
事業報告の概要 

2019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，下記の会長メッセージに基づいた事業活動を行った． 

① 各研究者がそれぞれの研究成果を公開し，その科学的な妥当性や意義をオープンに議論できる場の提供

② 専門分野のみならず他分野の最新情報を得るために，高い学術的水準と読みやすさを両立させた機関誌の発行

③ 海外の学術出版の動向を捉え，迅速に対応するのみならず，魅力ある英文学術論文誌の発行

④ 学会IR（Institutional Research）の継続実施，学会活動の活性化を持続的に行うことができるような仕組み作り

第66回応用物理学会春季学術講演会は，アクセスの良い東京工業大学 大岡山キャンパスにおいて，3,800件を超える講演

および7テーマの特別シンポジウムと出展数177小間に上る展示会を併設して開催した．第80回応用物理学会秋季学術講演会

は北海道大学 札幌キャンパスにおいて，4,100件を超える講演と出展数129小間に上る展示会を併設して開催し，アメリカ光

学会（OSA）とのジョイントシンポジウムも継続し開催した．また，学生や若手研究者にも魅力のあるコンテンツ充実策とし

て，チュートリアルやキャリア相談会を継続的に実施した．  

優良な学会資産を生かした新たな事業開拓として，第1回応物セミナーが100名近くの参加者で開催された． 

機関誌『応用物理』(第88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．

広告収益は減少傾向にあり，5年前に比べると約35％減少しているため，新企画等の検討を引き続き継続している．  

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，その結果，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，APEXの投稿数は1,824件（2018年）から2,153件（2019年）に，JJAP通常号の投

稿数は1,027件（2018年）から1,043件（2019年）に増加した．2019年発表のインパクトファクタ―（IF）は，創刊後10年を

経たAPEXは 2.772，JJAPも 1.471と，増加傾向にある． 

少子高齢化や我が国の産業競争力低下，産業構造の変化などから，学会を取り巻く状況は厳しさを増している．個人会員

数は，2003年の約23,600名をピークに減少が始まり，2019年には約21,000名と1割以上の減少が続いている．さらに，学術講

演会の参加者減少および機関誌『応用物理』広告の減少による収益への影響は，学会運営において大きな構造的問題になっ

ている．経費圧縮の方策として，戦略会議の下，財務タスクフォース主導で，参加者へのサービスを維持した上での学術講

演会場見直し，英文論文誌の委託契約内容見直し，事務局業務効率化による人件費削減などを実施した．また，近年，会員

数の減少が顕著な企業会員や将来を担う学生・若手会員を対象とするインダストリアルチャプター，スチューデントチャプ

ター，若手チャプターの活動を推進した．学術講演会会期中には，全チャプターによる全体会合も開催し，相互に協力した

活動が広がった． 

その他の事業として，表彰は本部以外でも支部・分科会・研究会・新領域グループにおいて，積極的な顕彰が行われた． 

最後に，会員諸氏のご協力もあり本会が税額控除対象法人になりました事をご報告いたします．学会活動の活性化を持続

的に行うためにも，応用物理学および関連学術分野の発展を通じて社会に貢献する人材を育成する事業等を支援するために

設立された「応用物理学会将来基金」に引き続き継続的なご協力をお願いしてゆく．

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）2019年度学術講演会開催

●第66回応用物理学会春季学術講演会

①3月9日（土）から12日（火）まで（4日間），東京工業大学 大岡山キャンパス（東京都目黒区）で開催

②発表件数：3,829件，参加者数：6,729名

③特別シンポジウム：7件

④シンポジウム：22件

⑤チュートリアル：5件



⑥業績賞・研究分野業績賞受賞記念講演：10件

⑦講演奨励賞受賞記念講演：34件

⑧Poster Award選定：26件

●第80回応用物理学会秋季学術講演会

①9月18日（水）から21日（土）まで（4日間），北海道大学 札幌キャンパス（北海道札幌市）で開催

②発表件数：4,165件，参加者数：6,166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シンポジウム：29件

⑤チュートリアル：5件

⑥研究分野業績賞受賞記念講演：1件

⑦国際フェロー受賞記念講演：2件

⑧論文賞受賞記念講演：12件

⑨講演奨励賞受賞記念講演：32件

⑩Poster Award選定：18件

２）参加者サービス向上 

①満足度の高い講演会場の選定

②会員ニーズに応じた融合分野・新分野をテーマとしたシンポジウム，チュートリアルセッションの企画・サポート

③非日本語話者の会員の参加を促す環境づくり

④時勢に合わせた大分類・中分類の再編

３）収支改善 

①運営の効率化によるコスト削減

②新たな収入源の模索

会員サービス事業 

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，若手チャプター，インダストリアルチャプターの運営支援

スチューデントチャプター：既存：Tohoku University JSAP Student Chapter，早大・日女大 SC，電気通信大学 SC，名

古屋大学，大阪大学応用物理学会学生チャプター，広島大学，奈良先端大 SC，九州大学応

用物理学会学生チャプター，徳島大学スチューデントチャプター，宇都宮大学，東大柏・

産総研 SC，有機デバイス・物性 SC 

新規：千葉大学 SC，KOSEN スチューデントチャプター 

若手チャプター：     既存：ナノカーボン若手チャプター，電子材料若手交流会（ISYSE），太陽光エネルギー変

換機能材料・デバイス開発研究会，東海地区若手チャプター，光若手チャプター，JSAP 

Multidisciplinary Young Researcher Chapter 

新規：プラズマ若手チャプター，多様性推進若手チャプター 

学術講演会時に全チャプター会議を開催し連携の場を提供．また，広報会議と連携して，秋の学術講演会において若手

チャプターのポスター発表を支援 

②「キャリア相談会」の開催支援

③インダストリアルチャプター，講演会企画・運営委員会との連携による新領域の開拓推進

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アメリカ光学会（OSA）との合同シンポジウムを第80回応用物理学会秋季講演会にて開催



②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）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）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・後援

＜主催＞ 

①The Symposium on Surface and Nano Science 2019 (SSNS’19)

2019/1/14-18 雫石プリンスホテル（岩手県岩手郡）

②11th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials

/ 12th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science (ISPlasma2019/IC-PLANTS2019)

2019/3/17-21 名古屋工業大学（愛知県名古屋市） 

③19th International Workshop on Junction Technology 2019 (IWJT 2019)

2019/6/6-7  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 2019(SNW 2019)

2019/6/9-10  リーガロイヤルホテル京都（京都府京都市）

⑤2019 Symposium on VLSI Technology/2019 Symposium on VLSI Circuits(2019 VLSI)

2019/6/10-14  リーガロイヤルホテル京都（京都府京都市）

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

Nanotechnologies (EM-NANO 2019)

2019/6/19-22 信州大学 国際科学イノベーションセンター（長野県長野市） 

⑦Tenth International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics (M&BE10)

2019/6/25-27 奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～（奈良県奈良市）

⑧The 5th Asia-Pacific Conference on Semiconducting Silicides and Related Materials, 2019 (APAC-Silicide

2019)

2019/7/20-23 シーガイアコンベンションセンター（宮崎県宮崎市） 

⑨2019 International Conference on Solid State Devices and Materials（SSDM2019）

2019/9/2-5 名古屋大学（愛知県名古屋市）

⑩32nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference （MNC2019)

2019/10/28-31 広島国際会議場（広島県広島市）

⑪The 24th Microoptics Conference（MOC2019)

2019/11/17-20 富山国際会議場（富山県富山市）

⑫27th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy （ICSPM27)

2019/12/13-15 熱川ハイツ（静岡県賀茂郡県）

＜共催＞ 

⑬Laser Display and Lighting Conference 2019 (LDC2019)

2019/4/23-26 パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）

⑭2019 The 26th International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays and Devices

-TFT Technologies and FPD Materials- (AM-FPD’19)



2019/7/2-5 龍谷大学 アバンティ響都ホール（京都府京都市） 

⑮XXXIV International Conference on Phenomena in Ionized Gases and 10th International Conference on Reactive

Plasmas (XXXIV ICPIG & ICRP-10)

2019/7/14-19 札幌市教育文化会館（北海道札幌市） 

⑯The 4th A3 Metamaterials Forum (A3MMF4)

2019/8/21-24 北海道大学（北海道札幌市）

⑰Advanced Metallization Conference 2019：29th Asian Session (ADMETAPlus 2019)

2019/10/9-11 東京大学 山上会館（東京都文京区）

⑱International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2019 (ISOM’19)

2019/10/20-23 朱鷺メッセ（新潟県新潟市）

⑲22nd International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS-22)

2019/10/20-25 京都市勧業館みやこめっせ（京都府京都市）

⑳The International Symposium on Plasmonics and Nanophotonics (iSPN2019)

2019/11/11-14 生田神社会館（兵庫県神戸市）

㉑The 28th International Conference on Plastic Optical Fibers (POF 2019) 

2019/11/20-22 慶應義塾大学日吉キャンパス（神奈川県横浜市） 

㉒41st International Symposium on Dry Process (DPS2019) 

2019/11/21-22 広島市文化財団 アステールプラザ(広島県広島市) 

＜後援＞ 

1月：5件，2月：3件，3月：1件，4月：3件，5月：4件，6月：6件，7月：5件，8月：1件，9月：2件，10月：5件，11月：4件，

12月：1件（合計40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・連携を推進． 

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（JPhO）」理事，「国際物理オリンピック

2022（IPhO2022）」組織委員会委員・組織委員会運営幹事会専門委員，「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，男女共同参画連絡会（日本物理学会・応用物理学会）委員，「理数

系学協会教育問題連絡会」委員．

２）外部機関・団体への会員加盟等

JABEE，日本工学会，AAPPS，JPhO，IPhO2022協会，男女共同参画学協会連絡会（オブザーバー）．

３）その他

エレクトロニクス実装学会との協業（覚書締結），日本学術会議総合工学委員会未来社会共催特別シンポジウム開催,エレ

クトロニクス実装学会共同企画特別シンポジウム開催，日本半導体製造装置協会共催特別シンポジウム開催,国際周期表年

2019（IYPT2019）記念事業への協力，関連学協会による「ヘリウム危機」に臨んでの緊急声明への参加．

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した．特に，(1)

現会員に対する広報＜会員の満足度向上＞，(2)新規会員の獲得のための広報＜会員数の増加＞，(3)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＞を重点的に実施した． 

１）若手研究者支援を目的とする寄付金制度をサポートするための広報活動

２）ウェブマスターによる学会 HPの統合管理

３）グローバルサイトを活用した海外向け広報活動

４）展示会･国際会議などでの継続的な広報活動（PVJapan，SEMICONJAPAN，その他商業展示会の出展など）

５）facebook/twitter/LINE@/Instagram などの SNSを使った情報発信



６）講演会満足度調査 

７）若手チャプターの活性化のための広報活動 

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「ここがヘンだよ，日本の研究環境」を開催 

２）男女共同参画ネットワーク（NEWMAP）の拡充 

３）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女子中高生夏の学校 2019に参加し，ポスター展示やキャリア相談などの企画を実施

②男女共同参画学協会連絡会へオブザーバーとして参加

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）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 3回掲載 

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． 

（教育企画委員会開催：1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 30回のリフレッシュ理科教室を開催

②科研費支援を受け，双葉西小学校にて「コミュニティー・スクールにおける地域密着型リフレッシュ理科教室」（2019

年 10月 10，11日）を実施

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秋季学術講演会会場にて FDリフレッシュ理科教室（2019年 9月 19日）を開催

⑤神奈川県秦野市中学校教育研究会主催の「教育講演会」にて，教員対象の出前授業（2019年 11月 7日）を実施

２）全国実行委員参画型リフレッシュ理科教室 

北海道大学（2019年 9月 21日）において，応用物理学会将来基金を原資とした全国実行委員参画型リフレッシュ理科教室

を実施 

応物セミナー 

１）第１回応物セミナー開催（2019年 6月 14日，結晶成長 —基礎的理解から最近の展開まで— 講師：西永 頌） 

支部・分科会・研究会・新領域グループ 

「励起ナノプロセス研究会」は活動終了． 7支部，12分科会，17研究会，5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エレクトロニクス実装学会

⑤その他学協会等

共催申請

4月1件，7月1件，12月2件（合計4件） 

協賛・後援等申請 



1月10件，2月32件，3月28件，4月32件，5月20件，6月29件，7月35件，8月29件，9月20件，10月24件，11月21件， 

12月13件（合計293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 88巻）の発行

①年間 12号（A4判，総頁数 832頁，月平均 69頁，平均 16,078部，毎月 10日発行）の編集・発行，毎月一般会員，シニア

会員，功労会員，名誉会員，賛助会員及び特別会員への冊子版配布

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，充実したタイムリーな記事の提供，国内外の最新の話題をリサーチし

記事化

３）会員サービスという観点からの記事の刷新

① 読者層を絞った新企画の立案,外部記者制度を活用した，多様な情報収集の実施，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の強化，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（6月をもって終了），基礎講座の書籍化準備，J-Stage活用による非会員への記事

PDF販売開始

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

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

①電子版の普及推進，J-Stage活用による PDF全文検索の実現，機関誌将来検討ワーキンググループの設置及び機関誌の完

全電子媒体化の技術的・予算的計画の検討

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，ビデオ会議システムを利用した，意思決定プロセスの効率化推進，閲

読は担当編集委員の責任で実施，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を

継続

論文誌企画・編集事業 

（APEX/JJAP編集運営委員会議開催：5回，定例編集委員会議：2回，特集編集委員会議：2回，特集号審査会：2回） 

１）APEX（Vol.12）及び JJAP（Vol.58）の刊行

掲載論文総数：1865，APEX：582，JJAP通常号：581，JJAP特集号：702，冊子版平均発行部数：160

２）APEX Vol. 12のための編集業務（2018年の IF 2.772）

①APEX Review 1編を掲載

②Spotlight論文を 37編選定，うち 16編を Highlights論文に選定

３）JJAP Vol. 58のための編集業務（2018年の IF 1.471）

①9号に Selected Topics in Applied Physics “Metal oxide semiconductor thin-films and related devices”を掲載

（Review 6編，Original article 7編）

②Selected Topics in Applied Physics “Frontier of active site science: new insights on material functions”の論文

14編を公開（Review 8編，Original article 6編）

③Invited Review 3編を掲載



⑤特集号を 12件発行

⑥Spotlight論文を 18編選定，うち 9編を Highlights論文に選定

４）専任編集長，Advisory Editorによる審査体制の継続 

５）招待レビュー論文（APEX, JJAP），JJAP Selected Topics in Applied Physics (STAP) の企画 

６）特集号での新しい投稿審査システム（ScholarOne Manuscripts）の運用開始 

７）APEX/JJAP編集貢献賞の選考と表彰 

８）JJAP特集号関連国際会議への出展（2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20回応用物理学会業績賞の公募を行い，下記の受賞者3名を選出した．第67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 

  青野 正和（NIMS），須﨑 渉（大阪電通大名誉教授） 

教育業績 

  本宮 佳典（東芝） 

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67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 21回光・量子エレクトロニクス業績賞（宅間宏賞）

洪 鋒雷（横浜国大）

○第 10回化合物半導体エレクトロニクス業績賞（赤﨑勇賞）

藤田 静雄（京大）

○第 10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     竹岡 裕子（上智大） 

研究業績賞部門（若手） 小西 くみこ（日立），當麻 真奈（東工大） 

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 3回光工学業績賞・功績賞（高野榮一賞）

業績賞         丸山 晃一（丸山光学研究所） 

功績賞         靍田 匡夫（元 ニコン）

３）第13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13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23名に対し賞状及び 

記念品を贈呈した． 

○国際フェロー 3名

Edward Yi Chang（National Chiao Tung University）

Uwe Reinhard Czarnetzki（Ruhr University Bochum）

Tomasz Dietl（ポーランド科学アカデミー/東北大学）

○国内フェロー 23名

荒木 敬介（宇都宮大）   石井 久夫（千葉大） 

石橋 幸治（理研）   井谷 俊郎（阪大） 



大川 和宏（KAUST）   近藤 英一（山梨大） 

佐藤 俊一（東北大）   高梨 弘毅（東北大） 

竹中 久貴（トヤマ）   東盛 裕一（ツルギフォトニクス財団） 

中村 孝夫（NEDO）   中村 孝（阪大） 

中山 知信（NIMS）   林 久貴（東芝メモリ） 

平野 愛弓（東北大）   藤掛 英夫（東北大） 

舟窪 浩（東工大）   松本 要（九工大） 

三木 一司（兵庫県立大）   右田 真司（産総研） 

南 内嗣（金沢工大） 森 伸也（阪大） 

山田 廉一（日立）   ＊所属は表彰時 

４）第41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41回応用物理学会論文賞として，受賞者40名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（6件）

a．平田 瑛子1，深沢 正永1，長畑 和典1，李 虎2，唐橋 一浩2，浜口 智志2，辰巳 哲也1

（1.ソニーセミコンダクタソリューションズ，2.阪大） 

b．増田 啓介1，三浦 良雄1 （1.NIMS） 

c．岡崎 雄馬1，中村 秀司1，小野満 恒二2，金子 晋久1（1.産総研, 2.NTT物性研） 

d．谷川 智之1，大西 一生1，加納 聖也2，向井 孝志2，松岡 隆志1（1.東北大, 2. 日亜化学） 

e．長野 重夫1，熊谷 基弘1，伊東 宏之1，梶田 雅稔1，花土 ゆう子1（1. NICT） 

f．William A. Borders1，秋間 学尚1，深見 俊輔1，守谷 哲1，栗原 祥太1，堀尾 喜彦1，佐藤 茂雄1，大野 英男1

（1.東北大） 

○応用物理学会論文奨励賞（5件）

a．前田 拓也（京大）

b．中内 大介（奈良先端大）

c．河合 英輝（首都大）

d．向山 広記（NIMS）

e. 小久保 信彦（名大）

○応用物理学会解説論文賞（2件）

a．金光 義彦1，半田 岳人1（1.京大）

b．大場 史康1，熊谷 悠1（1.東工大）

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39名に講演奨励賞を贈呈した． 

○第46回（2019年春季）応用物理学会講演奨励賞（36件）

山田 大空（阪府大） 鈴木 章吾（神戸大） 寺林 稜平（名大） 

坂間 俊亮（東大） 伊藤 佑介（東大）  馬越 貴之（阪大） 

渡邉 俊介（オキサイド） 雛倉 陽介（横国大） 橋本 和樹（東大） 

大川 洋平（豊田工大） 福澤 亮太（東大）  浜嵜 容丞（防衛大）  

多田 幸平（産総研） 山本 航平（東大）  田中 章裕（東大）  

永岡 章（宮崎大） 土肥 昂尭（東北大）  若林 勇希（NTT物性研）  

徳田 進之介（農工大） 宮廻 裕樹（NTT物性研） Charernchai Sumamal（北陸先端大） 

劉 利明（東大） 山村 祥史（東大）  中野 恭兵（理研）  

桑野 太郎（京大） 溝口 来成（東工大）  Jin Chengji（東大）  

小林 弘人（明治大） 原 征大（京大）  中島 義基（筑波大） 



川瀬 雄太（名城大） 木下 圭（東大） 小山 諄（九大）  

小野里 尚記（北大） 清原 慎（東大） 永田 善也（阪大） 

○第47回（2019年秋季）応用物理学会講演奨励賞（39件）

浅川 詩織（山梨大） 福島 碧都（首都大） 岡崎 大樹（東大） 

平山 颯紀（東大） 高松 有花（慶応義塾大） 吉田 昌宏（京大） 

木村 友哉（東大） 多田 浩明（埼玉大） 平松 光太郎（東大） 

増田 圭吾（千葉大） 安達 有輝（阪大）  山下 峻吾（京大） 

片宗 優貴（九工大） 福井 慧賀（東工大） 猪狩 朋也（筑波大） 

榊原 教貴（東大） 木下 紗里那（早稲田大） 細見 拓郎（九大） 

山本 竜也（産総研） 松本 啓岐（東大）  元木 貴則（青学大） 

大原 正裕（千葉大） 木村 謙介（理研）  Kamarudin Akmal（電通大） 

佐竹 皓宇（東大） 山内 光陽（関西学院大） 有泉 恒亮（阪大） 

隅田 圭（東大） 奥野 泰希（原子力機構） 長谷川 将希（名大） 

北川 裕貴（京大） 久保 幸士朗（宮崎大） 今西 正幸（阪大） 

中野 崇志（名大） 森 竣祐（東北大）  東垂水 直樹（東大） 

松岡 秀樹（東大） 橋間 裕貴（奈良先端大） 安倍 知奈実（青学大） 

６）Poster Awardの表彰 

春季学術講演会より26件，秋季学術講演会より18件のポスター発表に対しPoster Awardを贈呈した． 

○2019年春季 Poster Award（26件）

a. カメラ付きIT端末を活用したミリカンの実験Ⅱ

鈴木 三男1，和賀 宗仙1，増田 健二2 (1.福島高専，2.静岡大工) 

b. 切り紙と弾性体を使った液滴アレイとその応用

  武居 淳1，塚本 志帆1，駒﨑 友亮1，吉田 学1 (1.産総研) 

c. パルス変調レーザーを用いたCdTe検出器におけるキャリア移動特性の時間経過依存性の評価

  坂井田 晃平1，中川 央也1，増澤 智昭1,2，伊藤 哲1,2，青木 徹1,2(1.静岡大院，2.静大電研) 

d. フォトニック結晶レーザーの電流注入分布制御によるビーム形状制御

(M1)深谷 昌弘1，De Zoysa Menaka1，吉田 昌宏1，福原 真1，野田 進1(1.京大院工) 

e. InGaN/GaN ナノコラムプラズモニック結晶における発光増強率の分散関係

菊地 主馬1，大音 隆男3，岡本 晃一4，富樫 理恵1，岸野 克巳1,2(1.上智大理工，2.上智大ナノテク，3.山形大院理

工，4.阪府大院工) 

f. 低アスペクト比Geサブ波長格子中を用いた可視域偏光フィルター

高島 祐介1，原口 雅宣1，直井 美貴1 (1.徳島大) 

g. 量子カスケード検出器の高速動作（＞10GHz）

道垣内 龍男1，伊藤 昭生1，日髙 正洋1，藤田 和上1，枝村 忠孝1 (1.浜ホト) 

h. フォトニック結晶素子によるマイクロチップレーザーの短パルス化および直線偏光制御

荒木 隼悟1，鈴木 淳1，足立 宗之1，吉田 直樹1，小嶋 和伸1，羽根渕 昌明1(1.ニデック) 

i. セラミックスの超短パルスレーザー加工における非熱的/熱的加工境界

奈良崎 愛子1，高田 英行1，吉富 大1，鳥塚 健二1，小林 洋平2(1.産総研，2.東大物性研) 

j. 可視光OCTによる半導体薄膜構造の非破壊内部観察

石田 一将1，尾崎 信彦1，池田 直樹2，杉本 喜正2 (1.和歌山大シス工，2.物材機構) 

k. 蛍光X線ホログラフィを用いたMnドープBiFeO3薄膜の局所構造解析

渕脇 八雲1，中嶋 誠二1，藤澤 浩訓1，黒川 悠太1，八方 直久2，林 好一3，木村 耕治3，山本 裕太3，松本 亮平3(1.兵

庫県立大工，2.広島市立大情報，3.名工大構造物性) 



l. ダイヤモンド中単一NVセンターのパルス光磁気共鳴測定のためのローエンドFPGAへのフォトンカウンタの実装

永岡 希朗1，畑 雄貴1，川勝 一斗1，石井 邑1，福田 諒介1，寺地 徳之2，小野田 忍3，大島 武3，品田 高宏4，川原田 

洋1，磯谷 順一5，谷井 孝至1(1.早大理工，2.物材機構，3.量研，4.東北大，5.筑波大) 

m. 多層固相エピタキシー法によるLa2O2Sbエピタキシャル薄膜の合成

山本 裕貴1，河底 秀幸1，福村 知昭1,2,3,4(1.東北大理，2.東北大 WPI-AIMR，3.東北大 CSIS，4.東北大 CSRN) 

n. プラズマ誘起液中化学反応場の反応速度論的な理解

北野 勝久1，井川 聡2，中島 陽一2，横山 高史1，谷 篤史3(1.阪大工，2.大阪技術研，3.神戸大) 

o. 第一原理計算によるZr添加AlNの圧電性に関する研究

江藤 和也1,2，平田 研二2，Anggraini Sri Ayu2，秋山 守人2，上原 雅人1,2，山田 浩志1,2(1.九大総理工，2.産総研)

p. Co/BiFeO3/LaSrMnO3トンネル接合構造におけるBiFeO3のFeモーメントの増大

永沼 博1，一ノ瀬 智浩1 (1.東北大)

q. The effect of voltage on reservoir computing performance of a spin torque oscillator

Sumito Tsunegi1, Tomohiro Taniguchi1, Shinji Miwa2, Kohei Nakajima3,4, Kay Yakushiji1, Akio Fukushima1,

Shinji Yuasa1, Hitoshi Kubota1(1.AIST, 2.ISSP, The Univ. of Tokyo, 3.The Univ. of Tokyo, 4.JST PRESTO) 

r. 表面プラズモンポラリトンと有機結晶薄膜導波路モードの相互作用

井箟 郁美1，藤本 誠都1，近藤 秋洋1，寺平 成希1，阪東 一毅1 (1.静岡大理)

s. 薄膜プロセスに利用可能な超平坦・極薄・大面積セルロースナノファイバーフィルムの創製

(B)畑山 亮1，生野 孝1 (1.東理大) 

t. PEDOT:PSSを活性層とする全印刷型電気化学トランジスタの回路応用

(M2)植松 真由1，松井 弘之1，土屋 和彦1，長峯 邦明1，時任 静士1(1.山形大ROEL)

u. バーチャル電極ディスプレイによる微小管滑走制御の局所性評価

畑澤 研太1，宮廻 裕樹2，川村 隆三3，星野 隆行1,4(1.弘前大理工，2.東京大院情理，3.埼玉大院理工，4.弘前大院理

工)

v. InGaN/GaN多重量子井戸の表面プラズモン侵入長を越えた発光増強

村尾 文弥1，中村 俊樹1，松山 哲也1，和田 健司1，船戸 充2，川上 養一2，岡本 晃一1(1.阪府大院工，2.京大院工) 

w. 同位体酸素を用いたSiC表面に形成される単一光子源の構造推定

土方 泰斗1，松下 雄一郎2，大島 武3 (1.埼玉大院理工研，2.東工大，3.量研)

x. トリオン発光によるカーボンナノチューブ薄膜高速EL素子

(B)高橋 英統1，鈴木 裕司1，吉田 識人1，中川 鉄馬1,2，牧 英之1,3(1.慶大理工，2.KISTEC，3.JST さきがけ)

y. hBNサンドしたTMD原子層における励起子拡散

堀田 貴都1，樋口 翔平1，内山 揚介1，上野 啓司2，渡邊 賢司3，谷口 尚3，篠原 久典1，北浦 良1(1.名大理，2.埼玉

大理，3.NIMS) 

z. 粘菌に着想を得たTSP解探索アルゴリズムの電子回路実装

斉藤 健太1，末藤 直樹1，葛西 誠也1，青野 真士2(1.北大量集センター，2.慶大環情) 

○2019年秋季 Poster Award（18件）

a．ウェーブマシンによる波動伝搬制御の演示

友田 基信1，猪野 真大1，大宮 哲1，藤田 健太郎1，松田 理1，Wright Oliver1 (1.北大工) 

b. TlMg(Cl1-xBrx)3結晶のシンチレーション特性

荒井 美紀1，藤本 裕1，越水 正典1，木村 大海2，柳田 健之2，浅井 圭介1 (1.東北大，2.奈良先端大) 

c. (C6H5C2H4NH3)2Pb1-xCaxBr4有機無機複合単結晶のシンチレーション特性

赤塚 雅紀1，河野 直樹2，河口 範明1，柳田 健之1 (1.奈良先端大，2.秋田大) 

d. 誘電体堆積型導波路における通信波長帯フェムト秒表面プラズモンポラリトンの時間分解観察

組澤 悠真1，宮崎 純1，久保 敦1 (1.筑波大物理) 



e. フォトンカウンティングの実現に向けた結晶セレン膜積層型画素並列信号処理イメージセンサの検討

後藤 正英1，為村 成亨1 (1.NHK放送技術研究所) 

f. プラズマスパッタ型イオン源によるAlN+生成の検証

 阪本 健志1，粕谷 俊朗1，和田 元1 (1.同大理工) 

g. 反応性スパッタリング法および反応性蒸着法による微絨毛構造化InAlN膜の作製

中山 佳之1，星 大輔1，井上 泰志1，高井 治2 (1.千葉工大，2.関東学院大) 

h. ナノダイヤモンドを複合した新規リンパ系MRI造影剤の開発

矢野 浩作1，松本 知博1,2，尾藤 健太1,2，岡本 穣1，長谷部 光泉1,2，堀田 篤1 (1.慶大理工，2.東海大医) 

i. Coupling between acoustic and optic magnons in synthetic antiferromagnets

Yoichi Shiota1, Tomohiro Taniguchi2, Mio Ishibashi1, Takahiro Moriyama1, Teruo Ono1 (1.Kyoto Univ., 2.AIST) 

j. Electric Field Effect on Exchange Bias in Perpendicularly-Magnetized Co/CoOx System

Takamasa Hirai1,2, Tomohiro Koyama2,3, Daichi Chiba2,3 (1.The Univ. of Tokyo, 2.ISIR, Osaka Univ., 3.CSRN, 

Osaka Univ.) 

k. 単一配向Picene薄膜の光電子強度マッピング計測

岩澤 柾人1，小林 辰之輔1，長谷川 友里2，佐々木 正洋1，松井 文彦2，解良 聡2，山田 洋一1 (1.筑波大数理，2.分子

研) 

l. 高分子非フラーレン太陽電池中の電荷キャリア緩和過程

(M1)浜田 史也1，佐伯 昭紀1 (1.阪大院工) 

m. ナノ構造が発現する抗菌作用のリアルタイム観察の試み

神代 啓輔1，増田 恭介1，富成 征弘2，田中 秀吉2，小嶋 寛明2，清水 智弘1，新宮原 正三1，伊藤 健1 (1.関西大院シ

ス理工，2.情報通信機構) 

n. GaN-WPTにおけるNd-Fe-N付コイルによる放射電磁界の抑制

井手 利英1,3，今岡 伸嘉2，大森 幹夫3，尾崎 公洋2，清水 三聡1，高田 徳幸3 (1.産総研 GaN-OIL，2.産総研 磁性粉

末冶金，3.産総研 電子光) 

o. 金属ナノ粒子を用いた固体ナノポアの作製とサイズ制御

立溝 優羽1，内藤 宗幸1 (1.甲南大理工) 

p. 光を用いるカーボンナノチューブの湿式製膜と微細加工

神徳 啓邦1，松澤 洋子1，吉田 勝1 (1.産総研) 

q. 光ゲート効果を用いた高感度グラフェン赤外検出器のグラフェン形状依存性

福島 昌一郎1，嶋谷 政彰1，奥田 聡志1，小川 新平1，金井 康2，小野 尭生2，井上 恒一2，松本 和彦2 (1.三菱電機，

2.阪大産研) 

r. 合成雲母上へのバッファ層の挿入による曲げられるα-Ga2O3薄膜のエピタキシャル成長

新田 悠汰1，西中 浩之1，田原 大祐1，島添 和樹1，伊藤 雄祐1，吉本 昌広1 (1.京工繊大) 

７）応用物理学会支部の表彰 

○第22回北海道支部発表奨励賞（4件）

瘧師 貴幸（北大），井上 将希（北大），佐々木 正尋（北大），野崎 泰成（北見工大）

○第 13回東北支部貢献賞

該当者なし

○第 24回東北支部講演奨励賞（3件）

加藤 圭起（山形大），亀沢 知夏（総研大），吉嶺 季和（東北大）

○2018年度応用物理学会東北支部特別賞（1件）

東北大学応用物理学会スチューデントチャプター

○第 14回東海支部貢献賞（1件）

佐藤 英樹（三重大）



○第 7回東海支部学術講演会発表奨励賞（4件）

辻 泰成（名大），前原 拓哉（名大），市川 貴登（名城大），土井 拓馬（名大）

○第 9回北陸・信越支部貢献賞（1件）

徳光 永輔（北陸先端大）

○第 24回北陸・信越支部発表奨励賞（3件）

秦野 加奈（北陸先端大），畑 和史（金沢大），平松 考樹（北陸先端大）

○第 11回関西支部貢献賞

該当者なし

○第 7回関西支部関西奨励賞（4件）

長崎 裕介（阪大／現 オムロン），雛本 樹生（神大），上岡 直樹（滋賀県立大），魏 超鵬（阪大）

○第 14回中国四国支部貢献賞（2件）

米田 稔（岡山理科大），水野 薫（島根大）

○第 24回中国四国支部学術講演会発表奨励賞（12件)

藤林 将（広島大），是澤 秀紀（徳島大），是友 大地（高知工科大），佐藤 翔太（高知工科大），重枝 勇歩

（岡山大），曲 勇作（高知工科大），野田 優利奈（山口大），丸井 竜輝（岡山大），田中 拓充（高知工科

大），細川 雄史（愛媛大），渡辺 敬太（岡山大），三島 颯司（岡山大）

○第 14回九州支部貢献賞（2件）

寺田 貢（福岡大），平川 靖之 (久留米工専)

○第 23回九州支部発表奨励賞（8件）

幸森 雄三（鹿児島大），大島 広暉（九大），卜部 玄（熊本大），溝口 沙恵子（長崎大），Abubakr Eslam

NaeimHussien（九大），張 孝彰（佐賀大），呉 澤宇（九大），中村 優太（九大）

８）応用物理学会分科会・研究会・新領域グループの表彰 

○第 4回フォトニクス奨励賞（2件）

吉田昌宏（京大），縄田耕二（理研）

○第 25回放射線賞（2件）

山本誠一（名大），井口哲夫（名大）

○第 25回放射線賞奨励賞（1件）

岡田豪（金沢工大）

○2019年度春季放射線分科会学生ポスター賞（8件）

間木ありさ（東北大）, 河村一朗（東北大）, 福嶋宏之（奈良先端大）, 白鳥大毅（奈良先端大）, 加藤匠（奈良先端

大）, 沼倉隼人（山形大）, 平田悠歩（名大）, 中村吏一朗（九大）

○2019年度秋季放射線分科会学生ポスター賞（9件）

間木ありさ（東北大），Prom Kantuptim（奈良先端大），井頭謙太（奈良先端大），竹渕優馬（奈良先端大），石川諒

尚（名大），鈴木慧（東京電機大），光井研人（都市大），中村吏一朗（九大），黒崎大聖（長岡技科大）

○第 4回薄膜・表面物理分科会論文賞（2件）

石部貴史(阪大)，中島秀朗(産総研)

○結晶工学分科会 2019年発表奨励賞（3件）

牧唯人(豊橋技科大), 濱地威明(阪大), 杉谷寛弥(兵庫県立大)

○第 10回超伝導分科会論文賞

該当者なし

○第 10回超伝導分科会研究奨励賞（1件）

山梨裕希（横国大）

○第 7回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会業績賞（1件）

内藤裕義（大阪府大）

○第 17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 17回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞（2件）

荒井俊人（東大），南豪（東大）

○第 17回プラズマエレクトロニクス賞（2 件）

a. 布村正太，坂田功，松原浩司（産総研）

b. 大村光広，古本一仁，松田和久，佐々木俊行，酒井伊都子，林久貴(東芝メモリ）



○第 11回シリコンテクノロジー分科会論文賞（2件）

a. 小野行徳 1, ヒンマ フィルダウス 1, 渡邊時暢 1, ダニエル モラル 1, 堀匡寛 1, 藤原聡 2, 高橋庸夫 3 (1 静岡大，2

NTT, 3 北大) 

b. 岡本大典 1, 鈴木康之 1, 萩原靖彦 2, 栗原充 2, 中村隆宏 1, 蔵田和彦 2（1 PETRA, 2 アイオーコア）

○第 10回シリコンテクノロジー分科会研究奨励賞（2件）

加藤公彦（東大），堀匡寛（静岡大）

○先進パワー半導体分科会 第 6回講演会研究奨励賞（2件）

伊藤滉二（京大），根本宏樹（筑波大）

○第 4回多元系化合物・太陽電池研究会講演奨励賞（1件）

高橋 直（千葉工大）

○スピントロニクス研究会 「第 10回英語講演奨励賞」（7件）

平井 孝昌（東大），Jiang Miao （東大），Khang Huynh Duy Nguyen（東工大），松本 啓岐（東大），地引 勇磨

（阪大)，廣瀬 葉菜（東大），岡部 俊也（横国大）

○スピントロニクス研究会 「第 11回英語講演奨励賞」（5件）

遠山 諒（東工大），劉 超哲（阪大），島崎 夢志（名工大），荒木 大晴（東大），ジョ コウヨウ（北大）

○スピントロニクス研究会 「第 12回英語講演奨励賞」（5件）

池田 絢哉（東北大），岡野 元基（慶應大），後藤 一希（筑波大），内藤 貴大（阪大），元木 亮太（横国大）

○シリサイド系半導体と関連物質研究会 APAC SILICIDE 2019 Young Scientist Awards Oral Session（3件）

Zhihao Xu（筑波大），Hiromasa Murata（筑波大），Ivan Tarasov（Russian Academy of Science）

○シリサイド系半導体と関連物質研究会 APAC SILICIDE 2019 Young Scientist Poster Session（3件）

Taira Nemoto（筑波大），Shunya Sakane（阪大），Yuutaro Fuse（茨城大）

○テラヘルツ電磁波技術研究会 最優秀若手研究者賞（1件）

神田 夏輝（東大）

○テラヘルツ電磁波技術研究会 優秀学生発表賞（3件）

大嶋 涼（阪大），鶴丸 将平（千葉大），李 恒（東工大）

○2019年第 11回集積化 MEMS技術研究シンポジウム 優秀論文賞（2件）

日暮 栄治（産総研），本間 浩章（東大）

○2019年第 11回集積化 MEMS技術研究シンポジウム 研究奨励賞（2件）

中島 翼（香川大），古賀 達也（東工大）

○2019年第 10回集積化 MEMS技術研究ワークショップ 優秀ポスター賞（2件）

綿谷 一輝（香川大）

○界面ナノ電子化学研究会 第 4回優秀講演賞（1件）

平田 瑛子（ソニーセミコンダクターソリューションズ）

○微小光学研究会 2019 MOC Award（3件）

Benjamin J. Eggleton（The University of Sydney Nano Institute），Waguih S. Ishak（Corning Incorporated），

Susumu Noda（Kyoto University）

○微小光学研究会 2019 MOC Contribution Award（3件）

Shinji Yamashita（The University of Tokyo），San-Liang Lee（National Taiwan University of Science and

Technology），Kiichi Hamamoto（Kyushu University）

○微小光学研究会 2019 MOC Paper Award（4件）

Satomi Katayose（NTT Device Technology Labs），Ryota Katsumi（The University of Tokyo），Hiroki Ota（Tokyo

Institute of Technology），Takuo Hiratani（Sumitomo Electric Industries）

○微小光学研究会 2019 MOC Student Award（2件）

Ibuki Fujioka（Tokyo Institute of Technology），Jian-Fu Liao（National Sun Yat-sen University）

○第9回強的秩序とその操作に関わる研究グループ 2019年「最優秀ポスター賞」

金田 真悟（東大）

○第9回強的秩序とその操作に関わる研究グループ 2019年「優秀ポスター賞」

野土 翔登（北大）

○第3回フォノンエンジニアリング研究グループ講演奨励賞（1件）

柳澤 亮人（東大）



○第3回フォノンエンジニアリング研究グループポスター賞（3件）

相原 望（千葉大），Xu Bin（東大），Li Qin-Yi（九大） 

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）2020年度事業計画と予算案の検討

２）監査・総会対応（2019年度事業報告と決算）

３）中・長期の学会財務予測と経営戦略

４）新規事業の検討

５）機関誌刊行戦略の検討

６）英文論文誌刊行戦略の検討

８）事務局職員労務関連

９）外部機関等との協力体制の検討

10）その他

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．2019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．（総務会議開催：6回） 

１）規程類の改正・整備

２）他団体からの共催・後援・協賛に関する事項

３）本会が外部機関と締結する契約書の確認と更新

４）学会運営のリスク対応

５）総会運営関連の処務

６）事業計画書・事業報告書の総括取りまとめ

７）応物会館の設備・管理に関する事項

８）応物セミナーの立ち上げ

財務会議 

（財務会議開催：5回） 

１）2019年度の財務管理と決算処理，および2020年度予算原案の策定

２）内閣府公益法人認定等委員会に，2019年度事業報告及び決算，2020年度事業計画及び予算を提出

３）研究活性化支援金の審査・交付

４）応用物理学会全体の中長期的な財務状況の精査と，損益改善方策の検討

５）国際会議主催・共催申請の予算書・決算書の確認

６）新会計システム導入により経理業務効率化を推進

会員・事務局会議 

（会員・事務局会議開催：5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学生・院生会員の機関誌『応用物理』発送停止及び新会計システムへのリプレイスに伴う，会員サービスシステム改修

を実施

②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

③会員管理業務の効率化及び印刷コスト削減のため，メール共有ソフトを導入

④現行会員サービスシステムの継続利用に伴う課題の洗い出しと将来的なリプレイスの検討を実施

２）事務局運営：事務局運営に関する戦略立案・遂行と職員の人材育成マネジメント



①学会運営戦略に沿った事務局体制の最適化

・事務局業務の現状と職員構成を考慮して，現在の PM・PLに代わる新たな職制と関連規則等の改正を検討

・ハラスメント全般を防止するために「ハラスメント防止規程」を新たに整備（既存の「セクシャル・ハラスメント防

止規程」は廃止）

②職員の給与・賞与の見直し

・人事院勧告を参考にして，職員の賞与支給月数を 0.05 月分引上げ 4.50月に見直し

③職員表彰によるモチベーションの向上

・功績表彰 3件（3名）を実施

④役員面談による職員の業務実態把握と信頼感の醸成

・副会長，会員・事務局会議担当理事と職員との面談を実施

⑤働き方改革を実行するため，労務管理を徹底

基金による事業 

「応用物理学会将来基金」は応用物理学及び関連学術分野の啓発等のための社会向けイベント，中堅・若手会員向け支援

事業，その他の企画に補助を行い，寄付促進キャンペーンの実施，税額控除対象法人化に向けた寄付活動の戦略的推進を進

めた．「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．「光・量子エレクトロニクス業績賞基金」,「女性研究者研究業績・人材育成賞基金」,「化合物半導体エレク

トロニクス業績賞基金」，「高野榮一光科学基金」は特定の研究分野の研究において，顕著な業績をあげた者を表彰した．

また，「高野榮一光科学基金」は国際会議等に対する支援も行った． 



Ⅱ． 処務の概要

1．役員等に関する事項（下記の委員名や所属は 2019 年 12 月末現在時） 

１) 第 58 期（2019 年度）会長，理事，監事  

２) 戦略会議（2019 年度）

議長：財満 鎭明（名大）

副議長：波多野睦子（東工大）

コアメンバー：馬場 俊彦（横国大） 平野 嘉仁（三菱電機） 吉田 隆（富士電機）

吉田 郵司（産総研） 杉井 信之（日立） 木下 啓藏（アイオーコア）

３）第 58 期（2019 年度）代議員
133 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：青木 徹 （静岡大） 浅井 圭介（東北大） 浅野 卓 （京大） 

新垣 恒道（元甲南大） 荒川 太郎（横国大） Alipour Leila（阪大） 

伊敷 優哉（琉大） 石島 達夫（金沢大） 一木 隆範（東大） 

市野 邦男（鳥取大） 伊藤 昌文（名城大） 今田 忠紘（富士通研） 

植木 誠 （SCK） 植之原裕行（東工大） 植村 哲也（北大） 

ヴォーン クォン ヴァン（広島大） 江龍 修 （名工大） 遠藤 哲郎（東北大） 

遠藤 拓 （日大） 王谷 洋平（諏訪理科大） 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 晃一（阪府大） 奥田 裕司（東理大） 

小田部荘司（九工大） 小野 晋吾（名工大） 蔭浦 泰資（早大） 

葛西 誠也（北大） 河西奈保子（首都大） 笠松 直史（富士フイルム） 

加藤 景三（新潟大） 河原林 順（都市大） 神成 文彦（慶應大） 

木須 隆暢（九大） 喜多 浩之（東大）  北田 貴弘（徳島大） 

北村 雅季（神戸大） 木下 啓藏（アイオーコア） 金 賢徹 （産総研） 

葛生 伸 （福井大） 黒岩 丈晴（三菱電機） 古閑 一憲（九大） 

役職 氏名 就任年月日 担当職務 手当 現職 備考
会長 財満鎭明 2018年3月8日 なし 名城大 非常勤

副会長 波多野睦子 2018年3月8日 学術・社会連携，表彰 〃 東工大 〃
〃 馬場俊彦 2018年3月8日 〃 横国大 〃
〃 平野嘉仁 2019年3月7日 〃 三菱電機 〃

常務理事 吉田隆 2018年3月8日 総務 〃 富士電機 〃
理事 吉田郵司 2019年3月7日 〃 〃 産総研 〃

常務理事 染谷隆夫 2018年3月8日 国際 〃 東大工 〃
理事 美濃島薫 2019年3月7日 〃 〃 電通大 〃

常務理事 河西奈保子 2018年3月8日 広報 〃 首都大 〃
理事 浅井圭介 2019年3月7日 〃 〃 東北大 〃

常務理事 安田哲二 2018年3月8日 会員・事務局 〃 産総研 〃
理事 平尾明子 2019年3月7日 〃 〃 東芝 〃

常務理事 杉井信之 2018年3月8日 財務 〃 日立 〃
理事 木下啓藏 2019年3月7日 〃 〃 アイオーコア 〃

常務理事 髙原淳一 2018年3月8日 会員サービス 〃 阪大 〃
理事 西川恒一 2019年3月7日 〃 〃 豊田中研 〃

常務理事 神成文彦 2018年3月8日 機関誌企画・編集 〃 慶應大 〃
理事 若林整 2019年3月7日 〃 〃 東工大 〃

常務理事 加藤景三 2018年3月8日 講演会企画・運営 〃 新潟大 〃
理事 一木隆範 2019年3月7日 〃 〃 東大 〃

常務理事 髙橋琢二 2018年3月8日 論文誌企画・編集 〃 東大 〃
理事 納富雅也 2019年3月7日 〃 〃 NTT/東工大 〃
〃 本久順一 2018年3月8日 北海道支部 〃 北大 〃
〃 藤原巧 2018年3月8日 東北支部 〃 東北大 〃
〃 江龍修 2019年3月7日 東海支部 〃 名工大 〃
〃 葛生伸 2018年3月8日 北陸・信越支部 〃 福井大 〃
〃 黒岩丈晴 2018年3月8日 関西支部 〃 産総研 〃
〃 原口雅宣 2019年3月7日 中国四国支部 〃 徳島大 〃
〃 木須隆暢 2018年3月8日 九州支部 〃 九大 〃

監事 保立和夫 2018年3月8日 監事 〃 豊田工大 〃
〃 金山敏彦 2019年3月7日 〃 〃 産総研 〃



小柴 俊 （香川大） 小島 一信（東北大） 小島 淳 （名大） 

齋籐 亘 （東北大） 佐藤 孝紀（室蘭工大） 佐藤 杉弥（日本工大） 

佐藤 昇男（NTT） 佐藤 英樹（三重大） 佐道 泰造（九大） 

澤野憲太郎（都市大） 重川 秀実（筑波大） 志村 洋介（静岡大） 

Sharma Jaiyam（電通大）  杉井 信之（日立）  杉山 睦 （東理大） 

鈴木 誠二（パナソニック） 須田 淳 （名大）  セット ジイヨン（東大） 

染谷 隆夫（東大） 高島 祐介（徳島大） 髙橋 琢二（東大） 

高橋 儀宏（東北大） 髙原 淳一（阪大）  武田さくら（奈良先端大） 

竹田 康彦（豊田中研）  田中久仁彦（長岡技大） 田中 徹 （佐賀大） 

谷口 正輝（阪大） 築野 孝 （住友電工） 手塚 勉 （東芝メモリ） 

土井 拓馬（名大） 床井 良徳（長岡高専） 富永依里子（広島大） 

内藤 康幸（パナソニック） 中井 豊 （東芝）  中塚 理 （名大） 

中村 絃人（電通大） 奈良崎愛子（産総研） 成田 克 （山形大） 

新垣 実 （浜松ホトニクス） 西 敬生 （神戸高専） 西川 恒一（豊田中研） 

西澤 典彦（名大） 西田健太郎（阪大）  西本 尚弘（島津製作所） 

納富 雅也（NTT/東工大） 野田 啓 （慶應大） 羽渕 仁恵（岐阜高専） 

林 健司 （九大） 林 智広 （東工大） 早瀬 潤子（慶應大） 

原口 雅宣（徳島大） 久武信太郎（岐阜大） 土方 泰斗（埼玉大） 

兵土 知子（浜松ホトニクス） 平尾 明子（東芝）  平川 靖之（久留米高専） 

藤井 清 （RSMC） 藤井 賢吾（宇都宮大） 藤野 俊明（三菱電機） 

藤原 巧 （東北大） 部家 彰 （兵県大） Vohra Varun（電通大） 

堀井 和由（シスメックス） 堀井 滋 （京大）  牧野 哲征（福井大） 

増尾 貞弘（関西学院大） 松田 理 （北大）  間中 孝彰（東工大） 

右田 真司（産総研） 美濃島 薫（電通大） 宮原奈乃華（九大） 

宮本 洋子（電通大） 本久 順一（北大）  本村 英樹（愛媛大） 

森 康登 （奈良先端大） 矢代 航 （東北大） 安井伸太郎（東工大） 

安田 剛 （NIMS） 安田 哲二（産総研） 山西 陽子（九大） 

湯浅 貴之（シャープ）  吉田 隆 （富士電機） 吉田 弘幸（千葉大） 

吉田 郵司（産総研） ラジャゴパラン ウママヘスワリ（芝浦工大） 

若林 整 （東工大） 和田 篤 （防衛大） 

４) 委員会等
総務会議

議長：吉田 隆（富士電機） 

副議長：吉田 郵司（産総研） 

財務会議

議長：杉井 信之（日立） 

副議長：木下 啓藏（アイオーコア）

国際会議

議長：染谷 隆夫（東大） 

副議長：美濃島 薫（電通大） 

広報会議 

議長：河西 奈保子（首都大） 

副議長：浅井 圭介（東北大） 

会員・事務局会議

議長：安田 哲二（産総研） 

副議長：平尾 明子（東芝）

コアメンバー：吉田 隆（富士電機）  吉田 郵司（産総研）  杉井 信之（日立） 

木下 啓藏（アイオーコア） 

アドバイザー：財満 鎭明（名大） 波多野睦子（東工大） 馬場 俊彦（横国大）

平野 嘉仁（三菱電機）

会員サービス委員会 

委員長：髙原 淳一（阪大） 

副委員長：西川 恒一（豊田中研） 

委員：吉田 隆（富士電機）  染谷 隆夫（東大） 河西 奈保子（首都大） 

安田 哲二（産総研） 大淵 真理（富士通研）  中村 淳（電通大） 

庄司 一郎（中央大） 近藤 高志（東大） 

機関誌企画・編集委員会

委員長：神成 文彦（慶應大） 

副委員長：若林 整（東工大） 



委員：芦原 聡（東大） 内田 儀一郎（阪大） 大平 圭介(北陸先端大） 

木村 睦（龍谷大） 近藤 大雄（富士通研）  齊藤 結花（学習院大） 

出浦 桃子（東大）  長尾 雅則（山梨大） 廣瀬 靖（東大） 

松石 聡（東工大）  丸本 一弘（筑波大） 水林 亘（産総研） 

横田 有為（東北大） 赤塚 洋（東工大） 池添 泰弘（日本工大） 

池田 圭司（キオクシア）   上野 和紀（東大） 小野 新平（電力中研） 

上川 由紀子（産総研） 黒川 康良（名大）  齋 均（産総研） 

銭谷 勇磁（パナソニック）  富永 依里子（広島大） 福田 伸子（産総研） 

古澤 健太郎（情通機構）   宮澤 俊之（富士通研） 

アドバイザー：中村 雅一（奈良先端大） 

論文誌企画・編集委員会

委員長：髙橋 琢二（東大）

副委員長：納富 雅也（NTT／東工大） 木本 恒暢（京大）

専任編集長：斧 髙一（京大／阪大）

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）

APEX/JJAP 

編集委員：秋永 広幸（産総研） 芦原 聡（東大） 飯島 高志（産総研）

池上 和志（桐蔭横浜大） 石谷 善博（千葉大） 岩見 健太郎（東京農工大）

岩本 敏（東大） 大見 俊一郎（東工大） 小関 泰之（東大）

影島 博之（島根大） 北村 雅季（神戸大） 葛原 正明（福井大）

栗木 雅夫（広島大） 好田 誠（東北大） 小西 邦昭（東大）

小林 正治（東大） 塩見 淳一郎（東大） 鈴木 寿一（北陸先端大）

高野 義彦（物材機構） 竹中 充（東大） 立川 真樹（明治大）

田中 拓男（理研） 谷川 智之（東北大） 年吉 洋（東大）

中嶋 健（東工大） 中村 淳（電通大） 平野 愛弓（東北大）

古田 守（高知工科大） 松井 都（日立） 松田 理（北大）

峯元 高志（立命館大） 宮本 克彦（千葉大） 森田 隆二（北大）

矢口 裕之（埼玉大） 八井 崇（東大） 湯浅 新治（産総研）

Bierwagen, Oliver（Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik, Germany） 
Kurebayashi, Hidekazu（London Centre for Nanotechnology, UCL, UK）  
Luo, Yi （Tsinghua Univ., China） 
Pavlidis, D.（Boston University, U.S.A.）  
Speck, J. S. （Univ. of California, Santa Barbara, U.S.A.）  
Yoon, Sung-Min（Kyung Hee University, Korea） 

JJAP 編集委員：伊藤 剛仁（東大） 大田晃生（名大） 柏木 謙（産総研）

寒川 義裕（九大／名大） 黒岩 芳弘（広島大） 齋 均（産総研）

酒井 啓司（東大） 重川 直輝（大阪市立大） 杉井 信之（日立）

谷口 正輝（阪大） 塚越 一仁（物材機構） 中塚 理（名大）

中山 隆史（千葉大） 成塚 重弥（名城大） 西川 博昭（近畿大）

能崎 幸雄（慶應大） 服部 利明（筑波大） 平野 馨一（物質構造科学研）

山口 敦史（金沢工大） 吉森 久（岩手大）

Cho, Gyoujin（Sungkyunkwan University, Korea）  
Chyi, J.-I. （National Central Univ., R.O.C.）  
Kugler, S. （Budapest Univ. Technol. & Econ., Hungary） 
Wu, Y.-H. （National Univ. of Singapore, Singapore）

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） 

講演会企画･運営委員会

委員長：加藤 景三（新潟大）

副委員長：一木 隆範（東大）

委員：筒井 一生（東工大） 近藤 淳（静岡大） 越水 正典（東北大）

西山 伸彦（東工大） 山本 裕紹（宇都宮大） 小川 修一（東北大）

橘田 晃宜（産総研） 神野 雅文（愛媛大） 高瀬 浩一（日大）

柳原 英人（筑波大） 一野 祐亮（名大） 中 茂樹（富山大）

入沢 寿史（産総研） 荒木 秀明（長岡高専） 片山 竜二（阪大）

梶原 浩一（首都大） 神田 晶申（筑波大） 佐藤 信太郎（富士通研）

幹事：苅米 義弘（事務局長）

表彰委員会

委員長：波多野睦子（東工大）

副委員長：馬場 俊彦（横国大） 平野 嘉仁（三菱電機）

幹事：苅米 義弘（事務局長）



代議員推薦委員会

委員長：財満 鎭明（名大）

委員：波多野睦子（東工大） 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） 石田 猛（日立）

霜垣 幸浩（東大） 谷本 智（日産アーク） 筑本 知子（中部大）

森村 浩季（NTT） 
苅米 義弘（事務局長）

選挙管理委員会

 委員長：吉田 隆（富士電機）

副委員長：吉田 郵司（産総研）

学術・社会連携委員会

委員長：波多野睦子（東工大）

副委員長：平野 嘉仁（三菱電機）

倫理委員会

委員長：保立 和夫（豊田工大）

副委員長：吉田 隆（富士電機）

教育企画委員会

  委員長：藤城 武彦（東海大） 

副委員長：香野 淳 （福岡大） 

委員：篁 耕司 （旭川高専） 遠藤 拓（日大）  中野 寛之（愛知工大） 

曽根原 誠（信州大） 神田 健介（兵庫県立大）  山田 容士（島根大） 

堀江 雄二（鹿児島大）  安藤 靜敏（東理大） 

副会長（理事会）：波多野睦子（東工大）

男女共同参画委員会

委員長：小川 賀代（日本女子大） 

副委員長：庄司 一郎（中央大） 

委員：有吉 恵子（東芝） 河西奈保子（首都大）  神戸 美花（旭硝子） 

近藤 高志（東大）  斉藤 公彦（福島大）  瀬川 浩代（NIMS） 

為近 恵美（横国大） 筑本 知子（中部大） 

橋本 信幸（シチズンホールディングス） 増田 淳（産総研） 

松木 伸行（神奈川大） 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：小舘香椎子（JST） 小長井 誠（都市大）  遠山 嘉一（東大） 

副会長（理事会）：波多野睦子（東工大）

５) 支部

支部 設立
北海道支部 本久　順一 （ 北 大 ） 1963年
東北支部 藤原　　巧 （ 東 北 大 ） 1951年
東海支部 江龍　　修 （ 名 工 大 ） 1965年

北陸･信越支部※1 葛生　　伸 （ 福 井 大 ） 1965年

関西支部 黒岩　丈晴 （ 三 菱 電 機 ） 1947年
中国四国支部 原口　雅宣 （ 徳 島 大 ） 1954年

九州支部 木須　隆暢 （ 九 大 ） 1953年

支部長

※1  設立時は「北陸支部」，1998年「北陸・信越支部」へ名称変更 



６) 分科会

分科会 設立

フォトニクス分科会※2 栗村  　直 （ NIMS ） 1952年

放射線分科会 柳田　健之 （ 奈 良 先 端 大 ） 1957年

応用電子物性分科会※3 真島　　豊 （ 東 工 大 ） 1960年

薄膜・表面物理分科会 吉村　雅満 （ 豊 田 工 大 ） 1970年

結晶工学分科会 大島　祐一 （ NIMS ） 1970年

応用物理教育分科会 安藤  靜敏 （ 東 京 理 科 大 ） 1988年

超伝導分科会 淡路  　智 （ 東 北 大 ） 1990年

有機分子・バイオエレクトロニクス分科会 久保野敦史 （ 静 岡 大 ) 1990年

プラズマエレクトロニクス分科会 平松美根男 （ 名 城 大 ） 1990年

シリコンテクノロジー分科会 内田　　建 （ 東 大 ） 1999年

先進パワー半導体分科会 大谷　　昇 （ 関 西 学 院 大 ） 2014年

次世代リソグラフィ技術研究会 松井　真二 （ 元 兵 庫 県 立 大 ） 2016年

幹事長

※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 

７) 研究会

研究会 設立

量子エレクトロニクス研究会※4 枝松　圭一 （ 東 北 大 ） 1973年

多元系化合物・太陽電池研究会 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

スピントロニクス研究会※5 小野　輝男 （ 京 大 ） 2001年

シリサイド系半導体と関連物質研究会 中村　芳明 （ 阪 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※6 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※7 保田　英洋 （ 阪 大 ） 2008年

集積化MEMS技術研究会 平本　俊郎 （ 東 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 冨田　　寛 ( キ オ ク シ ア ） 2010年
磁気科学研究会 山登　正文 （ 首 都 大 ） 2012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※8 田中　秀和 （ 阪 大 ） 2017年

代表

※4 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 

※5 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 

※6 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 

※7 励起ナノプロセス研究会は2019年度をもって活動終了． 

※8 設立時は「機能性酸化物研究会グループ」，2017年「機能性酸化物研究会」へ名称変更

８）新領域グループ （1期3年原則2期最長3期まで） 

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 野村　政宏 （ 東 大 ） 2017年

エネルギーハーベスティング研究グループ 鈴木　雄二 （ 東 大 ） 2018年



2．役員会等に関する事項 

１）総会

第86回定時総会 

 2019年3月7日（木）16：00 ～17：20, 東京大学 武田先端知ビル 5 階 武田ホールにおいて開催. 次の議案が

付議され,原案通り承認された. 

開催月日 議題
3月7日 2018 年度事業報告および決算報告書案承認の件

第 58 期役員選任の件
2019 年度代議員推薦委員会委員選任の件 

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
2月15日 1 2018年度事業報告・決算(案)－総会付議事項 承認

2 2018年度監査報告 承認
3 第86回 定時総会の付議事項・報告事項 承認
4 2019年度分科会幹事長の推薦 承認
5 2019年度論文誌企画・編集委員会体制案 承認
6 国際会議Co-sponsorship申請 承認
i)41st International Symposium on Dry Process (DPS2019)
ii)International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical
Memory 2019
　(ISOM’19)

7 高野榮一光科学基金支援金申請 承認
8 APEX/JJAP次期専任編集長業務委託契約書 承認
9 「第1回応物セミナー」企画案 承認

10 機機関誌『応用物理』（冊子版）での掲載終了項目 承認
11 第17回（2018年度）APEX/JJAP編集貢献賞受賞候補者案 承認
12 会員入会の承認 承認

3月8日 1 2019年度委員選任 承認
i)第58期（2019年度）理事：副会長，常務理事の選定
ii)2019年度業績賞委員会 委員名簿

2 2019年度 本部委員会・会議委員，外部委員会委員の選任 承認
3 2019年度定例理事会・総会・戦略会議の日程 承認
4 MRSジョイントシンポジウム2022開催に関する合意書 承認
5 JSAP-OSAジョイントシンポジウムに関する日本光学会との覚書 承認
6 分科会共通規程改正および内規制定(案) 承認
7 会員入会の承認 承認

5月15日 1 第59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 第14回(2020年度)フェロー選考委員会 委員名簿 承認
3 第13回(2019年度)応用物理学会フェローの推薦 承認
4 研究会継続申請 承認
i)集積化ＭＥＭＳ技術研究会
ii)機能性酸化物研究会

5 研究会廃止申請 承認
i)励起ナノプロセス研究会

6 事務局職員の6月賞与 承認
7 高野榮一光科学基金支援金申請 承認
8 MNC2019業務委託契約書 承認
9 国際会議Co-sponsorship申請 承認
i)The 4th A3 Metamaterials Forum (A3MMF4)
ii)Advanced Metallization Conference 2019：29th Asian Session

(ADMETAPlus 2019)
iii)The International Symposium on Plasmonics and
Nanophotonics
　(iSPN2019)
iv)22nd International Conference on Secondary Ion Mass
Spectrometry
　(SIMS-22)

10 JSAP-OSAジョイントシンポジウムに関する日本光学会との覚書 承認
11 第46回（2019年春季）講演奨励賞候補者選考結果 承認
12 2019年度講演会企画・運営委員会委員の交代 承認
13 会員入会の承認 承認

議事事項



7月8日 1 予算関連 承認
i)2020年度予算編成方針（案）
ii)2020年度予算編成日程（案）

2 研究活性化支援金申請 承認
3 2019年度功労会員推薦 承認
4 高野榮一光科学基金支援金申請 承認
5 国際物理オリンピック（IPhO）2022基金規程 承認
6 AAPPS次期理事候補推薦 承認
7 若手チャプター(プラズマ・多様性推進)新設のお願い 承認
8 スチューデントチャプター(千葉大学)新設のお願い 承認
9 第41回（2019年度）応用物理学会論文賞受賞者の選考 承認

10 会員入会の承認 承認
10月7日 1 第59期 役員候補者の推薦 承認

2 論文誌企画・編集委員会の委員就任 承認
3 高野榮一光科学基金支援金申請 承認
4 研究会設立（新領域グループからの昇格) 承認
5 応物サーバー移転について 承認
6 会員・事務局関連 承認
i)ハラスメント防止規程制定
ii) 事務局職員の12月賞与の改定

7 科研費補助金申請 承認
i)研究成果公開発表（B）地域密着型リフレッシュ理科教室
ii)研究成果公開発表（C）SSDM2020

8 国際会議Co-sponsorship申請 承認
i)The 28th International Conference on Plastic Optical Fibers
（POF2019）
ii)Laser Display and Lighting Conference 2020 (LDC 2020)
iii)2020 The 27th International Workshop on Active-Matrix
Flatpanel Displays
　and Devices　-TFT Technologies and FPD Materials-( AM-FPD’
20)
iv)12th International Conference on Optics-Photonics Design
and
　Fabrication (ODF’20, Taoyuan)

9 終身会員の承認 承認
10 会員入会の承認 承認

11月12日 1 2020年度事業計画・予算(案) 承認
2 第87回定時総会・内閣府提出用事業計画(1次案) 承認
3 高野榮一光科学基金支援金申請 承認
4 第20回応用物理学会業績賞推薦書 承認
5 応用物理学会業績賞規程改正 承認
6 新領域グループ設立申請 承認
i)トータルバイオミメティクス研究グループ

7 会員・事務局関連 承認
i)職員表彰

8 第47回（2019年秋季）講演奨励賞候補者選考結果 承認
9 会員入会の承認 承認

12月12日 1 2020年度事業計画－第87回定時総会報告及び内閣府提出（吉田隆） 承認

2
2020年度予算書・資金調達及び設備投資の見込み－内閣府提出（杉
井）

承認

3 第87回定時総会：開催，付議事項，報告事項（吉田隆） 承認
4 第59期役員候補者選挙結果の確認－総会付議事項（吉田隆） 承認
5 第59期代議員選挙結果の確認（吉田隆） 承認
6 2020年度代議員推薦委員会委員の推薦－総会付議事項（財満） 承認
7 2020年度論文賞委員会 委員名簿（馬場） 承認
8 エレクトロニクス実装学会と応用物理学会との覚書提案（財満） 承認
9 2021年第68回応用物理学会春季学術講演会合同開催(一木) 承認

10 2022年第69回応用物理学会春季学術講演会開催会場(一木) 承認
11 応用物理学会学術講演会運営規程(一木) 承認
12 著作権取扱規程改正（吉田隆） 承認
13 TOKAIコミュニケーションズとの取引基本契約(馬場) 承認
14 スチューデントチャプター(KOSENチャプター)新設のお願い（高原） 承認
15 機関誌『応用物理』広告出稿元紹介促進（河西） 承認
16 「ヘリウム危機」に臨んでの緊急声明への参加要請 承認
17 会員入会の承認 承認



3．許可，認可，承認，証明等に関する事項 
１) 2019年 3月 15 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18日北海道大学にて実施した

２）第59期役員候補者選挙を実施した

３）第59期代議員選挙を実施した

４）2019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



Ⅲ．支部・分科会・研究会・新領域グループの活動 

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 4 3

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 3 2 6 6

結晶工学分科会 1 3 1 1 7

応用物理教育分科会 2 5 2 3

超伝導分科会 3 1 1 4

有機分子・バイオエレクトロニクス分科会 1 4 6 3 4 2

プラズマエレクトロニクス分科会 1 7 2 1 3

シリコンテクノロジー分科会 3 20 3 2

先進パワー半導体分科会 1 3 1 3

次世代リソグラフィ技術研究会 3 1 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 15 7 8

東北支部 1 5 14 4

東海支部 1 11 1 16 7

北陸・信越支部 1 1 6 1 3 9

関西支部 3 5 1 7

中国四国支部 2 2 4 4

九州支部 1 1 10 2 7 10



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 1 2 1 3

光波センシング技術研究会 1 2 4

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 1 2 3

テラヘルツ電磁波技術研究会 1 5

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 3

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 2 2 2

埋もれた界面のＸ線・中性子解析研究会 1 4 1 1

界面ナノ電子化学研究会 1 2 7 3

磁気科学研究会 1 2 2

極限ナノ造形・構造物性研究会 1 3 3

微小光学研究会 1 4 1 10

機能性酸化物研究会 2 1 1 3

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
3 2

強的秩序とその操作に関わる研究グループ 2 3

フォノンエンジニアリング研究グループ 1 3

エネルギーハーベスティング研究グループ 1 4

研究会・新領域グループ名称

研

究

会

新

領

域

グ

ル

ー

プ

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

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

2018 19,343 175 371

2019 18,991 168 366
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会員動静 

正会員+学生会員 

会員区分 会員種別 2018年末 増減 2019年末

正会員（名誉会員） 23 0 23

正会員（功労会員） 122 ▲ 1 121

正会員（終身会員） 723 58 781

正会員（シニア会員） 340 1 341

正会員（一般会員） 13,983 ▲ 358 13,625

正会員（院生会員） 3,422 13 3,435

正会員（海外博士特別会員） 2 ▲ 1 1

正会員（企業若手会員） 47 ▲ 5 42

学生会員 257 ▲ 27 230

本会個人小計 18,919 ▲ 320 18,599

特別会員（102機関） 175 ▲ 7 168

賛助会員（294社） 371 ▲ 5 366

法人口数小計 546 ▲ 12 534

分科会会員 418 ▲ 38 380

分科会会員学生 6 6 12

分科会個人小計 424 ▲ 32 392

本会正会員 4,490 ▲ 42 4,448

本会会員学生 44 ▲ 18 26

分科会特別会員（23機関） 16 ▲ 2 14

分科会法人会員（18機関） 18 ▲ 1 17

合計 個人会員（本会＋分科会） 19,343 ▲ 352 18,991
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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

18年度 20,326 20,175 20,064 19,960 19,965 20,304 21,192 21,252 21,270 21,197 21,121 18,919

19年度 20,049 19,811 19,620 19,552 19,563 20,120 20,899 20,940 20,982 20,882 20,829 18,599
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Ⅴ．英文論文誌投稿推移 

年 投稿 掲載 投稿 掲載 投稿 掲載

2008 669 343 1579 1077 745 889

2009 626 340 1353 918 1063 709

2010 924 345 1595 896 1137 844

2011 1179 428 1501 801 1431 951

2012 1279 471 1195 763 1205 987

2013 1675 490 1184 568 1213 937

2014 1571 423 1124 569 987 885

2015 1522 395 1081 531 1229 650

2016 1569 404 1094 534 811 922

2017 1467 356 1016 540 1096 647

2018 1824 387 1027 599 931 838

2019 2153 582 1043 581 866 702

APEX JJAP特集号JJAP通常号



Ⅵ．講演会事業推移 

年度
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
2018(早大・名古屋国際） 7,186 6,237 4,167 3,868

2019(東工大・北大） 6,729 6,166 3,829 4,165

*2013秋：MRSジョイントシンポジウムを含めると、出題数は4795件、参加登録者数は6803名
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Ⅶ．本会財政の状況 

学会全体 （単位：千円）
経常収益 経常費用 経常増減

2015年 978,808 957,133 21,675
2016年 870,455 897,177 ▲ 26,722
2017年 998,458 1,025,160 ▲ 26,702
2018年 875,082 889,111 ▲ 14,029
2019年 872,303 753,636 118,667
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