
              

  
        －－－－更更更更なるなるなるなる飛躍飛躍飛躍飛躍をををを目指目指目指目指してしてしてして－－－－    

            －ＫＡＭＯＭＥ－ＰＪ－ＫＡＭＯＭＥ－ＰＪ－ＫＡＭＯＭＥ－ＰＪ－ＫＡＭＯＭＥ－ＰＪ    ＰｈａｓｅＰｈａｓｅＰｈａｓｅＰｈａｓｅ    ⅡⅡⅡⅡ    スタートスタートスタートスタート－－－－                                                                                                        

皆様のご支援により、当コンソーシアム（ＹＪＣ）も創立７周年を迎えることができました。 第１部のポスターセッションは、

横浜国立大学の先生の研究成果及び企業の先端技術や製品を紹介するﾎﾟｽﾀｰを、ご来場者に見ていただきます。 第２

部は、グリーン水素社会での切り札になる燃料電池に関しての基調講演、ＳｉＣパワーモジュールの最適パッケージと実装

技術に関しての招待講演及び産学連携のコンソーシアム形式ＰＪである 「ＫAＭＯＭＥ－ＰＪ」リーダーの講演です。 第３

部は、実装工学教育のあり方に関しまして、それぞれの分野で関係する方々にパネラーとなって議論いただきますが、皆

様方からも忌憚のないご意見を頂戴いたしたく、ご来場を心よりお待ち申し上げます。 

日日日日    時時時時    ：：：：    平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年９９９９月月月月２２２２００００日日日日（（（（金金金金））））    １１１１００００：：：：３０３０３０３０    ～～～～    １１１１７７７７：：：：３３３３００００                （（（（受付時間受付時間受付時間受付時間    ：：：：１１１１００００：：：：００００００００～）～）～）～）    

場場場場    所所所所    ：：：：    横浜情報文化横浜情報文化横浜情報文化横浜情報文化センターセンターセンターセンター６６６６，，，，７７７７階階階階        

        （横浜市中区日本大道り１１ みなとみらい線 日本大通り駅下車）   TEL：０４５－６６４－３７３７ 

参加費参加費参加費参加費    ：：：：    （（（（一般一般一般一般    ））））    ６６６６，，，，００００００００００００    円円円円    、（、（、（、（YJCYJCYJCYJC 正会員正会員正会員正会員））））    ４４４４，，，，００００００００００００    円円円円     

    

****************************            プログラムプログラムプログラムプログラム        ****************************        

第第第第 1111 部部部部    ポスターセッションポスターセッションポスターセッションポスターセッション    

        横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学、ＹＪＣ、ＹＪＣ、ＹＪＣ、ＹＪＣ会員企業会員企業会員企業会員企業、、、、ＫＡＭＯＭＥ－ＰＪＫＡＭＯＭＥ－ＰＪＫＡＭＯＭＥ－ＰＪＫＡＭＯＭＥ－ＰＪ                    会員企業会員企業会員企業会員企業                                                                        10101010：：：：30 30 30 30 ～～～～    12121212：：：：00000000    

第第第第２２２２部部部部    挨拶及挨拶及挨拶及挨拶及びびびび講演講演講演講演    

主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶    よこはまよこはまよこはまよこはま高度実装技術高度実装技術高度実装技術高度実装技術コンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアム    理事長理事長理事長理事長    白鳥白鳥白鳥白鳥    正樹正樹正樹正樹    13131313：：：：00000 0 0 0 ～～～～    13131313：：：：11110000    

主賓挨拶主賓挨拶主賓挨拶主賓挨拶                        関東経済産業局関東経済産業局関東経済産業局関東経済産業局        地域経済部地域経済部地域経済部地域経済部        産業技術課長産業技術課長産業技術課長産業技術課長                                        酒寄酒寄酒寄酒寄    仁司仁司仁司仁司                13131313：：：：11110 0 0 0 ～～～～    13131313：：：：22220000    

基調講演基調講演基調講演基調講演                    「「「「グリーングリーングリーングリーン水素社会水素社会水素社会水素社会にににに向向向向けたけたけたけた燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池」」」」                                                                                                                

横浜国立大学工学研究院横浜国立大学工学研究院横浜国立大学工学研究院横浜国立大学工学研究院    グリーングリーングリーングリーン水素研究水素研究水素研究水素研究センターセンターセンターセンター    

                                                                                                                                        特任特任特任特任教授教授教授教授                    太田太田太田太田    健一郎健一郎健一郎健一郎            13131313：：：：22220 0 0 0 ～～～～    14141414：：：：11110000                        

究極のｴﾈﾙｷﾞｰ社会である再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを用いて水から得られる「ｸﾞﾘｰﾝ水素」社会では燃料電池が切り札となるは 

ずである。しかし、大量普及に向けて白金の価格、資源量が大きな問題である。ここで、我々が開発中の脱白金を目指す 

４及び５族遷移金属酸化物ﾍﾞｰｽにした材料は高活性化の見通しを得つつある。 

 

  招待招待招待招待講演講演講演講演     「「「「次世代次世代次世代次世代パワーモジュールにおけるパワーモジュールにおけるパワーモジュールにおけるパワーモジュールにおける高放熱高放熱高放熱高放熱・・・・高信頼性高信頼性高信頼性高信頼性パッケージパッケージパッケージパッケージ技術技術技術技術」」」」 

                 富士電機株式会社富士電機株式会社富士電機株式会社富士電機株式会社    技術開発本部技術開発本部技術開発本部技術開発本部    電子電子電子電子デバイスデバイスデバイスデバイス研究所研究所研究所研究所    

                                                                次世代次世代次世代次世代モジュールモジュールモジュールモジュール開発開発開発開発センターセンターセンターセンター                        センターセンターセンターセンター長長長長    

                                                                            山梨大学大学院山梨大学大学院山梨大学大学院山梨大学大学院                                                                                    客員教授客員教授客員教授客員教授                            高橋高橋高橋高橋    良和良和良和良和                11114444：：：：11110 0 0 0 ～～～～    11115555：：：：00000000            

世界的な省ｴﾈﾙｷﾞｰ・創ｴﾈﾙｷﾞｰ需要に対し、その根幹部分を担っているのはﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ技術である。 

本発表では、ｼﾘｺﾝﾊﾟﾜｰ半導体および PKG に関する技術動向と、最近特に注目され一部の製品では実用化も進んで 

来ている SiC ﾃﾞﾊﾞｲｽ（MOSFET、ｼｮｯﾄｷｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ）に関しての最適な PKG・実装技術に関して説明する。 

    

                                    （（（（休憩休憩休憩休憩））））        20202020 分分分分                                                                                                                                11115555：：：：00000 0 0 0 ～～～～    11115555：：：：22220000                

    

        講講講講    演演演演                        「「「「ＳｉＣＳｉＣＳｉＣＳｉＣ等大電流等大電流等大電流等大電流パワーモジュールパワーモジュールパワーモジュールパワーモジュール用実装材料評価用実装材料評価用実装材料評価用実装材料評価ＰＪＰＪＰＪＰＪ    （（（（ＫＡＭＯＭＥ－ＰＪＫＡＭＯＭＥ－ＰＪＫＡＭＯＭＥ－ＰＪＫＡＭＯＭＥ－ＰＪ））））活動活動活動活動をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって」」」」    

                                                            ＫＡＭＯＭＥ－ＰＪＫＡＭＯＭＥ－ＰＪＫＡＭＯＭＥ－ＰＪＫＡＭＯＭＥ－ＰＪ        リーダリーダリーダリーダーーーー    

横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学        安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全のののの科学研究教育科学研究教育科学研究教育科学研究教育センターセンターセンターセンター    

                                                                                                        客員教授客員教授客員教授客員教授                        高橋高橋高橋高橋    昭雄昭雄昭雄昭雄                11115555：：：：22220 0 0 0 ～～～～    11115555：：：：55550000    

            第第第第３３３３部部部部    パネルパネルパネルパネル    ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション    

                        「「「「実装工学教育実装工学教育実装工学教育実装工学教育のありのありのありのあり方方方方」」」」                                    

                                                モデレーモデレーモデレーモデレーターターターター                横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学            名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授                        白鳥正樹白鳥正樹白鳥正樹白鳥正樹                11115:55:55:55:50 0 0 0 ～～～～    17:17:17:17:22220000                                                                                                                                                

            第第第第４４４４部部部部    交流交流交流交流のののの部部部部            

レセプションレセプションレセプションレセプション会場会場会場会場にてにてにてにて懇親並懇親並懇親並懇親並びにびにびにびに情報交換情報交換情報交換情報交換    17171717：：：：33330 0 0 0 ～～～～    11119999：：：：00000000    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

主 催 ： よこはま高度実装技術コンソーシアム （運営担当：NP０法人 YUVEC ） 

共 催 ： 国立大学法人 横浜国立大学（予定）         

後 援 ： 神奈川県（予定）、（財）神奈川科学技術アカデミー（予定） 

協 賛 ： (株)ＴＮＰパートナーズ,、(株)TNP オンザロード、 (株)図研（予定）、ＮＰＯ法人サーキットネットワーク （予定）               

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

【お問合せ先】 （事務局）NPO 法人 YUVEC 合志、大竹 

 電話：045-340-3981；FAX：045-340-3982 E-mail：y-jisso@ml.ynu.ac.jp  http://www.y-jisso.org/ 

〒240-8501   横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5 横浜国立大学共同研究推進センター内 

【参加申込方法 】 下記 URL からお申込頂くか、この用紙に必要事項をご記入の上事務局宛 FAX 又はメールで

の送信をお願いいたします。 

◆ウェブの場合（推奨）： http://www.y-jisso.org/ から 

◆FAX の場合：  ０４５－３４０－３９８２ （横浜国立大学内 YUVEC／ＹＪＣ）宛 

◆メールの場合： y-jisso@ml.ynu.ac.jp 宛 

   【締切】 定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。 

 

    【FAX 申込書】       ０４５－３４０－３９８２ （横浜国立大学内 YUVEC／ＹＪＣ）宛 

ふりがな 

氏  名 

 

 

会 社 名  

所属／役職  

会員区分 □ YJC 正会員   □KAMOME-PJ 会員   □ 一般   

（会費区分確認のため、必ずご記入ください） 

住  所 〒 

 

TEL/FAX TEL:                         FAX: 

E メール  

第４部 

交流の部 

 □ 出席       □ 欠席 

   （人数確認のため、ご出欠を必ずご記入ください） 

ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ 

（参加無料） 

□ 参加     □不参加 

*会社ＰＲの場としてご活用下さい。  

ご参加の会社は、ﾎﾟｽﾀｰを貼るﾊﾟｰﾃｨｯｼｮﾝ手配の関係から、下記以降の項目も記入し 

 ９月 10日 までにＹＪＣ事務局へご連絡ください 

会社ﾛｺﾞﾏｰｸ  □提供有    □提供なし 

*予稿集に掲載させていただきます 

ﾎﾟｽﾀｰ準備  □自社で行う  □ＹＪＣに依頼   （ﾎﾟｽﾀｰ寸法はＡ０） 

 *ＹＪＣに依頼の場合、９月１４日までにﾎﾟｽﾀｰ原稿（ｐｐｔ又はｐｄｆ）を YJC 

事務局に送付ください 

 *自社で準備される場合は、ﾎﾟｽﾀｰを 9月 17 日までにＹＪＣ事務局へ送付いただくか 

当日 10 時までに会場に持参ください 

説明員  □つける   □つけない 

*ご参加いただく会社の自由意志とさせていただきます 

ﾎﾟｽﾀｰ題目 *予稿集に掲載させていただきますので、必ずご記載ください 

ﾎﾟｽﾀｰ要旨 

(１００字以内） 

 

*予稿集に掲載させていただきますので、必ずご記載ください 

参加をお申込みいただき、有難う御座います。 当日は、お渡ししますネームホルダーにお名刺をお入れ

いただきますので、お名刺を 1枚ご準備下さいますようお願い申し上げます。 

130809 版 

 


