
特別シンポジウム

科学と産業の凋落と再興︓応⽤物理と未来社会 ⽇時︓3⽉19⽇（⼟）13:00〜17:15
会場︓KD 70周年記念講堂

開会の辞︓保⽴ 和夫（東⼤）、河⽥ 聡（阪⼤）
講演︓豊⽥ ⻑康（鈴⿅医療科学⼤学学⻑）、⻄村 吉雄（技術ジャーナリスト）、⽥中 ⼀宜（科学技
術振興機構研究開発戦略センター特任フェロー）、⼟⾕ ⼤（九⼤）
総合討論司会︓河⽥ 聡（阪⼤）
閉会の辞︓中野 義昭（東⼤）

産学協働シンポジウム -未来 創⽣に向けて - ⽇時︓3⽉19⽇（⼟）13:30〜17:30
会場︓S222

開催の挨拶︓末光 眞希（産学協働研究会 副委員⻑、 東北⼤）
講演︓澤⾕ 由⾥⼦（東京⼯科⼤）、坂本 修⼀（⽂部科学省）、⽚⼭ 健太郎（財務省）、暦本 純⼀
（ソニーコンピュタサイエス研究所副⻑、東⼤）、⼩⽊曽 聡（（株）アドヴィックス）、神永 晉（SK
グローバルアドバイザーズ）
閉会の挨拶︓堂免恵

応⽤物理分野で活躍する⼥性達
－第4回 プラズマと応⽤技術編－

⽇時︓3⽉21⽇（⽉）13:00〜17:50
会場︓H101

はじめに︓増⽥ 淳（産総研）
会⻑挨拶︓保⽴ 和夫（東⼤）
特別講演︓伊賀 健⼀（東⼯⼤）
講演︓⾼井 まどか（東⼤）、⼤⽮根 綾⼦（産総研）、稗⽥ 純⼦（東⼯⼤）、⼭⻄ 陽⼦（芝浦⼯⼤、科学
技術振興機構さきがけ）、⽵内 和歌奈（名⼤）、熊⽥ 亜紀⼦（東⼤）
パネルディスカッション司会︓為近恵美（NTT-AT)

「Internet of Thingsを俯瞰する」
〜応⽤物理から実装技術、アプリ、ビッグデータまで〜

⽇時︓3⽉21⽇（⽉）13:00〜18:30
会場︓Ｗ9 ディジタル多⽬的ホール

はじめに︓森⽥ ⾏則 （産総研）
講演︓徳⽥ 英幸（慶応⼤ IoT推進コンソーシアム）、折井 靖光（⽇本IBM)、⽵内 敬治 （NTTデータ経営
研究所）、⽥中 秀治（東北⼤）、本村 陽⼀（産総研）、⻄⼭ 彰（東芝）
おわりに︓若林整（東⼯⼤）

「フォノンエンジニアリングの広がり」
〜ナノスケール熱制御がもたらす、新しい熱伝導・断熱、
蓄熱、変換技術の基礎と応⽤

⽇時︓3⽉22⽇（⽕）9:00〜15:00
会場︓KD 70周年記念講堂

開会の挨拶︓塩⾒ 淳⼀郎（東⼯⼤）
来賓ご挨拶︓守屋 直⽂（内閣府）
講演︓乾 究（トヨタ⾃動⾞（株））、粟野 祐⼆（慶⼤）、阿多 誠介（産総研）、ﾗﾀﾞｰ ｳｰ、ﾚｲﾓﾝﾄﾞ
ﾊﾞｰﾁｭﾀﾞｿﾞ（物材機構）、⽵内 恒博（豊⽥⼯⼤）、⼭⼝ 浩司（NTT物性科学基礎兼）、⻑坂 雄次（慶
⼤）、児⽟ ⾼志（東⼤）、合⽥ 圭介（東⼤、UCLA)、只野 央将（東⼤）、⼤越 慎⼀（東⼤）
閉会の挨拶︓野村 政宏（東⼤）

3/19(⼟)

3/21(⽉)

3/22(⽕)



１３：００ 開会の辞

保立 和夫 （東京大学大学院工学系研究科教授）

河田 聡 （大阪大学工学研究科 教授）

１３：１０ 「日本の大学の研究競争力はなぜ弱くなったのか？」

豊田 長康（鈴鹿医療科学大学 学長）

１３：５０ 「電子立国は、なぜ凋落したか」

西村 吉雄（技術ジャーナリスト）

１４：３０ 「大学とアカデミアへの要望／自主性こそ鍵」

田中 一宜

（科学技術振興機構 研究開発戦略センター 特任フェロー）

１５：１０ 「日本の大学・公的研究機関からのグローバルベンチャー創

出にむけて」

土谷 大（九州大学 客員准教授）

１５：５０ 休憩 （20分）

１６：１０ 総合討論

司会：河田 聡 （大阪大学工学研究科 教授）

パネラー：豊田 長康、西村 吉雄、田中 一宜、土谷 大

１７：１０ 閉会の辞

中野 義昭（東京大学大学院工学系研究科教授）

第
63
回
応
⽤
物
理
学
会
春
季
学
術
講
演
会

特
別
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

科
学
と
産
業
の
凋
落
と
再
興
：
応
用
物
理
と
未
来
社
会

プログラム

主 催︓公益社団法⼈ 応⽤物理学会
共 催︓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

「行き詰まりある日本の科学と産業を応用物理が救う」

日本の産業に元気がない。科学技術も教育にも黄信号が灯る。若者は保守的にな

り海外に行かない。本当だろうか。慌ててにわか作りの政策を建ててもダメである。し

っかりとデータを見て、分析しなければならない。そこから打開策が見えてくるだろう。

本シンポジウムでは、グローバル化が急速に進んだ最近十年の日本の学術、科学

技術、産業の状況を把握して、応用物理がどう未来社会を切り拓くかを討論したい。

講師には、「電子立国は、なぜ凋落したか」（日経BP社、2014)の著者、西村吉雄氏

、世界的視野で産学連携政策を見てこられた田中一宣氏、科学技術における日本

の低落をデータでもって示し続けておられる豊田長康氏、ハーバード大学で学位を

取り日本と世界を見る若手研究者土谷大氏を迎えて、講演会と討論会を行う。

2016年3⽉19⽇(⼟) 13︓00〜17︓15
東⼯⼤・⼤岡⼭キャンパス
KD会場（70周年記念講堂）

⽇時

会場

参加費 無料（事前登録不要）

特別シンポジウム ⽇時︓3⽉19⽇（⼟）13:00〜17:15
会場︓KD会場（70周年記念講堂）

科学と産業の凋落と再興︓応⽤物理と未来社会



特別シンポジウム ⽇時︓3⽉19⽇（⼟）13:30〜17:30
会場︓S222

産学協働シンポジウム -未来 創⽣に向けて -



13:00‐ 13:05 はじめに 増⽥ 淳（産業技術総合研究所）
13:05‐ 13:15 会⻑あいさつ 応⽤物理学会 会⻑
13:15‐ 14:15  特別講演「物理／⼯学／フォトニクスにおける⼥性の活躍」

伊賀 健⼀（東京⼯業⼤学名誉教授／前学⻑）
14:15‐ 14:40 プラズマを応⽤したポリマー表⾯処理技術とバイオデバイス創製

⾼井 まどか（東京⼤学）
14:40‐ 15:05 プラズマ表⾯改質による⽣体材料の⾼機能化

⼤⽮根 綾⼦（産業技術総合研究所）
15:05‐15:15   休 憩

15:15‐15:40 プラズマプロセスを⽤いたチタンおよびその合⾦の⽣体適合性向上
稗⽥ 純⼦（東京⼯業⼤学)

15:40‐16:05 プラズマ誘起気泡によるバイオメディカル応⽤
⼭⻄ 陽⼦（芝浦⼯業⼤学／JSTさきがけ）

16:05‐16:30 DLTS法による半導体材料へのプラズマエッチングダメージ評価
⽵内 和歌奈（名古屋⼤学）

16:30‐16:55 次世代電⼒機器開発に向けた⾼電界現象の理解とその制御
熊⽥ 亜紀⼦（東京⼤学）

16:55‐17:00 休 憩
17:00‐17:50 パネルディスカッション 司会︓為近 恵美（NTTアドバンステクノロジ）

★終了後、NEWMAP懇親会（旧⼥⼦会） ＠第⼀⾷堂 を開催します。奮ってご参加ください︕

申込不要！
参加費無料！

問合せ先︓応⽤物理学会 会員係 membership@jsap.or.jp

⼥性研究者のキャリアパスは，ロールモデルの⽋如や様々なライフステージにおける不安
などのため，なかなか将来を⾒通すことが難しく，また相談できる研究者が近くにいない
ため，孤⽴しやすいといった様々な課題を個々の研究者が抱えています．
本シンポジウムは，特別講演による問題提起，活躍する⼥性達の実例の紹介，さらには
⼥性研究者とのコミュニケーションの機会を提供することで，⼥性研究者が直⾯する様々
な障壁を解決することのヒントとなることを願って企画するものです．

プログラム

特別シンポジウム ⽇時︓3⽉21⽇（⽉）13:00〜17:50
会場︓H101

応⽤物理分野で活躍する⼥性達
－第4回 プラズマと応⽤技術編－



特別シンポジウム ⽇時︓3⽉21⽇（⽉）13:00〜18:30
会場︓Ｗ9 ディジタル多⽬的ホール

「Internet of Thingsを俯瞰する」
〜応⽤物理から実装技術、アプリ、ビッグデータまで〜



参加費 ： 無料 （応用物理学会の非会員の方でも 、どなたでもご参加可能）
※本シンポジウム以外の講演会を聴講される際は、講演会総合受付にて

参加費のお支払いをお願い致します。
申 込 ： 事前登録不要（当日直接会場へお越し下さい）
問い合わせ先： 応用物理学会講演会担当 meeting@jsap.or.jp

プログラム
1. 開会の挨拶 塩見 淳一郎 （東大工）

2. 来賓ご挨拶 守屋 直文 （内閣府）

3. 自動車における熱マネージメント 乾 究 （トヨタ自動車㈱）

4. ナノスケールデバイスのための電子輸送とフォノン輸送のセルフコンシステント・モンテカルロ・シミュレーション技術
伊藤 直人、〇粟野 祐二 （慶大理工）

5．CNTを用いた熱伝導材料の開発とその応用 〇阿多 誠介、畠 賢治 （産総研）
<<休 憩 10:30～10:40>>

6．真空断熱パネルに比肩する高性能エアロジェル断熱材料の開発
○Rudder Wu, Raymond Virtudazo, 森 孝雄 （物材機構）

7．熱伝導度に異常な温度依存性を示す材料を利用した熱流ダイオードの開発
竹内 恒博 （豊田工大）

8．マイクロ機械共振器による電気的フォノン制御 山口 浩司 （NTT物性基礎研）
<<昼 食 11:55～12:45>>

9．ナノスケール熱伝導率センシング：フォノンスペクトロスコピー
長坂 雄次 （慶大理工）

10．単一ナノ材料の伝熱特性計測デバイスの量産技術の開発と展望
児玉 高志 （東大工）

11. フォノンをリアルタイム可視化するフェムト秒動画撮像法
合田 圭介 （東大理、UCLA）

12. 第一原理フォノン伝導計算：その最前線とポスト「京」／マテリアルズインフォマティクス時代への展望
〇只野 央将、常行 真司 （東大理、東大物性研）

13. 長期的に熱エネルギー保存できる蓄熱セラミックス
大越 慎一 （東大理）

14．閉会の挨拶 野村 政宏 （東大生研）

日時： 2016年 3月 22日(火) 9:00～15:00
会場： 第63回 応用物理学会春季学術講演会

東工大 大岡山キャンパス（東京都目黒区大岡山2121）
KD会場(70周年記念講堂)

世話人 塩見 淳一郎（東大工）、野村 政宏（東大生研）、馬場 寿夫（JST)

ナノスケール熱制御がもたらす、新しい熱伝導・断熱、蓄熱、
変換技術の基礎と応用

第63回応用物理学会春季学術講演会 特別シンポジウム
（共催：日本伝熱学会、日本熱物性学会、フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会）

（後援：日本表面科学会、化学工学会、ナノ学会、日本熱電学会、
JST研究開発戦略センター、日本物理学会）

特別シンポジウム ⽇時︓3⽉22⽇（⽕）9:00〜15:00
会場︓KD 70周年記念講堂

「フォノンエンジニアリングの広がり」
〜ナノスケール熱制御がもたらす、
新しい熱伝導・断熱、蓄熱、変換技術の基礎と応⽤


