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第1部シンポジウム：基調講演

第2部シンポジウム：招待講演
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ユビキタス情報化社会を支える光利用有機・高分子化学
第1回国際シンポジウム

International Workshop on
Recent Advances in Science and Technology for
Exhaust Treatments of Mobile Sources
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第2部シンポジウム：学生による質疑
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1.Prof. Specchia
2.Prof. Miura
3.Dr. Labhsetwar
4.Prof. Teraoka
5.Dr. Hamada
6.Prof. Machida
7.Mr. Shimokawa
8.Prof. He
9.Prof. Wu (Shanghai Jiao Tong Univ.)
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ポスターセッション
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