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事業報告の概要 

2020年度は，定款で定められた本会の目的「応用物理学および関連学術分野の研究の促進ならびに成果の普及に関する事

業を行い，もって社会の発展に寄与すること」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 

予想外のコロナ禍の影響もあり，イベントや会議など主な事業は，オンラインを利用しての活動となった． 

①会員サービスの向上 

春季学術講演会は中止となったが，秋季学術講演会はオンラインにて開催し，聴講のみの学生は参加費を無料とし，一部

のシンポジウムを期間限定で録画配信サービス等を行ったこともあり，秋季学術講演会の参加者数としては過去最大規模の

8,830名となった．また，複数の専門領域にまたがる分野をまとめてプログラムする「コードシェアセッション」を積極的に

取り入れたことにより，投稿者は講演内容にマッチした講演分科で発表でき，聴講者は興味ある分科の選択が可能となっ

た． 

機関誌『応用物理』は，タイムリーな記事の掲載とその内容の充実，フルカラー化や専門外でも読みやすい記事を掲載す

るため外部記者制度の継続等，総合的なサービス向上に努めた． 

第3回応物セミナーは，オンライン開催のメリットを活かし，見逃し配信などの新しい試みも行われた． 

②国際化の推進 

主催・共催国際会議は，16の企画があり，コロナ禍の影響で4月開催予定の1件は中止となったが、他はオンライン会議を

中心に全て開催された． 

英文論文誌の投稿数の落ち込みが懸念されたが，中国からの投稿数減少が顕著なことが主な要因であり，査読を通った論

文掲載数は微減にとどまった．その結果，論文のクオリティは確保でき，2020年発表のインパクトファクタ―(IF)は，APEX

が3.086と増加傾向，JJAPが1.376と微減にとどまり，世界の同一分野の論文誌としての位置付けも順調に推移した． 

③産業界・異分野連携の推進 

機関誌『応用物理』８月号において，応用物理技術の社会実装についての特集を組み，応用物理分野の専門家だけでなく

異分野のコンサルタントなどからも寄稿を得て，産業界や異分野との連携を含む俯瞰的なビジョンを示した．また，秋季学

術講演会において，本特集と連動するシンポジウムを開催することで水平展開を図り，シンポジウムには同講演会最多とな

る延べ810名が参加した．さらに，秋季学術講演会では，産業界・異分野にフォーカスしたシンポジウム「宇宙から考える応

用物理」，「車は半導体でできている！」をインダストリアルチャプター企画で開催し多くの聴講者を集めた． 

異分野連携も視野に入れ，新領域の開拓を目指す活動支援として「新領域グループ」への支援金を設立した．その結果，

「トータルバイオミメティクス研究グループ」「インフォマティクス応用研究グループ」が新設され活動を開始した． 

第2回応物セミナー「深層学習の学術・産業への可能性と技術内容の紹介」では，近年急激に進展する深層学習技術が特に

産業の進展に与える影響についての解説・認識の実演により，他分野への利活動促進を目指した企画で実施した． 

④学会組織運営の改革・定着 

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，2020年には20,000名を下回った結果，ピーク時から15%以上の減少と

なっている． 

学会組織を安定的に支え運営していくため，事務局職員の職制変更を行い新しいグループ体制をスタートするための基盤

強化を行った．また，コロナ禍で緊急対応してきた職員の在宅勤務による働き方改革推進のため，規程類を整備し制度化し

た． 

コロナ禍にあって，「応用物理」の果たす役割の重要性を再確認し，会員サービスのみならず将来「応用物理」の研究に

携わる学生にとって新しい発見の気づきに繋がる企画として，特別Ｗｅｂコラム「新型コロナウイルス禍に学ぶ応用物理」

を発信した．また，継続してきた小・中学生対象の「リフレッシュ理科教室」も対面での開催はできなかったが，教材を郵
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送しオンデマンド配信等によりきめ細かいサービスを提供することにより，将来の“応用物理研究者”を育てる活動が行わ

れた． 

2020年度の事業活動は，コロナ禍に大きく影響されたが，決して事業活動を停滞させることなく，この状況下だからこそで

きる施策を試行錯誤しながら実施した結果，2021年度以降に繋がる体制づくりができた． 

1．公益目的事業 

【学術講演会】 

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)2020年度学術講演会開催 

●第67回応用物理学会春季学術講演会 

①3月12日(木)から15日(日)まで(4日間),上智大学四谷キャンパスにて開催予定であったが，新型コロナウイルス感染拡大のため中止． 

②発表件数：3,660件，事前予約者数：5,736名 

③シンポジウム：34件,チュートリアル：6件等が開催予定であったがいずれも開催中止． 

●第81回応用物理学会秋季学術講演会 

①9月8日(火)から11日(金)まで(4日間)，オンラインで開催 

・講演会大会本部は同志社大学に設置，講演会会場アルバイトは同志社大学・京都工芸繊維大学の学生に依頼 

・ポスター講演は実施せず，口頭講演のみ，zoomのウェビナー機能を用いて開催 

・聴講のみの学生参加者は参加費を無料とした 

・予稿集のデータはサイト上にて一括ダウンロードができるようにした(予稿集DVDの参加者への配布を廃止した) 

②発表件数：2,434件，参加者数：8,830名(有料参加者4,496名，無料参加者4,334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：22件 

⑤チュートリアル：3件 

⑥業績賞・研究分野業績賞受賞記念講演：10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：15件 

2)参加者サービス向上 

①現地開催，オンライン開催の可能性を考慮した，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 

③オンラインの活用(プログラム編集委員会や講演会企画運営委員会のオンライン開催による費用の削減) 

4)講演奨励賞の表彰 

春季学術講演会は新型コロナウイルス感染拡大のため中止． 

秋季学術講演会から39名に講演奨励賞を贈呈した． 

第47回(2020年秋季)応用物理学会講演奨励賞(23件) 

 若月 花梨(東海大)  中内 大介(奈良先端大)  林 秀一郎(慶應義塾大) 

 古川 雄規(京大)   伊知地 直樹(筑波大)  藤井 瞬(慶應義塾大) 

 雛本 樹生(神戸大)  瀧口 耕介(東大)   宮崎 雅大(阪大) 

 本田 竜介(東北大)  花村 友喜(阪大)   五十嵐 純太(東北大) 

 黒川 穂高(東大)   浜田 北斗(千葉大)   櫛田 創(ハイデルベルグ大) 
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 木村 匠(千葉大)   莫 非(東大)   藤原 弘和(キオクシア) 

 李 宗恩(東大)   山田 航大(東京都市大)  立木 馨大(京大) 

 畑山 祥吾(東北大)  林 竜弘(静岡大)    

5)Poster Awardの表彰 

春季学術講演会は新型コロナウイルス感染拡大のため中止．秋季学術講演会はポスターセッションを開催しなかったため中止． 

【研究発表会，講習会等】 

会員サービス 

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，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，有機デバイス・物性

SC，千葉大学 SC，KOSEN スチューデントチャプター 

廃止：広島大学，東大柏・産総研 SC 

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，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 

2)新規サービスの検討 

①一般および高校生向けサービスや広報の検討（Web コラム、他） 

②若手及び外国人会員向けサービスの検討（応物 Cafe） 

③法人（賛助会員）向けサービスの検討（CE 人材の情報へのアクセス） 

国際学術交流 

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 

・アメリカ光学会(OSA)との合同シンポジウムを第81回応用物理学会秋季講演会にて開催 

2)国際交流事業 

・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 

・秋季学術講演会にて英語セッション開催 

4)国際会議の主催・共催・後援 

＜主催＞ 

①The Symposium on Surface and Nano Science 2020 (SSNS’20) 

2020/1/20-24 雫石プリンスホテル(岩手県岩手郡) 

②12th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials 

 / 13th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science (ISPlasma2020/IC-PLANTS2020) 

2020/3/8-11 名古屋大学(愛知県名古屋市)で開催予定だったが，新型コロナウイルス感染拡大のため開催中止 

③International Roadmap for Devices and Systems (IRDSTM)Spring Conference,and International Nanodevices and 

Computers (INC), 2020 
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2020/4/20-22 日立馬場記念ホール(東京都国分寺市)で開催予定だったが，新型コロナウイルス感染拡大のため開催中止 

④Silicon Nanoelectronics Workshop 2020(SNW 2020) 

2020/6/13-14 オンライン開催 

⑤2020 Symposium on VLSI Technology/2019 Symposium on VLSI Circuits(2020 VLSI) 

2020/6/15-18 オンライン開催 

⑥2020 International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices(SISPAD2020) 

2020/9/23-10/6 オンライン開催 

⑦2020 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2020) 

2020/9/27-30 オンライン開催 

⑧19th International Conference on Nanoimprint and Nanoprint Technology (NNT 2020) 

2020/10/7-9 富山国際会議場(富山県富山市)で開催予定だったが，新型コロナウイルス感染拡大のため開催中止 

⑨33rd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2020) 

2020/11/9-12 オンライン開催 

⑩28th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy (ICSPM28) 

2020/12/10-11 オンライン開催 

＜共催＞ 

①Laser Display and Lighting Conference 2020 (LDC2020) 

2020/4/21-24 オンライン開催 

②2020 The 27th International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays and Devices    

-TFT Technologies and FPD Materials- (AM-FPD’20) 

2020/9/1-4 オンライン開催 

③IEEE International Interconnect Technology Conference (IITC 2020) 

2020/10/5-9 オンライン開催 

④Advanced Metallization Conference Symposium 2020 (ADMETAPlus 2020) 

2020/10/14 オンライン開催 

⑤42nd International Symposium on Dry Process (DPS2020) 

2020/11/18-19 オンライン開催 

⑥International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2020 (ISOM’20) 

2020/11/29-12/2 オンライン開催 

広報 

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)広告検討WGでの広告戦略検討 

2)ウェブマスターによる学会HPの統合管理 

3)プレスリリースによる学会活動の広報 

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

5)グローバルサイトを活用した海外向け広報活動 

応物セミナー 

1)第 2 回応物セミナー開催(2020 年 1 月 15 日，深層学習の学術・産業への可能性と技術内容の紹介 講師：松尾 豊，河野 慎 

場所:東京大学工学部 2号館 213 教室) 

2)第 3 回応物セミナー開催(2020 年 10 月 2 日,半導体デバイス：その原理と動作のしくみ～もう一度学部の基礎から復習して

みよう～ 講師：柴田 直 場所：オンライン) 
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支部・分科会・研究会・新領域グループ 

「埋もれた界面のX線・中性子解析研究会」，「極限ナノ造形・構造物性研究会」は活動終了． 7支部，12分科会，20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22・23ページ 

【人材育成・教育】 

学術・社会連携 

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

2023(IPhO2023)」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，IPhO2023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(共催シンポジウム企画等)，日本学術会議総合工学委員会未来社会共催シンポジウム

企画，JSAP-MRS Joint Symposia 2022 企画提案選考委員選出・企画提案選考，量子科学技術研究開発機構重粒子線がん治

療装置等共同利用運営委員推薦． 

男女共同参画 

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：3回) 

1)春季学術講演会で開催予定のシンポジウムは，新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延による学術講演会自体の開催中止 

に伴い中止．2021 年春季学術講演会でのシンポジウム開催に向けた企画立案． 

2)多様性推進若手チャプターとの連携による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オンライン 2020 に参加し，キャリア座談会に参加 

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 

③国際会議 International Union of Pure and Applied Physics(IUPAP)への参加は，IUPAP 自体の開催延期に伴い延期 

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)男女共同参画委員会だよりの機関誌掲載は，各種イベントの中止・延期に伴い，2021 年に掲載を延期 

教育企画 

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：3回，広報会議との連携会議：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，対面形式：8回，リモート形式：14 回の延べ 22 回のリフレッシュ 

理科教室を開催．また，新型コロナ感染症の影響で対面での理科教室に代わる新たな取り組みとして，オンデマンド形

式の理科実験・工作のコンテンツの作成に取り組み，全体で合計 25 個のコンテンツを各組織のホームページ上にて掲

載，公開した． 

②科研費支援を受け，平山小学校にて「地域密着型リフレッシュ理科教室」(2020 年 10 月 19，20 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予定であったが，新型コロナ感

染症の影響による春季学術講演会の開催中止および，秋季学術講演会オンライン化に伴い，開催を中止した． 

④同様に，秋季学術講演会会場にて予定していた FD リフレッシュ理科教室(2020 年 9 月 12 日)は開催を中止した． 

⑤教員対象の出前授業は新型コロナ感染症の影響を鑑み，開催を中止した． 
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2)全国実行委員参画型リフレッシュ理科教室 

京都経済センター(2020 年 9 月 12 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

教室を開催予定であったが，新型コロナ感染症の影響および秋季学術講演会の対面開催が見送られたことに鑑み，開催を

中止した． 

会員サービス 

1)「キャリア相談会」の開催支援 

【機関誌】 

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：7回) 

1)機関誌『応用物理』(第 89 巻)の発行 

①年間 12 号(A4 判，総頁数 748 頁，月平均 62 頁，平均 15,646 部，毎月 10 日発行)の編集・発行(冊子版及び電子版)， 

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，各委員会・会議，支部・分科会などの関連

記事の強化，J-STAGE の記事 PV の分析に基づく新たな企画の立案 

４）読者拡大(会員増強)を目指した施策の継続・強化 

①記事の一部公開による機関誌ビジビリティ向上 

②J-STAGE 活用による非会員への記事 PDF 販売(PPV) 

③基礎講座の書籍化検討 

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電子版の普及推進及び電子付録としての動画等の追加による付加価値の向上 

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，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 

9)広告収入支援 

①各号の記事に関連した広告主候補をリストアップして通知する広告代理店の営業力の強化・支援 

10）表彰 

①論文賞の推薦 

分科会誌 

分科会誌を発行  ※ 詳細は 23 ページ 

【論文誌】 

(論文誌企画・編集委員会開催：5回，定例編集委員会：1回，特集編集委員会議：1回，特集号審査会：2回) 

1)APEX(Vol.13)及び JJAP(Vol.59)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：136 

2)APEX Vol. 13 のための編集業務(2019 年の IF 3.086) 

①APEX Review 1 編を掲載 

②Spotlight 論文を 23 編選定 
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3)JJAP Vol. 59 のための編集業務(2019 年の IF 1.376) 

①Selected Topics in Applied Physics “Physics and devices toward artificial intelligence”を掲載(Review 7編，

Original article 9編) 

②Selected Topics in Applied Physics “Mechanistic Understanding of Cold Atmospheric Plasma Applications”のReview 

論文3編を公開 

③Invited Review 1 編を掲載 

⑤特集号を 16 件発行 

⑥Spotlight 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)招待レビュー論文(APEX, JJAP)，JJAP Selected Topics in Applied Physics (STAP) の企画 

6)表彰 

①APEX/JJAP編集貢献賞の選考と表彰 

②論文賞の推薦 

【図書の刊行及び調査研究】 

1)アカデミックロードマップ 

2)応用物理ハンドブック 

3)応用物理学シリーズ 

4)科学英語を磨く 

5)応用物理データブック 

6)応用物理用語大辞典 

7)岐路に立つ 日本の科学教育 

【表彰，コンクール】 

1)応用物理学会業績賞の表彰 

第21回応用物理学会業績賞の公募を行い，下記の受賞者1名を選出した．第68回春季学術講演会の表彰式で賞状及び楯を 

贈呈する． 

〇研究業績 

  平川 一彦(東大) 

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68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 22 回光・量子エレクトロニクス業績賞(宅間宏賞) 

  百生 敦(東北大)，矢代 航(東北大)，横関 俊介(九工大名誉教授) 

○第 11 回化合物半導体エレクトロニクス業績賞(赤﨑勇賞) 

  中嶋 一雄(東北大名誉教授) 

○第 11 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     板垣 奈穂(九大) 

   研究業績賞部門(若手) 池田 佳奈美(大阪府立大)，高村 真琴(NTT) 

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 4回光工学業績賞・功績賞(高野榮一賞) 

   業績賞         渋谷 眞人(東京工芸大学名誉教授) 

   功績賞         伊賀 健一(東京工業大学名誉教授) 
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3)第14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14回応用物理学会フェロー表彰として，国際フェロー2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 2名 

  Lars Samuelson(Lund University) 

  竹内 一郎(University of Maryland) 

○国内フェロー 19名 

秋田 成司(大阪府立大)    秋永 広幸(産総研) 

岡田 至崇(東大)   小野 輝男(京大) 

影島 博之(島根大)   栗村 直(NIMS) 

小出 康夫(NIMS)   民谷 栄一(産総研/阪大) 

槌田 博文(チームオプト)   筒井 一生(東工大) 

寺部 一弥(NIMS)   豊田 浩孝(名大) 

馬場 寿夫(JST)    廣瀬 和之(JAXA) 

藤井 稔(神大)    藤原 聡(NTT) 

三宅 秀人(三重大)   宮本 恭幸(東工大) 

向井 剛輝(横国大)     ＊所属は表彰時 

4)第42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42回応用物理学会論文賞として，受賞者72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(7件) 

a．太田 進也1，松本 啓岐1，安藤 陽2，関谷 毅3，河野 竜平1，小山 知弘1，千葉 大地1(1.東大，2.村田製作所，3.阪大) 

b．張 梓懿1，久志本 真希2，酒井 忠慶2，杉山 直治2，Leo J. Schowalter3，笹岡 千秋2，天野 浩2(1.旭化成，2.名大， 

3. Crystal IS) 

c．Sandanayaka Sangarange Don Atula1，松島 敏則1，Fatima Bencheikh21，寺川 しのぶ1，William John Potscavage 

Jr.1，Chuanjiang Qin1，藤原 隆1，合志 憲一1，Jean Charles Ribierre1，安達 千波矢1(1.九大) 

d．葛西 誠也1，一木 輝久12，田所 幸浩23(1.北大, 2.名大，3.豊田中研) 

e．藤井 慎太郎1，石割 文崇1，小本 祐貴1，蘇 李欣竹1，山形 悠斗1，相場 諒1，西野 智昭1，福島 孝典1(1.東工大) 

f．今西 正幸1，村上 航介1，山田 拓海1，垣之内 啓介1，中村 幸介1，北村 智子1，奥村 加奈子1，吉村 政志1，森 勇介1 

(1.阪大) 

   g. 鹿嶋 行雄1，2，前田 哲利1，松浦 恵里子1，2，定 昌史1，岩井 武3，森田 敏郎3，小久保 光典4，田代 貴晴4， 

上村 隆一郎5，長田 大和5，髙木 秀樹6，平山 秀樹1(1.理研，2.丸文，3.東京応化工業，4.東芝機械，5.アルバック， 

6.産総研) 

○応用物理学会論文奨励賞(5件) 

a．嶋谷 政彰(三菱電機) 

b．大町 遼(名大) 

c．西久保 匠(東工大) 

d．林 将平(東レリサーチセンター/産総研) 

e. 髙橋 崇典(奈良先端大) 

○応用物理学会解説論文賞(3件) 

a．Dany Lachance-Quirion1，田渕 豊1，Arnaud Gloppe1，宇佐見 康二1，中村 泰信1(1.東大) 

b．鳥海 明1，西村 知紀1(1.東大) 

c. 野村 政宏1，塩見 淳一郎1，志賀 拓麿1，Roman Anufriev1(1.東大) 

5) 第18回APEX/JJAP編集貢献賞の表彰 
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井谷 俊郎（阪大）  市川 結（信州大）   伊藤 貴司（岐阜大） 

岩本 敏（東大）   大森 裕（阪大）   小野 輝男（京大） 

梶井 博武（阪大）  嘉数 誠（佐賀大）   川上 養一（京大） 

國本 崇（徳島文理大）  栗原 一彰（キオクシア）  竹内 哲也（名城大） 

杤久保 文嘉（首都大）  日比野 浩樹（関西学院大）  平松 美根男（名城大） 

藤沢 浩訓（兵庫県立大）  真島 豊（東工大）   本久 順一（北大） 

安井 久一（産総研） 

6)応用物理学会支部の表彰 

○第23回北海道支部発表奨励賞(3件) 

梁 豆豆(中国・北京科技大／北大)，仲川 幸輝(北大)，佐藤 雄也(室蘭工大) 

○第 14 回東北支部貢献賞(2 件) 

安藤 康夫(東北大)，佐藤 俊一(東北大) 

○第 25 回東北支部講演奨励賞(3 件) 

石橋 一晃(東北大)，栗谷 京生(東北大)，中村 拓真(東北大) 

○第 15 回東海支部貢献賞(1 件) 

吉村 雅満(豊田工業大学) 

○第 8回東海支部学術講演会発表奨励賞 

該当者なし(開催中止) 

○第 10 回北陸・信越支部貢献賞 

該当者なし 

○第 25 回北陸・信越支部発表奨励賞(4 件) 

Cong-Cong Zhang(富山大)，中野 裕太(金沢大)，原 直正(福井大)，中村 航大(北陸先端大) 

○第 12 回関西支部貢献賞 

該当者なし 

○第 8回関西支部関西奨励賞(3 件) 

永野 佑磨(兵庫県立大)，濱地 威明(阪大)，山口 貴文(大阪府立大) 

○第 15 回中国四国支部貢献賞(1 件) 

長濱 慎一(日亜化学工業) 

○第 25 回中国四国支部学術講演会発表奨励賞(11 件)  

長井 涼輔(山口大)，水本 善雄(徳島大)，楠木 琢也(岡山県立大)，高杉 勝汰(岡山大)，杉本 健太(徳島大)，安田 佳史

(岡山大)，中村 海輝(鳥取大)，眞邉 潤(広島大)，小松原 康平(岡山大)，中川 智広(岡山大)，町田 成海(岡山大) 

○第 15 回九州支部貢献賞(1 件) 

原 一広(九州大) 

○第 24 回九州支部発表奨励賞(7 件) 

吉永 賢(鹿児島大)，出口 雅志(九州大)，愼改 豪(熊本大)，杉野 颯士(長崎大)，Phongsaphak Sittimart(九州大)，Jihyun 

Kim(Ewha Womans Univ., Korea)，Daichi Takahashi(九州大) 

7)応用物理学会分科会・研究会・新領域グループの表彰 

○第 5回フォトニクス奨励賞(2 件) 

坂田諒一(京大)，三上秀治(北大) 

○第 26 回放射線賞(1 件) 

豊川秀訓(高輝度光科学研究センター) 

○第 26 回放射線賞奨励賞(1 件) 

上野克宜(日立) 

○第 5回薄膜・表面物理分科会論文賞(2 件) 

茂木裕幸(筑波大)，賈軍軍(青学大) 

○第 5回薄膜・表面物理分科会奨励賞(1 件) 

山口淳一(富士通研) 

○結晶工学分科会 2020 年発表奨励賞(3 件) 

水歩(阪大), 太田優一(都産技研), 吉見拓展(東大) 
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○第 11 回超伝導分科会論文賞(1 件) 

  松下照男，木内勝(九工大) 

○第 11 回超伝導分科会研究奨励賞 

該当者なし 

○第 8回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会業績賞 

該当者なし 

○第 18 回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会論文賞(1 件) 

松島敏則(九大) 

○第 18 回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞(1 件) 

伊澤誠一郎(分子研) 

○第 18 回プラズマエレクトロニクス賞(2 件) 

a. 久保井信行・辰巳哲也・小町潤・山川真弥(ソニーセミコンダクタ) 

b. 大村光広・橋本惇一・足立昂拓・近藤祐介・石川勝朗・阿部淳子・酒井伊都子・林久貴(キオクシア)，関根誠，堀勝

(名大) 

○第 12 回シリコンテクノロジー分科会論文賞(2 件) 

a. 布村正太・坂田功・榊田創(産総研)，古閑一憲・白谷正治(九大) 

b. 奥山亮輔・柾田亜由美・重松理史・門野武・廣瀬諒・古賀祥泰・栗田一成(SUMCO) 

○第 12 回シリコンテクノロジー分科会研究奨励賞(2 件) 

濱野誉(京大)，松浦賢太朗(東工大) 

○先進パワー半導体分科会 第 7回講演会研究奨励賞(2 件) 

角田隼(早大)，坂田大輝(筑波大) 

○第 5回多元系化合物・太陽電池研究会講演奨励賞(2 件) 

青柳 風香(龍谷大学)，屋代 貴彦(東京理科大学) 

○スピントロニクス研究会 「第 14 回英語講演奨励賞」(4 件)※第 13 回は開催中止 

李 其放(東大)，長谷川 顕登(東大)，五十嵐 純太(東北大)，佐藤 紫乃(北海道大) 

○テラヘルツ電磁波技術研究会 シンポジウム テラヘルツ科学の最先端Ⅶ 最優秀若手研究者賞(1 件) 

瀧田 佑馬(理化学研究所) 

○テラヘルツ電磁波技術研究会 シンポジウム テラヘルツ科学の最先端Ⅶ 優秀学生発表賞(1 件) 

嶺 颯太(名古屋大学) 

○2020 年第 12 回集積化 MEMS 技術研究シンポジウム 優秀論文賞(2 件) 

安東 伽奈子(香川大)，町田 俊太郎(日立製作所) 

○2020 年第 12 回集積化 MEMS 技術研究シンポジウム 研究奨励賞(2 件) 

高橋 利昌(豊橋技科大)，本間 浩章(東大) 

○界面ナノ電子化学研究会 INEF2020 Web 優秀講演賞(1 件) 

深谷 天(ソニーセミコンダクターソリューションズ) 

○第 4回フォノンエンジニアリング研究会 講演奨励賞(1 件) 

横川 凌(明治大学) 

○第 4回フォノンエンジニアリング研究会 優秀ポスター賞(2 件) 

岡本 駿吾(千葉大学)，林 鴻太郎(千葉大学) 

○第 10 回強的秩序とその操作に関わる研究グループ 2020 年「優秀ポスター賞」(1 件) 

坂田 涼介(岡山大) 
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2．管理業務 

総務 

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．2020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 

  共催：2件，協賛・後援等：220件 

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)応物セミナーの運営サポート 

財務 

(財務会議開催：6回) 

1)2020年度の財務管理と決算処理，および2021年度予算原案の策定 

2)内閣府に，2020年度事業報告及び決算，2021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 

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)内閣府へ公益目的事業区分の変更を申請，認定 

7)新領域グループ設立活性化の為の支援金制度の新設 

会員・事務局 

(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新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延による国際郵便の一部引受停止および遅延に伴う機関誌『応用物理』海外郵送

の一時停止を実施． 

②会員サービスシステムのサーバー移設に伴い発生した，システム不具合への対応 

③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)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て事務局体制を最適化 

・業務の現状と職員構成を考慮して，PM・PL をマネージャーに変える新たな職制に変更し，事務局事務分掌規程を改訂 

・新マネージャー3名を推薦し，承認 

②新型コロナウイルス感染拡大の状況と法改正に対応して，就業規則を改正し，在宅勤務規程を制定． 

③職員の給与・賞与の見直し 

 ・住宅手当の支給要件の運用明確化のため，給与及び退職金に関する規程を改訂 

・人事院勧告を参考にして，職員の賞与支給月数を 0.05 月分引下げ 4.45 月に見直し 

④職員表彰によるモチベーションの向上 

・功績表彰 5 件(6 名)を実施 

・勤続表彰 勤続 30 年 1名，勤続 10 年 2名を実施 

⑤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 

⑥働き方改革を実行するため，労務管理を徹底 
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3． 処務の概要 

役員等に関する事項(下記の委員名や所属は 2020 年 12 月末現在時) 

1) 第 59 期(2020 年度)会長，理事，監事  

 

 

2) 戦略会議 
議長：波多野 睦子(東工大) 

副議長：平本 俊郎(東大) 
コアメンバー：藤原 康文(阪大)      平野 嘉仁(三菱電機)   吉田 郵司(産総研) 

三浦 成久(三菱電機)     木下 啓藏(アイオーコア)   島 明生(日立製作所) 

3)第 59 期(2020 年度)代議員 

132 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(静大)    浅井 圭介(東北大)   浅野 卓(京大) 

荒川 太郎(横国大)  Alipour Leila(阪大)  石島 達夫(金沢大) 

石田 昌宏(パナソニック)  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)  植之原 裕行(東工大) 

植村 哲也(北大)  ヴォーン クォン ヴァン(広大) 内田 建(東大)  

裏 升吾(京都工繊大)   瓜谷 章(名大)   江崎 瑞仙(東芝) 

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 祐一(NIMS)   太田 千春(東芝) 

大平 圭介(北陸先端大)   岡本 晃一(阪府大)   奥田 裕司(東理大) 

小田 勝(九工大)   小田部 荘司(九工大)  尾辻 泰一(東北大) 

尾沼 猛儀(工学院大学)   小野 晋吾(名工大)   尾松 孝茂(千葉大) 

柿本 浩一(九大)   蔭浦 泰資(NIMS)   笠松 直史(富士フイルム) 

役職 氏名 就任年月日 担当職務 手当 現職 備考
会長 波多野睦子 2020年3月9日 なし 東工大 非常勤

副会長 平本俊郎 2020年3月9日 学術・社会連携，表彰 〃 東大 〃
〃 平野嘉仁 2019年3月7日 〃 三菱電機 〃
〃 藤原康文 2020年3月9日 〃 阪大 〃

常務理事 吉田郵司 2019年3月7日 総務 〃 産総研 〃
理事 三浦成久 2020年3月9日 〃 〃 三菱電機 〃

常務理事 美濃島薫 2019年3月7日 国際 〃 電通大 〃
理事 瓜谷章 2020年3月9日 〃 〃 名大 〃

常務理事 浅井圭介 2019年3月7日 広報 〃 東北大 〃
理事 杤久保文嘉 2020年3月9日 〃 〃 都立大 〃

常務理事 平尾明子 2019年3月7日 会員・事務局 〃 東芝 〃
理事 柿本浩一 2020年3月9日 〃 〃 九大 〃

常務理事 木下啓蔵 2019年3月7日 財務 〃 アイオーコア 〃
理事 島明生 2020年3月9日 〃 〃 日立 〃

常務理事 西川恒一 2019年3月7日 会員サービス 〃 豊田中研 〃
理事 下山淳一 2020年3月9日 〃 〃 青学大 〃

常務理事 若林整 2019年3月7日 機関誌企画・編集 〃 東工大 〃
理事 裏升吾 2020年3月9日 〃 〃 京都工繊大 〃

常務理事 一木隆範 2019年3月7日 講演会企画・運営 〃 東大 〃
理事 尾松孝茂 2020年3月9日 〃 〃 千葉大 〃

常務理事 納富雅也 2019年3月7日 論文誌企画・編集 〃 ＮＴＴ/東工大 〃
理事 平山秀樹 2020年3月9日 〃 〃 理研 〃
〃 戸田泰則 2020年3月9日 北海道支部 〃 北大 〃
〃 尾辻泰一 2020年3月9日 東北支部 〃 東北大 〃
〃 江龍修 2019年3月7日 東海支部 〃 名工大 〃
〃 加藤景三 2020年3月9日 北陸・信越支部 〃 新潟大 〃
〃 小林慶裕 2020年3月9日 関西支部 〃 阪大 〃
〃 原口雅宣 2019年3月7日 中国四国支部 〃 徳島大 〃
〃 香野淳 2020年3月9日 九州支部 〃 福岡大 〃

監事 金山敏彦 2019年3月7日 監事 〃 産総研 〃
〃 財満鎭明 2020年3月9日 〃 〃 名大 〃
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加藤 景三(新潟大)   川股 隆行(東北大)   喜多 浩之(東大) 

北田 貴弘(徳島大)  北村 雅季(神大)   木下 啓藏(アイオーコア) 

金 賢徹(産総研)  金 蓮花(山梨大)    久保 若奈(農工大) 

香野 淳(福岡大)  古閑 一憲(九大)   小柴 俊(香川大) 

小島 一信(東北大)  小島 淳(名大)   小林 慶裕(阪大) 

近藤 剛(キオクシア)  佐々木 勇輔(元九大)  佐竹 徹也(三菱電機) 

佐藤 孝紀(室蘭工大)  佐藤 杉弥(日本工業大)  佐道 泰造(九大) 

佐藤 昇男(NTT)  佐藤 庸一(理研)   澤田 和明(豊橋技科大) 

澤野 憲太郎(都市大)  島 明生(日立)   志村 洋介(静大) 

下山 淳一(青学大)  セット ジイヨン(東大)  仙波 妙子(ナミックス) 

高島 祐介(徳島大)  高原 淳一(阪大)   武田 さくら(奈良先端大) 

竹田 康彦(豊田中研)  立花 佑一(東北大)   田中 久仁彦(長岡技科大) 

田中 徹(佐賀大)  谷口 正輝(阪大)   築野 孝(住友電工) 

土井 拓馬(名大)  戸田 泰則(北大)   杤久保 文嘉(首都大) 

冨田 和孝(京大)  中川原 修(村田製作所)  永瀬 隆(阪府大) 

中塚 理(名大)   中津川 博(横国大)   中野 誠彦(慶應大) 

中村 絃人(電通大)  中村 芳明(阪大)   納谷 昌之(富士フイルム) 

奈良崎 愛子(産総研)  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)  西田 健太郎(阪大)   納富 雅也(NTT) 

野田 啓(慶應大)  畠山 哲夫(富山県立大)  林 智広(東工大) 

早瀬 潤子(慶應大)  原 真二郎(北大)   原口 雅宣(徳島大) 

原田 哲男(兵庫県立大)  久武 信太郎(岐阜大)  土方 泰斗(埼玉大) 

平岡 牧(パナソニック)  平川 靖之(久留米高専)  平山 秀樹(理研) 

藤井 清(元RSMC)  藤井 賢吾(宇都宮大)  藤野 俊明(三菱電機) 

部家 彰(兵庫県立大)  堀出 朋哉(九工大)   牧野 哲征(福井大) 

増尾 貞弘(関西学院大)  松田 理(北大)   平尾 明子(東芝) 

間中 孝彰(東工大)  三浦 成久(三菱電機)  美濃島 薫(電通大) 

村岡 祐治(岡山大)  毛利 友紀(日立)   モラル ダニエル(静大) 

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)   柳田 健之(奈良先端大)  山西 陽子(九大) 

湯浅 貴之(シャープ)    吉田 雅昭(八戸高専)  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 郵司(産総研) 

副議長：三浦 成久(三菱電機) 

   財務会議 
議長：木下 啓藏(アイオーコア) 

副議長：島 明生(日立製作所) 

国際会議 
議長：美濃島 薫(電通大) 

副議長：瓜谷 章(名大) 

広報会議 

議長：浅井 圭介(東北大) 

副議長：杤久保 文嘉(都立大) 

 

会員・事務局会議 
議長：平尾 明子(東芝) 

副議長：柿本 浩一(九大) 
コアメンバー：吉田 郵司(産総研)   三浦 成久(三菱電機)  木下 啓藏(アイオーコア) 

島 明生(日立製作所) 

アドバイザー：波多野 睦子(東工大)  平本 俊郎(東大)   藤原 康文(阪大) 
平野 嘉仁(三菱電機) 

 
会員サービス委員会 

        委員長：西川 恒一(豊田中研) 
      副委員長：下山 淳一(青学大) 

         委員：高原 淳一(阪大)   近藤 高志(東大)   庄司 一郎(中央大) 

中村 淳(電通大)   浅井 圭介(東北大)   サンドゥ アルダシュ(電通大) 

香野 淳(福岡大)   平尾 明子(東芝)   吉田 郵司(産総研) 

    
機関誌企画・編集委員会 



15 
 

        委員長：若林 整(東工大) 
      副委員長：裏 升吾(京都工繊大) 

         委員：赤塚 洋(東工大)   池田 圭司(キオクシア)  黒川 康良(名大) 

齋 均(産総研)   銭谷 勇磁(パナソニック)  福田 伸子(産総研)  

古澤 健太郎(NICT)   池添泰弘(日本工業大)  上野 和紀(東大)  

小野 新平(電中研)   上川 由紀子(産総研)  富永 依里子(広大)  

宮澤 俊之(富士通研)  川原村 敏幸(高知工科大)  

久保井 信行(ソニーセミコンダクタソリューションズ)  近藤 英一(山梨大)  

笹川 崇男(東工大)   鈴木 左文(東工大)   瀬木 利夫(京大)  

一杉 太郎(東工大)   細井 卓治(阪大)   宮田 耕充(都立大)  

鐘本勝一(大阪市立大)  國井 稔枝(パナソニック)  石川 亮佑(都市大) 

アドバイザー：神成文彦(慶應大) 

 

論文誌企画・編集委員会 
        委員長：納富 雅也(NTT／東工大) 
      副委員長：平山 秀樹(理研)   矢口 裕之(埼玉大) 

APEX/JJAP 
専任編集長：斧 髙一(阪大) 

APEX/JJAP 
専任編集長補佐：荻野 俊郎(横国大)  藤田 静雄(京大) 

APEX/JJAP 
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 

編集運営委員：秋永 広幸(産総研)   芦原 聡(東大)   池上 和志(桐蔭横浜大)  
石井 智(物材機構)   岩見 健太郎(東京農工大)  太田 貴之(名城大)  
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(関西学院大)  栗木 雅夫(広島大)  
好田 誠(東北大)   越水 正典(東北大)   小西 邦昭(東大)  
小林 正治(東大)   佐藤 威友(北大)   鈴木 寿一(北陸先端大)  
高野 義彦(物材機構)  竹内 恒博(豊田工大)  竹中 充(東大)  
田中 拓男(理研)   谷川 智之(阪大)   年吉 洋(東大)  
中川 賢一(電通大)   中嶋 健(東工大)   中嶋 宇史(東理大)  
中村 淳(電通大)   布村 正太(産総研)   野村 政宏(東大)  
東脇 正高(情通機構)  平野 愛弓(東北大)   冨士田 誠之(阪大)  
古田 守(高知工科大)  保科 拓也(東工大)   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)   八木 修平(埼玉大)   八井 崇(豊橋科技大)  
湯浅 新治(産総研)  
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：大田晃生(名大)   柏木 謙(産総研)   寒川 義裕(九大／名大)  
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)  
Chyi J.-I.(National Central Univ., R.O.C.)  
Kugler S.(Budapest Univ. Technol. & Econ., Hungary)  
Wu Y.-H.(National Univ. of Singapore, Singapore) 

APEX 
 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, U.S.A.)  
Friend R.(Cambridge Univ., UK) 

 
講演会企画･運営委員会 
     委員長：一木 隆範(東大) 
    副委員長：尾松 孝茂(千葉大) 
       委員：加藤 景三(新潟大)   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)   森本 貴明(防衛大)  
柳原 英人(筑波大)   一野 祐亮(愛工大)   中 茂樹(富山大)  
蓮沼 隆(筑波大)   末益 崇(筑波大)   片山 竜二(阪大)  
傍島 靖(岐阜大)   神田 晶申(筑波大)   佐藤 信太郎(富士通) 

幹事：苅米 義弘(事務局長)  
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表彰委員会 
     委員長：平本 俊郎(東大) 

副委員長：藤原 康文(阪大)   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：波多野 睦子(東工大) 
委員：平本 俊郎(東大)   辰巳 哲也(ソニーセミコンダクタソリューションズ)  

吉田 隆(富士電機)   太田 淳(奈良先端大)  大淵 真理(富士通研)  
庄司 一郎(中央大)   瀬山 倫子(NTT)   髙橋 琢二(東大)  
苅米 義弘(事務局) 

 
選挙管理委員会 

委員長：吉田 郵司(産総研) 
副委員長：三浦 成久(三菱電機) 
 

学術・社会連携委員会 
     委員長：平本 俊郎(東大) 
    副委員長：平野 嘉仁(三菱電機) 
 
倫理委員会 
     委員長：財満 鎭明(名城大) 
    副委員長：吉田 郵司(産総研) 
 
教育企画委員会 
      委員長：香野 淳(福岡大) 

    副委員長：米田 稔(岡山理科大) 
委員：篁 耕司(旭川高専)   小野寺 敏幸(東北工大)  近藤 英一(山梨大)  

栗原 一嘉(福井大)   笹川 清隆(奈良先端大)  堀江 雄二(鹿児島大)  

安藤 靜敏(東理大) 

副会長(理事会)：平本 俊郎(東大) 

男女共同参画委員会 
     委員長：庄司 一郎(中央大) 
    副委員長：筑本 知子(中部大) 

委員：小川 賀代(日本女子大)  河西 奈保子(都立大)  桂 ゆかり(東大)  

神戸 美花(旭硝子)   近藤 高志(東大)   斉藤 公彦(福島大)  

為近 恵美(横国大)   橋本 信幸(シチズン時計)  増田 淳(新潟大)  

松木 伸行(神奈川大)  渡邉 恵理子(電通大) 

副会長(理事会)：平本 俊郎(東大) 

5) 支部

支部 設立
北海道支部 戸田　泰則 （ 北 大 ） 1963年
東北支部 尾辻　泰一 （ 東 北 大 ） 1951年
東海支部 江龍　　修 （ 名 工 大 ） 1965年

北陸･信越支部※1 加藤　景三 （ 新 潟 大 ） 1965年

関西支部 小林　慶裕 （ 阪 大 ） 1947年
中国四国支部 原口　雅宣 （ 徳 島 大 ） 1954年

九州支部 香野　　淳 （ 福 岡 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 

  



17 
 

6) 分科会 

分科会 設立

フォトニクス分科会※1 栗村  　直 （ NIMS ） 1952年

放射線分科会 前畑  京介 （ 帝 京 大 ） 1957年

応用電子物性分科会※2 赤羽　浩一 （ NICT ） 1960年

薄膜・表面物理分科会 田畑　　仁 （ 東 大 ） 1970年

結晶工学分科会 田渕  雅夫 （ 名 大 ） 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 節原　裕一 （ 阪 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 須田　　淳 （ 名 大 ） 2014年

次世代リソグラフィ技術研究会 井谷　俊郎 （ 阪 大 ） 2016年

幹事長

※1  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 

※2  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 平野　琢也 （ 学 習 院 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 田中　　哲 （ 防 衛 大 ） 1988年

スピントロニクス研究会※2 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※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
集積化MEMS技術研究会 年吉　　洋 （ 東 大 ） 2008年

埋もれた界面のＸ線・中性子解析研究会※4 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 （ 都 立 大 ） 2012年

極限ナノ造形・構造物性研究会※5 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※6 田中　秀和 （ 阪 大 ） 2017年

量子情報工学研究会※7 根本　香絵 （ NII ） 2013年

フォノンエンジニアリング研究会※8 野村　政宏 （ 東 大 ） 2017年

量子ビームによる表面界面の光機能探究研

究会（略称：光機能）※9 和達　大樹 （ 兵 庫 県 立 大 ） 2020年

固体量子センサ研究会※10 水落　憲和 （ 京 大 ） 2020年

代表

 
※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 埋もれた界面のX線・中性子解析研究会は2020年度をもって活動終了． 

※5 極限ナノ造形・構造物性研究会は2020年度をもって活動終了． 

※6 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 

※7 設立時は「量子情報工学研究グループ」，2020年「量子情報工学研究会」へ名称変更 

※8 設立時は「フォノンエンジニアリング研究グループ」，2020年「フォノンエンジニアリング研究会」へ名称変更 

※9 「量子ビームによる表面界面の光機能探究研究会 (略称：光機能)」を新設 

※10 「固体量子センサ研究会」を新設 
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8)新領域グループ (1期3年原則2期最長3期まで) 
新領域グループ 設立

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
強的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
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

トータルバイオミメティクス研究グループ※1 神吉　輝夫 （ 阪 大 ） 2020年
インフォマティクス応用 研究グループ※2 沓掛健太朗 （ 理 研 ） 2020年

代表

 
※1 「トータルバイオミメティクス研究グループ」を新設 

※2 「インフォマティクス応用研究グループ」を新設 
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役員会等に関する事項 

1)総会 

 第87回定時総会 

 2020年3月9日(月)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9日 2019 年度事業報告および決算報告書案承認の件

第 59 期役員選任の件
2020 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17日 1. 2019年度事業報告・決算(案)－総会付議事項 承認
2. 2019年度監査報告 承認
3. 第87回 定時総会の付議事項・報告事項 承認
4. 名誉会員推薦 承認
5. 2020年度分科会幹事長の推薦 承認
6. 応用物理学会倫理綱領の改正 承認
7. 2020年度論文誌企画・編集委員会体制案 承認
8. APEX/JJAP専任編集長補佐 業務委託契約書 承認
9. 国際会議Co-sponsorship申請 承認

 i) 2020 IEEE International Interconnect Technology Conference (IITC 2020)
 ii) 2021 IEEE International Interconnect Technology Conference (IITC2021)
 ⅲ) 42nd International Symposium on Dry Process(DPS2020)
 ⅳ) 25th Microoptics Conference (MOC2020)
 ⅴ) International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2020 (ISOM’20)

10. 国立研究開発法人 情報通信研究機構 委託契約（SSDM2020） 承認
11. 化合物半導体エレクトロニクス業績賞（赤﨑勇賞）選考規程改正 承認
12. 研究会設立申請 承認

 ⅰ)量子ビームによる表面界面の光機能探究
 ⅱ)固体量子センサ研究会

13. 新領域グループ設立申請  インフォマティクス応用 研究グループ 承認
14. 第18回（2019年度）APEX/JJAP編集貢献賞受賞候補者案 承認

3月9日 1. 第59期（2020年度）理事：会長選定，議長の選出 承認
2. 第59期（2020年度）理事：副会長，常務理事の選定 承認
3. 第59期（2020年度）本部委員会・会議委員，外部委員会委員の選任 承認
4. 第59期（2020年度）定例理事会・総会・戦略会議の日程 承認
5. 公益目的事業区分の変更 承認
6. 2022年第83回応用物理学会秋季学術講演会開催会場 承認
7. MRSジョイントシンポジウム2022企画提案選考結果 承認
8. 職員　管理職(PM)の任期延長 承認
9. 会員入会の承認 承認

議事事項
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5月12日 1. 第60期役員候補者，代議員選挙；改選数，スケジュール，公示内容（吉田） 承認
2. 講演会予稿集DVDの廃止について(一木) 承認
3. 事務局職員の6月賞与（平尾） 承認
4. 高野榮一光科学基金支援金申請（藤原） 承認
5. 国際会議Co-sponsorship申請(瓜谷) 承認

a)ADMETA2020
6. メール審議承認事項（波多野） 承認

2020年度 機関誌企画・編集委員会委員の退任
7. 会員入会の承認

7月9日 1. 予算関連 承認
2021年度予算編成方針（案）　（波多野）
2021年度予算編成日程（案）　（木下）

2. 新領域グループ設立活性化の為の支援金の新設（木下） 承認
3. 2020年度功労会員推薦（平本） 承認
4. 第14回（2020年度）応用物理学会フェローの推薦（平本） 承認
5. 第15回（2021年度）フェロー選考委員会 委員名簿（波多野） 承認
6. 2020年度業績賞委員会 委員名簿（波多野） 承認
7. APEX/JJAPアドバイザリエディター業務委託契約書(納富) 承認
8. 『応用物理』89巻8号　特集記事の一般公開について(若林) 承認
9. 国際物理オリンピック2022基金規程の改正（美濃島） 承認

10. 秋季学術講演会シンポジウム録画データの著作権の帰属および利用に関する契約書(一木) 承認
11. 研究会継続・廃止申請(藤原) 承認

ⅰ)継続申請(量子エレクトロニクス, 光波センシング技術, テラヘルツ電磁波技術, ナノインプリント技術, 磁気科学, 微小光学)
ⅱ)廃止申請(埋もれた界面のＸ線・中性子解析, 極限ナノ造形・構造物性)

12. 教育企画委員会委員変更(平本) 承認
13. メール審議承認事項（波多野） 承認

a) 第42回（2020年度）応用物理学会論文賞受賞者の選考
b)講演会企画・運営委員会委員交代

14. 会員入会の承認(平尾)　回覧資料あり 承認
10月12日 1. 第60期 役員候補者の推薦（波多野） 承認

2. 高野榮一光科学基金支援金申請（藤原） 承認
3. デジタルコンテンツ使用許諾契約書（大学生協事業センター）（吉田） 承認
4. 出版契約書（近代科学社）（吉田）　 承認
5. 事務局職員職制変更および就業規則・給与及び退職金に関する規程・事務局事務分掌規程の改定（平尾） 承認
6. 科研費補助金申請

a)研究成果公開発表（B）防災に役立つリフレッシュ理科教室(江龍) 承認
b)研究成果公開発表（C）SSDM2021（美濃島） 承認

7. 国際会議Sponsorship申請（美濃島）
i) Advanced Metallization Conference 2021(ADMETA2021) 承認
ii) 2021 International Workshop on Dielectric Thin Films for Future Electron Devices – Science and Technology(IWDTF2021) 承認

8. 国際会議Co-sponsorship申請（美濃島）
i) 2021 The 28th International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays and Devices -TFT Technologies and FPD Materia承認
ii)The 13th Asia-Pacific Conference on Near-Field Optics (APNFO13) 承認
ⅲ)24th International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems / 20th International Conference on 承認

9. 新領域グループ継続・昇格申請(藤原)
ⅰ)継続：量子化磁束動力学シミュレーション研究グループ，エネルギーハーベスティング研究グループ 承認
ⅱ)昇格：強的秩序とその操作に関わる研究グループの研究会 承認

10. メール審議承認事項(波多野) 
a) 終身会員の承認 承認
b) 教育企画委員会委員変更（副委員長就任） 承認

11. 会員入会の承認（7.8.9月分）(平尾)　回覧資料あり 承認  
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11月12日 1. 2021年度事業計画・予算(案)  (木下) 承認
2. 第88回定時総会・内閣府提出用事業計画(1次案)（吉田） 承認
3. 第21回応用物理学会業績賞推薦書（平本）＜補足：オブザーバー　金丸（産総研）＞ 承認
4. 会員・事務局関連（平尾）

　a)事務局職員の12月賞与の改定 承認
  b)新マネジャー推薦 承認
  c)職員表彰 承認

5. 非会員執筆原稿および機関誌企画・編集委員会が推薦する注目原稿の公開（若林） 承認
6. メール審議承認事項（波多野）

　a)第49回（2020年秋季）講演奨励賞候補者選考結果 承認
7. 会員入会の承認(平尾)　回覧資料あり 承認

12月10日 1. 2021年度事業計画－第88回定時総会報告及び内閣府提出（吉田） 承認
2. 2021年度予算書・資金調達及び設備投資の見込み－内閣府提出（木下） 承認
3. 第88回定時総会：開催，付議事項，報告事項（吉田） 承認
4. 第60期役員候補者選挙結果の確認－総会付議事項（吉田） 承認
5. 第60期代議員選挙結果の確認（吉田） 承認
6. 2021年度代議員推薦委員会委員の推薦－総会付議事項（波多野） 承認
7. 2021年度論文賞委員会 委員名簿（平本） 承認
8. 2023年第70回応用物理学会春季学術講演会開催会場(一木) 承認
9. 「弁護士顧問契約」（吉田） 承認

10. 在宅勤務規程の制定および就業規則・給与及び退職金に関する規程の改正（平尾） 承認
11. 会員入会の承認(平尾)　回覧資料あり 承認  

3．許可，認可，承認，証明等に関する事項 

1) 2020 年 3 月 12 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8日オンラインにて実施した 

2)第60期役員候補者選挙を実施した 

3)第60期代議員選挙を実施した 

4)2020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 
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3．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 

支部名称 講演会 国際会議 研究会 技術者育成 教育啓発活動 運営関連

北海道支部 1 7 4 4

東北支部 2 2 3 2 8

東海支部 5 2 15 6

北陸・信越支部 2 2 1 5 7

関西支部 1 3 1 7

中国四国支部 1 1 1 2 4

九州支部 1 1 4 1 3 13  

 

分科会講演会，研究会等実施回数 

分科会名称 講演会 国際会議
研究会・

講習会

シンポ

ジウム
スクール

教育啓発

活動

常任

幹事会
幹事会

フォトニクス分科会 3 3 5

放射線分科会 2 1 1 2

応用電子物性分科会 3 2

薄膜･表面物理分科会 2 3 4 4 5

結晶工学分科会 2 1 1 1 4

応用物理教育分科会 1 2 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 1 1 4 2

プラズマエレクトロニクス分科会 5 1 2

シリコンテクノロジー分科会 2 4 4 1 2

先進パワー半導体分科会 1 3 4

次世代リソグラフィ技術研究会 3 1 5  
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研究会，新領域グループ講演会，研究会等実施回数 

講演会 国際会議 研究会
シンポ

ジウム

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 1 2

光波センシング技術研究会 2 1 4

スピントロニクス研究会 1 2 1 2

シリサイド系半導体と関連物質研究会 1 3

テラヘルツ電磁波技術研究会 1 4

ナノインプリント技術研究会 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

集積化MEMS技術研究会 1 1

埋もれた界面のＸ線・中性子解析研究会 1 1

界面ナノ電子化学研究会 1 1 1 1 3

磁気科学研究会 2 2

極限ナノ造形・構造物性研究会 2 3

微小光学研究会 3 9

機能性酸化物研究会 2 1 3

量子情報工学研究会 1 1

フォノンエンジニアリング研究会 1 2 7

量子ビームによる表面界面の光機能探究研

究会 （略称：光機能）
7 1 7

固体量子センサ研究会 8

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 4 3

エネルギーハーベスティング研究グループ 1 7

トータルバイオミメティクス研究グループ 3 1 2

インフォマティクス応用 研究グループ 1 1 2 3

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
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4．会員の推移(年末現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年 個人会員 特別会員 賛助会員

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

2020 17,893 157 356

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

特
別
会
員
・
賛
助
会
員
数
（
口
）

分
科
会
会
員
含
む
個
人
会
員
数
（
人
）

会員動静10か年

個人会員 特別会員 賛助会員
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会員動静 

 

 

 

  

会員区分 会員種別 2019年末 増減 2020年末

正会員（名誉会員） 23 1 24

正会員（功労会員） 121 1 122

正会員（終身会員） 781 49 830

正会員（シニア会員） 341 8 349

正会員（一般会員） 13,625 ▲ 284 13,341

正会員（院生会員） 3,435 ▲ 741 2,694

正会員（海外博士特別会員） 1 0 1

正会員（企業若手会員） 42 ▲ 15 27

学生会員 230 ▲ 100 130

本会個人小計 18,599 ▲ 1,081 17,518

特別会員（102機関） 168 ▲ 11 157

賛助会員（285社） 366 ▲ 10 356

法人口数小計 534 ▲ 21 513

分科会会員 380 ▲ 11 369

分科会会員学生 12 ▲ 6 6

分科会個人小計 392 ▲ 17 375

本会正会員 4,448 ▲ 74 4,374

本会会員学生 26 ▲ 11 15

分科会特別会員 14 0 14

分科会法人会員 17 0 17

合計 個人会員（本会＋分科会） 18,991 ▲ 1,098 17,893

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

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

20年度 19,667 19,539 19,422 19,308 19,300 19,621 19,883 19,887 19,896 19,818 19,756 17,518
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正会員+学生会員 

 

 

5．英文論文誌投稿推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

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

会
員
数

月

18年度

19年度

20年度

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

2020 1294 425 999 526 436 548

APEX JJAP特集号JJAP通常号
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6．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
2020(上智大**・オンライン） 5,736 8,830*** 3,660 2,434

参加者数 講演件数

*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
**新型コロナウイルス感染拡大により開催中止
***有料参加者　4496名、無料参加者4334名
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7．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
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
2020年 705,750 582,703 123,047

▲ 100,000
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