
AAPPS-DPP Bylaw of Chair-elect and Elector selection 
 

2020.04.08 AAPPS-DPP Board of Directors 
 
1. Chair-elect: Chair-elect will be one of Board of Directors who will become chairman next to current chairman. 
Term is two years after appointment and is expected to be a chairman afterword. 
 
2.Selection of Chair-elect: Chair-elect nominee will be selected among candidates by voting by Chair-elect 
candidate Electors and will be appointed as one of members of the Board of Directors by the General Assembly. 
Hereafter, Chair-elect candidate Elector is called Elector.  
 
3. Eligibility of Chair-elect: DPP members who has strong scientific capabilities in the field of plasma physics 
and has vision to take scientific leadership on DPP activities. 
 
4. Nomination of Chair-elect: Any DPP member can nominate chair-elect. Nomination shall include, 1) Nomination 
letter not more than three pages, 2) One-page seconding letters from DPP members from 3 countries/regions, 3) Bio 
of candidate, 4) Past activities on AAPPS-DPP, 5) Vision statement of candidate. Nomination package shall be sent 
to AAPPS-DPP CEO electronically as one pdf file. Deadline will be announced as appropriate. 
 
5. Eligibility of Elector: DPP members who actually joined DPP activities in the past such as 1) DPP founder, 2) 
past exco members, 3) I-HAC members, 4) RMPP editorial board members, 5) authors of RMPP, 6) participants of 
past DPP annual conferences. 
 
6. Nomination of Elector: DPP member who is eligible to be an Elector and wish to be an Elector shall submit his/her 
wish at DPP Web page.  
 
7. Appointment of Electors: Board of Directors, in accordance with the advice of the I-HAC Chair, takes into 
account regional, field, and gender balances, selects the next Electors among members who have nominated 
themselves and other members qualified for Elector.  
 
8. Number and term of Chair-elect Candidate Elector: The number of Chair-elect Candidate Elector shall be at 
least 100 and no more than 180. The term of the Chair-elect Candidate Elector shall be until a new next Chair-
elect Candidate Elector is elected by the selection of the next Chair-elect Candidate Elector, which will be 
conducted two years after the selection. 
 
  



Appendix: Japanese translation 

APPS-DPP次期会長および選挙人選出の細則案 
 

2020.03.31 AAPPS-DPP理事会 

1.次期会長：次期会長は理事会のメンバーであり、現会長の次に会長になる。任期は指名後 2年であり、
その後、会長への就任が予定される。  

2.次期会長の選出：次期会長候補者は、次期会長候補選挙人による投票により立候補者の中から選出さ
れ、総会によって理事会のメンバーとして任命される。以後、次期会長候補選挙人を選挙人と呼ぶ。 

3.次期会長の適格条件：プラズマ物理学の分野で優れた科学的能力を持ち、DPPの活動において科学的
リーダーシップを発揮するビジョンを有する DPP会員。  

４.次期会長への立候補：DPP会員は誰でも次期会長候補に立候補することが出来る。立候補のために
は、1）3ページ以下の所信表明書、2）3か国/地域の DPP会員からの 1ページの推薦書、3）候補者の
略歴、4）AAPPS-DPPにおける過去の活動状況、5）候補者のビジョン声明書、を必要とする。これらの資
料は、AAPPS-DPP 最高執行責任者（CEO）に PDF ファイルとして電子的に送信するものとする。締め
切りは適宜周知される。  

5.選挙人の適格条件：1）DPP創設者、2）過去の exco メンバー、3）I-HAC メンバー、4）RMPP編集委員、
5）RMPPの著者、6）DPP年次会議の参加者など、既に実際の DPP活動に参加したことのある DPP会
員。 

6.選挙人への立候補：選挙人になる資格があり、選挙人になる意思を有する DPP会員は、DPP Webペー
ジからその希望を提出し立候補出来るものとする。 

７.選挙人の任命: 理事会は、I-HAC議長からの助言に従い、地域、分野、性別のバランスを考慮し、立候
補者した会員、および他の会員の中から選挙人を決定する。 

8．選挙人の定数及び任期：選挙人の数は 100名以上、180名以内とする。選挙人の任期は選任の 2年後
に実施される選挙人選考により新たな選挙人が選出される時までとする。 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


