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　講演会場は徳島大学常三島キャンパスです（1p参照）．
　総合受付は総合科学部 3号館 1F スタジオです．講演会場は工学
部共通講義棟・ 機械工学科棟・知能情報工学科棟・工業会館，共通
教育 B館・C館，総合科学部 1号館および体育館です．会場間の移
動の際にはこのことを十分お含み置き下さい．

　プログラム編成の都合により，一般講演の中には講演申込みの際
の希望分科によらないで，編集されているものもあります．お申込
みの講演が希望分科に含まれていないようでしたら，関連分科をお
調べください．

　この講演会では一般および招待とも PCプロジェクタを使用しま
す．OHPもご用意いたしますができるだけ PCプロジェクタをご利
用ください．講演される方はこのことを十分念頭に置かれて準備に
当ってください．PCプロジェクタの使用に関するご案内をご覧く
ださい．（p.20 参照）
ポスターセッションでは一部を除き，1講演につき 5分の口頭講演
（ショートプレゼンテーション）を行います．（p.21 参照）

　会期中，電話のとりつぎはいたしません．ただし呼出しビラの掲
示による連絡は行っておりますので，ご利用ください（申し込みは
大会本部）．

第 18回応用物理学会「講演奨励賞」贈呈式（公開）
と　　　き 2005 年 9月 7日（水）12：30 ～ 13：30
と　こ　ろ 徳島大学　工学部共通講義棟 6F大会議室

応用物理学会評議員・代議員合同会議
と　　　き 2005 年 9月 7日（水）16：30 ～ 17：30
と　こ　ろ 徳島大学　工学部共通講義棟 6F大会議室

第 27回応用物理学会論文賞授賞式
と　　　き 2005 年 9月 7日（水）17：30 ～ 18：10
と　こ　ろ 徳島大学　工学部共通講義棟 6F大会議室

懇親会
　参加者の親睦をはかるため，気軽な懇親会を計画いたしました．
　ふるってご参加ください．（定員 250 名，定員になり次第締切り
ます．）
と　　　き 2005 年 9月 7日（水）19：00 ～ 20：30
と　こ　ろ ホテルクレメント徳島（JR徳島駅直結）
 徳島市寺島本町西 1-61 ＜地図 p.5 参照＞
会費・申込 2,500 円　当日正午までに総合受付へ

第 37回応用物理学会スクール
「半導体が創る 21世紀-ナイトライドが創る未来-」
と　　　き　2005 年 9月 9日（金）9：05 ～ 15：20
と　こ　ろ　ホテルクレメント徳島（徳島駅直結）
参　加　費　無料
詳　　　細　p.15 参照

世界物理年特別講演会
「応用物理の挑戦：基礎から応用へ-未来を創る君たちへ-」
と　　　き　2005 年 9月 9日（金）16：00 ～ 18：10
と　こ　ろ　ホテルクレメント徳島（徳島駅直結）
参　加　費　無料（一般公開）
詳　　　細　p.14 参照

男女共同参画第 7回ミーティング
「若手のワーク・アンド・ライフ・バランス

ーみんなで考えよう “仕事と育児 ”ー」
と　　　き　2005 年 9月 9日（金）13：00 ～ 15：30
と　こ　ろ　徳島大学　工学部共通講義棟 5Ｆ -K505
参　加　費　無料
詳　　　細　p.16 参照

■  ご　案　内

参加費について
　学術講演会に出席される方は参加費：応用物理学会正会員 4,000
円，会員外 6,000 円，学生 2,000 円を総合受付にてお払いこみくだ
さい．
　なお，APS（American Physical Society），EPS（European Physical 
Society），IOP（Institute of Physics），EDS（Electron Devices Society/
IEEE），LEOS（Lasers and Electro-Optics Society/IEEE），OSA（Optical 
Society of America），KPS（Korean Physical Society）会員は応用物
理学会正会員扱いとなります．
　参加費をお払いこみの方には参加票挟み込みの予稿集第 0分冊
［シンポジウム予稿と全分冊の予稿目次（分科別プログラム）を含む］
1部をお渡しいたします．なお，同第 0分冊を予約されている方は，
当日予約受付にて引換券を提出してください．第 0分冊（参加票挟
み込み）をお渡しします．参加票には各自ご記名いただき会期中胸
ポケットにつけておかれるようお願いします．

講演予稿集について
　4分冊頒布となっています．（頒布方法については 7月号に掲載）
分冊内容と頒価は下記の通りです．なお，第 0分冊予約には参加費
が含まれています．

4分冊：各分冊ともA4判，シンポジウムは 1頁 2件，
一般は 1頁 3件の予稿を掲載

含まれる分科および内容 予約頒価
（1冊）

即売頒価
（1冊）

　　　※
第 0分冊

全シンポジウム，全分冊の予稿目
次（分科別プログラム）

正会員
3,000 円
学生
1,000 円
会員外
6,000 円

正会員
4,000 円
学生
2,000 円
会員外
6,000 円

第 1分冊

放射線・プラズマエレクトロニク
ス，計測・制御，応用物性，超伝導，
結晶工学，応用物理一般，合同セッ
ションD・E・F・G・H・J・K

3,500 円 4,500 円

第 2分冊
薄膜・表面，ビーム応用，半導体
A（シリコン），非晶質・微結晶，
合同セッションD・F・H・K

3,500 円 4,500 円

第 3分冊

光，量子エレクトロニクス，光エ
レクトロニクス，有機分子・バイ
オエレクトロニクス，半導体 B（探
索的材料・物性・デバイス），合
同セッション E・F・G・J

3,500 円 4,500 円

● ※前出「参加費について」をご参照ください．
● 0 分冊（参加費）は，会員および学生／非課税，会員外／内税です．
1～ 3分冊はすべて内税です．

● 合同セッションについては，p.24，25 参照．
● 予稿集を予約されている方は，当日予約受付にて引換券（応用
物理学会より事前に送付したもの）を提出してください．

● 予約郵送（事後）の場合は他に郵送料（諸掛かり含む）がかか
ります．

● 予約申込をされなかった方は当日早目に即売にてお求めくださ
い．
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恒例により，本講演会開催に併せ，学内において展示会を開
催します．ポスターセッションと同会場です．ぜひご来場くだ
さい．

日　　時  2005 年 9月 7日（水）～ 10日（土）
  9:00 ～ 17:30（最終日の 9月 10 日（土）は正午まで）
会　　場  徳島大学常三島キャンパス　体育館
展示内容  一般機器展示／書籍コーナー
展示規模  90 社、120 小間（2005 年 7月 13 日現在予測）

バリアフリー対応について
　共通教育 B館 ,C 館，工学部共通講義棟および工学部機械工
学科棟は , 全教室バリアフリー対応になっています . 工学部知
能情報工学科棟 , 工業会館 , 総合科学部 1号館 , 体育館は , 車椅
子の方が入館して頂くためには補助が必要となりますので , 総
合受付または大会本部にお問い合わせください .

営利目的の宣伝活動について
　事前申請された事業者以外の展示営業活動はご遠慮ください．

撮影，録音について
　講演発表の撮影，録音はできません．

インターネット対応について
　工学部講義棟 2F にある CALL 教室にインターネットアクセ
ス可能なＰＣ端末を用意いたします．
　また，工学部講義棟内で，無線 LANにアクセスできるスペー
スを用意いたします．無線LANの利用には手続きが必要ですが，
その詳細については，当日総合受付にて書類を配布する他，現
地実行委員会のホームページでご案内する予定です．なお，本
学では無線 LANカード等の機器の貸し出しはいたしませんの
で，あらかじめご用意の上ご利用下さい．またセキュリティ対
策に十分ご注意下さい．

駐車設備について
　キャンパスは市街地にあり , 学内および周辺には駐車できる
敷地・設備はありません . ご注意ください .

■  展　示　会　の　ご　案　内

出展会社　（2005年 7月 13日現在の申込書到着会社、50音順）
アクセント オプティカル テクノロジーズ㈱　アネスト岩田㈱　
岩谷産業㈱／岩谷瓦斯㈱　㈱インターナショナル・サーボ・データー　
㈱ウシオ電機　エクセルテクノロジー㈱　NTT アドバンステクノロジ㈱
㈱Ｘ線技術研究所　㈱エピクエスト　㈱エピテック　㈱エフアイティー
オーシャンフォトニクス㈱　大塚電子㈱　
オックスフォード・インストゥルメンツ㈱　㈱オプトクエスト　
オプトシリウス㈱　雄山商事㈱　㈳日本化学情報協会　北野精機㈱　
㈱クレステック　㈱高純度化学研究所　　㈱コベルコ科研　
㈱サーモ理工　㈱サムウェイ　三洋貿易㈱　ジオマテック㈱　
ジェー・エー・ウーラム・ジャパン㈱　シグマサイバーテック㈱　
ジャパンハイテック㈱　昭和オプトロニクス㈱　
スペクトラ・フィジックス㈱　スペクトリス㈱ パナリティカル事業部　
テガサイエンス㈱　㈱テクネックス工房　
㈱ディジタルデータマネジメント　㈱トプコンテクノハウス　
ナガセ電子機器サービス㈱　ナノサイエンス㈱　㈱ナノファクター　
日本アールソフトデザイングループ㈱　日本板硝子テクノリサーチ㈱　
日本カンタム・デザイン㈱　日本電子㈱　㈱日本ビーテック　
日本分光㈱　㈱日本レーザー　㈱日本ローパー　ネオアーク㈱　
ハイソル㈱　パワーアンドエナジー㈱　㈱ビームトロン　日立電線㈱　
㈱日立ハイテクノロジーズ　ブルカー・エイエックス エス㈱　
分光計器㈱　ヘルツ㈱　㈱堀場製作所　㈱明電舎　㈱八幡電機製作所　
㈱ユニソク　㈱ユニバーサルシステムズ　㈱リーディンテックス　
㈱リガク　㈱リッチモアインターナショナル
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X, ZA, ZB, ZC, ZR

■  講演番号について

（例）


