
環境エネルギー動向 次世代モビリティ パワーデバイスの最新動向

デジタル技術の最新動向

■第9回電子デバイスフォーラム京都プログラム

10月24日(月)10:00-12:30 10月24日(月)14:00-16:40 10月25日(火)12:35-14:50 10月25日(火)15:15-17:30コース

【A】
環境

エネルギー

【B】
新時代の

デジタル社会

【C】
驀進する

半導体の世界

[K-1] 挨拶・基調講演 10:00-12:30
(受付・ウエルカムコーヒー 9:30 開始)

デジタル総論 通信デバイス関連技術動向

半導体の市場・技術動向 装置技術・プロセス技術 デバイス・応用

パッケージ・実装技術動向 MEMSの最新動向 の 高密度実装の最新動向

司会：中村 孝(大阪大学)

◆来賓挨拶

京都府副知事 山下晃正

京都市長 門川 大作

◆基調講演：

「More Moore、More than Moore、More People」

東京大学大学院工学研究科電気系工学専攻 教授

システムデザイン研究センター（d.lab) センター長

技術研究組合RaaS 理事長

黒田忠広

◆基調講演

"省エネ"・"小型化" を実現するロームのパワー・アナログ技術

ローム㈱取締役上席執行役員 CTO               立石 哲夫

◆基調講演

「大国インドが急上昇、メタバース爆裂の時代が到来する！

～半導体60兆円、電子部品30兆円達成し、

デバイス100兆円目前～」

㈱産業タイムズ社代表取締役会長 泉谷 渉

司会：松下晋司(産業タイムズ社)

◆特別講演

「揺れる世界情勢下で成長持続を目指す

半導体・装置・電子部品業界」

㈱産業タイムズ社 大阪支局電子デバイス産業新聞

副編集長 中村 剛

◆特別講演

「世界の半導体産業の動向（仮題) 」

インフォーマインテリジェンス合同会社

シニアコンサルティングディレクター 南川 明

◆特別講演

「フラットパネルディスプレイ・スマホなど完成品業界見通し：

PC、AR/VR、車載でLCD/OLEDが直接対決へ、μLEDなど台風の目
も」

みずほ証券㈱エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジ
ー・リサーチ/ シニアアナリスト 中根 康夫

【D】
跳躍の最先端
実装技術

A-1

B-1

A-3A-2KM-1

B-2 B-3

C-2 C-3C-1

D-2 D-3D-1

(敬称略)

【E】
特別セッション

マーケティングセッション
9:20-11:45 (受付 8:50 開始) 

10月25日(火)9:20-11:45

KM-2

（KM-1 挨拶・基調講演：西地区4号館地下1階バズホール、KM-2、A～Eコース：東地区1号館） (講師名に＊はWEB講演)

大学ｾｯｼｮﾝ(無料) 
マテリアル先端リサーチインフラ

加藤千晴(村田製作所)/石田昌宏(パナソニック)

三冨士道彦(ローム)/廣田良浩(ワイドヴィル)

藤原健典(東レ)/酒井滋樹(日新イオン機器)

加藤千晴(村田製作所)/中村孝(大阪大学)

◆PCI expressを進化させた次世代インターコネクト規格CXL
の概略紹介

富士通㈱ インフラストラクチャシステム事業本部
Linuxソフトウェア事業部 開発部 五島 康文
◆クラウド用・エンタープライズサーバ用データベース向け

半導体メモリの展望と課題
キオクシア㈱ メモリ技術研究所 技監 藤田 忍
◆半導体不足と技術進化～今後のシナリオを予想する～
㈱Fixstars Amplify 応用技術部 シニアディレクター 木下 敦寛

サイバーセキュリティの最前線 激動の時代に突入

～中・韓・印の電子デバイス戦略～

◆EUV HVM Status and the roadmap update
エーエスエムエル・ジャパン㈱

テクニカルマーケティング ディレクター 森崎 健史
◆EUVリソグラフィー時代のレジスト材料と

塗布・現像技術の最新動向
㈱SCREENｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ リソグラフィ―技術統轄部

技術開発部 開発企画課 担当課長 春本 将彦
◆CMOS Logicデバイスの技術動向
東京工業大学 工学院 電気電子系 教授 若林整

◆MicronのDRAM技術に関する内容(仮題)
マイクロンメモリジャパン㈱ DRAM/EM Process Integration &      
Device Technology Corporate Vice President 白竹 茂

◆HfO2系強誘電体と酸化物半導体を用いた新規メモリデバイス
～酸化物半導体はスパッタからALDへ
東京大学 工学系研究科 システムデザイン研究センター(d.lab)

准教授 小林 正治
◆大規模ディープランニングモデルの学習を加速する215mm角の
巨大CPUチップWSE(Wafer Scale Engine)
東京エレクトロン デバイス㈱ CNBU シニアフェロー 岩田 郁雄

◆パッケージ技術動向(仮題)
㈱SBRテクノロジー 代表取締役 西尾俊彦
◆2.5D/3D集積におけるプロセス・実装・材料技術の最新動向
東京大学 工学系研究科 システムデザイン研究センター(d.lab)
先端デバイス研究部門 特任研究員 川野連也＊
◆次世代データセンタにおける大容量，省電力光通信を

実現する実装技術
古河電気工業㈱ 情報通信・エネルギー研究所

光電融合技術開発部 部長/主幹研究員 那須秀行

◆教科書からはわからない最新のMEMS － その驚きの技術
東北大学大学院 工学研究科 ロボティクス専攻 教授 田中 秀治
◆住友精密グループのMEMS関連技術と今後の「MEMSソリューション」
住友精密工業㈱ MEMSソリューション室 室長 宮島 博志
◆スマート社会を支える圧電MEMSデバイス向けスパッタ量産技術
㈱アルバック 電子機器事業部電子開発部2課

課長 小林 宏樹

◆高配線密度を実現するハイブリッド接合の研究開発動向
横浜国立大学 大学院 工学研究院 システムの創成部門

准教授 井上 史大
◆デジタル社会を支える高密度パッケージ基板の開発動向と取組
新光電気工業㈱ 開発統括部
プロセス開発部 主任研究員 三木 翔太

◆チップレット集積技術
東京工業大学 科学技術創成研究員
未来産業技術研究所 特任教授 栗田 洋一郎

E-1 E-2 E-3

◆推進力を増す！ 中・印の半導体戦略(仮題)
㈱産業タイムズ社 取締役副社長

電子デバイス産業新聞 特別編集委員 津村 明宏

◆チップ4(日米韓台)同盟をめぐる韓国半導体の現状と戦略
㈱産業タイムズ社 ソウル支局長 嚴 在漢＊

◆産業分野におけるサイバーセキュリティ政策
経済産業省 商務情報政策局サイバーセキュリティ課長 奥田 修司＊
◆最近のサイバ―攻撃とその被害実態、および対策
～ランサムウェアの真実～
神戸大学 大学院 工学研究科教授 森井昌克
◆ファーウェイのサイバーセキュリティ関連の戦略概要
華為技術日本㈱ 専務執行役員 渉外・広報本部 本部長 林 啸

◆メタバースで注目が集まるXRデバイスの最新動向と見通し
㈱矢野経済研究所 上級研究員 賀川 勝
◆メタバースの世界的な潮流と主要プレイヤーの動向
㈱Mogura 代表取締役 久保田瞬
◆デジタルツイン・プラットフォームSYMMETRY Digital Twin 
Cloud ～現実の世界の様々なデータを連携して課題を解決する
デジタルツインとは～

Symmetry Dimensions Inc. CEO Founder       沼倉 正吾

◆これからのデジタル社会を守りつづける量子暗号通信
東芝デジタルソリューションズ㈱ ICTソリューション事業部

QKD事業推進室 シニアフェロー 村井 信哉
◆社会のDXを加速するシミュレーションとAIの融合技術
－ デジタルツインを活用した意思決定のAIによる支援 ー

BIRD INITIATIVE㈱ 執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー森永聡＊
◆TRIPRINT技術が拓く有機ELデバイスの現状と展望
㈱JOLED 技術開発本部 技監 山田 二郎

◆5Gから6Gに向けた変化の中で何をすれば良いのか？
大阪大学 大学院 情報科学研究科 准教授 猿渡 俊介＊
◆IOWNの概要とそれを支える

コンピューティングへの光の導入
NTT先端集積デバイス研究所
光電融合研究部長 主席研究員 坂本健

◆IOWNを支える光電融合デバイス技術
NTT先端集積デバイス研究所 光電子融合研究部
光電子サブシステム研究グループグループリーダー主幹研究員 佐藤 昇男

◆マイクロ流体デバイスを利用した細胞、細菌の
分離分析装置の開発とその応用例

㈱AFIテクノロジー (京大メディカルイノベーションセンター)
ライフサイエンス事業部主幹研究員 脇坂喜一
◆大阪大学の電子顕微鏡紹介と利用事例
大阪大学超高圧電子顕微鏡センター 教授 山崎順
◆原子分解能ホログラフィーの測定環境開発と三次元局所構造解析
奈良先端大科学技術大学院大学 先端科学技術研究科物質
創成科学領域物性情報物理学研究室特任助教 山本裕太
◆半導体チップ接着フィルムのレオロジー
山形大学大学院 教授 杉本昌隆

戸所義博(イーセップ)/向井雅昭(京都工芸繊維大学）

松浦正純(ルネサス)/山崎治(ｼｬｰﾌﾟITｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ)
◆ナノ多孔性セラミック分離膜による

カーボンリサイクル化学プロセスの事業化開発
イーセップ㈱取締役 五ノ井 浩二
◆ビヨンド・”ゼロカーボン”を目指す技術・地域設計：

地産地消エネルギーによる地域経済循環の考え方
東京大学未来ビジョン研究センター特任講師 尾下優子
◆カーボンニュートラルに向けた空飛ぶクルマの

高精度飛行シミュレーション技術
京都工芸繊維大学機械工学系 教授 山川勝史

◆カーボンニュートラルに向けた自動車技術に関する将来展望
早稲田大学 名誉教授
研究院次世代自動車研究機構研究所 顧問 大聖泰弘

◆次世代モビリティの市場展望
～カーボンニュートラルの目標と自動車産業サプライチェーンへの影響～

カノラマジャパン㈱ 代表取締役 宮尾 健
◆「グリーンイノベーション基金事業／スマートモビリティ社会の構築」
で目指す世界で求められる電動車両とシステムの課題

NEDO 省エネルギー部 主査 図子 祐輔

◆GaN縦型パワーデバイスの進展と今後の課題
名古屋大学大学院 工学研究科 教授 須田 淳
◆車載インバータに使われるパワーモジュールの動向
㈱デンソー 電子PFハードウェア開発部 神谷 有弘
◆カーボンニュートラルに向けた

SiCパワーデバイス開発の現状と展開
三菱電機㈱ パワーデバイス製作所 開発部 主席技師長

今泉 昌之

坂本健（NTT研究所)/加藤千晴(村田製作所)石田昌宏(パナソニック)/坂本健（NTT研究所)

松下晋司(産業タイムズ社)/戸所義博(イーセップ)

森義弘（SCREEN）/廣田良浩(ワイドヴィル) 山本浩之(マイクロン)/森義弘(SCREEN)

戸所義博(イーセップ)/山崎治(ｼｬｰﾌﾟITｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ) 佐藤高史(京都大学)/中村孝(大阪大学)

森川泰宏(ULVAC)/不破保博(元ローム) 藤原健典(東レ)/森川泰宏(ULVAC)


