
  
 

過去の固体イオニクス研究会 
 

回数 開催年 開催場所 世話人 

第１回 １９８３(昭和５８)年 神戸市井植記念館（固体イオニクス講演会） 鳥取大 岩原 弘育 

２回 １９８７(昭和６２)年 名古屋市工業研究所 名市工研 今井 淳夫 

３回 １９８８(昭和６３)年 東北大学科学計測研究所 東北大 石亀 希男 

４回 １９９０(平成２)年 同志社大学今出川キャンパス 同志社大 大鉢 忠 

５回 １９９１(平成３)年 上智大学中央図書館 上智大 
緒方 直哉 

渡邉 正義 

６回   大阪工業技術試験所 
阪大 幸塚 善作 

大工試 中村 治 

７回 １９９２(平成４)年 筑波研究センター 無機材研 小野田 義人 

８回   金属材料技術研究所 無機材研 渡辺 遵 

９回   名古屋市工業研究所 名大工 岩原 弘育 

１０回 １９９３(平成５)年 大阪府立大学学術交流会館 大阪府立大 南 努 

１１回   東京大学生産技術研究所 東大生研 工藤 徹一 

１２回 １９９４(平成６)年 東北大学科学計測研究所 東北大 石亀 希男 

１３回   三重大学地域共同センター 三重大 山本 治 

１４回   北海道大学百年記念会館 北大 河村 純一 

１５回 １９９５(平成７)年 新潟大学教養校舎 新潟大理 岡崎 秀雄 

１６回   京大会館 京大 小久見 善八 

１７回 １９９６(平成８)年 徳島大学附属図書館大視聴覚室 徳島大 
小藤 吉郎 

金城 辰夫 

１８回   鳥取大学教育学部附属教育実践研究指導センター 鳥取大 江坂 享男 

１９回 １９９７(平成９)年 東工大総合研究館大会議室 東工大 阿竹 徹 

２０回   中国・四国地区国立大学大山共同研修所 岡山大工 石井 忠男 

２１回 １９９８(平成１０)年 大阪大学 阪大産研 吉川 信一 

２２回   ルブラ王山 名大 岩原 弘育 

２３回 １９９９(平成１１)年 同志社大田辺キャンパス 同志社大 大鉢 忠 

２４回   横浜国大 横浜国大 渡邉 正義 

２５回 ２０００(平成１２)年 東京大学生産技術研究所 東大生研 工藤 徹一 

２６回 東北大学科学計測研究所 東北大科研 
服部 武志 

水崎 純一郎 

２７回 ２００１(平成１３)年 無機材質研究所 無機材研 渡辺 遵 
   物質研 横川 晴美 

２８回   名古屋工業大学 名工大 

山口周, 今井淳夫 

武津典彦 

池田章一郎 

２９回 ２００２(平成１４)年 新潟大学自然科学研究科 新潟大 
小林 迪助 

佐藤 峰夫 

３０回   東工大すずかけ台キャンパス 東工大 菅野 了次 

３１回 ２００３(平成１５)年 九州大先端科学技術共同研究センター 九州大 三浦 則雄 

３２回   大阪府立大 大阪府立大 辰巳砂 昌弘 

３３回 ２００４(平成１６)年 京都大学 京都大 小久見 善八 

３４回   茨城大学 茨城大 佐久間 隆 

３５回   東北大学多元物質科学研究所 東北大 水崎 純一郎 

３６回   東京大学 東大 山口 周 

３７回 ２００５(平成１７)年 放送大学愛媛センター 愛媛大 井上 直樹 

３８回   京都大学 京大 小久見 善八 

３９回   大阪大学 阪大 松尾 伸也 



  
 

４０回   つくばエポカル国際会議場 産総研 横川 晴美 

４１回 ２００６(平成１８)年 長崎大学 長崎大 工藤 徹一 

４２回   那覇市 IT 創造会館 琉球大 友寄 友造 

４３回   北海道大学 北大 吉川 信一 

４４回   東京工業大学 東工大 阿竹 徹 

４５回 ２００７(平成１９)年 鳥取大学 鳥取大 江坂 享男 

４６回   大分県ゆふいん 東大 山口 周 

４７回   東京工業大学すずかけホール（2nd ICPSSI） 東工大 阿竹 徹 

４８回 ２００８(平成２０)年 Ｊ－ＰＡＲＣ 九州大 石原 達己 

４９回   山形大 山形大 臼杵 毅 

５０回   コープイン京都（SSPC-14) 東大 山口 周 

５１回 ２００９(平成２１)年 東北大学百周年記念会館 東北大 湯上 浩雄 

５２回   
熊本大学百周年記念会館（第３回固体イ

オニクスの物理国際会議：ICPSSI-3） 
熊本大 安仁屋 勝 

５３回 ２０１０(平成２２)年 モンタナリゾ-ト岩沼（第 5 回固体イオニクスセミナ-） 東北大 雨澤 浩史 

５４回   徳島大学産学連携ホール 徳島大 中村 浩一 

５５回 ２０１１(平成２３)年 京都国際会館 阪大 小俣 孝久 

５６回   
かんぽの宿・奈良（第15回超イオン導

電体物性研究会） 
摂南大 

神嶋修, 松尾康光 

下川 倫子 

５７回   富山（第 7 回固体イオニクスセミナー） 阪大 小俣 孝久 

５８回   東京大学 武田ホール 東大 山田 淳夫 

５９回 ２０１２(平成２４)年 北海道大学工学部 北大 幅崎 浩樹 

６０回   物質・材料研究機構 
物材機構 高田 和典 

産総研 堀田 照久 

６１回   東北大学さくらホール（ACSSI-2012） 東北大 河村 純一 

６２回 ２０１３(平成２５)年 
九州大学伊都キャンパス (Fuel Cell 

and Hydrogen Production Symposium) 
九州大 佐々木 一成 

６３回   
日立市シビックセンター（第 16 回超イ

オン導電体物性研究会） 
茨城大 

高橋 東之 

佐久間 隆 

６４回   産総研関西センター 
産総研 野村 勝裕 

大阪府立大 辰巳砂 昌弘 

  ２０１４(平成２６)年 
日本大学生産工学部（第 17 回超イオ

ン導電体物性研究会） 
日大 山田 康治 

６５回   東北大学 WPI-AIMR 本館 東北大 川田 達也 

６６回 ２０１５(平成２７)年 三重大学 三重大 
武田 保雄 

今西 誠之 

   徳島大学工学部(第 18 回超イオン導電体物性研究会） 徳島大 中村 浩一 

 ２０１６(平成２８)年 山形テルサ（第 19 回超イオン導電体物性研究会） 山形大 臼杵 毅 

６７回 ２０１７(平成２９)年 摂南大学(第 1 回有機・バイオイオニクス研究会) 摂南大学 松尾 康光 

６８回   
くまもと県民交流館パレア(第 20 回超

イオン導電体物性研究会） 
熊本大学 安仁屋 勝 

６９回 ２０１８(平成３０)年 摂南大学(第 2 回有機・バイオイオニクス研究会) 摂南大学 松尾 康光 

７０回  いばらき量子ビーム研究センター(第 21

回超イオン導電体物性研究会) 
CROSS 坂口 佳史 

７１回   京都大学吉田キャンパス 京都大学 宇田 哲也 

７２回   
自然科学研究機構岡崎コンファレンスセ

ンター(第 1 回ヒドリドイオニクス研究会) 
分子研 小林 玄器 

７３回 ２０１９(令和元)年 
沖縄県青年会館 
(第 22 回超イオン導電体物性研究会) 

琉球大 田原 周太 

７４回  東京工業大学大岡山キャンパス 
横浜国大 藪内 直明 

東工大 一杉 太郎 



  
 

７５回   
自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンター

(第 2 回ヒドリドイオニクス研究会) 
分子研 小林 玄器 

７６回  東北大学大学院工学研究科るつぼホール 東北大 高村 仁 

７７回 ２０２１(令和３)年 オンライン 学習院大学 稲熊 宣之 

７８回  オンライン（第1回計算イオニクス研究会）
ファインセラミッ

クスセンター 
桑原 彰秀 

７９回  オンライン 九州大 山崎 仁丈 

８０回 ２０２２(令和４)年 
大阪箕面観光ホテル（第 23 回超イオ

ン導電体物性研究会） 
摂南大学 神嶋 修 

８１回  北大（ハイブリッド） 北大 忠永 清治 

８２回  東京工業大学大岡山キャンパス 東工大 八島 正知 

 

 

 

 

過去の固体イオニクスセミナー 
  

回数 開催年 開催場所 世話人 

第５回 ２０１０(平成２２)年 モンタナリゾート岩沼 東北大 雨澤 浩史 

６回   八王子セミナーハウス 九州大 松本 広重 

７回 ２０１１(平成２３)年 富山 九殿浜温泉 ひみのはな 大阪大 小俣 孝久 

８回 ２０１２(平成２４)年 信貴山玉蔵院 大阪府大 林 晃敏 

９回 ２０１３(平成２５)年 岐阜県 下呂温泉 名大 入山 恭寿 

１０回 ２０１４(平成２６)年 田沢湖 乳頭温泉 東北大 高村 仁 

１１回 ２０１５(平成２７)年 伊豆熱川温泉 熱川ハイツ 東工大 上田 光敏 

１２回 ２０１６(平成２８)年 休暇村指宿 長崎大 山田 博俊 

１３回 ２０１７(平成２９)年 コテージ・ヒムカ（宮崎市） 宮崎大 奥山 勇治 

１４回 ２０１８(平成３０)年 越後湯沢 湯沢ニューオータニ 物材機構 土屋 敬志 

１５回 ２０１９(令和元)年 湖邸滋びわこクラブ（滋賀県） 京都大 豊浦 和明 

１６回 ２０２２(令和４)年 オンライン 東北大 中村 崇司 

 


