
 

 
－－－－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－ＰＪＫＡＭＯＭＥ－ＰＪＫＡＭＯＭＥ－ＰＪＫＡＭＯＭＥ－ＰＪ    輝輝輝輝くくくく－－－－                                        

                                                                                                                                                

皆様のご支援により、当コンソーシアム（ＹＪＣ）も創立６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ポスターを、ご来場者に見ていただきます。 第

２部は、あらたな産学官連携の現状と今後の展望に関する基調講演、CO2 排出量削減したクリーンな社会の実現に貢献

するＳｉＣインバーターの基調講演及び産学連携のコンソーシアムである 「Ｋ「Ｋ「Ｋ「ＫAAAAＭＯＭＥ－ＰＪ」ＭＯＭＥ－ＰＪ」ＭＯＭＥ－ＰＪ」ＭＯＭＥ－ＰＪ」運営委員の横浜国立大学

の先生の講演です。 第３部は、ECSCRM２０１２の概要報告及びＹＪＣ活動の紹介で、ＹＪＣ活動の更なる発展に向け忌憚

のないご意見並びにアドバイスを頂戴いたしたく、皆様の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２４２４２４２４年年年年９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（火火火火））））    １１１１００００：：：：３０３０３０３０    ～～～～    １１１１７７７７：：：：００００００００                （（（（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））））    ５５５５，，，，００００００００００００    円円円円        

＊＊＊＊横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学のののの学生学生学生学生（（（（院生院生院生院生））））はははは無料無料無料無料ですですですです。。。。但但但但しししし    事前申事前申事前申事前申しししし込込込込みをみをみをみをウェブ http://www.yhttp://www.yhttp://www.yhttp://www.y----jisso.org/jisso.org/jisso.org/jisso.org/  

又又又又はメールはメールはメールはメール yyyy----jisso@ml.ynu.ac.jpjisso@ml.ynu.ac.jpjisso@ml.ynu.ac.jpjisso@ml.ynu.ac.jp        でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

****************************            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、、、、KAMOMEKAMOMEKAMOMEKAMOME----PJPJPJPJ 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    

基調講演基調講演基調講演基調講演    「「「「産学官連携施策産学官連携施策産学官連携施策産学官連携施策のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの展望展望展望展望」」」」                                                                                                        

                                                        ～～～～ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ時代時代時代時代のののの新新新新たなたなたなたな産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携のののの促進促進促進促進～～～～                                                    

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：：：：33330000    

基調講演基調講演基調講演基調講演                    「「「「高速高速高速高速ｽｲｯﾁﾝｸﾞｽｲｯﾁﾝｸﾞｽｲｯﾁﾝｸﾞｽｲｯﾁﾝｸﾞ高出力高出力高出力高出力ﾊﾟﾜｰﾊﾟﾜｰﾊﾟﾜｰﾊﾟﾜｰ密度密度密度密度ＳｉＣＳｉＣＳｉＣＳｉＣｲﾝﾊﾞｰﾀｲﾝﾊﾞｰﾀｲﾝﾊﾞｰﾀｲﾝﾊﾞｰﾀのののの開発開発開発開発」」」」                                                                                                                

技術研究組合技術研究組合技術研究組合技術研究組合                                                                                                                        

次世代次世代次世代次世代ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究開発機構研究開発機構研究開発機構研究開発機構（（（（FUPETFUPETFUPETFUPET））））    

研究研究研究研究ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ            主幹研究員主幹研究員主幹研究員主幹研究員                                                                        谷本谷本谷本谷本        智智智智                13131313：：：：33330 0 0 0 ～～～～    14141414：：：：22220000    

日産日産日産日産自動車自動車自動車自動車（（（（株株株株））））    総合研究所総合研究所総合研究所総合研究所                                                                                

EVEVEVEV ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ研究所研究所研究所研究所            ｼﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱｼﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱｼﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱｼﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱ                                                                                                                                                                                    

小型・軽量で使いやすく高信頼でありながら高効率と低価格をも満足する電力変換器の実現が期待されている。このよう 

な電力変換器を創る鍵は低ｵﾝ抵抗と高速ｽｲｯﾁﾝｸﾞを兼ね備えたﾕﾆﾎﾟｰﾗ SiC ﾊﾟﾜｰ素子を高いｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ温度 Tj（> 200℃） 

と高周波数で動作させる総合技術である。本講演では FUPET 研究ｾﾝﾀｰで開発しているｷｬﾘｱ周波数 50 kHz 出力ﾊﾟﾜｰ密 

度 40 kW/L(10 kW)三層ｵｰﾙ SiC ｲﾝﾊﾞｰﾀの最新成果を、要素技術やﾉｲｽﾞ対策などにも触れながら報告。 

    

（（（（休憩休憩休憩休憩））））            20202020 分分分分                                                                                                                        11114444：：：：20 20 20 20 ～～～～    11114444：：：：44440000    

    

        講講講講    演演演演                        「ＳｉＣ「ＳｉＣ「ＳｉＣ「ＳｉＣﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙのﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙのﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙのﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙの動向動向動向動向とととと耐熱性高分子材料耐熱性高分子材料耐熱性高分子材料耐熱性高分子材料」」」」    

横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学    教授教授教授教授                                                                                                        高橋高橋高橋高橋    昭雄昭雄昭雄昭雄            14141414：：：：40 40 40 40 ～～～～    15151515：：：：20202020    

                                                                                「「「「KAMOMEKAMOMEKAMOMEKAMOME----PJPJPJPJ 材料評価材料評価材料評価材料評価ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」」」」    

    横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学    教授教授教授教授                                                                                                        于于于于            強強強強                15151515：：：：20 20 20 20 ～～～～    16161616：：：：00                   00                   00                   00                   

        第第第第３３３３部部部部    ＹＪＣＹＪＣＹＪＣＹＪＣからのからのからのからの報告報告報告報告    

                        「ＥＣＳＣＲＭ「ＥＣＳＣＲＭ「ＥＣＳＣＲＭ「ＥＣＳＣＲＭ２０１２２０１２２０１２２０１２参加参加参加参加    概要報告概要報告概要報告概要報告」」」」            ＹＪＣＹＪＣＹＪＣＹＪＣ理事理事理事理事                                        宮代宮代宮代宮代    文夫文夫文夫文夫                16161616：：：：00000000    ～～～～    16161616：：：：30303030    

「「「「今今今今までのまでのまでのまでのＹＪＣＹＪＣＹＪＣＹＪＣのののの活動概況活動概況活動概況活動概況」」」」                                        ＹＪＣＹＪＣＹＪＣＹＪＣ理事理事理事理事                                            小泉小泉小泉小泉    孝昭孝昭孝昭孝昭                11116666：：：：30 30 30 30 ～～～～    11117777：：：：00000000    

            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         



後 援 ： 神奈川県、（財）神奈川科学技術アカデミー 

協 賛 ： ㈱TNP                        

 

    

おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先    ：：：：    （事務局）NPO 法人 YUVEC 合志、大竹、中村 

 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 

 

参加申込方法参加申込方法参加申込方法参加申込方法    ：：：：    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。 

ウェブのウェブのウェブのウェブの場合場合場合場合：：：：    http://www.yhttp://www.yhttp://www.yhttp://www.y----jisso.org/jisso.org/jisso.org/jisso.org/ 

FAXFAXFAXFAX のののの場合場合場合場合：：：：        ０４５０４５０４５０４５－－－－３４０３４０３４０３４０－－－－３９８２３９８２３９８２３９８２    までまでまでまで    

    横浜国立大学内 YUVEC／ＹＪＣ事務局宛 

メールのメールのメールのメールの場合場合場合場合： yyyy----jissojissojissojisso@ml.ynu.ac.jp@ml.ynu.ac.jp@ml.ynu.ac.jp@ml.ynu.ac.jp                                

    締締締締    切切切切    ：：：： 定員になり次第締め切りとさせて頂きますので、お早めにお申込願います。 

 

    

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（（（（YJCYJCYJCYJC））））    

創立創立創立創立６６６６周年記念周年記念周年記念周年記念シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    

～～～～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～～～～    

    

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。 

 

★★★★    ★★★★            申申申申        込込込込        方方方方        法法法法            ★★★★    ★★★★    

ウェブウェブウェブウェブ登録登録登録登録    

（（（（推推推推    奨奨奨奨））））    

恐れ入りますが、インターネットご使用の方は、ウェブ http://www.yhttp://www.yhttp://www.yhttp://www.y----jisso.org/jisso.org/jisso.org/jisso.org/  

から申込頂けますよう、宜しくお願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ登録登録登録登録    ＦＡＸの場合、下記フォームにご記入の上このままご返送下さい ( 045045045045----340340340340----3982398239823982 までまでまでまで) 

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） 

 

 

 


