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■第33回臨時総会の決議3について

日本物理学会は，1967年9月，半導体国際会議への米軍資金
導入に関して開かれた第33回臨時総会において，「日本物理学
会は今後内外を問わず，一切の軍隊からの援助，その他一切の
協力関係をもたない」という決議（決議3）を採択しました．
本会会員はこの決議を尊重されるようお願いします．なお，
決議3の具体的取り扱いについては，
第522回委員会議（1995.7.8）で下記のように決定されました．
従来の方針および委員会議決定の背景については，会誌50巻
（1995）9号696ページおよび765ページをご参照下さい．

記
決議3の具体的取り扱い

 1. 会誌および JPSJ等，学会の刊行する出版物に対する投稿，
および学会発表は，その研究内容が明白な軍事研究であると
判断される場合を除き自由とする．

 2. 学会が共催，協賛，後援する諸団体，学協会の会合および
各国との国際協力については，主催組織が軍関係団体である
場合には協力を断る．

 3. 学会の会計で凍結されている米軍資金については，今後の
検討課題とする．
注：明白な軍事研究，および軍関係団体の範囲については， 

理事会の判断事項とし，拒否例が出た場合には代議員に 

報告する．この判断基準は国際常識に従い，研究費の出 

所のみで判断することはしない．

■第70回年次大会の宿泊・交通等の案内  
（今回は旅行業者による取扱いはありません）

10, 11月号会告で案内しましたように第70回年次大会は以下の
通り開催されます．
今回，開催場所が東京23区内でありホテルの客室数も多いこと，
自治体等への補助金申請も予定されていないため宿泊者リスト作
成がないこと，等を考慮し，実行委員会とも協議の上，宿泊・交
通等の旅行業者による取扱い業務の依頼は行わないこととなりま
した．参加されます方は，各自での手配をお願いします．
会期：2015年3月21日（土）～24日（火）
会場：早稲田大学早稲田キャンパス（東京都新宿区西早稲田

1‒6‒1）
交通：
地下鉄東京メトロ東西線　早稲田駅から徒歩5分

〃 副都心線　西早稲田駅から徒歩17分
JR山手線　高田馬場駅から徒歩20分
西武新宿線　高田馬場駅から徒歩20分
都電荒川線　早稲田駅から徒歩5分

■第70回年次大会の参加登録・講演概要集（Webア
クセス権および記録用DVD版）購入のご案内（講
演申込者以外の方への案内です）

＊＊お知らせ＊＊
1．第70回年次大会から，参加登録費を一律1,000円値上げい
たします．
2．講演概要集は従来の紙版（4分冊）から電子化（全領域収録）
し，Webアクセス権（有料：概要集をご覧いただく方は必ずご
購入下さい．）と記録用DVD版（有料：大会終了後送付）の頒
布となります．
以上の経緯については，会誌8月号の会告をご覧下さい．

-----------------------------

注：会誌8月号において，概要集のWebアクセス期間は6か月間，
それ以降は6か月間のみオープンアクセスとする旨のお知らせ
をしましたが，著作権等の関係で次のように変更します．
概要集Webアクセス期間：1年間のみとする．オープンアクセ
ス期間は設けない．

------------------------------

3．第70回年次大会から，領収書の発行形態が変わります．従
来，領収書は参加登録・概要集等の事前申込者には参加票と
ともに事前に郵送していましたが，今回から，申込者には領
収書発行用のURLを個別に発行し，各自そこからダウンロー
ドの上ご利用いただきます．

第70回年次大会の参加登録と講演概要集の事前，クレジット
カード払いおよび現地での登録・購入方法，およびそれぞれの締
切期日は下記表記載の通りです．なお，講演概要集をご覧いただ
くには，Webアクセス権の購入が必要となります．また，Webで
の公開は1年間のみですので，それ以降概要集をご覧いただくた
めには記録用DVD版を用意しましたので，そちらをご購入下さ
い．またWebアクセス権を合せてご購入いただくと割り安にな
ります．
参加登録と講演概要集（Webアクセス権および記録用DVD版） 

購入の方法
次の4つの方法があります．

1. 期日前登録（2015年2月3日まで）
2. 期日後Web登録（2015年3月5日から会期最終日の12時ま
で）

3. 現地登録（現金のみ）
4. 会期終了後および請求書等による支払い（講演概要集の記
録用DVD版購入時のみ）

なお，詳しくは次のそれぞれの項目をご覧下さい．また，それ
ぞれの参加登録費と講演概要集頒価は下記一覧をご覧下さい．
1.　期日前登録（2015年2月3日まで）
次の特典があります．
・割引あり
・数種の支払い方法
・Webによる領収書発行
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申込URL：
http://www.toyoag.co.jp/jps/index.html

アクセスキー：2015A（半角）
会員番号：5桁の数字とアルファベット

注：入会申込中の方は，“N99999”，
協定学会会員の方は，“K99999”
とそれぞれ会員番号欄に記入する．

申込期間：12月25日（木）～2015年2月3日（火）
＊お支払い方法としてクレジットカードを選択した場合
は，Web上での電子決済が可能です．
注：領収書発行用URLは2015年2月中旬に各自メールア
ドレス宛に連絡します．

申
込
用
紙
に
よ
る
方
法

本号綴込の「事前参加登録／事前概要集（Webアクセス権
および記録用DVD版）購入申込書」にご記入の上，Faxま
たは郵送でお送り下さい．
申込・支払締切：2015年1月27日（水）
郵送先：
〒102‒0072

東京都千代田区飯田橋1‒5‒8　アクサンビル
トーヨー企画（株）内
日本物理学会受付センター
Fax: 03‒3262‒6705

注：領収書は2015年2月初旬に郵送にてお送りします．

賛助会員，非会員の一般・学生の方

参加登録

取扱いはしておりません．
2.項の「期日後Web登録」，または参加当日，
直接，会場の総合受付で参加登録費（表参照）
をお支払い下さい．
＊請求書の発行はいたしません．

講演概要集
（Webアクセス
権および記録
用DVD版）購
入

事前購入ができます．
申込方法：
上記表中「個人会員の方」欄の「申込用紙によ
る方法」欄に記載の方法でお申込下さい．
＊前払いに限ります．請求書等を必要とす
る場合はできません．

注：領収書は2015年2月初旬に郵送にてお送
りします．

2.　期日後Web登録（3月5日から会期最終日の12時まで）
＊本登録は，大会現地での現金取扱い額を少なくするためと，ク
レジットカード払いへの要望に応えたもので，第69回年次大
会から実施しています．なお，本登録は，受付でカードを提示
し決済する方式ではなく，予めWeb上で決済を完了しておい
ていただく方式です．）
次の特典があります．
・割引あり
・Webから登録し，決済．現金不要．
・Webによる領収書発行

個人会員・賛助会員，非会員の方，すべて同じ扱いです．

参
加
登
録

Web登録URL：
http://www.toyoag.co.jp/jps/index.html 
アクセスキー：2015A（半角）
会員番号：5桁の数字とアルファベット

注：入会申込中の方は，“N99999”，
協定学会会員の方は，“K99999”
それ以外の方は，“R99999”
とそれぞれ会員番号欄に記入する．

取扱い期間：
2015年3月5日（木）～会期最終日の12時
現地総合受付で参加登録をされる前まで（最終日は12

時まで）に，上記Web登録URLにアクセスしていただき，
クレジットカードによる支払いを済ませ，その際に発行
される受付番号を記載した画面をプリントアウトし，総
合受付に提出して下さい．引換に参加票をお渡しします．
＊＊おおよその流れ＊＊

①　Web登録URLにアクセス
②　クレジットカードでの支払い
③　発行された受付番号をプリントアウト
④　プリントアウトした用紙を持参し受付に提出
⑤　用紙と引換に参加票を受理
＊今回から領収書は参加票裏面への印刷ではなく，

Web上での発行となります．詳しくは，本項目の
最後の注をご覧下さい．

なお，現地受付時にプリントアウトしたものを提出で
きない場合は，総合受付に備付けの専用用紙に予め受付
番号，氏名等を記入後，総合受付に提出し，同時に受付
番号が表示された画面を表示できる携帯電話，スマート
フォン，タブレット，ノートPCのいずれかを併せて提示
して下さい．専用用紙と引換に参加票をお渡しします．
＊＊プリントアウトできない場合のおおよその流れ＊＊
①と②は上記と同じ
③　受付備付けの専用用紙に受付番号等を記入
④　専用用紙を受付に提出し，併せて受付番号を確認で
きるスマートフォン等の画面を提示

⑤　専用用紙と引換に参加票を受理
＊今回から領収書は参加票裏面への印刷ではなく，

Web上での発行となります．詳しくは，本項目の
最後の注をご覧下さい．
＊請求書の発行はいたしません．

注：領収書発行用URLは，3月15日までに決済が確認で
きた方には会期数日前に，それ以降の方は会期終了
数日後に，各自メールアドレス宛に連絡します．
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Web登録URL：（上記参加登録と同じ）
アクセスキー：（上記参加登録と同じ）
会員番号：（上記参加登録と同じ）
取扱い期間：（上記参加登録と同じ）
現地総合受付で購入される前まで（最終日は12時まで）

に，上記Web登録URLにアクセスしていただき，クレジ
ットカードによる支払いを済ませ，その際に発行される
受付番号を記載した画面をプリントアウトし，現地概要
集販売係に提出して下さい．Webアクセス権を購入され
た方には，引換に個別のWebアクセス権を記載した用紙
をお渡しします．記録用DVD版を購入された方には，大
会終了後発送をいたします．
＊＊おおよその流れ＊＊

①　Web登録URLにアクセス
②　クレジットカードでの支払い
③　発行された受付番号をプリントアウト
④　プリントアウトした用紙を持参し概要集販売係に提
出

⑤　用紙と引換にWebアクセス権を購入した場合は個別
のアクセス権を記載した用紙を受取り，半券部分に
氏名・電話番号等を記入し，当該部分を切取り受付
に渡す．記録用DVD版を購入された方は，大会終了
後約3週間ほどで手元に到着．
なお，URLの再発行はいたしませんので，くれぐれ
も紛失されぬようご注意下さい．

＊領収書はWeb上での発行となります．詳しくは，本項
目の最後の注をご覧下さい．

なお，現地購入時にプリントアウトしたものを提出で
きない場合は，総合受付に備付けの専用用紙に予め受付
番号，氏名等を記入後，同時に受付番号が表示された画
面を表示できる携帯電話，スマートフォン，タブレット，
ノートPCのいずれかを併せて提示して下さい．Webアク
セス権を購入された方は，引換に個別のWebアクセス権
を記載した用紙をお渡しします．記録用DVD版を購入さ
れた方は，大会終了後発送をいたします．
＊＊プリントアウトできない場合のおおよその流れ＊＊
①　Web登録URLにアクセス
②　クレジットカードでの支払い
③　専用用紙に記入
④　専用用紙を受付に提出し，併せてスマートフォン等
での受付番号を表示した画面を提示

⑤　用紙と引換に，Webアクセス権を購入した方は個別
のアクセス権を記載した用紙を受取り，半券部分に
氏名・電話番号等を記入し，当該部分を切取り受付
に渡す．記録用DVD版を購入された方は，大会終了
後手元に到着．
なお，URLの再発行はいたしませんので，くれぐれ
も紛失されぬようご注意下さい．
＊領収書はWeb上での発行となります．詳しくは，
本項目の最後をご覧下さい．
＊請求書の発行はいたしません．

注：領収書発行用URLは，3月15日までに決済が確認で
きた方には会期数日前に，それ以降の方は会期終了
数日後に，各自メールアドレス宛に連絡します．

3.　現地登録
現金による支払いのみで，割引等のサービスはありません．

個人会員・賛助会員，非会員の方，すべて同じ扱いです

参
加
登
録

参加当日，直接，会場の総合受付で現金にて参加登録
費をお支払い下さい．
＊請求書の発行はいたしません．

講
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）
購
入

直接，会場の総合受付で現金にてご購入下さい．
注：Webアクセス権を購入された方には，個別URL

を記載した用紙をお渡ししますので，半券部分に氏
名，電話番号等をご記入の上，当該部分を切取り受付
にお渡し下さい．なお，URLの再発行はいたしませ
んので，くれぐれも紛失されぬようご注意下さい．

＊請求書等を必要とする場合は，4.項をご参照下さい．

4. 会期終了後および請求書等による支払い（講演概要集
記録用DVD版のみ）

個人会員・賛助会員，非会員の方，すべて同じ扱いです

講
演
概
要
集
購
入
（
記
録
用
D
V
D
版
の
み
）

次の事務局宛にお申込下さい．
〒113‒0034

東京都文京区湯島2‒31‒22

湯島アーバンビル8F

日本物理学会事務局　講演概要集頒布係
Fax: 03‒3816‒6208　Tel: 03‒3816‒6201

E-mail: pubpub@jps.or.jp

注：記録用DVD版は大会終了後順次発送いたします．

請求書等を必要とする場合は，会場現地での購入はできません．
詳しくは，上項の講演概要集購入枠内記載の事務局宛にお問い合
わせ下さい．

参加登録費および講演概要集頒価一覧

参加登録費
期日前事前登
録（2月3日ま

で）

期日後事前Web
登録（3月5日か
ら会期最終日12
時まで）

会期中現地登録 
（現金払いのみ）

会員　一般 6,000円* 6,500円* 7,000円*
学生［注1］ 

およびシニア会員 3,500円* 3,750円* 4,000円*

賛助会員 6,500円* 7,000円*
非会員一般 7,500円** 8,000円**

非会員学生［注1］ 5,000円** 6,000円**

mailto:pubpub@jps.or.jp
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2014年12月1日付新入会者

会　員　名 所　　　　　属

金　　　賢　一 大阪市立大学大学院理学研究科
中　村　佳　祐 東北大学大学院理学研究科
塚　本　光　信 山梨大学大学院医学工学総合教育部
小　西　英　史 京都大学大学院人間・環境学研究科
四　宮　権　一 東京大学大学院工学系研究科
佐　伯　喜美子 東京大学理学系研究科
宮　谷　萌　希 奈良女子大学大学院人間文化研究科
徳　永　沙緒莉 奈良女子大学大学院人間文化研究科
三　浦　康　也 名古屋大学大学院情報科学研究科
米　山　俊　平 東北大学大学院理学研究科
中　島　啓　幾 早稲田大学先進理工学部
長　島　　　徹 立教大学大学院理学研究科
増　田　　　周 京都大学大学院理学研究科
内　藤　智　也 早稲田大学先進理工学部
草　薙　龍　邦 立命館大学大学院情報理工学研究科
渡　邊　直　樹 東京大学大学院理学系研究科
山　内　紘　一 横浜国立大学大学院工学府
石　井　祐　太 東北大学大学院理学研究科
椿　山　孝　穂 東京理科大学大学院理学研究科
檜　山　直　晃 東京工業大学大学院理工学研究科
岡　本　佳　子 山梨大学生命環境学部
古　屋　　　健 山梨大学生命環境学部
金　田　知　也 電気通信大学大学院情報理工学研究科
石　黑　陽太郎 京都大学大学院理学研究科
鈴　木　博　才 大阪大学大学院理学研究科
毛　笠　莉沙子 名古屋大学大学院理学研究科
益　子　寛　明 茨城大学理学部

会　員　名 所　　　　　属

佐　藤　　　諒 東北大学理学部
宮　地　真　路 京都大学大学院理学研究科
山　岸　純　平 東京大学教養学部
井　上　絵美子 日本女子大学大学院理学研究科
大須賀　慎　二 浜松ホトニクス
西久保　　　匠 東京工業大学工学部
川　邊　　　諒 東京工業大学大学院総合理工学研究科
桂　川　美　穂 東京大学大学院理学系研究科
前　澤　俊　哉 東京大学大学院新領域創成科学研究科
高　橋　　　浩 群馬大学大学院理工学府
安　田　憲　司 東京大学大学院工学系研究科
朴　　　顕　良 東京大学大学院工学系研究科
畑　　　加奈子 京都大学大学院理学研究科
松　本　拓　巳 横浜国立大学理工学部
陳　　　彦　廷 理化学研究所
加　藤　健　介 一橋大学大学院国際企業戦略研究科
平　井　寛　人 九州大学大学院理学府
梨　本　和　樹 兵庫県立大学大学院物質理学研究科
大河内　一　輝 静岡大学大学院理学研究科
宮　本　奨　平 京都大学大学院理学研究科
曽　我　良　太 名古屋大学大学院工学研究科
岩　根　まどか 東京工業大学理学部
酒　井　一　樹 筑波大学大学院数理物質科学研究科
藤　沼　亮　太 中央大学大学院理工学研究科
清　田　泰　裕 東京工業大学工学部
佐　藤　裕　也 東京工業大学大学院理工学研究科
萩　原　開　人 岡山大学理学部

講演概要集 
（全領域収録）

期日前事前
登 録（2月 3
日まで）
（送料・手数
料込）

期日後事前
Web登 録（3
月5日から会
期最終日 12 
時まで）
（ 送料・手数
料込）

会期中現地
登録（現金払
いのみ）
（ 送料・手数
料込）

会期終了後
（事務局に申
込む）

Webアクセス
権のみ購入 1,000円 1,250円 1,500 円

Webアクセス
権と記録用
DVD版購入

1,500円 1,750円 2,000 円

記録用DVD版
のみ購入 1,000円 1,250円 1,500円

1,500 円
+200 円（送
料・手数料）
［注2］

＊消費税の扱い
参加登録費：*不課税　　**消費税込
講演概要集Webアクセス権・DVD版：消費税込（送料・手数料を含む）

［注 1］学生とは
学部学生，大学院生等もすべて学生の取り扱いとなります．本会の
会員種別の学生会員のことではありません．

［注2］8部までの送料・手数料は同一料金です．お支払い方法等は次のメー
ルアドレスまでお問合せ下さい．
お問合せ先（E-mail）: pubpub@jps.or.jp

■第70回年次大会講演概要集原稿の書き方および
提出について

前号902ページの「講演概要集原稿の書き方」をご参照の上， 
各自の講演番号が決定しましたら（12月下旬頃本会より連絡）締
切厳守の上，pdf原稿にて下記提出先URL参照の上，原稿の送信
をお願いいたします．
原稿締切：2015年2月2日（月）12時必着
提出先：http://www.toyoag.co.jp/jps/index.html

■訂正

2014年秋季大会（会誌Vol. 69 No.12「本会記事」追加）
2. 中部大学春日井キャンパス会場
○登壇者変更

9aPS-95 山川洋一（名大理）


