達央1，岡本 基土1，花田 啓明1，小山久美子1，加藤 隆二2 (1.ユニソク分光，2.日大工)

f. 走査型熱振動顕微鏡を用いたポリマー膜下の金ナノ粒子の可視化

八尾 惇1，小林 圭1,2，木村 邦子1，山田 啓文1 (1.京大院工，2.京大白眉セ)

g. 酸化亜鉛を用いた透明セルフスイッチングナノダイオードの作製と評価

孫 屹1，芦田 浩平1，松田 宗平1，小山 政俊1，前元 利彦1，佐々 誠彦1，葛西 誠也2

(1.阪工大ナノ材研，2.北大量集センター)



h. 裏面照射型粉体PLDによる機能性薄膜の作製I

川崎 仁晴1，大島多美子1，柳生 義人1，猪原 武士1，山内真紀子1 (1.佐世保高専)

i. 大気開放型水素/アルゴンプラズマジェットで合成される金ナノ粒子の粒径制御

清水 禎樹1，伯田 幸也1 (1.産総研ナノ材料)

j. Room temperature operation of helicity switching using dual-electrode spin-LED

青山 政樹1，西沢 望1，西林 一彦1，宗片比呂夫1 (1.東工大像情報)

k. 新規感光性親撥材料による基材表面の親液性・撥液性制御

田中 健朗1，浜口 仁1，栗山 敬祐1 (1.JSR)

l. 有機感圧センサにおける力学センシング性能に関する研究

小村 将大1，森本 勝大1，小柴 康子1，三崎 雅裕1，石田 謙司1 (1.神戸大院工)

m. アリールクラウンエーテル錯体を用いた安定なn型単層カーボンナノチューブの作製

池田 智博1，野々口斐之1，河合 壯1 (1.奈良先端大物質)

n. GaInAsP半導体イメージングプレートによる様々な細胞イメージング

酒本 真衣1，景山 達斗1，福田 淳二1，馬場 俊彦1 (1.横国大院工)

o. HfO2/GeO2/Geスタック構造におけるゲルマニウムと酸素の熱拡散に関する研究

小川 慎吾1,2，淺原 亮平2，箕浦 佑也2，迫 秀樹1，川崎 直彦1，山田 一子1，宮本 隆志1，細井 卓治2，

志村 考功2，渡部 平司2 (1.TRC，2.阪大院工)

p. 大口径対向縦型MOCVD炉によるGaN/AlGaN/GaNへテロエピ成長

中村 文彦1，平田 祥子1，杉浦 浩1，河合 弘治1 (1.パウデック)

q. 過冷却融液の固化及びガラスの結晶化により合成した高温相β-SrAl2O4の長残光特性とB2O3添加の効果

篠崎 健二1，小高 幹也1，本間 剛1，Affatigato Mario2，小松 高行1 (1.長岡技科大，2.コー大学)

r. 波長計測のためのサブ波長ホールアレイを有する光ナノメカニカル振動子の作製

後藤 雅貴1，前田 悦男1，米谷 玲皇1 (1.東大院工)

s．分子線エピタキシーによるSi(111) 基板上GaAs/GaAsBiコア-シェルナノワイヤ成長 

石川史太郎1，赤松 良彦1，渡辺健太郎2，上杉 文彦3，朝比奈俊輔4，Jahn Uwe5，下村 哲1 

(1.愛媛大院理工，2.阪大基礎工，3.物材機構，4.日本電子，5.Paul Drude Institut) 

t．イオン注入技術を用いたプレーナ型GaN-LEDの作製 

 上月 誠也1，土山 和晃1，山根 啓輔1，関口 寛人1，岡田 浩2,1，若原 昭浩1,2 (1. 豊橋技科大工，2. EIIRIS) 

u．多結晶Si太陽電池評価のための顕微メスバウア分光装置の開発 

 伊野 裕司1，副島 啓義1，早川 一生1，行平 憲一1，藤田 浩享1，渡辺 富夫1，森口 幸一2，小粥 啓子2， 

原田 芳仁2，吉田 豊1 (1.静岡理工科大，2.アプコ) 

v．グラファイト/グラフェンのエッジ領域における電気化学活性の可視化 

熊谷 明哉1，高橋 康史2，三浦 千穂3，珠玖 仁3，末永 智一1,3
 (1.東北大AIMR，2.金沢大，3.東北大) 

w．自己組織化単分子膜をゲート絶縁膜に用いた低電圧駆動MoS2 FETの作製 

  川那子高暢1，小田 俊理1 (1.東工大量子ナノ研) 

x．溶液法により作製したAl添加ZnO薄膜トランジスタの焼結雰囲気によるトランジスタ特性への影響  

 佐々木祥太1，木村 史哉1，孫 屹1，小山 政俊1，前元 利彦1，佐々 誠彦1 (1.阪工大ナノ材研) 

○2016年秋季 Poster Award（17件）

a．半導体バンド曲がりを利用した波長依存型双極性光検出器の創製

  生野 孝1,2，長谷川正樹2 (1.東理大基礎工，2.豊田中研) 

b．Eu添加SrAl2O4単結晶のシンチレーション特性評価 

  中内 大介1，岡田 豪1，越水 正典2，河口 範明1，柳田 健之1 (1.奈良先端大，2.東北大工) 

c．Tm:YAGパルスレーザー励起Cr:CdSeレーザー 



 湯本 正樹1，斎藤 徳人1，和田 智之1 (1.理研 光量子制御技術開発チーム) 

d．光ナノ共振器間の結合強度の動的制御 ―電気的制御の導入― 

 鴻池遼太郎1,2，仲代 匡弘1，田中 良典1，浅野 卓1，野田 進1 (1.京大院工，2.学振特別研究員) 

e．高反射分布反射器を有する中赤外量子カスケードレーザの開発 

 吉永 弘幸1，村田 誠1，辻 幸洋1，森 大樹1，塩崎 学1，橋本 順一1，江川 満1，猪口 康博1，勝山 造1 

 (1.住友電工) 

f．SbドープアモルファスGeの局所溶融横方向液相エピタキシャル成長によるn型Ge細線の作製と評価 

 冨田 崇史1，岡 博史1，小山 真広1，田中 章吾1，細井 卓治1，志村 考功1，渡部 平司1 (1.阪大院工) 

g．TiO2光触媒活性への格子歪効果 

 西川 雅美1，由藤宗一郎1，中島 智彦2，土屋 哲男2，齊藤 信雄1 (1.長岡技大工，2.産総研) 

h．炭素固溶反応を用いた高速かつ異方性ダイヤモンド(100)エッチング 

 長井 雅嗣1，松本 翼1，徳田 規夫1，猪熊 孝夫1 (1.金沢院自然) 

i．ミクロ相分離単分子膜を鋳型としたシリカ前駆体による垂直成長構造体のX線構造解析 

 枝 真住1，奈須野恵理1，加藤 紀弘1，飯村 兼一1 (1.宇都宮大院工) 

j．強磁性ナノ接合における近藤効果の観測 

 吉田 健治1，平川 一彦1 (1.東大生研ナノ量子機構) 

k．ペロブスカイト結晶/p型有機半導体ヘテロ界面の正孔移動過程 

 石田 直輝1，若宮 淳志2,3，佐伯 昭紀1,3 (1.阪大院工，2.京大化研，3.JSTさきがけ) 

l．薄膜エッジを利用したNi78Fe22/Alq3/Ni78Fe22ナノ接合の作製とその構造・電気伝導特性 

 三澤 貴浩1，森 澄人1，小峰 啓史2，星野 哲久3，芥川 智行3，藤岡 正弥1，海住 英生1，西井 準治1 

 (1.北大電子研，2.茨大工，3.東北大多元研) 

m．GaNヘテロ接合MIS-FETのノーマリオフ動作 

 南條 拓真1，林田 哲郎1，小山 英寿2，今井 章文1，柳生 栄治1，古川 彰彦1，山向 幹雄1 

 (1.三菱電機先端総研，2.三菱電機波光電) 

n．InGaN系量子井戸の表面プラズモン発光増強現象の空間分解的評価 

 立石 和隆1，船戸 充2，川上 養一2，岡本 晃一1，玉田 薫1 (1.九大先導研，2.京大院工) 

o．フラビンモノヌクレオチドを用いた(6,5)単層カーボンナノチューブの光学異性体純度評価 

 魏 小均1，平川 琢也1，蓬田 陽平1，平野 篤1，藤井俊治郎1，田中 丈士1，片浦 弘道1 (1.産総研ナノ材料) 

p．酸化物TFTの発熱抑制構造 

 木瀬香保利1，藤井 茉美1，Bermundo Juan Paolo1，石河 泰明1，浦岡 行治1 (1.奈良先端大) 

q．Multichannel detection of ionic currents through two nanopores fabricated in integrated silicon 

nitride membranes 

  Itaru Yanagi1，Rena Akahori1，Kunio Harada1，Mayu Aoki1，Ken-ichi Takeda1 (1. Hitachi, R&D group) 

７）応用物理学会支部の表彰 

○第19回北海道支部発表奨励賞（5件）

Bing Hu（北大），松本 寛（室蘭工大），矢ノ目和樹（北見工大），佐々木健太郎（北大），後藤 優太（北大）

○第10回東北支部貢献賞（2件）

國分 義弘（石巻専修大），内田 龍男（東北大名誉教授）

○第21回東北支部講演奨励賞（4件）

上牧 瑛（東北大），大澤 弘樹（東北学院大），小池 剛央（東北大），井村 周平（東北大）

○第11回東海支部貢献賞（1件）

平松 美根男（名城大）

○第4回東海支部学術講演会発表奨励賞（6件）



中村 伊吹（名大），山本 泰史（名大），廣瀬 将人（中部大），加藤 祐介（名大），伊藤 公一（名大）， 

堀田 将也（中部大） 

○第6回北陸・信越支部貢献賞（1件）

原田 義文（福井大）

○第21回北陸・信越支部発表奨励賞（3件）

重松 沙樹（北陸先端大），乾 京介（北陸先端大），長井 雅嗣（金沢大）

○第8回関西支部貢献賞（1件）

吉田多見男（京都市産業技術研究所）

○第4回関西支部関西奨励賞（3件）

花井研太郎（阪大），石田 俊（阪大），髙木謙一郎（阪府大）

○第11回中国四国支部貢献賞（1件）

神垣 良昭（香川大）

○第21回中国四国支部学術講演会発表奨励賞（10件)

藤原 弘和（岡山大），原 修平（岡山大）， 森 智博（香川大）， 鎌田 隼（徳島大）， 加藤 大輝（岡山大），

木津 翼（岡山大），添田 圭佑（島根大）， 中田 龍（岡山大）， 宮部 佑太（岡山大），林 拓磨(岡山大)

○第11回九州支部貢献賞

該当者なし

○第20回九州支部発表奨励賞（6件）

都甲 将（九大），工藤 和樹（九大），中西 慶伍（九大），筒井 良太（九大），Hiroshi Tsuji（九大），

Chisato Motoyama（九大）

８) 応用物理学会分科会・研究会の表彰 

○第1回フォトニクス奨励賞（1件）

井上 卓也（京大）

○第22回放射線賞

前畑 京介（九大）

○第22回放射線賞奨励賞

該当者なし

○2016年度秋季放射線分科会学生ポスター賞（7件）

中内 大介（奈良先端大），辰巳 浩規（奈良先端大），鳥本 彩（京大），田中 宏典（東北大），齋藤 裕介

（首都大），西澤 潤一（静岡大），吉田早耶香（九大） 

○第1回薄膜・表面物理分科会論文賞（1件）

根岸 良太（阪大），赤堀 誠志（北陸先端大），伊藤 孝寛（名大），渡辺 義夫（あいちシンクロトロン光

センター），小林 慶裕（阪大）

○第1回薄膜・表面物理分科会奨励賞（1件）

山原 弘靖（東大）

○結晶工学分科会2016年発表奨励賞（4件）

稲葉 智宏（阪大），野本 淳一（高知工科大），山根 啓輔（豊橋技科大），橋本 秀明（都市大）

○第7回超伝導分科会論文賞（1件）

齊藤 淳（山形大）, 鶴井 椋太（山形大）, 加藤 知己（山形大），中島 健介（山形大），手嶋 英一（新日鐵

住金），大嶋 重利（山形大）

○第7回超伝導分科会研究奨励賞（1件）

今井 良宗（東大）

○第4回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会業績賞（1件）



工藤 一浩（千葉大） 

○第14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14回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞（1件）

中野谷一（九大）

○第14回プラズマエレクトロニクス賞（2件）

a. 板垣 奈穂 (九大)，松島 宏一 (九大)，山下 大輔 (九大)，徐 鉉雄 (九大)，古閑 一憲 (九大)，白谷 正治

(九大)

b. 亀島 晟吾 (東工大)，田村奎志朗 (東工大)，石橋裕太郎（日清製粉），野崎 智洋 (東工大)

○第8回シリコンテクノロジー分科会論文賞（2件）

a. 西村 知紀（東大），矢嶋 赳彬（東大），鳥海 明（東大）

b. 久保井信行（ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ），辰巳 哲也（ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ），木下 隆（ソニー），

重歳 卓志(ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ)，深沢 正永（ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ），

小町 潤（ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ），安斎 久浩（ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ）

○第8回シリコンテクノロジー分科会研究奨励賞（1件）

鈴木 智之（東工大）

○先進パワー半導体分科会 第3回講演会研究奨励賞（2件）

田中 一（京大），森 誠悟（ローム）

○スピントロニクス研究会 2015年「第4回英語講演奨励賞」（4件）

大日方 絢（東大），田原 貴之（京大），Ye Du（筑波大），Tu Nguyen（東大）

○スピントロニクス研究会 2016年「第5回英語講演奨励賞」（2件）

山下 尚人（京大），荒井 慧悟（MIT）

○スピントロニクス研究会 2016年「第6回英語講演奨励賞」（5件）

浅井 遼（東大），張超 亮（東北大），陳嘉 民（筑波大），坂本 祥哉（東大），澤田 淳（北大）

○テラヘルツ電磁波技術研究会 2016年若手優秀講演賞 (7件)

張 亜（東大），森本 智英（阪大），花岡 侑樹（岡山大），白神 慧一郎（京大），岡野 真人（慶應大），

来山 大祐（NTT），舟木 千尋（神戸大）

○集積化MEMS技術研究会 2016年「第8回集積化MEMSシンポジウム 優秀論文賞」（2件）

a. 井上 匡志（オムロン），村上 歩（オムロン），堀本 恭弘（オムロン），内田 雄喜（オムロン），

笠井 隆（オムロン）

b. 森山 雅昭（東北大），鈴木裕輝夫（東北大），熊野 勝文（東北大），戸津健太郎（東北大），

平野 栄樹（東北大），田中 秀治（東北大）

○集積化MEMS技術研究会 2016年「第8回集積化MEMSシンポジウム 研究奨励賞」（2件）

鈴木 孝典（東北大），竹内 雅耶（兵庫県立大）

○集積化MEMS技術研究会 2016年「第7回集積化MEMS技術研究会ワークショップ 優秀ポスター賞」（3件）

a. 前澤 宏一（富山大），角谷祐一郎（富山大），田近 拓巳（富山大），森 雅之（富山大）

b. Liao Kaiwei（National Tsing Hua University），Hou Max T.（National United University），Yeh J. Andrew

（National Tsing Hua University）

c. 北岡 誠（徳島大），永濱 拓也（徳島大），有月 琢哉（徳島大），高嶋 和也（徳島大），大野 恭秀（徳島

大），永瀬 雅夫（徳島大） 

○集積化MEMS技術研究会 2016年「第7回集積化MEMS技術研究会ワークショップ 研究奨励賞」（1件）

前田 祐作（香川大）



○界面ナノ電子化学研究会 第2回優秀講演賞 優秀賞 (1件)

近藤 智貴(慶應大)

○強的秩序とその操作に関わる研究グループ 強的秩序とその操作に関わる第1回研究会 2016年「ポスター賞」

清水 啓佑（東工大）

4．管理業務 

戦略会議

中・長期的運営方針の検討・経営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及び意見交換． 

（戦略会議開催：8回） 

１）2017 年度事業計画と予算案の検討 

２）英文論文誌刊行戦略の検討 

３）次年度役員の業務分担 

４）新事務所ビル建築方針確認 

５）広報・出版戦略，寄附制度の検討 

６）刊行センターの運営方針 

７）学術講演会運営戦略 

８）事務局職員労務関連 

９）外部機関との協力体制の検討 

会員・事務局会議 

（会員・事務局会議開催：2回） 

１）会員管理：会員サービスの充実のために会員動向管理・分析 

①企業若手会員への特別会費の導入

・企業若手会員の年会費を 3年間 10,000 円→6,000 円に減額 

②会員サービスシステム有償保守対応

・次世代リソグラフィ技術研究会の分科会昇格に伴い，分科会法人会員の入会，情報管理，会費請求等の業務フロー整備

のため，会員サービスシステムの機能を追加 

③会員の入退会・情報管理，会員動静報告（理事会）

・会員の入退会，会費収入，会員種別変更等を管理し，理事会にて会員動静報告を実施 

④会費請求・決済業務の効率化と安定運用

・改善案を検討・策定し，決済代行業務委託先との契約見直しを実施 

２）事務局運営：事務局の運営体制，職員の人事・厚生 

①マイナンバー制度運用体制の確立と安全管理措置の徹底

・マイナンバー制度運用に必要な規程・基準を制定（「特定個人情報取扱規程」「個人番号制度導入に係る規程」「特定個人

情報の適正な取扱に関する基本方針」など） 

・事務取扱責任者・担当者を任命・教育し，管理・取扱区域を定めて，マイナンバー関連業務を開始 

②学会運営戦略と長期人事計画に基づく事務局組織体制の 適化

・「総務（会員）」と「事務局運営会議」を統合して「会員・事務局会議」を新設 

・業務効率化のため，2つの分科会の業務を分科会担当者→会員管理担当者に移行 

・人事院勧告を参考にして，職員の賞与支給月数と給与の見直しを実施 

③役員面談による業務実態把握と信頼感の醸成

・会長，副会長，会員・事務局会議担当理事と職員との面談を実施 

・職員の業務実態・提案等を聴取し，業務環境・遂行方法等の改善策を検討・実施 



④職員表彰制度の改正

・候補者選考方法・選定基準の明確化のため，職員表彰規程を改定（2017 年度から運用開始） 

・勤続 10 年表彰（3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) 2016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 

２）規程類の改正・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マイナンバー関連規程の制定

④支部交付金制度の変更に伴う支部共通規程の改正

⑤分科会各種賞規程の制定

⑥国際会議主催・共催等申請基準・運用規程等の見直しと改正

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補助金拠出申請の承認

４）本会が外部機関と締結する契約書の確認と更新 

①海外協定学会との提携契約の確認と更新

②事務所建設に関わる契約書の確認

③その他各種契約書の確認と更新

５）学会運営のリスク対応 

①国際会議主催・共催に関する内容についての確認

②事務所建設進捗状況の確認

６）総会運営関連の処務 

①代議員意見交換会

②定時総会

７）事業計画書・事業報告書の総括取りまとめ 

財務会議 

本会予算の策定と財務・経理を担当． 

（財務会議開催：5回） 

１）応用物理学会の中長期的な財政基盤安定化に向けた施策 

①公益社団法人としての健全な発展を実現するための施策

・遊休資産にて事務所ビル取得を行い，公益社団法人認定基準のクリア，財産の有効利用，事務所賃借料の削減を同

時に実現する案を策定 

・事務所取得を実現 

②Brexitの影響によるポンドレート下落に伴う論文購読料の円換算収入の大幅目減り対策

・2017年度一般会計予算の経常的経費を，対2016年度予算8％削減を目標に立案（17年度のキャッシュ確保）

・今後の為替リスク低減に向け，為替予約枠を拡大

・IOPPからの入金通貨の再検討開始

２）2016年度の財務管理と決算処理，及び2017年度予算原案の策定 

３）内閣府公益法人認定等委員会に，2015年度事業報告及び決算，2017年度事業計画及び予算を提出 



４）各種補助金の交付 

①研究活性化支援金（21件，総額 2,681千円）

②リフレッシュ理科教室補助金（7支部・1分科会，総額 4,200千円）

③スチューデントチャプター（SC）への資金援助（8SC，総額 826千円）

５）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及び報告書の経理面の点検を実施

６）支部予算制度の改正実施 

７）新寄附制度設立支援 

基金による事業 

本会の公益事業を活性化するために設けた公益・社会事業資金「応物資金21」は2016年度をもって寄附金募集を終了さ

せ，その後継として「応用物理学会将来基金」を新設し2017年度から寄附金募集を開始することとした．この他に設けてあ

る「応用物理学学術・教育奨励基金」，「高野榮一光科学基金」は規程通り応用物理学会の公益目的事業に使用し，学会活

動の活性化に貢献することができた． 



Ⅱ． 処務の概要

1．役員等に関する事項 

１) 第 55 期（2016 年度）会長，理事，監事 

２) 戦略会議（2016 年度） 
議長：保立 和夫（東大）

コアメンバー：財満 鎭明（名大） 横山 直樹（富士通研） 金丸 正剛（産総研）

黒岩 丈晴（三菱電機） 梶川浩太郎（東工大） 山田 廉一（日立）

古賀 淳二（東芝）

３）第 55 期（2016 年度）代議員
151 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） 足立 智 （北大） Adarsh SANDHU（電通大） 

新井 豊子（金沢大） 荒牧 晋司（三菱化学科学技術研究センター） 

新垣 恒道（元甲南大）  池田佳奈美（電通大） 池田 浩也（静岡大） 

石榑 崇明（慶應大） 石橋 茂雄（NTT）  和泉 真 （シャープ） 

板垣 奈穂（九大） 市原 文彦（NIMS） 伊藤 公平（慶應大） 

井村 考平（早大） 岩見健太郎（農工大） 植木 誠 （SCK） 

上野 勝典（富士電機）  牛島 満 （東京エレクトロン） 宇髙 勝之（早大） 

戎 修二 （室蘭工大）  遠藤 和彦（産総研） 遠藤 浩幸（NEC） 

大兼 幹彦（東北大） 大北 英生（京大）  大島 武 （量子機構） 

太田 淳 （奈良先端大） 大淵 真理（富士通研） 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） 小栗 和也（東海大） 

桶谷 亮介（阪大） 葛西 誠也（北大）  河西奈保子（NTT） 

梶川浩太郎（東工大） 神谷 利夫（東工大） 川田 善正（静岡大） 

河原林 順（都市大） 神原 淳 （東大）  神戸 美花（旭硝子） 

岸田 英夫（名大） 吉川 公麿（広島大） 木村 尚仁（北科大） 

Qiu Hao  （東大） 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）  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） 

Koswaththage Charith Jayanada（琉大） 近藤 英一（山梨大） 

役職 氏名 就任年月日 担当職務 手当 現職 備考

会　　長 保立　和夫 2016年3月10日 なし 東大 非常勤

副 会 長 財満　鎭明 2016年3月10日 学術・社会連携 〃 名大 〃

〃 横山　直樹 2015年3月18日 〃 富士通研 〃

〃 金丸　正剛 2016年3月10日 〃 産総研 〃

常務理事 黒岩　丈晴 2015年3月18日 総務 〃 三菱電機 〃

理事 梶川浩太郎 2016年3月10日 〃 〃 東工大 〃

常務理事 Prabhat VERMA 2015年3月18日 国際 〃 阪大 〃

理事 伊藤　公平 2016年3月10日 〃 〃 慶應大 〃

常務理事 川田　善正 2015年3月18日 広報 〃 静岡大 〃

理事 根本　香絵 2016年3月10日 〃 〃 ＮＩＩ 〃

常務理事 宇髙　勝之 2015年3月18日 会員・事務局 〃 早大 〃

理事 長谷川　龍一 2016年3月10日 〃 〃 三菱化学科学技術研究ｾﾝﾀｰ 〃

常務理事 山田　廉一 2015年3月18日 財務 〃 日立 〃

理事 古賀　淳二 2016年3月10日 〃 〃 東芝 〃

常務理事 瀬山　倫子 2015年3月18日 会員サービス 〃 ＮＴＴ 〃

理事 小林　慶裕 2016年3月10日 〃 〃 阪大 〃

常務理事 和田　隆博 2015年3月18日 機関誌企画・編集 〃 龍谷大 〃

理事 近藤　高志 2016年3月10日 〃 〃 東大 〃

常務理事 宮本　恭幸 2015年3月18日 講演会企画・運営 〃 東工大 〃

理事 平本　俊郎 2016年3月10日 〃 〃 東大 〃

常務理事 髙木　信一 2015年3月18日 論文誌企画・編集 〃 東大 〃

理事 真島　豊 2016年3月10日 〃 〃 東工大 〃

〃 足立　智 2016年3月10日 北海道支部 〃 北大 〃

〃 佐藤　俊一 2016年3月10日 東北支部 〃 東北大 〃

〃 宮﨑　誠一 2015年3月18日 東海支部 〃 名大 〃

〃 德光　永輔 2016年3月10日 北陸・信越支部 〃 北陸先端大 〃

〃 民谷　栄一 2016年3月10日 関西 〃 阪大 〃

〃 吉川　公麿 2015年3月18日 中国四国支部 〃 広島大 〃

〃 原　一広 2016年3月10日 九州 〃 九大 〃

監　事 桑野　幸徳 2015年3月18日 監事 〃 大和ハウス工業 〃

〃 河田  聡 2016年3月10日 〃 〃 阪大 〃



近藤 高志（東大） 齊藤 結花（学習院大） 坂田 利弥（東大） 

作道 章一（琉大） 佐藤 俊一（東北大） 佐藤 英樹（三重大） 

重川 秀実（筑波大） 品田 賢宏（東北大） 白井 智宏（産総研） 

眞銅 雅子（大阪工大）  末光 眞希（東北大） 鈴木 誠二（パナソニック） 

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） 髙木 信一（東大） 高野 義彦（NIMS） 

高橋 儀宏（東北大） 竹内 大智（名大） 竹内和歌奈（名大） 

田中 哲 （防衛大） 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） 民谷 栄一（阪大） 

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

德光 永輔（北陸先端大） 床井 良徳（長岡高専） 都甲 将 （九大） 

戸田 泰則（北大） 内藤 康幸（パナソニック） 中澤日出樹（弘前大） 

中野 貴文（東北大） 西尾 譲司（東芝）  西澤 典彦（名大） 

Niraula Madan（名工大）  根本 香絵（NII）  野崎 智洋（東工大） 

橋本 佳男（信州大） 長谷川龍一（三菱化学科学技術研究センター） 

服部 利明（筑波大） 羽渕 仁恵（岐阜高専） 林 慶  （東北大） 

林 健司 （九大） 原 一広 （九大）  一杉 太郎（東工大） 

平本 俊郎（東大） 廣瀬 文彦（山形大） Pham Namhai（東工大） 

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） 保原 大介（ソニー） 

堀井 滋 （京大） 堀江 雄二（鹿児島大） 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） 

真島 豊 （東工大） 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） 宮本 恭幸（東工大） 

村田 英幸（北陸先端大） 村田 悠馬（電通大） 本村 英樹（愛媛大） 

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 廉一（日立） 葉 文昌 （島根大） 横山 春喜（鈴鹿高専） 

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 明佳（浜松ホトニクス） 

４) 委員会等
総務会議

議長：黒岩 丈晴（三菱電機） 

副議長：梶川浩太郎（東工大）  

財務会議

議長：山田 廉一（日立） 

副議長：古賀 淳二（東芝）

国際会議

議長：Prabhat VERMA（阪大） 

副議長：伊藤 公平（慶應大） 

広報会議 

議長：川田 善正（静岡大） 

副議長：根本 香絵（NII）  

会員・事務局会議

議長：宇髙 勝之（早大） 

副議長：長谷川龍一（三菱化学）

コアメンバー：黒岩 丈晴（三菱電機） 梶川浩太郎（東工大） 山田 廉一（日立）

古賀 淳二（東芝）

アドバイザー：保立 和夫（東大） 財満 鎭明（名大） 横山 直樹（富士通研） 

金丸 正剛（産総研） 

会員サービス委員会 

委員長：瀬山 倫子（NTT） 

副委員長：小林 慶裕（阪大）  

委員：黒岩 丈晴（三菱電機） Prabhat VERMA（阪大） 川田 善正（静岡大）

宇髙 勝之（早大）  高井まどか（東大）  中村 淳 （電通大）

庄司 一郎（中央大） 岡村 秀樹（ICU）  田中 弘隆（NTT） 

大友 明 （東工大） 増田 淳 （産総研） 芦原 聡 （東大） 



機関誌企画・編集委員会

委員長：和田 隆博（龍谷大） 

副委員長：近藤 高志（東大）  

委員：鈴木真理子（東芝）  高原 淳一（阪大） 古田 守 （高知工科大） 

小寺 哲夫（東工大） 今泉 充 （JAXA） 西舘 泉 （農工大） 

大北 英生（京大） 関谷 毅 （阪大） 山田 将貴（日立） 

田中 克 （NHK）   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） 庄司 暁 （電通大） 加藤 智久（産総研） 

田辺 克明（京大） 間中 孝彰（東工大）   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（九工大） 

アドバイザー：丸山 茂夫（東大） 

論文誌企画・編集委員会

委員長：髙木 信一（東大）

副委員長：真島 豊 （東工大） 中村 淳 （電通大）

 専任編集長：柴田 直 （JSAP）

専任副編集長：尾鍋研太郎（JSAP）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｴﾃﾞｨﾀｰ：有賀 克彦（NIMS）  石原 直 （東大）

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（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） 小野 輝男（京大） 嘉数 誠 （佐賀大）

木下 啓藏（PETRA） 國本 崇 （徳島文理大） 近藤 高志（東大）

藤沢 浩訓（兵庫県立大） 堀田 將 （北陸先端大） 本久 順一（北大）

山田 明 （東工大）

講演会企画･運営委員会

委員長：宮本 恭幸（東工大）

副委員長：平本 俊郎（東大）

委員：馬場 俊彦（横国大） 寺崎 正 （産総研） 越水 正典（東北大）

渡邊 俊夫（鹿児島大） 松原 英一（大阪歯科大） 廣瀬 靖 （東大）

田川 雅人（神戸大） 金子 俊郎（東北大） 和田 智志（山梨大）

近藤 剛 （東芝） 小田部荘司（九工大） 久保野淳史（静岡大）

小山 正人（東芝） 國本 崇 （徳島文理大） 杉山 正和（東大）

石河 泰明（奈良先端大） 前橋 兼三（阪大） 佐藤信太郎（富士通）

幹事：田井 修市（事務局長）

表彰委員会

委員長：財満 鎭明（名大）

副委員長：横山 直樹（富士通研） 金丸 正剛（産総研）

幹事：田井 修市（事務局長）

代議員推薦委員会

委員長：保立 和夫（東大）

委員：財満 鎭明（名大） 西山 彰 （東芝） 金丸 正剛（産総研）

神戸 美花（旭硝子） 黄  啓新（神奈川工大） 小林 慶裕（阪大）

 森本 朗裕（立命館大） 渡邊 裕幸（富士フイルム）

幹事：田井 修市（事務局長）

選挙管理委員会

 委員長：黒岩 丈晴（三菱電機）

副委員長：梶川浩太郎（東工大）

学術・社会連携委員会

委員長：財満 鎭明（名大）

副委員長：横山 直樹（富士通研）

倫理委員会

委員長：河田 聡（阪大）

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） 

副委員長：熊野 英和（北大） 

委員：林  慶 （東北大） 池田 浩也（静岡大） 坪井 望 （新潟大） 

後藤 洋臣（島津製作所） 横山 新 （広島大） 香野 淳 （福岡大） 

藤城 武彦（東海大） 平松美根男（名城大）     古田 豊 （立教新座中・高校）    

副会長（理事会）：財満 鎭明（名大）

男女共同参画委員会

委員長：増田 淳 （産総研） 

副委員長：河西奈保子（NTT）  

委員：小川 賀代（日本女子大） 加藤 聖子（シチズン HD） 神戸 美花（旭硝子） 

近藤 高志（東大）  斉藤 公彦（福島大） 庄司 一郎（中央大） 

田川 美穂（名大）  為近 恵美（横国大） 沈 青  （電通大） 

中村 淳 （電通大） 永松 愛子（JAXA）  松木 伸行（神奈川大） 

丸山 耕司（ｳﾙﾌﾗﾑﾘｻｰﾁｱｼﾞｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ） 

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） 根本 香絵（NII） 

副会長（理事会）：財満 鎭明（名大）

５) 支部

６) 分科会

＊1 「次世代リソグラフィ技術研究会」は研究会から分科会へ昇格 

支部 支部長

北海道支部 足立　智（北大）

東北支部 佐藤　俊一（東北大）

東海支部 宮﨑　誠一（名大）

北陸･信越支部 德光　永輔（北陸先端大）

関西支部 民谷　栄一（阪大）

中国四国支部 吉川　公麿（広島大）

九州支部 原　一広（九大）

分科会 幹事長

フォトニクス分科会 梅田　倫弘（農工大）

放射線分科会 青木　徹（静岡大）

応用電子物性分科会 高橋　琢二（東大）

薄膜・表面物理分科会 宮﨑　誠一（名大）

結晶工学分科会 鍋谷　暢一（山梨大）

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 吉田　郵司（産総研）

プラズマエレクトロニクス分科会 杤久保　文嘉（首都大）

シリコンテクノロジー分科会 若林　整（東工大）

先進パワー半導体分科会 土田　秀一（電力中研）

次世代リソグラフィ技術研究会＊1 石原　直（東大）



７) 研究会

８) 新領域グループ

「重力場応用研究グループ」は2015年度をもって活動終了． 

研究会 代表

量子エレクトロニクス研究会 江馬　一弘（上智大）

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 鈴木　義茂（阪大）

シリサイド系半導体と関連物質研究会 立岡　浩一（静岡大）

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 岩本　光正（東工大）

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 堂免　恵（湧志創造）

極限ナノ造形・構造物性研究会 中川　勝（東北大）

微小光学研究会 伊賀　健一（東工大）

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）

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 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 永沼　博（東北大）



2．役員会等に関する事項 

１）総会 

第83回定時総会 

 2016年3月10日（木）14：00 ～ 17：00, 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 

8 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10日 　第1号議案　2015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55期役員の選任に関する件

　第3号議案　2016年度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24日 1.2015年度事業報告・決算(案)－総会付議事項 承認

2.監査報告 承認
3.第83回 定時総会の付議事項・報告事項 承認
4.2016年度第55期応用物理学会本部関係会議・委員会(案) 承認
5.2016年度分科会幹事長の選任 承認
6.2016年度機関誌編集委員会委員の推薦 承認
7.2016年度英文論文誌企画・編集委員会体制(案) 承認
8.事務所用地取得に関する契約書 承認
9.国際会議主催，共催申請関連
1)Sponsorship

ⅰ)2017 International Conference on Simulation Semiconductor 承認
　　　Processes and Devices(SISPAD2017)
 Co-sponsorship
   ⅱ)2016 Symposium on VLSI Technology/2016 Symposium on VLSI Circuits 承認
　　　(2016 Symposia on VLSI Technology and Circuits)

 ⅲ)Advanced Metallization Conference 2016：26th Asian Session(ADMETA2016) 承認
   ⅳ)2016 The 23rd International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays 承認
　　　and Devices -TFT Technologies and FPD Materials-(AM-FPD'16)

 ⅴ)Biomedical Imaging and Sensing Conference 2016(BISC'16) 承認
 ⅵ) 38th International Symposium on Dry Process(DPS2016) 承認

10.応用物理学会将来基金制度設立，規程 承認
11.国際固体素子・材料コンファレンス(SSDM)運営規程の新設 承認
12.化合物半導体エレクトロニス業績賞(赤崎勇賞) 表彰委員会 委員長交代 承認
13.メール審議承認事項
1)第14回(2015年度)APEX/JJAP編集貢献賞受賞候補者案 承認
2)国際会議主催申請

  ⅰ)29th International Microprocesses and Nanotechnology Conference(MNC2016) 承認
  ⅱ)The Sixth International Symposium on Organic and Inorganic Electronic 承認
　　 Materials and Related Nanotechnologies (EM-NANO2017)
14.会員入会の承認 承認

3月10日 会長，副会長，常務理事の選定 承認
3月11日 1.2016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)論文賞委員，研究分野業績賞(光・量子エレクトロニクス業績賞， 承認
　　女性研究者研究業績・人材育成賞，化合物半導体エレクトロニクス業績賞)委員
2.2016年度定例理事会・総会・戦略会議の日程 承認
3.研究活性化支援金審査 承認
4.平成27年度スチューデントチャプター設立申請　宇都宮大学 承認
5.応物理学会将来基金制度設立，規程 継続審議
6.事務所用地に関する土地賃借証 承認
7.会員入会の承認 承認

5月11日 第56期役員候補者，代議員選挙；改選数，スケジュール，公示内容 承認
2017年度事業計画策定のための会長方針(案) 承認
2016年度事業計画，予算編成日程(案) 承認
2016年度会議・本部委員会委員の選任＜追加・変更＞ 承認
2016年度業績賞委員(案) 承認



5月11日 第10回(2016年度)応用物理学会フェローの推薦 承認
会員向けアンケート 承認
総務関連
1)細則改正 承認
2)会議規程の新設 承認
3)マイナンバー関連規程 承認

新事務所建設におけるコンサルタント契約 承認
2016年春季学術講演会(東工大)決算・サマリー
1)講演概況 承認
2)決算報告 承認

研究会継続申請
1)励起ナノプロセス研究会 承認

(条件付き)

2)集積化MEMS技術研究会 承認
(条件付き)

高野榮一光科学基金補助金拠出申請 承認
事務局関連

1)事務局職員の6月賞与 承認
2)出版厚生年金基金の確定給付企業年金への移行についての同意 承認

物理オリンピック関連理事交代・委員推薦 承認
国際会議申請＜Co-sponsorship申請＞
1)The 24th Congress of the International Commission for Optics (ICO-24) 承認
2)International Symposium on Optical Memory 2016 (ISOM’16) 承認

メール審議承認事項
1)前例のある国際会議Sponsorship申請

ⅰ)2016 International Conference on Solid State Devices and 承認
 　　　Materials (SSDM2016)
2)第40回(2016年春季)講演奨励賞候補者選考結果 承認

会員入会の承認 承認
7月8日 1.第11回(2017年度)フェロー選考委員会 委員名簿 承認

2.総務関連
1)決裁基準全体構成の改正 承認
2)日本学術振興会との「卓越研究データベース(DB)」の著作権に関する覚書 承認
3)廃棄物収集処理委託契約書 承認
4)事務所建設コンサルタントに関する契約書 承認
5)事務所建設における実施設計・工事請負契約 承認

3.経理関連
1)2017年度支部交付金予算案 承認
2)研究活性化支援金申請 承認

4.本会事務局移転(刊行センター)への日本物理学会対応について(申入れ)への回答
5.メール審議承認事項
1)第38回(2016年度)応用物理学会論文賞 受賞者の選考 承認

6.会員入会の承認 承認
10月12日 1．第55期役員候補者の推薦 承認

2.2017年度事業計画(新規案件中心) 承認
(一部再検討)

3.財務関連
1)研究活性化支援金の申請 承認
2)平成29年度科学研究費補助金申請
　ⅰ) 科学研究費助成事業(研究成果公開促進費)「研究成果公開発表(C)」SSDM2017 承認
　ii) 科学研究費助成事業(研究成果公開促進費) 承認
　　「研究成果公開発表(B)」リフレッシュ理科教室

　3)英文論文誌購読料為替予約枠増額提案 承認
4.国際関連
1) 国際会議のSponsorship申請，事業・財産承継
　ⅰ) 9th International Symposium on Advanced Plasma Science and its 承認
　　　Applications for Nitrides and Nanomaterials / 10th International
　　　Conference on Plasma-Nano Technology & Science
　　　(ISPlasma2017&IC-PLANTS2017)
2) 国際会議のSponsorship申請
　ⅰ) The 17th International Discussion & Conference on Nano Interface 承認
　　　Controlled Electronic Devices (IDC-NICE2017)
3) 国際会議のCo-sponsorship申請
　ⅰ) 2017 The 24th International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays 承認
　　　and Devices -TFT Technologies and FPD Materials (AM-FPD'17)
　ⅱ) Global Nanophotonics2016 承認



3．許可，認可，承認，証明等に関する事項 

１) 2016 年 3 月 22 日 東京法務局 役員変更の登記 

4．その他 

１）代議員会議を9月13日朱鷺メッセにて実施した 

２）第56期役員候補者選挙を実施した 

３）第56期代議員選挙を実施した 

10月12日 　ⅲ) 30th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2017) 承認
5.将来基金規程，将来基金委員会規程 承認
6.2017年春季学術講演会(パシフィコ横浜)タイムスケジュール案 承認
7.新領域グループ設立申請：フォノンエンジニアリング研究グループ 承認
8.高野栄一光科学基金支援金申請 承認
9.会員・事務局関連
　1) 事務局職員賞与と給与の改定 承認
　2) 職員永年勤続表彰 承認
10.メール審議承認事項
　1) 終身会員の承認 承認
11.会員入会の承認 承認

11月18日 1.2017年度事業計画案(2次案)，第84回定時総会・内閣府提出用事業計画(1次案) 承認
2.2017年度予算案 承認
3.名誉会員推薦 承認
4.第17回応用物理学会業績賞推薦書 承認
5.財務関連
1) 主催・共催国際会議学会事務費負担基準(2017年開催分) 承認
2) 公益・社会事業資金「応物資金21」募集の終了および閉鎖 承認

6.2016年秋季学術講演会概況・決算報告
　1)講演概況 承認
2) 決算報告 承認

7.研究会，新領域グループ関連
1)＜昇格＞機能性酸化物研究グループ 研究会設立申請 承認
2) ＜廃止＞ナノワイヤ研究グループの廃止に関する提案 承認
3) ＜廃止＞衝撃応用研究グループの廃止 承認

8.メール審議承認事項
1) 第41回(2016年秋季)講演奨励賞候補者選考結果 承認
2)事務所建築工事請負契約書 承認

9.会員入会の承認 承認
12月14日 1.第84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

2.2017年度予算(案)及び資金調達及び設備投資の見込み－総会報告事項 承認
3.第84回定時総会：開催，付議事項，報告事項 承認
4.第56期役員候補者選挙結果の確認－総会付議事項 承認
5.第56期代議員選挙結果の確認 承認
6.2017年度代議員推薦委員会委員の推薦－総会付議事項 承認
7.2017年度論文賞委員会 委員名簿 承認
8.応用物理学会将来基金委員会委員 承認
9.事務所建設工事請負契約 承認
10.会員・事務局関連
　1)職員表彰規程新設と就業規則改正 承認
2)事務局職員のPM昇格 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 

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 2 2

応用電子物性分科会 5 2

薄膜･表面物理分科会 1 5 2 5 6

結晶工学分科会 1 2 2 1 6

応用物理教育分科会 3 4 1 3

超伝導分科会 2 1 1 4

有機分子・バイオエレクトロニクス分科会 4 6 2 4 2

プラズマエレクトロニクス分科会 9 2 3

シリコンテクノロジー分科会 2 10 2 2

先進パワー半導体分科会 1 1 4 3

次世代リソグラフィ技術研究会 1 2 5

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 12 5 10

東北支部 1 6 13 8

東海支部 1 7 1 11 9

北陸・信越支部 2 4 1 2 9

関西支部 3 8 1 8

中国四国支部 1 8 1 4 6

九州支部 1 1 7 1 7 7



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

教育啓発

活動

幹事

（委員）会

量子エレクトロニクス研究会 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 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 1 2 3

テラヘルツ電磁波技術研究会 2 1 1 3

ナノインプリント技術研究会 1 3 4

エネルギーシステム研究会 1 2 3 3

有機ナノ界面制御素子研究会 1 1 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 2 2 2

埋もれた界面のＸ線・中性子解析研究会 1 5 1 2

界面ナノ電子化学研究会 1 7 1 4

磁気科学研究会 1 2 2

産学協働研究会 1 3 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 1 11

衝撃応用研究グループ 3 2 1 1

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 2

量子情報研究グループ 2

量子化磁束動力学シミュレーション

研究グループ
1 3 2

強的秩序とその操作に関わる研究グループ 1 2 4

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

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

2016 19,743 186 383
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会員動静 

正会員+学生会員 

会員区分 会員種別 2015年末 増減 2016年末

正会員（名誉会員） 22 1 23

正会員（功労会員） 111 ▲ 3 108

正会員（終身会員） 570 49 619

正会員（シニア会員） 302 32 334

正会員（一般会員） 14,990 ▲ 384 14,606

正会員（院生会員） 3,312 104 3,416

正会員（海外博士特別会員） 0 2 2

正会員（企業若手会員） - - 4

学生会員 181 22 203

本会個人小計 19,488 ▲ 173 19,315

特別会員（109機関） 192 ▲ 6 186

賛助会員（303社） 401 ▲ 18 383

法人口数小計 593 ▲ 24 569

分科会会員 447 ▲ 25 422

分科会会員学生 2 4 6

分科会個人小計 449 ▲ 21 428

本会正会員 4,418 10 4,428

本会会員学生 25 3 28

分科会特別会員（23機関） 26 1 27

分科会法人会員（19機関） - - 19

合計 個人会員（本会＋分科会） 19,937 ▲ 194 19,743

本会

（法人）

本会

（個人）

分科会

　 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

14年度 20,724 20,615 20,429 20,365 20,430 21,557 21,587 21,644 21,586 21,503 21,375 19,583

15年度 20,688 20,642 20,387 20,357 20,380 20,957 21,439 21,490 21,482 21,412 21,304 19,488

16年度 20,621 20,509 20,251 20,190 20,210 20,523 21,344 21,385 21,396 21,350 21,276 19,315
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Ⅴ．英文論文誌投稿推移 

※投稿数（2013 以降）は，Invited Review, Comprehensive Review, Errata, Comment & Reply, 受付前 reject を除いた数 

投稿

年 JJAP APEX JJAP APEX

2008 1471 669 1077 343

2009 1242 622 918 340

2010 1474 892 896 345

2011 1352 1131 801 428

2012 1038 1206 763 471

2013 1034 1532 568 490

2014 939 1299 569 423

2015 843 1166 531 395

2016 855 1194 534 404
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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

春参加者数 秋参加者数 春講演件数 秋講演件数

2008(日大・中部大) 8,837 7,010 4,531 3,905

2009(筑波大・富山大) 7,752 6,204 4,455 3,922

2010(東海大・長崎大) 7,781 6,036 4,348 4,054

2011(神工大・山形大) 5,848 5,601 4,703 3,734

2012(早大・愛媛大) 7,658 5,756 4,487 4,107

2013(神工大・同志社大) 6,689 5,739 3,989 3,642

2014(青学大・北大) 6,821 5,986 4,140 3,766

2015(東海大・名古屋国際) 6,747 6,216 3,863 3,608

2016(東工大・朱鷺メッセ) 7,196 5,603 4,002 3,689

参加者数 講演件数
年度
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Ⅶ．本会財政の状況 

学会全体 

一般会計 

一般正味財産増減 2013年 2014年 2015年 2016年

経常収益 965,040 1,021,786 978,808 870,455

経常費用 920,348 905,820 957,133 897,177

経常増減 44,692 115,966 21,675 ▲ 26,722

一般正味財産増減 2013年 2014年 2015年 2016年

経常収益 811,104 816,984 801,773 793,834

経常費用 771,848 762,541 795,838 781,503

経常増減 39,256 54,443 5,935 12,331

（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 2013年 2014年 2015年 2016年

入会金・会費 209,099 211,834 189,351 184,899

講演会事業 123,231 132,587 138,730 157,571

機関誌広告 69,823 69,032 63,387 56,159

論文誌事業 287,286 296,807 300,393 262,679

費　　用 2013年 2014年 2015年 2016年

講演会事業 115,781 138,704 163,770 148,414

機関誌事業 96,215 99,885 105,595 102,513

論文誌事業 223,959 184,420 170,821 189,460

（千円）

（千円）
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