
 

 

事業報告の概要 

2017年度は，定款で定められた本会の目的「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，下記の会長方針に基づき，事業活動を行った． 

①会員サービスの向上 

②国際化の推進 

③産業界・異分野連携の推進 

④学会組織運営の改革・定着 

会員サービスの向上を目指し，第64回応用物理学会春季学術講演会は，アクセスが良く会場設備の充実したパシフィコ横

浜にて開催し，シンポジウムの充実等を図った．第78回応用物理学会秋季学術講演会は福岡国際会議場にて開催し，提携学

協会とのジョイントを継続し，海外からも参加し易い環境を整えて実施した．また，魅力あるコンテンツの充実策として，

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．その結果，講演

件数・参加者数は，春季は前年並みであったが，秋季は講演件数・参加者数ともに約1割増加した．2016年秋季に講演会参

加費を値上げしたことにより，一時的には講演会事業収支はバランスしているが，将来的には，費用対効果を視野に入れ，

収支に大きな影響を及ぼす会場選定を戦略的に行い，さらにコンテンツを充実させた講演会運営を行う． 

英文論文誌事業は，2014年より機関購読のセールスを英国物理学会出版局（IOPP）に委託したことにより，特に海外の機

関購読数が順調に増え，APEXおよびJJAPともにビジビリティが向上した．また，クオリティを確保しつつ，グローバルで魅

力ある論文誌を目指して編集・刊行を行った結果，2017年発表のインパクトファクタ―（IF）が，APEX 2.265から2.667

へ，JJAP 1.122から1.384へ上昇した．2018年度に向けては，APEXやJJAP通常号の投稿数が減少していることの要因分析

や，機関購読料の安定的な収益を確保するための契約条件の整備などを行う． 

機関誌『応用物理』(第86巻)を発行し，タイムリーな記事の掲載とその内容の充実，読みやすさを高めることに努めた．

また，購読の利便性を高めるために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．本会の収益に大き

く関わる機関誌広告収入は，本年度，1割以上（約600万円）の減少であり，収益が下がり続けている．そのため，企業とタ

イアップした記事体広告の充実などを図りつつ，魅力的な機関誌につながる施策を行う． 

また，本年度は，会員数の動向について，いろいろなファクターによる分析を行った．社会動向や関連学術動向の厳しい

状況が続き，企業会員を中心に会員数は減少に歯止めがかからない状況が続いている．特に，本会の将来を担う学生・若手

の会員を増やすため，スチューデントチャプターの継続，若手チャプターの設立，学生会員会費半額の継続など手厚いサー

ビスを行ったことにより，学生の会員数は増えたが，卒業後も会員として留まらない状況であり，2018年度に向け，会員継

続されるような新しい施策を行う． 

さらに，2016年秋から事務所ビル（応物会館）建築に着工し，2017年6月に竣工した．応物会館の土地・建物を資産計上

（7億円）したことにより，定常的に遊休財産が適正範囲となり，単年度ごとに計画的な事業運営を行う礎が整った． 

後に，経費を圧縮し効率的な運営を行いながら，新しい施策を実施しているところではあるが，会員減・広告減による

収益の減少，継続的な固定費の増加などマイナス要因に対処し，安定的な事業運営を行うため，「応用物理学会将来基金」

を新設し寄附金募集を開始した．本年度，200名強の個人の方からご寄附いただいたが，寄附しやすい環境を整えるため，

本会が税額控除対象法人＊になるように引き続きご協力をお願いしたい． 

＊3,000円以上の寄附金を支出した者が，5年間にわたり、年平均100名以上いることが条件． 

 

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64回応用物理学会春季学術講演会と展示会 

①3月14日（火）から17日（金）まで（4日間），パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）で開催 



 

 

②発表件数は4,048件，参加者数は7,131名 

③特別シンポジウムを6件開催 

④業績賞・研究分野業績賞受賞記念講演を8件開催 

●第78回応用物理学会秋季学術講演会と展示会 

①9月5日（火）から8（金）日まで（4日間），福岡国際会議場・福岡国際センター・福岡サンパレスホテル（福岡県福岡

市）で開催 

②発表件数は3,981件，参加者数は6,156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2件開催 

⑤論文賞受賞記念講演を13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プログラム編集システムを運用し，編集委員会の2日後にプログラム公開 

③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 

④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 

⑤Poster Awardの継続実施および運営方法の改善 

⑥フォトイラストコンテストの継続実施 

⑦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：4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 

 スチューデントチャプター数：既存 11，新規 1 

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 

④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 

 ⑥若手チャプターの運営支援 

  若手チャプター数：新規 2 

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秋季大会にて開催 

②アメリカ光学会（OSA）との合同シンポジウムを第78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 

③欧州光学会 (EOS), 米国光学会(OSA)，韓国光学会（OSK）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＞）の活動支援 

②春季・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 

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春季・秋季学術講演会にて英語セッション開催 

⑤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＞ 

①The Symposium on Surface and Nano Science 2017 (SSNS’17) 

2017/1/11-15 新富良野プリンスホテル（北海道富良野市） 

②9th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials 

/ 10th International Conference on Plasma-NanoTechnology & Science (ISPlasma2017 / IC-PLANTS2017) 

2017/3/1-5 中部大学（愛知県春日井市） 

③17th International Workshop on Junction Technology (IWJT2017) 

2017/6/1-2 京都大学 宇治キャンパス きはだホール（京都府宇治市）  

④Silicon Nanoelectronics Workshop 2017 (SNW2017) 

2017/6/4-5  リーガロイヤルホテル京都（京都府京都市） 

⑤2017 Symposium on VLSI Technology/2017 Symposium on VLSI Circuits(2017 VLSI) 

2017/6/5-8  リーガロイヤルホテル京都（京都府京都市） 

⑥The Sixth International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related 

Nanotechnologies (EM-NANO 2017) 

2017/6/18-21 AOSSA（福井県福井市） 

⑦Ninth International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics (M&BE9) 

2017/6/26-28 石川音楽堂・ANAクラウンプラザ金沢（石川県金沢市） 

⑧2017 International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD 2017) 

2017/9/6-9 鎌倉プリンスホテル（神奈川県鎌倉市） 

⑨2017 International Conference on Solid State Devices and Materials（SSDM2017） 

2017/9/19-22 仙台国際センター（宮城県仙台市） 

⑩The 17th International Discussion & Conference on Nano Interface Controlled Electronic Devices (IDC-NICE 2017) 

2017/10/11-14 新潟大学 駅南キャンパス「ときめいと」（新潟県新潟市） 

⑪The 22nd Microoptics Conference (MOC’17) 

2017/11/19-22 東京大学 生産技術研究所（東京都目黒区） 

⑫The 25th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy (ICSPM25) 

2017/12/7-9 熱川ハイツ（静岡県賀茂郡） 

＜共催＞ 

⑬The 6th Laser Display and Lighting Conference (LDC2017) 

2017/4/19-21 パシフィコ横浜（神奈川県横浜市） 

⑭2017 The 24th International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays and Devices -TFT Technologies and 

FPD Materials- (AM-FPD’17) 

2017/7/4-7 龍谷大学 アバンティ響都ホール（京都府京都市） 

⑮The 24th Congress of the International Commission for Optics (ICO-24) 

2017/8/21-25 京王プラザホテル（東京都新宿区） 

⑯Advanced Metallization Conference 2017：27th Asian Session (ADMETAPlus 2017) 

2017/10/18-20 東京大学 弥生講堂 一条ホール（東京都文京区） 

⑰International Symposium on Imaging, Sensing and Optical Memory 2017 (ISOM’17) 

2017/10/22-25 くにびきメッセ（島根県松江市） 

⑱International OSA Network of Students (IONS) Conference Okinawa 2017 (IONS Okinawa 2017) 

2017/10/25-27 沖縄科学技術大学院大学・シーサイドハウス（沖縄県国頭郡） 

 



 

 

⑲30th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2017) 

2017/11/6-9 Ramada Plaza Jeju Hotel（韓国済州島）  

⑳27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27) 

2017/11/12-17 びわ湖大津プリンスホテル（滋賀県大津市）  

㉑International Workshop on UV Materials and Devices 2017 (IWUMD2017) 

2017/11/14-18 九州大学医学部 百年講堂（福岡県福岡市）  

㉒39th International Symposium on Dry Process (DPS2017) 

2017/11/16-17 東京工業大学 蔵前会館(東京都目黒区) 

後援（Endorsement）申請 

1月3件，3月6件，4月4件，5月3件，6月5件，7月1件，8月4件，9月1件，12月5件（合計32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 

「学術会議理学・工学系学協会連絡協議会」委員，「物理オリンピック日本委員会」理事，「国際物理オリンピック2022

組織委員会」組織委員，「アジア太平洋物理学会連合（AAPPS）」理事・関連委員，「日本技術者教育認定機構（JABEE）」

関連委員． 

２）外部機関・団体への会員加盟等 

JABEE，日本工学会，AAPPS，男女共同参画連絡会（日本物理学会・応用物理学会），男女共同参画学協会連絡会（オブザ

ーバー），物理オリンピック日本委員会． 

３）その他 

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公開シンポジウム「日本の科学と産業の停滞と復興」開催，

科学技術振興機構（JST）CRDS共催で春季学術講演会特別シンポジウム「「物質中のトポロジー」応用にどのように結び

つくのか？」開催，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，文部科学省ナノテク・

材料分野の研究開発戦略マップ作成について意見交換，日本学術振興会「卓越研究データベース（DB）」協力，産業競争

力懇談会（COCN）プロジェクトへの協力， 高裁判所知的財産権訴訟専門委員推薦． 

広報事業 

公益法人としての応用物理学会のアクティビティ活性化及びビジビリティの向上に向けた広報活動を実施する．特に，現

会員に対する広報＜会員の満足度向上＞，新規会員の獲得のための広報＜会員数の増加＞，研究会，分科会，講演会の参加

者増加＜学会内のアクティビティ活性化＞を重点的に実施する． 

１）学会ホームページの更新，ページの充実 

２）展示会への出展を通した広報活動 

  BioOpto Japan 2017，Plasma Conference 2017，PVJapan 2017，SEMICON Japan 2017 

３）Facebook/Twitter などの SNS を使った継続的な情報発信 

４）若手会員向け情報発信の強化(LINE＠，Instagram などを活用) 

５）学会ホームページのグローバル化に向けた準備 

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）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外で実施し,

課題に対する提言等の記事を機関誌に 4 回掲載 

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 

３）春季学術講演会で，特別シンポジウム「科学技術の未来に向けたダイバーシティ推進 ～男女・文理・職種・国籍の観点

から～」を開催 



 

 

４）代議員への女性の推薦及び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 

５）外部連携・国際連携に関する，学術・社会連携委員会や外部委員会との連携 

①国際会議（Gender Summit 10(東京)，International Conference on Women in Physics(イギリス)）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 

②女子中高生夏の学校 2017 に参加し，ポスター展示や保護者・教員向けプログラムなどの企画を実施 

③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 

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，延べ 37 回のリフレッシュ理科教室を開催 

②科研費支援を受け，岐阜県本巣市立根尾小学校にて「土曜日教育活動推進による過疎地支援出張リフレッシュ理科教室」

（2017 年 12 月 1，2日）を実施，2020 年から始まる小学校でのプログラミング学習に対応して体験講座も併せて実施 

③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，応用物理学会将来基金の募金活動を実施 

④文部科学省土曜学習応援団に参加し，同省開催の「子ども霞が関見学デー」において出前授業（2017 年 8 月 3日） 

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（9回），及び，試作コンテンツの作成 

３）全国実行委員参画型科学啓発教室 

三重県鳥羽市神島小学校（2017 年 10 月 27 日），福岡県八女市星の文化館（2017 年 12 月 9 日）において，応物資金 21 を

原資とした全国実行委員参画型科学啓発教室を実施 

支部・分科会・研究会・新領域グループ 

新領域グループ「機能性酸化物研究会グループ」から「機能性酸化物研究会」に改組，新領域グループ「フォノンエンジ

ニアリング研究グループ」を新設．7支部，12分科会，19研究会，4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24・25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，4月1件（合計2件） 

協賛・後援等申請 

1月5件，2月16件，3月20件，4月36件，5月18件，6月30件，7月32件，8月17件，9月25件，10月19件，11月18件， 

12月15件（合計251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） 

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． 

（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 86 巻）の発行 



 

 

①年間 12 号（A4 判 総頁数 1,112 頁，月平均 93 頁，平均 20,698 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 434 頁，号平均 217 頁，平均 21,125 部，3 月及び 8 月）の発行，

会員への配布 

２）電子化事業の推進 

①Web 版・電子書籍版提供の普及推進 

３）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 

４）編集作業の効率化 

①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 

５）機動力・速報性の強化 

①編集委員・外部記者・サイエンスライターなどによるタイムリーな記事の提供 

６）会員サービスの観点による記事の充実化 

①外部記者制度を活用した，多様な情報収集の実施 

②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 

論文誌企画・編集事業 

（APEX/JJAP 編集運営委員会議開催：6回，戦略 WG：5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.10）及び JJAP（Vol.56）の刊行 

論文総頁数：7,577頁，APEX：1,333頁，JJAP通常号：2,705頁，JJAP特集号（14編）：3,539頁，紙版発行部数：平均500部 

２）APEX Vol. 10 のための編集業務（2016 年の IF 2.667） 

①Spotlight 論文を 29 編選定 

３）JJAP Vol. 56 のための編集業務（2016 年の IF 1.384） 

①8号にSelected Topics in Applied Physics “Spintronics Materials and Devices for Working Memory Technology”を掲載 

②Invited Review 2 編を掲載 

 ③特集号を 14 編発行 

  ④Spotlight 論文を 17 編選定 

４）専任編集長，Advisory Editor による審査体制の継続 

５）APS，MRS 展示会への出展（各 1回） 

６）台湾物理学会展示会への出展（IOP ブース， 1 回） 

７）JJAP特集号関連国際会議への出展（6回）  

８）APEX/JJAP関連分野国際会議への出展（1回） 

分科会 

分科会誌，論文誌を発行  ※ 詳細は25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18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65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 

  樽茶 清悟（東大），鳥海 明（東大） 

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65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 19 回光・量子エレクトロニクス業績賞（宅間宏賞） 

  魚見 和久（日本オクラロ） 

○第 8回化合物半導体エレクトロニクス業績賞（赤﨑勇賞） 

  松岡 隆志（東北大） 

○第 8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     松尾由賀利（法政大） 

   研究業績賞部門（若手） 溝尻 瑞枝（名大），藤井 茉美（奈良先端大） 

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 

 ○第 1回光工学業績賞・功績賞（高野榮一賞） 

   業績賞         合田 圭介（東大） 

   功績賞         谷田貝豊彦（宇都宮大） 

３）第11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11回応用物理学会フェロー表彰として，国際フェロー1名，国内フェロー19名に対し賞状及

び記念品を贈呈した． 

○国際フェロー 1名 

  Thomas Ebbesen （University of Strasbourg） 

○国内フェロー 19名 

石原 一 （阪府大）      井上 康志（阪大） 

岡本 真吾（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社三洋電機）   柿本 浩一（九大） 

嘉数 誠 （佐賀大）      神成 文彦（慶應大） 

木下 啓藏（光電子融合基盤技術研究所）    下山 淳一（青学大） 

末光 眞希（東北大）      高井まどか（東大） 

竹内 淳 （早大）      知京 豊裕（NIMS） 

秩父 重英（東北大）      新田 淳作（東北大） 

平松美根男（名城大）      平本 昌宏（自然科学研究機構） 

藤岡 洋 （東大）      藤原 康文（阪大） 

山田 明 （東工大）      ＊所属は表彰時 

４）第39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39回応用物理学会論文賞として，受賞者42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6件） 

a．塩田 陽一1，野崎 隆行1，田丸 慎吾1，薬師寺 啓1，久保田 均1，福島 章雄1，湯浅 新治1，鈴木 義茂2 

（1.産総研，2.阪大） 

b．軽部修太郎1,2，近藤 浩太2，大谷 義近1,2（1.東大，2.理研） 

c．池山 和希1，小塚 祐吾1，松井 健城1，吉田翔太朗1，赤木 孝信1，赤塚 泰斗1，小出 典克1，竹内 哲也1， 

上山 智1，岩谷 素顕1，赤﨑 勇1,2（1. 名城大，2.名大） 

d．會田 英雄1,2，金 聖祐1，池尻憲次郎1，川又 友喜1，小山 浩司1，児玉 英之3，澤邊 厚仁3（1.並木精密宝石， 

2.九大，3.青学大） 

e．M. Shoufie Ukhtary1，齋藤理一郎1（1.東北大）  



 

 

f．伊奈 務1，上野 幸久1，西井 潤弥1（1.豊田合成） 

○応用物理学会論文奨励賞（業績4件） 

a．谷口 知大（産総研） 

b．片山 司 （東工大） 

c．重松 恭平（北大） 

d．山口 貴大（奈良先端大） 

○応用物理学会解説論文賞（業績3件） 

a．若山 裕 （NIMS） 

b．國中 均 （JAXA） 

c．荒川 泰彦（東大），舘林 潤（東大） 

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37名に講演奨励賞を贈呈した． 

○第42回（2017年春季）応用物理学会講演奨励賞（38件） 

 柴 弘太 （NIMS）     Pornrungroj Chanon（東北大）  平田 悠歩（名大） 

 倉見谷航洋（横国大）     森脇 淳仁（慶應大）   石井 智 （NIMS） 

 高田 健太（NTT）     橋口 幸治（産総研）   鈴木 涼介（東大） 

 山中 真仁（名大）     小野田 穣（東大）   大井 信敬（早大） 

相馬 拓人（東工大）     木全 哲也（東大）   兒玉 直人（金沢大） 

 Balazs Daniel（Univ. Groningen）    石川 智也（横国大）   Borders William（東北大） 

 宮嶋 茂之（NICT）     古郷 敦史（桐蔭横浜大）  成島 魁至（東工大） 

池上慶太郎（千葉大）     工藤 一希（山梨大）   森本 勝大（神戸大） 

廣原 周 （東工大）     原田 大成（琉球大）   大曲 駿 （北大） 

新井 悠人（慶應大）     金 佑彊 （東大）   新井 健司（東工大） 

山路 晃広（東北大）     谷川 智之（東北大）   中須 大蔵（早大） 

白取 優大（東工大）     内田 勇気（九大）   三浦 千穂（東北大） 

神野莉衣奈（京大）     Anufriev Roman（東大） 

○第43回（2017年秋季）応用物理学会講演奨励賞（37件） 

 徳光 聖茄（千歳科技大）    河野 直樹（奈良先端大）  森本 裕也（ミュンヘン大） 

森近 一貴（東大）     山中 友輔（九大）   仲代 匡宏（京大） 

松坂 修吾（東北大）     鈴木 大地（東工大）   恩河 大 （東大） 

笹原 悠輝（東工大）     神永 健一（東大）   多賀 稜 （東北大） 

佐々木祐生（JFCC）     川口 悟 （室蘭工大）  高橋 一弘（室蘭工大） 

吉田 傑 （京大）     杉本 泰 （神戸大）   Xiang Qingyi（NIMS） 

石田 茂之（産総研）     松本 凌 （NIMS）   東郷 祥大（埼玉大） 

手島 哲彦（NTT）     半田 岳人（京大）   後藤 佑介（日立） 

竹田 泰典（山形大）     柯 夢南 （東大）   前田 拓也（京大） 

武居 則久（阪大）     堀 匡寛 （静岡大）   日恵野 敦（東芝） 

林 将平 （産総研）     茂藤 健太（筑波大）   伊藤 公一（名大） 

羽山 優介（名大）     WANG SHENGNAN（NTT）   Fang Nan （東大） 

井手 啓介（東工大） 

６）Poster Awardの表彰 

春季学術講演会より22件，秋季学術講演会より25件のポスター発表に対しPoster Awardを贈呈した． 

○2017年春季 Poster Award（22件） 



 

 

a. 1次構造CFRP部材に関する破壊予兆の応力発光可視化 

  寺崎 正1，藤尾 侑輝1 (1.産総研) 

b. Scintillation of Al2O3 ceramic activated by Sc
3+ 

  Athirah Nurul1，Kato Takumi1，Okada Go1，Kawaguchi Noriaki1，Yanagida Takayuki1 (1. NAIST) 

c. 乳房X線撮影装置における2次元熱蛍光スラブ線量計を用いた半価層測定の測定精度の検討 

  角田 瑞季1，眞正 浄光1，栁澤 伸1，古場 裕介2，松本 和樹3，牛場 洋明3，安藤 隆之4 (1.首都大人間健康

科学研究科，2.量研機構放医研，3.千代田テクノル，4.千葉セラミック工業) 

d. シリコングリッド基板を用いたシンチレータ画像検出器の開発 

  田端 健人1，西澤 潤一1，小池 昭史1,2，青木 徹1,2  (1.静大院情，2.ANSeeN) 

e. モアレ型メタ表面における円偏光度モアレの発現 

   大野 誠吾1，脇本啓太郎1，石原 照也1 (1.東北大理) 

f. VO2/TiN/Ti/Si積層構造デバイスにおけるマルチステップ発振 

  青戸 智寛1，佐藤 賢太1，モハメッドシュルズ ミヤ1，沖村 邦雄1 (1.東海大工) 

g. DLC膜防汚特性の水素量依存性 

  長谷川綾子1，園川 沙織1，石川 和宏1，鳩野 広典1，兼国 伸彦1 (1.TOTO) 

h. Development of a barrier material with a low barrier height for magnetic tunnel junctions:MgGa2O4 spine oxide 

  介川 裕章1，加藤 侑志2，Belmoubarik Mohamed1，Cheng P.-H.1,3，大坊 忠臣2，下村 尚治2，上口 裕三2， 

伊藤 順一2，與田 博明2，大久保忠勝1，三谷 誠司1,3，宝野 和博1,3 (1.NIMS，2.東芝，3.筑波大) 

i. Inverse Tunnel Magnetocapacitance in Fe/Al-oxide/Fe3O4 

  海住 英生1，長浜 太郎2，佐々木 駿2，島田 敏宏2，北上 修3，三澤 貴浩1，藤岡 正弥1，西井 準治1， 

Xiao Gang4 (1.北大電子研，2.北大工，3.東北大多元研，4.ブラウン大理) 

j. Mn0.8-xCoxZn0.2Fe2O4ナノ微粒子の磁気特性と磁気ハイパーサーミアおよびMR造影効果 

  石川 智也1，細貝 良行2，臼井 章仁2，町田 好男2，斎藤 春夫2，高野真由美2，徳永 正之2，権田 幸祐2， 

一柳 優子1 (1.横国大院工，2.東北大院医) 

k. 平坦なp-n接合断面における局所仕事関数測定 

  山田 郁彦1，神岡 武文1，水野 皓登1，大下 祥雄1，神谷 格1 (1.豊田工大) 

l. 外部量子効率25%を超える熱活性化型遅延蛍光材料を用いた青色有機EL素子の開発 

  久保 勝誠1，三輪 卓也1，志津 功將1，小簑 剛2，安達千波矢2,3，梶 弘典1 (1.京大化研，2.九大OPERA，

3.JST,ERATO) 

m. Atom Probe Tomographic Study on Implanted Deuterium in Al2O3/HfxSi1-xO2/SiO2 Stacks 

  Tu Yuan1，Han Bin1，Shimizu Yasuo1，Kunimune Yorinobu2，Shimada Yasuhiro2，Inoue Masao3，Inoue Koji1， 

Nagata Shinji1，Nagai Yasuyoshi1 (1.IMR Tohoku Univ.，2.Renesas Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.，

3.Renesas Electronics Corp.) 

n. ジュール熱の蓄積効果で発火する相転移ニューロン素子の作製 

  矢嶋 赳彬1，西村 知紀1，鳥海 明1  (1.東大マテ) 

o. サファイア基板上 1200 V GaN 分極超接合（PSJ）ダイオード 

  八木 修一1，平田 祥子1，斉藤 武尊1，神山 祐輔1，中村 文彦1，河合 弘治1，田中 敦之2，本田 善央2， 

天野 浩2 (1.パウデック，2.名大未来材料・システム研) 

p. カルボン酸とAPTESによる有機-無機ハイブリッド蛍光体を用いた青白色・緑白色LEDの作製とその評価 

  長谷川耕介1，根本 泰宏1，加藤 有行1 (1.長岡技科大) 

q. 4H-SiC PiNダイオードの順方向通電劣化における電流密度と積層欠陥拡張起点の関係 

  林 将平1,2，山下 任1,3，先崎 純寿1，宮里 真樹1,4，呂 民雅1,4，宮島 將昭1,4，米澤 喜幸1，加藤 智久1， 

児島 一聡1，奥村 元1 (1.産総研，2.東レリサーチセンター，3.昭和電工，4.富士電機) 



 

 

r. Si基板上半極性(1-101)GaNストライプレーザー端面への反射膜作製 

  鈴木 崇文1，伊藤 大貴1，久志本真希1，出来 真斗2，新田 州吾2，本田 善央2，天野 浩2,3,4 (1.名大院工， 

2.名大未来材料・システム研究所，3.名大赤﨑記念研究センター，4.名大ベンチャービジネスラボラトリー) 

s．宇宙環境曝露したカーボンナノチューブ紡績糸の機械特性及び構造評価 

苅田 基志1，井上 翼1，渕田 安浩2，人見 尚2，石川 洋二2，馬場 尚子3 (1.静大工，2.大林組，3.有人宇宙

システム) 

t．電界効果近接場による単層MoS2薄膜の局所キャリア注入と構造制御 

  野崎 純司1，福村 武蔵1，青木 孝晶1，真庭 豊1，蓬田 陽平1，柳 和宏1 (1.首都大理工) 

u．フレキシブル基板上に形成した酸化亜鉛薄膜の曲げ耐性と抵抗評価 

  永山 幸希1，芦田 浩平1，孫 屹1，カルトシュタイン オリバー1，小山 政俊1，前元 利彦1，佐々 誠彦1 

(1.阪工大ナノ材研) 

v．Al誘起層交換によるSi1-xGex熱電薄膜の低温合成 

  都甲 薫1，中田 充紀1，山本 淳2，末益 崇1 (1.筑波大，2.産総研) 

○2017年秋季 Poster Award（25件） 

a．可視光での高感度センシングを指向した積層構造を有するプラズモニック結晶構造の検討と光学特性評価 

  山田 大空1，前野 権一1，安藝 翔馬1，久本 秀明1，末吉 健志1，遠藤 達郎1,2 (1.阪府大院工，2.JSTさきがけ) 

b．C添加Al2O3 透明セラミックのドシメータ特性 

  加藤 匠1，河野 直樹1，岡田 豪1，河口 範明1，柳田 健之1，平田 悠歩2，山崎 淳2，渡辺 賢一2 (1.奈良先

端大，2.名大) 

c．テラヘルツ差周波発生ＣＷ量子カスケードレーザ光源の超広帯域動作－テラヘルツ周波数コムに向けて－ 

  藤田 和上1，道垣内龍男1，伊藤 昭生1，日髙 正洋1，枝村 忠孝1 (1.浜松ホトニクス中研) 

d．微小ラジアル偏光素子評価のための位相・偏光分解光プローブ顕微鏡 

  石井 美帆1,2，白木 丈博1，岩見健太郎1，梅田 倫弘1 (1.農工大院工，2.学振DC) 

e．ナノ共振器シリコンラマンレーザの励起波長依存性 

  山下 大喜1，高橋 和1，浅野 卓2，野田 進2 (1.阪府大院工，2.京大院工) 

f．MOCVD成長した単層TMDCのSTM観察 

  村瀬 康太1，小林 佑2，吉田 昭二1，武内 修1，宮田 耕充2，重川 秀実1 (1.筑波大数理物質，2.首都大東京理工) 

g．相転移VO2における金属的状態間を推移する発振現象 

  青戸 智寛1，沖村 邦雄1 (1.東海大院工) 

h．マイクロ波インライン液体処理における反応領域のその場計測 

  堤 和紀1，藤村 昇平1，鈴木 陽香1，豊田 浩孝1 (1.名大工) 

i．水素/希ガス混合プラズマのシース電界に対する希ガス種の影響 

  川上皓太郎1，西山 修輔1，佐々木浩一1 (1.北大工) 

j．スピネル型鉄酸化物の電子スピン共鳴（ESR） 

  石井 聡1，中根 茂行2，楠田 浩樹1，名嘉 節2 (1.東京電機大理工，2. NIMS) 

k．Pt layer thickness dependence of voltage induced interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction change  

in Fe|Pt|MgO junction 

  Kohei NAWAOKA1，Jaehun Cho1，Minori Goto1,2，Eiiti Tamura1，Shinji Miwa1,2，Yoshishige Suzuki1,2,3,4  

(1.Osaka Univ.，2.CSRN，3.NIMS，4.AIST) 

l．Observation of Pulse Laser-Induced Propagating Spin Wave in Magnetic Metal /Heavy Metal Layered  

Structures 

  Akira Kamimaki1,2，Yuta Sasaki1,2，Satoshi Iihama3，Kazuya Suzui1，Shigemi Mizukami1  

(1.AIMR, Tohoku Univ.，2.Tohoku Univ.，3.AIST) 



 

 

m．鉄系超電導体EuAFe4As4(A = Rb,Cs)の超電導状態 

  川島 健司1,2，石田 茂之2，竹下 直2，鬼頭 聖2，岡 邦彦2，木方 邦宏2，後藤 義人2，藤久 裕司2， 

永崎 洋2，吉田 良行2，伊豫 彰2 (1.イムラ材研，2.産総研) 

n．π共役系オリゴマーを用いたマイクロキャビティ構造をもつ有機EL素子 

  土器屋翔平1，水野 英之1，香月 浩之1，山下 兼一2，佐々木史雄3，柳 久雄1 (1.奈良先端大物質，2.京工繊大 

電気電子工学系，3.産総研電子光技術) 

o．触覚を備えたロボットフィンガーの実現に向けた指先型OFETアレイの内部応力分布測定 

  宮井 優一1，渡辺 堅人1，伊志嶺洋人1，佐々木優志1，酒井 正俊1，岡田 悠悟1,2，山内 博1，貞光 雄一3， 

橋本 雄太3，工藤 一浩1 (1.千葉大工，2.千葉大先進科学センター，3.日本化薬) 

p．分子動力学計算によるAlOxNy/SiO2界面におけるダイポール形成の駆動力の調査 

  高橋 憶人1，中川 宣拓1，富田 基裕1，渡邉 孝信1 (1.早大理工) 

q．ClドープZnTeO中間バンド型太陽電池の電気的特性 

  松尾 健斗1，堤 修治1，田中 徹1，齊藤 勝彦1，郭 其新1，太野垣 健2 (1.佐賀大院工，2.産総研) 

r. 光電子回折・分光法を用いた絶縁膜/GaN界面の電子状態と原子構造の評価 

藤本 裕太1，上沼 睦典1，太田 紘志1，松井 文彦1，石河 泰明1，浦岡 行治1 (1.奈良先端大) 

s．光と励起子の長距離結合による室温超高速発光の観測 

  松田 拓也1，高橋 拓也2，一宮 正義2,3，芦田 昌明2，石原一1,2 (1.阪府大院工，2.阪大院基礎工，3.滋賀県大工) 

t．チャージポンピングEDMR法を用いたシリコン酸化膜界面欠陥の検出 

  堀 匡寛1，土屋 敏章1，小野 行徳1 (1.静岡大電研) 

u．表面近傍の活性ドーパント濃度の熱処理依存性 

  比嘉 友大1，武田さくら1，江波戸達也1，米田 允俊1，藤中 秋輔1，森田 一帆1，森本 夏輝1， 

Ang Kevin2，Tan Xin1，大門 寛1，筒井 一生3 (1.奈良先端大，2.名工大，3.東工大) 

v．ミニマルファブを用いたエレクトロスプレースラスタの試作 

  長尾 昌善1，井上 直樹2，鷹尾 祥典2，辰巳 憲之1，村上 勝久1，クンプアン ソマワン1,3，原 史朗1,3  

(1.産総研，2.横国大，3.ミニマルファブ推進機構) 

w．4H-SiCにおける基底面部分転位の収縮および貫通刃状転位への変換現象に関する分子動力学解析 

  田村 陽平1，榊間 大輝1，高本 聡1，波田野明日可1，泉 聡志1 (1.東大工) 

ⅹ．カーボンナノチューブ自立膜を用いたバルーン浮揚体の創製 

  小林 大赳1，高橋 一希1，三井 拓樹1，加藤 悟2，藤井俊治郎1,3，生野 孝1 (1.東理大院基礎工，2.名大院 

工，3.産総研) 

y．フッ素化アントラセントリマー前駆体を用いたボトムアップ・グラフェンナノリボン・トランジスタ 

  大伴真名歩1,2，林 宏暢3，山口 淳一1,2，實宝 秀幸1,2，山田 容子3，佐藤信太郎1,2 (1.富士通研，2.富士通， 

3.奈良先端大) 

７）応用物理学会支部の表彰 

○第20回北海道支部発表奨励賞（4件） 

野村 航（北大），小原 威吹（北大），若月 雄哉（北大），脇坂 尚吾（室蘭工大） 

○第11回東北支部貢献賞（3件） 

上杉 直（東北工大），庭野 道夫（東北福祉大），堀口 誠二（秋田大） 

○第22回東北支部講演奨励賞（4件） 

梅津 寛（山形大），小笠原貴大（東北大），松坂 修吾（東北大），茂木 徹（秋田大） 

○第12回東海支部貢献賞（1件）  

 山田 吉孝（名古屋市科学館） 

○第5回東海支部学術講演会発表奨励賞（8件） 



 

 

 中島 裕太（名大），金田 裕一（名大），川合 翔太（名大），伊藤 寛納（名城大），舩木 星志（三重大）， 

藤井 崇史（岐阜大），グェンスァン チュン（名大，産総研），藤村 信幸（名大） 

○第7回北陸・信越支部貢献賞（2件） 

  上村 喜一（信州大），片桐 裕則（長岡高専） 

○第22回北陸・信越支部発表奨励賞（3件） 

 森本 勝大（富山大），石川 達也（北陸先端大），德永 浩己（金沢工大） 

○第9回関西支部貢献賞 

  該当者なし 

 ○第5回関西支部関西奨励賞（3件） 

上村 奨平（関西学院大），稲葉 智宏（阪大），石部 貴史（阪大） 

 ○第12回中国四国支部貢献賞（1件） 

  只友 一行（山口大） 

 ○第22回中国四国支部学術講演会発表奨励賞（11件) 

真鍋 健輔（岡山大），村上 諒（米子高専），Irfan Danial M. Rahdi（愛媛大），高畑 敏彦（徳島大），東 龍之介

（高知工科大），田中 圭汰（鳥取大），植田 和樹（愛媛大），可藤 青里（愛媛大），中條 大樹（岡山大）， 

宮地 弘樹（高知工科大），佐和 孝嘉（岡山大） 

○第12回九州支部貢献賞（2件） 

永田 潔文（福岡大），岡部 弘高（九大） 

○第21回九州支部発表奨励賞（7件） 

Nanoka Miyahara（九大），Yutaro Nakai（九大），Shuji Tsutsumi（佐賀大），向井 裕一（九大），岡本 健人(九

大)，加治屋颯太(鹿児島大)，花畑 良輔（大分大） 

８）応用物理学会分科会・研究会の表彰 

 ○第2回フォトニクス奨励賞（1件） 

加藤 峰士（電通大） 

 ○第23回放射線賞 

  該当者なし 

 ○第23回放射線賞奨励賞 

  藤原 健（産総研） 

 ○2017年度秋季放射線分科会学生ポスター賞（8件） 

  中村吏一朗（九大），木村 滉平（東北工大），柳澤 伸（首都大），平野翔太郎（奈良先端大），木村 大海（奈良

先端大），中内 大介（奈良先端大），川本 弘樹（東北大），浅井 康平（東北大） 

○第2回薄膜・表面物理分科会論文賞（1件） 

 一ノ倉 聖（東大），菅原 克明（東北大），高山あかり（東大），高橋 隆（東北大），長谷川修司（東大） 

○第2回薄膜・表面物理分科会奨励賞（1件） 

  宮田 一輝（金沢大） 

○結晶工学分科会2017年発表奨励賞（2件） 

  村田 博雅（筑波大），相原 健人（産総研） 

 ○第8回超伝導分科会論文賞 

  該当者なし 

 ○第8回超伝導分科会研究奨励賞（1件） 

  藤井 剛（産総研） 

 ○第5回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会業績賞（1件） 

  山下 一郎（阪大） 



 

 

 ○第15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15回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞（1件） 

  金子 哲（東工大） 

 ○第15回プラズマエレクトロニクス賞（2件） 

a. 兒玉 直人（金沢大），田中 康規（金沢大），北 健太郎（中部電力），上杉 喜彦（金沢大），石島 達夫 

（金沢大），渡邉 周（日清製粉グループ本社），中村圭太郎（日清製粉グループ本社） 

b. 佐々木渉太（東北大），神崎 展（東北大），金子 俊郎（東北大） 

○第9回シリコンテクノロジー分科会論文賞（2件） 

a. 山田 道洋（阪大），塚原 誠人（阪大），藤田 祐一（阪大），内藤 貴大（阪大），山田 晋也（阪大）， 

澤野憲太郎（首都大），浜屋 宏平（阪大） 

 b. 韓 在勲（東大），Frederic Boeuf（東大），藤方 潤一（PETRA），高橋 重樹（PETRA），高木 信一（東 

大），竹中 充（東大） 

○第9回シリコンテクノロジー分科会研究奨励賞（2件） 

芦田 紘平（阪府大），宗田伊理也（東工大） 

○先進パワー半導体分科会 第4回講演会研究奨励賞（2件） 

  一村 愛子（デンソー），小久保信彦（名大） 

○第1回多元系化合物・太陽電池研究会講演奨励賞（2件） 

 小谷 昌大（千葉工大），松本 祐典（長岡技科大） 

○スピントロニクス研究会 2017年「第7回英語講演奨励賞」（5件） 

太田 進也（東大），榎 涼斗（東北大），William Andrew Borders（東北大），Ronel Christian Roca（東工 

大），小林 領太（鹿児島大） 

○テラヘルツ電磁波技術研究会 2017年若手サマースクール「若手優秀講演賞」(2件)  

佐野 和貴（千葉大），高田 了一（千葉工大） 

 ○テラヘルツ電磁波技術研究会 優秀若手研究者賞（1件） 

  山崎 祥也（理研） 

 ○テラヘルツ電磁波技術研究会 優秀学生発表賞（2件） 

  野村 理衣（京大），市井 智章（京大） 

○集積化MEMS技術研究会 2017年「第9回集積化MEMSシンポジウム 優秀論文賞」（2件） 

本間 浩章（東大），浅野 翔（東北大） 

○集積化MEMS技術研究会 2017年「第9回集積化MEMSシンポジウム 研究奨励賞」（2件） 

  大西 脩平（豊橋技科大），谷口 嘉昭（徳島大） 

○集積化MEMS技術研究会 2017年「第9回集積化MEMSシンポジウム 優秀ポスター賞」（2件） 

山下 貴士（富山大），小西 敏文（NTT-AT） 

○集積化MEMS技術研究会 2017年「第8回集積化MEMS技術研究ワークショップ 優秀ポスター賞」（1件） 

綿谷 一輝（香川大） 

○微小光学研究会 2017MOC Award（3 件） 

 Yasuhiko Arakawa（東大），Philip Russell（Max Planck Institute for the Science of Light)，Ming C. Wu 

(University of California,Berkeley) 

○微小光学研究会 2017MOC Contribution Award（1 件） 

 Tetsuya Mizumoto（東工大） 

○微小光学研究会 2017MOC Paper Award（2 件） 

 Kaito Yajima（上智大），Yuki Matsukawa（阪大） 

○微小光学研究会 2017MOC Student Award（6 件） 



 

 

 Hameeda Ragab Ibrahim（東工大），Quoc Huy Vo（東大），Ryusuke Yamaguchi（東工大），Tsu-Chi Chang（National Chiao 

Tung University），Heeyoung Lee（東工大），Takuto Yamaguchi（横国大） 

○強的秩序とその操作に関わる研究グループ 第4回強的秩序とその操作に関わる研究グループ2017年「ポスター賞」 

 越阪部拓也（東工大） 

○強的秩序とその操作に関わる研究グループ 第5回強的秩序とその操作に関わる研究グループ2017年「 優秀ポスター賞」 

 安藤 佳子（名大） 

○強的秩序とその操作に関わる研究グループ 第5回強的秩序とその操作に関わる研究グループ2017年「優秀ポスター賞」 

 戸田 康介（名大），安原 颯（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）2018年度事業計画と予算案の検討 

２）監査・総会対応（2017年度事業報告と決算） 

３）中・長期の会員数推移予測と学会経営戦略 

４）新規事業提案の検討 

５）既存事業の見直し 

６）英文論文誌刊行戦略の検討 

７）事務所移転関連 

８）事務局職員労務関連 

９）外部機関との協力体制の検討 

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）2017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 

３）他団体からの共催・後援・協賛に関する事項 

４）本会が外部機関と締結する契約書の確認と更新 

５）学会運営のリスク対応 

６）総会運営関連の処務 

７）事業計画書・事業報告書の総括取りまとめ 

８）事務所竣工に関連する事項 

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を実施 

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を実施 

・遊休財産を活用して事務所建物を建設（土地・建物：7億円）したことにより，学会の遊休財産を適正にするととも

に事務所賃借料の削減を実現 

・2018年度一般会計予算は，今後の一般会計予算健全化に向けた具体的施策を考慮し立案 

２）2017年度の財務管理と決算処理，および2018年度予算原案の策定 

３）内閣府公益法人認定等委員会に，2017年度事業報告及び決算，2018年度事業計画及び予算を提出 

４）各種補助金の交付等 

①研究活性化支援金 



 

 

②リフレッシュ理科教室補助金 

③支部・分科会等の補助金拠出に関する審査 

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および決算報告書の経理面の点検を実施 

６）新寄附制度運営支援 

会員・事務局会議 

（会員・事務局会議開催：2回） 

１）会員管理：会員サービス充実のための会員動向管理・分析 

①会員の入退会・情報管理・分析，会員動静報告 

・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 

②会費請求・決済業務の効率化と安定運用 

 ・事務局移転に伴う請求書フォーマットの見直しと，用紙規格変更による経費削減を実施 

 ③企業若手会員制度の運用開始 

・企業若手会員の年会費を 3年間 10,000 円→6,000 円に減額し，50 名弱に適用 

④会員サービスシステム保守対応 

・企業若手会員制度の運用開始に伴い，一時的な会誌送付停止や，期日後の会員種別自動変更等新機能を追加 

２）事務局運営：事務局の運営体制，職員の人事・厚生 

①学会運営戦略に沿った事務局体制の 適化 

・職員の業務ローテーションを実施 

・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 

 ②役員面談による職員の業務実態把握と信頼感の醸成，業務改善の意思疎通 

・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 

③新職員表彰制度の運用と定着 

・新職員表彰規程に則り，功績表彰 3件（6名），勤続表彰 2件（2名）を実施 

④応物会館への事務所移転と立上げ 

会員サービス事業 

１）会員サービスの拡充と新展開に伴う会員動向管理 

①現アンケート集計システムを利用した新会員サービスの需要調査 

２）寄附制度の運用 

①税額控除対象法人化に向けた寄付活動の戦略的推進 

②対象事業の募集及び審査と活動支援 

 

基金による事業 

「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した．「応用物理学学術・教育奨励基金」は研究奨

励，次世代育成，国際化推進等の企画に補助を行い応用物理学会の活動に貢献した．「高野榮一光科学基金」は「光工学業

績賞・功績賞」を設立し第１回目の受賞者を選定した．そのほか国際会議に支援するなど応用物理学会の活動に貢献した． 

  



 

 

Ⅱ．処務の概要 

 1．役員等に関する事項 

１) 第 56 期（2017 年度）会長，理事，監事

 

２）戦略会議（2017 年度） 
議長：保立 和夫（豊田工大） 

副議長：財満 鎭明（名大） 
コアメンバー：金丸 正剛（産総研）    西山 彰 （東芝メモリ）  梶川浩太郎（東工大） 

辰巳 哲也（ソニーセミコンダクタソリューションズ）   古賀 淳二（東芝デバイス＆ストレージ） 
平野 嘉仁（三菱電機） 

３）第 56 期（2017 年度）代議員 

142 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：足立 智 （北大）    新井 豊子（金沢大）    荒川 太郎（横国大） 

池田 浩也（静岡大）   石榑 崇明（慶應大）    石田 猛 （日立） 

石橋 茂雄（NTT）     和泉 真 （シャープ）   板垣 奈穂（九大） 

伊藤 公平（慶應大）   伊藤 昌文（名城大）    井村 考平（早大） 

植木 誠 （SCK）     上野 勝典（富士電機）   植村 哲也（北大） 

宇佐美徳隆（名大）    遠藤 和彦（産総研）    遠藤 浩幸（NEC） 

大北 英生（京大）    大島 武 （量子機構）   大島 祐一（NIMS） 

太田 淳 （奈良先端大） 大平 圭介（北陸先端大）  大淵 真理（富士通研） 

岡本 保 （木更津高専） 小栗 和也（東海大）    葛西 誠也（北大） 

梶川浩太郎（東工大）   加藤 聖子（シチズン時計） 加藤 匠 （奈良先端大） 

神谷 利夫（東工大）   河原林 順（都市大）    神原 淳 （東大） 

喜多 浩之（東大）    北村 恭子（京都工繊大）  北村 雅季（神戸大） 

木村 尚仁（北科大）   木本 恒暢（京大）     Qiu Hao （東大） 

熊谷 幸汰（宇都宮大）  栗原 一嘉（福井大）    黒田 亮 （内閣府） 

古閑 一憲（九大）    古賀 淳二（東芝デバイス＆ストレージ） 

小澤 隆弘（豊田中研）  小柴 俊 （香川大）    小島 一信（東北大） 

小島 淳 （デンソー）  Koswaththage Charith Jayanada（琉大） 

小林 慶裕（阪大）    近藤 英一（山梨大）    近藤 高志（東大） 

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 豊田工大 非常勤

副 会 長 財満 鎭明 2016年3月10日 学術・社会連携,表彰 〃 名大 〃

〃 金丸 正剛 2016年3月10日 〃 産総研 〃

〃 西山 彰 2017年3月6日 〃 東芝メモリ 〃

常務理事 梶川 浩太郎 2016年3月10日 総務 〃 東工大 〃

理事 辰巳 哲也 2017年3月6日 〃 〃 ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 〃

常務理事 伊藤 公平 2016年3月10日 国際 〃 慶應大 〃

理事 宇佐美 徳隆 2017年3月6日 〃 〃 名大 〃

常務理事 根本 香絵 2016年3月10日 広報 〃 NII 〃

理事 森村 浩季 2017年3月6日 〃 〃 NTT 〃

常務理事 長谷川 龍一 2016年3月10日 会員・事務局 〃 三菱ケミカル 〃

理事 筑本 知子 2017年3月6日 〃 〃 中部大 〃

常務理事 古賀 淳二 2016年3月10日 財務 〃 東芝ﾃﾞﾊﾞｲｽ&ｽﾄﾚｰｼﾞ 〃

理事 平野 嘉仁 2017年3月6日 〃 〃 三菱電機 〃

常務理事 小林 慶裕 2016年3月10日 会員サービス 〃 阪大 〃

理事 大淵 真理 2017年3月6日 〃 〃 富士通研 〃

常務理事 近藤 高志 2016年3月10日 機関誌企画・編集 〃 東大 〃

理事 中村 雅一 2017年3月6日 〃 〃 奈良先端大 〃

常務理事 平本 俊郎 2016年3月10日 講演会企画・運営 〃 東大 〃

理事 筒井 一生 2017年3月6日 〃 〃 東工大 〃

常務理事 真島 豊 2016年3月10日 論文誌企画・編集 〃 東工大 〃

理事 木本 恒暢 2017年3月6日 〃 〃 京大 〃

〃 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 〃

〃 田中 功 2017年3月6日 東海支部 〃 山梨大 〃

〃 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 〃

〃 下村 哲 2017年3月6日 中国四国支部 〃 愛媛大 〃

〃 原 一広 2016年3月10日 九州 〃 九大 〃

監　事 河田 聡 2016年3月10日 監事 〃 ナノフォトン 〃

〃 長我部 信行 2017年3月6日 〃 〃 日立 〃



 

 

齊藤 彩 （早大）    坂田 利弥（東大）    作道 章一（琉大） 

佐々木智生（TDK）     佐藤 俊一（東北大）   佐藤信太郎（富士通研） 

佐藤 英樹（三重大）   重川 秀実（筑波大）   品田 賢宏（東北大） 

島 宏美 （防衛大）   霜垣 幸浩（東大）    下村 哲 （愛媛大） 

白井 智宏（産総研）   眞銅 雅子（阪工大）   鈴木 誠二（パナソニック） 

曽江 久美（東京電機大） 高島 祐介（徳島大）   高野 義彦（NIMS） 

高橋 儀宏（東北大）   竹内和歌奈（名大）    辰巳 哲也（ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ） 

田中 功 （山梨大）   田中 拓男（理研）    田中 保宣（産総研） 

谷口 正輝（阪大）    谷本 智 （日産アーク） 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） 

筑本 知子（中部大）   張 亜  （東大）    筒井 一生（東工大） 

堂免 恵 （湧志創造）  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） 

長江 祐樹（名大）    中澤日出樹（弘前大）   中野 貴文（University of Exeter） 

中村 雅一（奈良先端大） 西尾 譲司（東芝）    西澤 典彦（名大） 

Niraula Madan（名工大） 根本 香絵（NII）     長谷川龍一（三菱ケミカル） 

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）    早瀬 潤子（慶應大）   原 一広 （九大） 

畔堂 一樹（阪大）    平川 靖之（久留米高専） 平野 嘉仁（三菱電機） 

平本 俊郎（東大）    廣瀬 文彦（山形大）   藤井 清 （RSMC） 

藤沢 浩訓（兵庫県立大） 伏見 浩 （東大）    船戸 充 （京大） 

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）   松山 治薫（電通大）   間中 孝彰（東工大） 

宮嶋 孝夫（名城大）   宮本 恭幸（東工大）   村岡 幸輔（広島大） 

村田 英幸（北陸先端大） 本村 英樹（愛媛大）   森村 浩季（NTT） 

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） 葉 文昌 （島根大）   吉川 宣一（埼玉大） 

李 艶君 （阪大）    LU Guowei（東海大）   渡邉 明佳（浜松ホトニクス） 

 

４）委員会等 

   総務会議 
議長：梶川浩太郎（東工大） 

副議長：辰巳 哲也（ソニーセミコンダクタソリューションズ） 

   財務会議 
議長：古賀 淳二（東芝デバイス＆ストレージ） 

副議長：平野 嘉仁（三菱電機） 

国際会議 
議長：伊藤 公平（慶應大） 

副議長：宇佐美徳隆（名大） 

広報会議 

議長：根本 香絵（NII） 

副議長：森村 浩季（NTT） 

メンバー：伊藤 公平（慶應大）    近藤 高志（東大）       真島 豊 （東工大） 

平本 俊郎（東大）     大友 明 （東工大） 

会員・事務局会議 
議長：長谷川龍一（三菱ケミカル） 

副議長：筑本 知子（中部大） 
コアメンバー：梶川浩太郎（東工大）    辰巳 哲也（ソニーセミコンダクタソリューションズ） 

     古賀 淳二（東芝デバイス＆ストレージ）       平野 嘉仁（三菱電機） 

アドバイザー：保立 和夫（豊田工大）   財満 鎭明（名大）   金丸 正剛（産総研） 
       西山 彰 （東芝メモリ） 

   会員サービス委員会 

     委員長：小林 慶裕（阪大） 

    副委員長：大淵 真理（富士通研） 

      委員：梶川浩太郎（東工大）    伊藤 公平（慶應大）       根本 香絵（NII） 
         長谷川龍一（三菱ケミカル） 河西奈保子（首都大）       原 一広 （九大） 
         高井まどか（東大）     瀬山 倫子（NTT）        中村 淳 （電通大） 

         庄司 一郎（中央大）    大友 明 （東工大）       岡村 秀樹（国際基督教大） 

         近藤 高志（東大）     芦原 聡 （東大）        田中 弘隆（NTT） 



 

 

         住友 弘二（兵庫県立大） 

   機関誌企画・編集委員会 
     委員長：近藤 高志（東大） 

    副委員長：中村 雅一（奈良先端大） 

      委員：鈴木真理子（コーンズテクノロジー）  髙原 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）      三浦 真 （日立ハイテクノロジーズ） 

 張替 貴聖 （パナソニック）     千葉 大地（東大）     萩野 拓 （産総研） 

伊藤 剛仁（東大）         牧 英之 （慶應大）     北村 恭子（京都工繊大） 

宮島 晋介（東工大）     庄司 暁 （電通大）     加藤 智久（産総研） 

田辺 克明（京大）      田中 克 （NHK）     間中 孝彰（東工大） 

櫻井啓一郎（産総研）     手老 龍吾（豊橋科技大）   尾坂 格 （広島大） 

久保 若菜（農工大）     黄 晋二 （青学大）     小野田 忍（量子科学技術研） 

アドバイザー：和田 隆博（龍谷大） 

論文誌企画・編集委員会 
     委員長：真島 豊 （東工大） 
    副委員長：木本 恒暢（京大）      浦岡 行治（奈良先端大） 
   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） 
高木 信一（東大）  中村 淳 （電通大）    藤沢 浩訓（兵庫県立大） 
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：平本 俊郎（東大） 
    副委員長：筒井 一生（東工大） 
      委員：宮本 恭幸（東工大）  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）   中嶋 宇史（東理大） 
             豊田 光紀（東北大） 酒井 道 （滋賀県立大）   高瀬 浩一（日大） 
             三輪 真嗣（阪大）  山梨 裕希（横国大）   村田 英幸（北陸先端大） 
             小山 正人（東芝）  國本 崇 （徳島文理大）   片山 竜二（阪大） 

石河 泰明（奈良先端大） 長汐 晃輔（東大）    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：金丸 正剛（産総研） 西山 彰 （東芝メモリ） 
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（豊田工大） 
委員：財満 鎭明（名大）  金丸 正剛（産総研）   黒岩 丈晴（三菱電機） 
   齊藤 結花（学習院大） 瀬山 倫子（NTT）    本間 芳和（東理大） 
   水島 一郎（ニューフレアテクノロジー）    山田 廉一（日立） 
  田井 修市（事務局長） 

選挙管理委員会 
 委員長：梶川浩太郎（東工大） 
副委員長：辰巳 哲也（ソニーセミコンダクタソリューションズ） 
 

   学術・社会連携委員会 
     委員長：財満 鎭明（名大） 
    副委員長：西山 彰 （東芝メモリ） 
 
   倫理委員会 
     委員長：河田 聡（ナノフォトン） 
    副委員長：梶川浩太郎（東工大） 



 

 

教育企画委員会 
委員長：原 一広 （九大） 

    副委員長：藤城 武彦（東海大） 

委員：林  慶 （東北大） 池田 浩也（静岡大）   坪井 望 （新潟大） 

細川陽一郎（奈良先端大） 横山 新 （広島大）   香野 淳 （福岡大） 

平松美根男（名城大） 古田 豊 （立教新座中・高校） 篁 耕司 （旭川高専）   

副会長（理事会）：財満 鎭明（名大） 
 

    男女共同参画委員会 
     委員長：河西奈保子（首都大） 

    副委員長：松木 伸行（神奈川大） 

委員：有吉 恵子（東芝）   小川 賀代（日本女子大）   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） 

瀬川 浩代（NIMS）   田川 美穂（名大）   為近 恵美（横国大） 

橋本 信幸（シチズン時計）  増田 淳 （産総研）   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：伊賀 健一（東工大）   小舘香椎子（JST）   小長井 誠（都市大） 

           Sile Nic Chormaic（沖縄科技大）遠山 嘉一（東大）   根本 香絵（NII） 

副会長（理事会）：財満 鎭明（名大） 

 

５）支部 

 

※1  設立時は「北陸支部」，2006年「北陸・信越支部」へ名称変更 

６）分科会 

 
※2  設立時は「光学懇話会」，1989年「日本光学会」へ名称変更，2015年「フォトニクス分科会」へ名称変更 
※3 設立時は「電子放射分科会」，1963年「応用電子物性分科会」へ名称変更 

 

  

支部 支部長 設立

北海道支部 足立　智（北大） 1963年

東北支部 佐藤　俊一（東北大） 1951年

東海支部 田中　功（山梨大） 1965年

北陸･信越支部※1 德光　永輔（北陸先端大） 1965年

関西支部 民谷　栄一（阪大） 1947年

中国四国支部 下村　哲（愛媛大） 1954年

九州支部 原　一広（九大） 1953年

分科会 幹事長 設立

フォトニクス分科会※2 尾松　孝茂（千葉大） 1952年

放射線分科会 青木　徹（静岡大） 1957年

応用電子物性分科会※3 高橋　琢二（東大） 1960年

薄膜・表面物理分科会 宮﨑　誠一（名大） 1970年

結晶工学分科会 鍋谷　暢一（山梨大） 1970年

応用物理教育分科会 長谷川　誠（千歳科学技術大） 1988年

超伝導分科会 寺井　弘高(NICT) 1990年

有機分子・バイオエレクトロニクス分科会 臼井　博明（東京農工大) 1990年

プラズマエレクトロニクス分科会 杤久保　文嘉（首都大） 1990年

シリコンテクノロジー分科会 遠藤　哲郎（東北大） 1999年

先進パワー半導体分科会 土田　秀一（電力中研） 2014年

次世代リソグラフィ技術研究会 石原　直（東大） 2016年



 

 

７）研究会 

 

※1 設立時は「多元系機能材料研究会」，2013年「多元系化合物・太陽電池研究会」へ名称変更 

※2 設立時は「スピンエレクトロニクス研究会」，2008年「スピントロニクス研究会」へ名称変更 

※3 設立時は「エネルギー・環境研究会」，2013年「エネルギーシステム研究会」へ名称変更 

※4 「機能性酸化物研究会グループ」から「機能性酸化物研究会」に改組 

８）新領域グループ （1期3年原則2期 長3期まで） 

 
※5 新設  

「衝撃応用研究グループ」「ナノワイヤ研究グループ」は2016年度をもって活動終了． 

 

  

研究会 代表 設立

量子エレクトロニクス研究会 枝松　圭一（東北大） 1973年

多元系化合物・太陽電池研究会※1 和田　隆博（龍谷大） 2003年

光波センシング技術研究会 相津　佳永（室蘭工大） 1988年

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） 2000年

スピントロニクス研究会※2 宗片　比呂夫（東工大） 2001年

シリサイド系半導体と関連物質研究会 立岡　浩一（静岡大） 2001年

テラヘルツ電磁波技術研究会 水津　光司（千葉工大） 2004年

ナノインプリント技術研究会 平井　義彦（阪府大） 2005年

エネルギーシステム研究会※3 杉山　正和（東大） 2006年

有機ナノ界面制御素子研究会 間中　孝彰（東工大） 2007年

励起ナノプロセス研究会 保田　英洋（阪大） 2008年

集積化MEMS技術研究会 有本　和民（岡山県立大） 2008年

埋もれた界面のX線・中性子解析研究会 桜井　健次（NIMS） 2009年

界面ナノ電子化学研究会 真田　俊之（静岡大） 2010年

磁気科学研究会 山登　正文（首都大） 2012年

産学協働研究会 堂免　恵（湧志創造） 2015年

極限ナノ造形・構造物性研究会 中川　勝（東北大） 2015年

微小光学研究会 伊賀　健一（東工大） 2015年

機能性酸化物研究会※4 田中　秀和（阪大） 2017年

新領域グループ 代表 設立

量子情報研究グループ 根本　香絵（NII） 2013年

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） 2015年

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） 2015年

フォノンエンジニアリング研究グループ※5 野村　政宏（東大） 2017年



 

 

2．役員会等に関する事項 

１）総会 

 第84回定時総会 

 2017年3月6日（月）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 

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6日 第1号議案　2016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56期役員の選任に関する件

第3号議案　2017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17日 1.2016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84回 定時総会の付議事項・報告事項 承認

4.2017年度分科会幹事長 承認

5.2017 年度機関誌編集委員会委員の推薦 承認

6.2017年度論文誌企画・編集委員会体制 承認

7.IOPP Variation Agreement 承認

8.国際関連

 1)国際会議「IWJT2017」Sponsorship 申請とそれに伴う事業・財産の承継、運営に関する規程の新設

  ⅰ)The 17th International Workshop on Junction Technology (IWJT2017) 承認

 2)国際会議 Co-sponsorship 申請

  ⅰ)Advanced Metallization Conference 2017:27th Asian Session (ADMETAPlus2017) 承認

  ⅱ)39th International Symposium on Dry Process (DPS2017) 承認

  ⅲ)International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2017(ISOM’17) 承認

  ⅳ)International Workshop on UV Materials and Devices 2017 (IWUMD2017) 承認

  ⅴ)Laser Display and Lighting Conference 2017 (LDC 2017) 承認

  ⅵ)27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference(PVSEC-27) 承認

9.高野榮一光科学基金支援金申請 承認

10.Photonics＆Optics業績賞・功績賞（高野榮一賞）の設立 継続審議

11.MOU with IEEE for International Roadmap for Devices and Systems (IRDS) 承認

12.総務関連

 1)湯島アーバンビル退去に伴う原状回復工事 承認

 2)事務所移転に伴う引越 承認

13.代議員意見交換会議題 承認

14.第15回（2016年度）APEX/JJAP編集貢献賞受賞候補者 承認

15.会員入会 承認

3月7日 1.第56期（2017年度）理事：副会長，常務理事の選定 承認

2.建物管理請負契約 承認

3.ランダム系フォトエレクトロニクス研究会解散 承認

4.会員入会 承認

5月12日 1.第57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

2.2018年度事業計画策定のための会長方針 承認

3.2017年度事業計画，予算編成日程 承認

4.2017年度 会議・本部委員会委員の選任＜追加・変更＞ 承認

5.2017年度業績賞委員 承認

6.第11回（2017年度）応用物理学会フェローの推薦 承認

7.総務関連

 1)国立研究開発法人情報通信研究機構委託契約（SSDM2017，MOC’17） 承認

 2)物理系学術誌刊行センター協定書 承認

 3)新事務所火災保険契約 承認

 4)事務所新築工事費精算 承認

8.応用物理学会新事務所の建物名称 承認

9.光工学業績賞・功績賞（高野榮一賞）設立・規程及び委員長推薦 承認

10.2017年春季学術講演会(パシフィコ横浜)決算・サマリー 承認

11.研究会継続申請 承認

12.新領域グループ：強的秩序とその操作に関する研究グループ継続申請 承認



 

 

 
  

5月12日 13.スチューデントチャプター（SC）の設立 承認

14.高野榮一光科学基金支援金申請 承認

15.国際物理オリンピック2022（IphO2022）日本開催への協力依頼 一部承認

16.事務局職員の6月賞与 承認

17.国際関連

  1)国際会議のSponsorship申請

　 i)International Conference on challenges in Quantum Information Science (CQIS2018) 承認

2)国際会議のCo-Sponsorship申請

 i)International OSA Network of Students(IONS) Conference Okinawa 2017(IONS Okinawa 2017) 承認

  ⅱ)International Workshop on Nitride Semiconductors 2018 (IWN 2018) 承認

　ⅲ)23rd Microoptics Conference (MOC2018 承認

18.第42回（2017年春季）講演奨励賞候補者選考結果 承認

19.会員入会 承認

7月7日 1.2017年度功労会員推薦 承認

2.総務関連

 1)事務所移転の件 承認

 2)事務所新築追加工事 承認

 3)東海リフレッシュ理科教室20周年記念出版契約書 承認

3.経理関連

 1)2018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.APEX/JJAP Rapid Communication/JJAP Brief Note制限ページ数および掲載料の変更 一部継続審議

5.若手チャプター制度 承認

（条件付き）

6.第39回（2017年度）応用物理学会論文賞受賞者の選考 承認

7.会員入会 承認

10月13日 1.第57期 役員候補者の推薦 承認

2.名誉会員推薦 承認

3.2018年度予算策定方針・事業計画（新規案件中心） 継続審議

4.財務関連

1)研究活性化支援金の申請 承認

2)平成30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)」SSDM2018 承認

　ⅱ)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)」ACSIN-14/ICSPM26 承認

　　ⅲ)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(B)」リフレッシュ理科教室 承認

　ⅳ)国際情報発信強化　論文誌出版事業 承認

5.講演会関連

　a) 2017年秋季学術講演会(福岡国際会議場)概況・決算 承認

　b) 2020年，2021年の学術講演会の開催会場 承認

6.国際関連

　a) VLSI共同主催に関するIEEEとのMOU 承認

　b) 国際会議のCo-Sponsorship申請

　ⅰ) 2018 The 25th International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays 承認

　　　 and Devices (AM-FPD'18)

　ⅱ） Laser Display and Lighting Conference 2018 (LDC2018) 承認

7.会員・事務局関連

a) 職員の12月賞与と給与の改定 承認

b) 職員の昇格 承認

c) 職員表彰 承認

d) 職員就業規則と事務局事務分掌規程の改定 承認

8.高野榮一光科学基金支援金申請 承認

9.APEX/JJAP Rapid Communication/JJAP Brief Noteの掲載料，英文添削費の変更 承認

10.論文誌企画・編集委員会の委員退任 承認

11.終身会員の承認 承認

12.会員入会 承認

11月15日 1-1.2018年度事業計画（2次案） 承認

　①各会議・委員会

　②支部

　③分科会

　④研究会

　⑤新領域グループ

　⑥賞・基金

1-2.第85回定時総会・内閣府提出用事業計画（1次案） 継続審議

2.2018年度予算 継続審議

　①基本方針，特徴

　②正味財産増減計算書総括



 

 

 
 

3．許可，認可，承認，証明等に関する事項 

１）2017 年 3 月 10 日 東京法務局 役員変更の登記 

２）2017 年 7 月 27 日 東京法務局 事務所移転の登記 

4．その他 

１）代議員会議を9月5日福岡国際会議場にて実施した 

２）第57期役員候補者選挙を実施した 

３）第57期代議員選挙を実施した 

４）2017年度事業報告には，「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する

附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない 

  

11月15日 　③-1一般会計(全般)

　③-2一般会計(各会議・委員会)

　④支部会計

　⑤分科会会計

　⑥研究会会計

　⑦新領域グループ

　⑧基金

3.第18回応用物理学会業績賞推薦書 承認

4.第43回（2017年秋季）講演奨励賞候補者選考結果 承認

5.第12回(2018年度)フェロー選考委員会 委員名簿 承認

6.研究活性化支援金規程・留意事項の改正 承認

7.会員サービス関連

　a)若手チャプター新設 承認

　b)会員アンケート 承認

8.新領域グループ：量子化磁束動力学シミュレーション研究グループ継続申請 承認

9.会員入会 承認

12月15日 1.第85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

2.2018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85回定時総会：開催，付議事項，報告事項 承認

4.第57期役員候補者選挙結果の確認－総会付議事項 承認

5.第57期代議員選挙結果の確認 承認

6.名誉会員推薦 承認

7.2018年度代議員推薦委員会委員の推薦－総会付議事項 承認

8.2018年度論文賞委員会 委員名簿 承認

9.学術講演会講演規程 承認

10.APEX/JJAP専任編集長雇用契約書 承認

11.CLEO-PR2022誘致に関する合意書 承認

12.会員入会 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 1 4

放射線分科会 1 3 2 2

応用電子物性分科会 5 2

薄膜･表面物理分科会 2 4 2 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 5 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 7 2 4 2

プラズマエレクトロニクス分科会 10 2 3

シリコンテクノロジー分科会 4 28 2 2

先進パワー半導体分科会 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 16 6 9

東北支部 1 5 17 6

東海支部 1 8 1 12 7

北陸・信越支部 1 1 5 1 3 9

関西支部 3 11 1 7

中国四国支部 1 9 1 3 4

九州支部 1 1 3 3 3 12



 

 

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 1 3

光波センシング技術研究会 1 2 4

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 2

シリサイド系半導体と関連物質研究会 2 1 3

テラヘルツ電磁波技術研究会 1 1 1 3

ナノインプリント技術研究会 1 3 3

エネルギーシステム研究会 1 1 2

有機ナノ界面制御素子研究会 1 1 1 3

励起ナノプロセス研究会 1 1

集積化MEMS技術研究会 1 2 1 3

埋もれた界面のＸ線・中性子解析研究会 1 4 1

界面ナノ電子化学研究会 1 1 1 10

磁気科学研究会 4 3

産学協働研究会 4 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 2 4 1 10

機能性酸化物研究会 2 1 1 2

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
1 2 2

強的秩序とその操作に関わる研究グループ 2 4

フォノンエンジニアリング研究グループ 4 6

新

領

域

グ

ル

ー

プ

研究会・新領域グループ名称

研

究

会

 

 

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

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

2017 19,616 187 365
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会員動静 

 

 

正会員+学生会員 

会員区分 会員種別 2016年末 増減 2017年末

正会員（名誉会員） 23 3 26

正会員（功労会員） 108 1 109

正会員（終身会員） 619 51 670

正会員（シニア会員） 334 13 347

正会員（一般会員） 14,606 ▲ 330 14,276

正会員（院生会員） 3,416 83 3,499

正会員（海外博士特別会員） 2 0 2

正会員（企業若手会員） 4 - 42

学生会員 203 16 219

本会個人小計 19,315 ▲ 125 19,190

特別会員（107機関） 186 1 187

賛助会員（292社） 383 ▲ 18 365

法人口数小計 569 ▲ 17 552

分科会会員 422 ▲ 2 420

分科会会員学生 6 0 6

分科会個人小計 428 ▲ 2 426

本会正会員 4,428 24 4,452

本会会員学生 28 7 35

分科会特別会員（23機関） 27 1 28

分科会法人会員（18機関） 19 ▲ 1 18

合計 個人会員（本会＋分科会） 19,743 ▲ 127 19,616

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

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

17年度 20,417 20,366 20,203 20,108 20,148 20,492 21,367 21,452 21,470 21,443 21,342 19,190
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Ⅴ．英文論文誌投稿推移 

 

 

※投稿数と受付数は，Invited Review (IR)，Comprehensive Review (HR)，Errata，Comments and Reply (CR)を除いた数 

※投稿数と受付数の差は，一次審査リジェクト(Pre-referring Reject)数 

※特集号の一次審査リジェクトは無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年 投稿 受付 掲載 投稿 受付 掲載 投稿 受付 掲載

2008 669 669 343 1579 1482 1077 745 745 889

2009 626 622 340 1353 1238 918 1063 1063 709

2010 924 889 345 1595 1465 896 1137 1137 844

2011 1179 1129 428 1501 1343 801 1431 1431 951

2012 1279 1201 471 1195 1023 763 1205 1205 987

2013 1675 1532 490 1184 1024 568 1213 1213 937

2014 1571 1299 423 1124 939 569 987 987 885

2015 1522 1166 395 1081 843 531 1229 1229 650

2016 1569 1194 404 1094 856 534 811 811 922

2017 1467 972 356 1016 833 540 1096 1096 647

APEX JJAP特集号JJAP通常号

（注）X 年に投稿された論文は，翌年(X+1 年)に

掲載されるものが多く存在する．特に特集号は，

年ごとに企画数が異なり，月ごとの投稿数に大き

な差があるため，年で区切ると投稿数と掲載数の

逆転が起る場合がある． 



 

 

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
2017(パシフィコ横浜・福岡国際会議場） 7,131 6,156 4,048 3,981
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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 2014年 2015年 2016年 2017年

経常収益 1,021,786 978,808 870,455 998,458

経常費用 905,820 957,133 897,177 1,025,160

経常増減 115,966 21,675 ▲ 26,722 ▲ 26,702

一般正味財産増減 2014年 2015年 2016年 2017年

経常収益 816,984 801,773 793,834 791,269

経常費用 762,541 795,838 781,503 825,096

経常増減 54,443 5,935 12,331 ▲ 33,827

（単位：千円）

（単位：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 2014年 2015年 2016年 2017年

入会金・会費 211,834 189,351 184,899 181,383

講演会事業 132,587 138,730 157,571 175,888

機関誌広告 69,032 63,387 56,159 50,195

論文誌事業 296,807 300,393 262,679 266,222

費　　用 2014年 2015年 2016年 2017年

講演会事業 138,704 163,770 148,414 196,087

機関誌事業 99,885 105,595 102,513 100,753

論文誌事業 184,420 170,821 189,460 165,177

（単位：千円）

（単位：千円）
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