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日程表（会場別）1
富山大学

会場 収容数
9 月 8日（火） 9月 9日（水） 9月 10 日（木） 9月 11 日（金）

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
人
間
発
達
科
学
部
第
1
校
舎

A
1F-111 76 3.2 材料光学 3.3 機器・デバイス光

学
3.1 物理光学・光学基
礎 3.9 光学新領域 17.6 資源・環境

B
4F-141 144

4.2 フォトニックナノ
構造・現象

4.2 フォトニックナノ
構造・現象

4.2 フォトニックナノ
構造・現象

4.2 フォトニックナノ
構造・現象

4.4 超 高速・高強度
レーザー

4.4 超 高速・高強度
レーザー

4.4 超 高速・高強度
レーザー

4.4 超高速・高強度
レーザー

人
間
発
達
科
学
部
第
3
校
舎

C
3F-331 150 3.8 近接場光学 3.8 近接場光学 15.3 III-V 族エピタキ

シャル結晶
15.3 III-V 族エピタキ
シャル結晶

15.3 III-V 族エピタキ
シャル結晶

15.3 III-V 族エピタキ
シャル結晶

15.3 III-V 族エピタキ
シャル結晶

15.3 III-V 族エピタキ
シャル結晶

D
4F-341 198

「自己整合・ＩＪＰ技
術の有機デバイス応用
展開」

7.4 ナノインプリント
「若手研究者のキャリ
アデザイン-就職前に
考えよう-」

3.5 情報光学 APEX/JJAP フレンド
シップミーティング 3.5 情報光学 3.5 情報光学

共
通
教
育
棟

E
1F-3 212 6.6 プローブ顕微鏡

「日本学術振興会ナノ
プローブテクノロジー
第 167委員会企画「非
接触原子間力顕微鏡で
拓くナノテク最前線」」

8.2 プラズマ診断･計
測

8プラズマエレクトロ
ニクス分科内招待講演
 
8.2 プラズマ診断･計
測

15.4 III-V 族窒化物結
晶

15.4 III-V 族窒化物結
晶

15.4 III-V 族窒化物結
晶

F
1F-2 194 15.4 III-V 族窒化物結

晶
15.4 III-V 族窒化物結
晶 6.2 カーボン系薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.2 カーボン系薄膜

G
1F-1 194 6.5 表面物理・真空 6.5 表面物理・真空 6.5 表面物理・真空 6.5 表面物理・真空 3.4 計測光学

「薄膜･表面物理分科会
企画「金属酸化物系材
料の新展開 - メカニズ
ムの解明からデバイス
応用まで -」」

3.4 計測光学 3.4 計測光学

H
1F-7 198 6.3 酸化物エレクトロ

ニクス
6.3 酸化物エレクトロ
ニクス

6.3 酸化物エレクトロ
ニクス

6.3 酸化物エレクトロ
ニクス

「 『機能性酸化物研究グ
ループ・合同セッショ
ン：ワイドギャップ酸
化物半導体材料・デバ
イス・応用電子物性分
科会』企画「社会の持
続的発展を目指す酸化
物研究開発の現状と未
来」」

6.3 酸化物エレクトロ
ニクス

6.3 酸化物エレクトロ
ニクス

6.3 酸化物エレクトロ
ニクス

J
2F-5 262 15.4 III-V 族窒化物結

晶
15.4 III-V 族窒化物結
晶

合同セッション K「ワ
イドギャップ酸化物半
導体材料・デバイス」

合同セッション K「ワ
イドギャップ酸化物半
導体材料・デバイス」

合同セッション K「ワ
イドギャップ酸化物半
導体材料・デバイス」

合同セッション K「ワ
イドギャップ酸化物半
導体材料・デバイス」

合同セッション K「ワ
イドギャップ酸化物半
導体材料・デバイス」

合同セッション K「ワ
イドギャップ酸化物半
導体材料・デバイス」

K
2F-4 392 12.9 有機トランジス

タ
12.9 有機トランジス
タ

12.9 有機トランジス
タ

「新しいパイ電子系材
料と高性能新型トラン
ジスタ」

12.9 有機トランジス
タ

「日本光学会ディジタ
ルオプティクス研究グ
ループ企画「新しい光
学技術としてのディジ
タルオプティクス」」

12.9 有機トランジス
タ

L
2F-8 155 7.6 イオンビーム一般

「薄膜・表面物理分科
会企画「省エネルギー
社会のための半導体デ
バイス技術」」

6.6 プローブ顕微鏡 6.6 プローブ顕微鏡 6.1 強誘電体薄膜 6.1 強誘電体薄膜 6.1 強誘電体薄膜 6.1 強誘電体薄膜

M
2F-9 156 4.5 テラヘルツ全般･

非線型光学
4.5 テラヘルツ全般･
非線型光学

4.5 テラヘルツ全般･
非線型光学

4.5 テラヘルツ全般･
非線型光学

4.5 テラヘルツ全般･
非線型光学 15.6 IV 族系化合物 15.6 IV 族系化合物 15.6 IV 族系化合物

N
2F-217 78 15.2 II-VI 族結晶 15.1 バルク結晶成長 8.3 プラズマ成膜･表

面処理
8.3 プラズマ成膜･表
面処理

8.3 プラズマ成膜･表
面処理

8.5 プラズマナノテク
ノロジー

Q
2F-218 78 2.1 計測・制御技術 12.5 液晶 2.3 計測標準 2.2 精密計測・ナノ計

測
15.8 結晶評価，ナノ
不純物・結晶欠陥

15.7 エピタキシーの
基礎

R
2F-219 78 11.4 アナログ応用お

よび関連技術
11.4 アナログ応用お
よび関連技術

11.3 臨界電流，超伝
導パワー応用

12.6 高分子・ソフト
マテリアル

8.1 プラズマ生成･制
御

S
2F-201 110 11.1 基礎物性 11.1 基礎物性 11.1 基礎物性

「ナノワイヤの可能性-
ナノ構造形成・ナノ物
性探索・新奇デバイス
応用への展開-」

5.1 半導体レーザー・
発光 /受光素子

5.1 半導体レーザー・
発光 /受光素子

5.1 半導体レーザー・
発光 /受光素子

5.1 半導体レーザー・
発光 /受光素子

T
3F-333 78

11.5 接合，回路作製
プロセスおよびデジタ
ル応用

11.5 接合，回路作製
プロセスおよびデジタ
ル応用

5.2 光記録 4.6 レーザー分光応
用・計測

4.6 レーザー分光応
用・計測

4.1 量子光学・原子光
学

4.1 量子光学・原子光
学

V
3F-335 78 4.7 レ ーザー・プロ

セッシング
4.7 レ ーザー・プロ
セッシング

4.7 レ ーザー・プロ
セッシング

4.7 レ ーザー・プロ
セッシング

4.3 レーザー装置・材
料

4.3 レーザー装置・材
料

4.3 レーザー装置・材
料

黒
田
講
堂

X
ホール 500

講演奨励賞贈呈式
論文賞授賞式
フェロー表彰式
KPS会長招待講演

特別シンポジウム「産
学官連携と応用物理
学」
評議員・代議員合同会
議

「日本学術振興会第
161 委員会企画「GaN
基板ウエハ実現の鍵を
握る結晶育成・加工技
術～その現状と課題、
及び将来展望～」」

科研費　窒化物半導体
特定領域研究企画
「紫外発光素子の進展」

15.4 III-V 族窒化物結
晶

15.4 III-V 族窒化物結
晶

15.4 III-V 族窒化物結
晶

15.4 III-V 族窒化物結
晶

Y
会議室 104 関係者控室 関係者控室 博士の

キャリア相談会



（ 12 ）（ 12 ）

日程表（会場別）2
富山大学

会場 収容数
9 月 8日（火） 9月 9日（水） 9月 10 日（木） 9月 11 日（金）

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

経
済
学
部

ZA
1F-101 100 12.1 作製技術 12.1 作製技術 12.1 作製技術 12.1 作製技術 16.2 プロセス技術・

デバイス
16.3 シリコン系太陽
電池

ZB
1F-102 70 17.1 応用物理一般 17.1 応用物理一般

17.3 新技術
 
17.4 トライボロジー

17.5 エネルギー変換・
貯蔵 16.1 基礎物性・評価 16.1 基礎物性・評価

ZC
2F-201 308 7.4 ナノインプリント

「ナノインプリント技
術研究会企画「光ナノ
インプリント技術の開
発最前線」」

16.3 シリコン系太陽
電池

「非晶質・微結晶分科、
応用物性分科会合同企
画「シリコン系太陽電
池関連技術の現況なら
びに将来展望」」

12.8 有機 EL 12.8 有機 EL

「ランダム系フォトエ
レクトロニクス研究会
企画「複合化（ハイブ
リッド、コンポジット）
による材料革命～基礎
から先端応用まで～」」

ZD
3F-301 200

10.2 スピンデバイス・
回路・計測技術

「プラズマエレクトロ
ニクス分科会企画「最
先端ＭＥＭＳを支える
プラズマプロセスの現
状と展望」」

10.3 磁気記録媒体･磁
気センサー
 
10.4 光･量子スピント
ロニクス

「スピン流が生み出す
新しい物性」

10.2 スピンデバイス・
回路・計測技術

「未来型循環社会技術
研究グループ企画「太
陽光発電利用による再
生可能エネルギーサイ
クル」」

ZE
4F-401 200

12.3 電子機能材料・
デバイス

12.3 電子機能材料・
デバイス

12.3 電子機能材料・
デバイス

12.3 電子機能材料・
デバイス

10.1 新物質創生･物性
探索

10.1 新物質創生･物性
探索

10.1 新物質創生･物性
探索

理
学
部

ZF
2F-A239 72 7.1 X 線技術 7.1 X 線技術 17.7 磁場応用

「応用物理教育分科会
企画「ものづくり人材
育成および理科教育の
地域の取組みとその活
性化～北陸・信越地区
～」」

7.2 電子顕微鏡，評価，
測定，分析

7.5 ビーム・光励起表
面反応
 
7.8 ビーム応用一般・
新技術

7.3 リソグラフィ 7.3 リソグラフィ

ZG
2F-B243

多目的
ホール

200 スクール「有機太陽電
池の現状と将来展望」

スクール「有機太陽電
池の現状と将来展望」

8.4 プラズマエッチン
グ

「ナノギャップの作製
とそのデバイス応用-
ナノギャップを用いた
ナノエレクトロニクス
デバイスに向けて-」

スクール「次世代ディ
スプレイエレクトロニ
クス技術-フレキシブ
ル化とプリンタブル技
術の未来-」

スクール「次世代ディ
スプレイエレクトロニ
クス技術-フレキシブ
ル化とプリンタブル技
術の未来-」

ZH
3F-A337 72 9.1 誘電材料・誘電体 9.1 誘電材料・誘電体 9.5 新機能材料・新物

性

「新しい構造のナノ粒
子の作製と新機能の探
索」

9.3 ナノエレクトロニ
クス

9.3 ナノエレクトロニ
クス

ZK
4F-A424 98 9.4 熱電変換 9.4 熱電変換 12.4 光機能材料・デ

バイス
単分子エレクトロニク
スの展望

12.4 光機能材料・デ
バイス 12.2 評価・基礎物性 12.2 評価・基礎物性 12.2 評価・基礎物性

人
文
学
部

ZL
1F-1 90

12.10 特 定 テ ー マ
「ナノバイオテクノロ
ジー」

12.10 特 定 テ ー マ
「ナノバイオテクノロ
ジー」

12.10 特 定 テ ー マ
「ナノバイオテクノロ
ジー」

12.7 生物・医用工学・
バイオチップ

12.7 生物・医用工学・
バイオチップ

12.7 生物・医用工学・
バイオチップ

12.7 生物・医用工学・
バイオチップ

ZM
1F-2 90 3.7 生体・医用光学 3.7 生体・医用光学 3.8 近接場光学 3.8 近接場光学 7.7 微小電子源 7.7 微小電子源

ZN
2F-4 160 5.3 光制御

「フォトニック ICT 研
究会企画「フォトニッ
ク ICT を取り巻く課題
と技術」」

5.3 光制御 5.4 光ファイバー 5.3 光制御 5.3 光制御

ZR
3F-6 222

合同セッション F「カー
ボンナノチューブの基
礎と応用」

合同セッション F「カー
ボンナノチューブの基
礎と応用」

合同セッション F「カー
ボンナノチューブの基
礎と応用」

合同セッション F「カー
ボンナノチューブの基
礎と応用」

合同セッション F「カー
ボンナノチューブの基
礎と応用」

合同セッション F「カー
ボンナノチューブの基
礎と応用」

合同セッション F「カー
ボンナノチューブの基
礎と応用」

合同セッションF「カー
ボンナノチューブの基
礎と応用」

工
学
部

TA
1F-103 168 13.3 絶縁膜技術 13.3 絶縁膜技術 13.6 Si デバイス／集

積化技術

「エマージングメモリ
デバイスと CMOS の
機能融合による新しい
コンピュータアーキテ
クチャの基礎」

13.6 Si デバイス／集
積化技術

「More than Moore に
向けたネオシリコン材
料の新展開」

TB
1F-105 96 13.7 シミュレーショ

ン 13.1 基礎物性・評価 13.1 基礎物性・評価 13.1 基礎物性・評価 13.4 配線技術

TC
1F-106 300

14.4 超高速・機能デ
バイス

14.4 超高速・機能デ
バイス

「High-k ゲートスタッ
ク研究を振り返り次の
ステップへ」

「High-k ゲートスタッ
ク研究を振り返り次の
ステップへ」

14.5 半導体光物性・
光デバイス

「多元系機能材料研究
会・結晶工学分科会合
同企画「多元系蛍光体
の評価と制御の進展」」

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

TD
1F-108 140

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス

14.5 半導体光物性・
光デバイス 13.3 絶縁膜技術 13.3 絶縁膜技術

TE
2F-205 210

13.6 Si デバイス／集
積化技術

「シリコンテクノロ
ジー分科会企画「シリ
コンテクノロジーの挑
戦̶材料・プロセス・
デバイスの新展開」」

14.4 超高速・機能デ
バイス

「シリコン基板上化合
物半導体デバイスの新
展開」

13.3 絶縁膜技術

「シリコンナノエレク
トロニクスの新展開
-CMOS デバイス高性
能化・特性ばらつき抑
制技術の最前線 -」

13.3 絶縁膜技術 13.3 絶縁膜技術

TF
2F-206 96 1.2 放射線発生装置・

理工学応用
1.3 放射線応用・新技
術

1.1 放射線物理一般・
検出器基礎

「放射線分科会企画「室
温動作半導体放射線検
出器の最新動向」」

1.1 放射線物理一般・
検出器基礎

1.1 放射線物理一般・
検出器基礎

1.1 放射線物理一般・
検出器基礎

TG
2F-207 108

8.6 プラズマ現象･新
応用･融合分野

8.6 プラズマ現象･新
応用･融合分野 13.5 Si プロセス技術 13.5 Si プロセス技術 13.5 Si プロセス技術 13.5 Si プロセス技術 13.6 Si デバイス／集

積化技術
13.6 Si デバイス／集
積化技術

TH
2F-210 140

14.2 超薄膜・量子ナ
ノ構造

14.2 超薄膜・量子ナ
ノ構造

14.2 超薄膜・量子ナ
ノ構造

14.2 超薄膜・量子ナ
ノ構造 14.1 探索的材料物性 14.3 プロセス技術・

界面制御
13.6 Si デバイス／集
積化技術

13.6 Si デバイス／集
積化技術

第
１
体
育
館

ポ
ス
タ

ー

セ
ッ
シ
ョ
ン

11.2 薄膜，厚膜，テー
プ作製プロセスおよび
結晶成長

<前半 >
3.2 材料光学
10.2 スピンデバイス・
回路・計測技術 6.4 薄膜新材料

17.2 教育

<前半 >
8.4 プラズマエッチン
グ
12.4 光機能材料・デ
バイス

13.2 半導体表面
15.5 IV 族結晶，IV-IV
族混晶

<前半 >
12.4 光機能材料・デ
バイス
12.9 有機トランジス
タ 5.3 光制御

<後半 >
2.1 計測・制御技術
7.6 イオンビーム一般

<後半 >
6.4 薄膜新材料
9.2 微粒子・粉体

<後半 >
10.2 スピンデバイス・
回路・計測技術
14.1 探索的材料物性


