
⽇にち︓９/18(⽔)

11:00〜12:00 第46回「講演奨励賞」贈呈式・論⽂賞授賞式 E201会場

16:45〜18:00 代議員会議・功労会員証贈呈式・フェロー表彰式 E201会場

18:30〜18:40 Exhibition Award授賞式 北部⾷堂（懇親会場）

授賞式

第４１回応用物理学会論文賞 受賞記念講演

優秀論⽂賞受賞記念講演

9/18
(⽔)

10:00 - 10:30 C309 Cyclic etching of tin-doped indium oxide using 
hydrogen-induced modified layer

平⽥ 瑛⼦
（ソニーセミコンダクタソ
リューションズ（株））

9/18
(⽔)

15:45 - 16:15 E206 Phase-coherent transfer and retrieval of terahertz 
frequency standard over 20 km optical fiber with 
4 × 1018 accuracy

⻑野 重夫
（情報通信研究機構）

9/19
(⽊)

09:00 - 09:30 B11 Digital processing with single electrons for arbitrary 
waveform generation of current

岡崎 雄⾺
（産業技術総合研究所）

9/19
(⽊)

13:15 - 13:45 E310 Three-dimensional imaging of threading 
dislocations in GaN crystals using two-photon 
excitation photoluminescence

⾕川 智之
（⼤阪⼤学）

9/20
(⾦)

14:15 - 14:45 F211 Analogue spin–orbit torque device for artificial-
neural-network-based associative memory 
operation

William Borders
（東北⼤学）

9/21
(⼟)

10:15 - 10:45 E216 First-principles study on magnetic tunneling 
junctions with semiconducting CuInSe2 and 
CuGaSe2 barriers

増⽥ 啓介
（物質・材料研究機構）

論⽂奨励賞受賞記念講演

9/18
(⽔)

13:15 - 13:30 E307 Thermoelectric properties of WS2 nanotube 
networks

河合 英輝
（（株）テラバイト）

9/20
(⾦)

09:00 - 09:15 E301 Temperature dependence of barrier height in Ni/n-
GaN Schottky barrier diode

前⽥ 拓也
（京都⼤学）

9/21
(⼟)

10:45 - 11:00 E310 Determination of edge-component Burgers vector 
of threading dislocations in GaN crystal by using 
Raman mapping

⼩久保 信彦
（名古屋⼤学）

9/21
(⼟)

11:15 - 11:30 C213 Luminescent and scintillation properties of Ce-
doped Tb3Al5O12 crystal grown from Al-rich 
composition

中内 ⼤介
（奈良先端科学技術⼤
学院⼤学）

解説論⽂賞受賞記念講演

9/18
(⽔)

14:15 - 14:45 B01 半導体物性の系統的理論予測とデータ駆動型新物質探索 ⼤場 史康
（東京⼯業⼤学）

9/19
(⽊)

13:45 - 14:15 E101 Photophysics of metal halide perovskites: From 
materials to devices

⾦光 義彦
（京都⼤学）

光・量子エレクトロニクス業績賞（宅間宏賞）受賞記念講演

光・量⼦エレクトロニクス業績賞（宅間宏賞）受賞記念講演

9/20
(⾦)

10:45 - 11:15 E206 ⾼強度テラヘルツ光・中⾚外光を⽤いた固体の極端⾮線形光学
応答の研究

⽥中 耕⼀郎
（京⼤）



分科会 受賞記念講演

有機分⼦・バイオエレクトロニクス分科会業績賞受賞記念講演

9/18
(⽔)

13:45 - 14:15 E310 インピーダンス分光法による有機半導体、有機デバイスの電⼦
物性評価

内藤 裕義
（⼤阪府⽴⼤学）

有機分⼦・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞受賞記念講演

9/18
(⽔)

13:15 - 13:45 B12 分⼦認識化学に⽴脚した有機トランジスタ型化学センサの創
成

南 豪
（東京⼤学）

9/18
(⽔)

14:15 - 14:45 E310 有機半導体単層２分⼦膜の構築と⾼性能薄膜トランジスタへ
の応⽤

荒井 俊⼈
（東京⼤学）

国際フェロー 受賞記念講演

第13回（2019年度）国際フェロー受賞記念講演

9/19
(⽊)

09:00 - 09:45 E301 III-V electronics for Logic, THz, and Power 
applications

Chang Edward Yi
（National Chiao Tung 
Univ.）

9/18
(⽔)

09:00 - 09:45 E216 Magnetic topological matter: a new facet of dilute 
magnetic semiconductors

Dietl Tomasz
（Polish Academy of 
Sciences）

9/20
(⾦)

13:15 - 14:00 B11 Fundamental Physics for Plasma Technology Czarnetzki Uwe 
Reinhard
（Ruhr University 
Bochum）

プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演

9/19
(⽊)

09:30 - 10:00 B32 プラズマ誘起⽋陥の発⽣と修復 〜⽋陥抑⽌半導体プラズマプ
ロセスにむけ〜

布村 正太
（産業技術総合研究所）

9/19
(⽊)

10:00 - 10:30 B32 LaAlSiOxのlayer-by-layerエッチング ⼤村 光広
（東芝メモリ(株)）

放射線賞受賞記念講演

9/19
(⽊)

13:30 - 13:45 N304 新しいシンチレーション検出器とイメージング装置の開発 ⼭本 誠⼀
（名古屋⼤学）

9/20
(⾦)

15:15 - 15:30 E305 レーザー吸収分光に基づく放射性炭素同位体分析法の 井⼝ 哲夫
（名古屋⼤学）

放射線奨励賞受賞記念講演

9/21
(⼟)

11:30 - 11:45 C213 新規RPL材料の開発と応⽤ 岡⽥ 豪
（⾦沢⼯業⼤学）



第46回（2019年春季）応用物理学会講演奨励賞 受賞記念講演 (1)

講演奨励賞とは、講演奨励賞とは優秀な⼀般講演論⽂を発表した若⼿会員に与えられる賞です。受賞者は次に⾏われる講演会で記念講演を⾏うこと
ができます。⼀般投稿件数の1％を⽬安に与えられる名誉ある賞です。

講演奨励賞とは︖︖

開催⽇ 時間 会場 中分類分科名、講演タイトル、著者（所属）
3.1 光学基礎・光学新領域
単⼀ナノ粒⼦に働く捕捉ポテンシャル制御法の開発
〇坂間 俊亮1、⽥中 嘉⼈2,1、杉浦 忠男3、志村 努1 (1.東⼤⽣研、2.JSTさきがけ、3.崇城⼤学)
3.7 レーザープロセシング
電⼦励起領域への選択的光吸収によるガラスの超⾼速微細精密レーザ加⼯
〇伊藤 佑介1、吉﨑 れいな1、宮本 直之1、柴⽥ 章広2、⻑澤 郁夫2、⻑藤 圭介1、杉⽥ 直彦1 (1.東⼤院⼯、2.AGC株式会社)
6.6 プローブ顕微鏡
⼆重バイアス変調静電引⼒顕微鏡における可変周波数測定
〇福澤 亮太1、⾼橋 琢⼆1,2 (1.東⼤⽣研、2.ナノ量⼦機構)
8.3 プラズマナノテクノロジー
sPFEによるシリコンナノロッド連続⽣成とLIB負極特性
〇⽥中 章裕1、太⽥ 遼⾄1、道垣内 将司2、神原 淳1 (1.東⼤院⼯、2.島根産技センター)
10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）
J eff= 3/2 ferromagnetic insulating state above 1000 K in a double perovskite osmate Sr3OsO6

〇若林 勇希1、Yoshiharu Krockenberger1、辻本 直⼈2、Tommy Boykin1、常⾏ 真司2、⾕保 芳孝1、⼭本 秀樹1 (1.NTT物性研、2.東⼤理)
12.4 有機EL・トランジスタ
ダメージフリーリソグラフィを⽤いた⾼速有機単結晶トランジスタ
〇⼭村 祥史1,2、左近 崇晃1、佐々⽊ 真理1、岡本 敏宏1,2,3、渡邉 峻⼀郎1,2,3、⽵⾕ 純⼀1,2,4,5 (1.東⼤新領域、2.OPERANDO-OIL、3.JST
さきがけ、4.物材機構、5.パイクリスタル)
12.7 医⽤⼯学・バイオチップ
Development of laser-cut microfluidic paper-based analytical device with sucrose valve for automated competitive ELISA of
Aflatoxin B1

〇Charernchai Sumamal1、Miyuki Chikae1、Wanida Wonsawat2、Daisuke Hirose1、Phan Trong Tue3、Yuzuru Takamura1 
(1.JAIST、2.Suan Sunandha Rajabhat Univ.、3.Tokyo Tech.)
13.5 デバイス／配線／集積化技術
Mechanisms of Reverse-DIBL and NDR Observed in Ferroelectric FETs
〇Chengji Jin1、Takuya Saraya1、Toshiro Hiramoto1、Masaharu Kobayashi1 (1.The Univ. of Tokyo)
15.4 III-V族窒化物結晶
成⻑モード制御によるAlGaN下地層の⾼品質化とUV-Bレーザへの応⽤
〇川瀬 雄太1、池⽥ 隼也1、櫻⽊ 勇介1、安江 信次1、⼿良村 昌平1、⽥中 隼也1、荻野 雄⽮1、岩⾕ 素顕1、⽵内 哲也1、上⼭ 智1、岩⼭ 章
1,3、⾚﨑 勇1,2、三宅 秀⼈3 (1.名城⼤・理⼯、2.名古屋⼤・⾚崎記念研究センター、3.三重⼤・地域イノベ)
1.3 新技術・複合新領域
広域プラズモン増強電場発⽣を⽰すMetal-Insulator-Metalドットアレイの開発
〇⼭⽥ ⼤空1、川﨑 ⼤輝1、井上 千種1、前野 権⼀1、末吉 健志1、久本 秀明1、遠藤 達郎1,2 (1.⼤阪府⽴⼤学⼤学院、2.JSTさきがけ)
3.15 シリコンフォトニクス
50~64 Gbps Siフォトニック結晶光変調器の開発
〇雛倉 陽介1、新井 宏之1、⾺場 俊彦1 (1.横国⼤院⼯)
9.4 熱電変換
多元系熱エネルギー変換単結晶材料の開発
〇永岡 章1、吉野 賢⼆1、増⽥ 泰造2、Michael Scarpulla3、⻄岡 賢祐1 (1.宮崎⼤⼯、2.トヨタ⾃動⾞、3.ユタ⼤材料⼯)
11.1 基礎物性
⾼特性BaFe2As2多結晶超伝導材料の合成に向けたTG-DSCによる熱分析
〇德⽥ 進之介1,2、⼭本 明保1,2 (1.東京農⼯⼤⼯、2.JST-CREST)
12.7 医⽤⼯学・バイオチップ
地形ガイドによる細胞配向構造の制御に基づく⼼筋細胞の凝集誘導
〇宮廻 裕樹1、⼿島 哲彦1、上野 祐⼦1 (1.NTT物性基礎研)
13.5 デバイス／配線／集積化技術
物理的に形成された量⼦ドットを⽤いたRF反射測定
〇溝⼝ 来成1、Bugu Sinan1、⽥所 雅⼤1、⼩寺 哲夫1 (1.東⼯⼤⼯)
13.9 化合物太陽電池
ZnSnP2吸収層/Cu電極界⾯へのCu3Pの挿⼊による太陽電池の直列抵抗低減と変換効率向上
〇桑野 太郎1、勝部 涼司1、野瀬 嘉太郎1 (1.京⼤院⼯)
15.5 IV族結晶，IV-IV族混晶
多層グラフェンの⾦属誘起層交換合成と薄膜⼆次電池応⽤
〇中島 義基1、村⽥ 博雅1、加登 裕也2、吉澤 徳⼦2、松村 亮3、深⽥ 直樹1,3、末益 崇1、都甲 薫1 (1.筑波⼤院、2.産総研、3.物材機構)

9/18
(⽔)

9/19
(⽊)

15:30~15:45 E307

16:30~16:45 C213

09:30~09:45 B11

09:30~09:45 E313

09:30~09:45 C206

10:45~11:00 E202

13:45~14:00 E206

13:15~13:30 N304

13:15~13:30 B11

14:45~15:00 E310

16:15~16:30 E216

09:15~09:30 E315

E20409:00~09:15

09:30~09:45 C310

09:45~10:00 F211

10:00~10:15 E310

13:00~13:15 E202

今秋の講演奨励賞受賞者の⽅には、来春の講演会にて受賞記念講演をしていただきます。



第46回（2019年春季）応用物理学会講演奨励賞 受賞記念講演 (2)

開催⽇ 時間 会場 中分類分科名、講演タイトル、著者（所属）
フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」
ドナー密度分布制御型メモリスタ素⼦における抵抗変化機構の有限要素法シミュレーション
〇永⽥ 善也1、藤平 哲也1、酒井 朗1 (1.阪⼤基礎⼯)
1.5 計測技術・計測標準
超⾼感度磁気計測と画像再構成理論に基づく埋め込み型防犯ゲートシステムの開発
〇鈴⽊ 章吾1、松⽥ 聖樹1、⽊村 建次郎1,2,4、美⾺ 勇輝3,4、⽊村 憲明3,4 (1.神⼤院理、2.神⼾⼤数理データ、3.Integral Geometry
Science、4.JST-MIRAI)
2.3 放射線応⽤・発⽣装置・新技術
⽣体・環境トレーサー応⽤に向けた中⾚外キャビティリングダウン分光に基づく放射性炭素分析システムの開発
〇寺林 稜平1,2、Sonnenschein Volker1、富⽥ 英⽣1、仲⽥（狩野） ⿇奈1、⿑藤 圭亮1、⼭中 真仁1、⻄澤 典彦1、吉⽥ 賢⼆3、神⾕ 直浩4、
井⼝ 哲夫1 (1.名⼤、2.学振DC、3.積⽔メディカル(株)、4.(株)島津製作所)
3.8 光計測技術・機器
位相制御型のフーリエ分光法の開発
〇橋本 和樹1,2、井⼿⼝ 拓郎1,3 (1.東⼤理、2.JAXA、3.JST さきがけ)
3.12 ナノ領域光科学･近接場光学
⾼速⾛査型近接場光学顕微鏡の開発
〇⾺越 貴之1、福⽥ 真悟2、内橋 貴之3、バルマ プラブハット1、安藤 敏夫2 (1.阪⼤院⼯、2.⾦沢⼤WPI-NanoLSI、3.名⼤院理)
6.1 強誘電体薄膜
ヘテロエピタキシャルYMnO3型ScFeO3薄膜の界⾯構造
〇浜嵜 容丞1、安井 伸太郎2、⽩⽯ 貴久3、⾚間 章裕3、⽊⼝ 賢紀3、⾕⼭ 智康2、伊藤 満2 (1.防衛⼤、2.東⼯⼤、3.東北⼤)
6.5 表⾯物理・真空
表⾯のDFT計算におけるスピン混⼊誤差と静的電⼦相関に関する考察
〇多⽥ 幸平1、丸⼭ 智⼤2、古賀 裕明3、奥村 光隆2,3、⽥中 真悟1 (1.産総研・電池技術、2.阪⼤院理、3.京⼤・ESICB)
15.6 IV族系化合物（SiC）
⾼濃度ドープSiCショットキー障壁ダイオードにおける順⽅向熱電界放出電流および逆⽅向電界放出電流の発現
〇原 征⼤1、浅⽥ 聡志1、前⽥ 拓也1、⽊本 恒暢1 (1.京⼤院⼯)
合同セッションＫ 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」
WO3固体エレクトロクロミックフレキシブルトランジスタの⾼速動作
〇⼩野⾥ 尚記1、Cho Hai Jun1,2、太⽥ 裕道1,2 (1.北⼤院情報科学、2.北⼤電⼦研)
CS2 3.5 レーザー装置・材料と3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション
フェムト秒レーザー直描導波路型PP-Mg:SLT波⻑変換素⼦開発Ⅱ
〇渡邉 俊介1、廣橋 淳⼆1、今井 浩⼀1、星 正幸1、牧尾 諭1 (1.オキサイド)
CS7 7.2 電⼦ビーム応⽤、7.4 量⼦ビーム界⾯構造計測、9.5 新機能材料・新物性のコードシェアセッション
X線⾃由電⼦レーザーを⽤いた元素選択的な光誘起磁性ダイナミクスの測定
〇⼭本 航平1,2,3、El Moussaoui Souliman1、平⽥ 靖透1,2、⼭本 達1,2、久保⽥ 雄也4,5、⼤和⽥ 成起4,5、⽮橋 牧名5,4、松⽥ 巌1,2、関 剛斎
6、⾼梨 弘毅6、和達 ⼤樹1,2 (1.東⼤物性研、2.東⼤理、3.分⼦研、4.JASRI、5.理研、6.東北⼤⾦研)
3.14 光制御デバイス・光ファイバー
強度変調を⽤いた光相関領域法によるブリルアンダイナミックグレーティングの局在化
〇⼤川 洋平1、⼭下健⼆ ホドリーゴ2、岸 眞⼈3、保⽴ 和夫1 (1.豊⽥⼯⼤、2.古河電⼯、3.⼯学院⼤学)
12.5 有機太陽電池
Unique Electronic Transport Properties of PbS Square Superlattices
〇劉 利明1、Bisri Satria2、⽯⽥ 康博2、相⽥ 卓三1,2、岩佐 義宏1,2 (1.東⼤、2.理研-CEMS)
12.5 有機太陽電池
有機薄膜太陽電池におけるエネルギー損失
〇中野 恭兵1、Chen Yujiao1、Han Weining2、Huang Jianming1、吉⽥ 弘幸2、但⾺ 敬介1 (1.理研 CEMS、2.千葉⼤院⼯)
合同セッションN「インフォマティクス応⽤」
機械学習を⽤いたELNES/XANESスペクトル解析⼿法の開発
〇清原 慎1、椿 真史2、溝⼝ 照康1 (1.東⼤⽣研、2.産総研)

9/20
(⾦)

9/21
(⼟)

09:00~09:15 B01

10:45~11:00 E101

13:45~14:00 E203

15:00~15:15 E318

15:00~15:15 E311

09:00~09:15 E101

09:00~09:15 E204

10:15~10:30 F211

11:00~11:15 C309

11:45~12:00 E305

13:15~13:30 E313

13:45~14:00 B31

09:00~09:15 E205

09:00~09:15 E208

10:00~10:15 E319

分科内招待講演 (1)

フォーカストセッション AIエレクトロニクス

9/20
(⾦)

09:45 - 10:15 F211 シリコン神経ネットワーク︓脳互換AIへ向けて 河野 崇
（東京⼤学）

9/20
(⾦)

13:45 - 14:15 F211 AIを加速化する不揮発性メモリを⽤いたアナログ積和演算への
期待

⽯井 正俊
（⽇本アイ・ビー・エム）


