
[Aセッション] [Bセッション] [Cセッション]
【配線板とその製造技術-1】
[18A1-01]
ホルムアルデヒドフリー無電解銅めっき液の特性評価

【信頼性解析技術】
[18B1-01]
電気・熱・応⼒・原⼦移動連成解析によるパワーモジュール接合材におけるエレクトロマイグレーショ
ンの評価

【カーエレクトロニクス実装技術】
2019年度技術賞受賞講演
[18C1-01]
「⼆輪⾞⽤ECUパッケージングの進化」

〇⽵内雅治、⼭本久光、中⼭智晴 〇加藤光章1⼤森隆広1⽜流章弘2⽂倉智也1廣畑賢治1 〇武⽥裕⼀

上村⼯業株式会社 株式会社東芝1東芝デバイス＆ストレージ株式会社2 本⽥技研⼯業株式会社
[18A1-02]
微細配線向け薄膜無電解Ni-Pめっきの⽪膜形成におよぼす触媒化処理の影響

[18B1-02]
はんだ接合部の熱疲労寿命に及ぼす負荷波形の影響

〇⾦⼭天1,2,3末次正1 〇⾨⽥朋⼦、加納明、⽂倉智也、上原英晃、廣畑賢治

福岡⼤学1奥野製薬⼯業株式会社2三次元半導体研究センター3 株式会社東芝 研究開発センター

[18A1-03]
様々な実験条件におけるギ酸系粗化液による、銅のエッチング⼯程の交流インピーダンス法による
解析

[18B1-03]
パワー半導体実装⽤接合材の疲労特性評価⽅法の提案

〇奥⼭理央1吉原佐知雄1菊池義弘2⽯堂慎⼠2野尻尚克2 〇春別府佑1⾕江尚史1北野誠2

宇都宮⼤学1⼤昌電⼦2 （株）⽇⽴製作所1　元（株）⽇⽴製作所2

【配線板とその製造技術-2】
[18A2-01]
配線形状による応⼒への影響
佐藤牧⼦ 〇堀川敦1稲川慎吾1⼭内恒明1丸本佳伸2相楽隆2 〇⾺場伸治

ナミックス株式会社 ⽇産⾃動⾞株式会社1パナソニック株式会社2 ルネサスエレクトロニクス（株）

休憩
【バウンダリスキャン技術】
[18B2-01]
微⼩遅延故障検査容易化設計⽤テストクロック制御回路の検討

〇塚本晃輔 〇福⽥康介,四柳浩之,橋⽖正樹 休憩
新光電気⼯業株式会社 徳島⼤学

〇有元康滋、牧野紘史、四柳浩之、橋⽖正樹

休憩 徳島⼤学 〇⼤川猛
東海⼤学

〇松澤浩彦、⻑⾕川清久

〇坂⽥義太郎 株式会社　図研
国⽴研究開発法産業技術総合研究所 休憩 〇野北寛太

 【回路・実装設計技術】
[18B3-01]
無線電⼒伝送システムにおける隣接しないコイルの結合の影響の研究

（公財）福岡県産業・科学技術振興財団

〇菊地秀雄、中島彩奈、茂⽊和弘、⽩⽯洋⼀
群⾺⼤学⼤学院　理⼯学研究院　知能機械創製部⾨　組込みシステム研究室 11:10

〇⽊下裕敬
株式会社デクシス

[18B3-02]
スプリングプローブを⽤いた基板接続構造を有する増幅器モジュール向け4電⼒合成回路の設計

〇⼩⽥直⼠、若⼭洋司、福元彰朗、⾼麗洋佑

〇⻄村拓真、⽯橋　秀則、⾼橋徹、⼭⼝祐太郎、⻑峯巧弥 リンテック株式会社
三菱電機株式会社 11:25

休憩
〇原靖彦1⽥中宏卓1⽩井健⼆1菅野純⼀2細島侑2滝沢義信2

⽇本⼤学1ヴィスコ・テクノロジーズ2
【材料技術】
[18B4-01]
エポキシ系導電性接着剤における界⾯導電コンタクト発達挙動に及ぼす希釈剤の影響

〇張浩浩、渡邉恭佑、⽩⽯洋⼀、茂⽊和弘

[18A3-04]
ケヤキにおける⽣体電位変動要因と衰退度推定への応⽤

〇井上雅博 群⾺⼤学　理⼯学府　⼤学院

〇岡⼤輔1本間知夫2茂⽊和弘1⽩⽯洋⼀1 群⾺⼤学

群⾺⼤学⼤学院1前橋⼯科⼤学2 [18B4-02]
Zn添加Sn-Bi合⾦の変形挙動

〇塚本浩平、⼭内啓、⿊瀬雅詞
群⾺⼯業⾼等専⾨学校

13:00
オープニング
エレクトロニクス実装学会
会⻑ 神永 晋（SPPテクノロジーズ）

 【⾼速⾼周波・電磁特性技術-1】
[18B5-01]
ITO透明導電膜を利⽤するモノポールアンテナの放射効率

13:10 〇⼭⽥友⾥1越地福朗1安⽥洋司1内⽥孝幸1⼭⽥勝実1越地耕⼆2

東京⼯芸⼤学1東京理科⼤学2 〇平　洋⼀
[18B5-02]
半円放射素⼦を利⽤する広帯域円偏波不平衡ダイポールアンテナの放射特性の検討

慶應義塾⼤学

〇⾼橋裕寛1越地福朗1越地耕⼆2

東京⼯芸⼤学1東京理科⼤学2 [18C3-02]
Siフォトニクスへの応⽤を⽬指したUV硬化樹脂を⽤いたテーパピラー型結合デバイスの検討

[18B5-03]
導電性布を⽤いる⾐服と⼀体化する広帯域半円台形不平衡ダイポールアンテナの検討

〇栗澤⼤河、紙浦欣輝、藤川知栄美、三上修

〇富澤将哉 東海⼤学
東京⼯芸⼤学

休憩
 【⾼速⾼周波・電磁特性技術-2】
[18B6-01]
複数阻⽌帯域を有するUWB⽤半円台形不平衡ダイポールアンテナの検討

〇紙浦欣輝、栗澤⼤河、藤川知栄美、三上修

13:50 〇古川宙磨1⼭梨陽俊1越地福朗1越地耕⼆2 東海⼤学
東京⼯芸⼤学1東京理科⼤学2 休憩
[18B6-02]
単⽅向指向性28GHz帯⾼利得広帯域平⾯型アレイアンテナの開発

【光回路実装技術-2】
[18C4-01]
マルチコアファイバ⽤光コネクタの反射減衰量測定

〇⼭本駿佑1井出卓宏1⾦⾕晴⼀2 〇井澤和哉、今泉可津貴、上村圭史、⻑瀬亮

九州⼤学⼤学院システム情報科学府1九州⼤学⼤学院システム情報科学研究院2 千葉⼯業⼤学千葉⼯業⼤学⼤学院

[18B6-03]
オンチップクロック分配のための伝送路⼀体型差動LC発振器の設計

[18C4-02]
Mosquito法によるマルチモード光ファイバ-ポリマー光導波路間の直接光接続

〇藤井優貴、⼀橋正寛、⾦⾕晴⼀ 〇坂本英樹、⽯榑崇明、

九州⼤学 慶應義塾⼤学

休憩
 【⾼速⾼周波・電磁特性技術-3】
[18B7-01]
マイクロ波を⽤いたセンサ⽤エネルギーハーベスタの開発
〇⼭本修也1MOHAMEDMANSOUR1⿃越翔太1滝⼝收2⾦⾕晴⼀1 〇⻑⾕⿓⼆、森本祥江、⽯榑崇明
九州⼤学1アルセンス株式会社2 慶應義塾⼤学⼤学院
[18B7-02]
電波エナジーハーベストのための電源管理システムの開発

[18C4-04]
集光共振器集積導波モード共鳴フィルタのレーザ波⻑選択特性

〇⾦⾕晴⼀1MohamedMansour2⿃越翔太2⼭本修也2村上雅哉2 〇上⽥凌平1渡邉明理1⼩澤桂介1⾦⾼健⼆2⻄尾謙三1楠浦俊樹1井上純⼀1裏升吾1

正興電機製作所2九州⼤学1 京都⼯芸繊維⼤学1産業技術総合研究所2
[18B7-03]
波形観測⽤インターポーザーの内蔵抵抗が信号波形に及ぼす影響

[18C4-05]
アルミシリケートガラスの低温接合のためのシーケンシャルプラズマ活性化の
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>への影響

〇野末修平 〇⽵内魁、須賀唯知、
RITAエレクトロニクス株式会社 明星⼤学

休憩 休憩
 【⾼速⾼周波・電磁特性技術-4】
[18B8-01]
グラウンドにスリットを設けたMSLの低損失化及び低クロストーク化に関する解析的検討
〇⼭⼝裕也、瀬⼾貴⼤、⼟屋明久、須賀良介、菅間秀晃、橋本修
⻘⼭学院⼤学 理⼯学部 電気電⼦⼯学科KISTEC 電⼦技術部 電磁環境グループ

[18B8-02]
遺伝的アルゴリズムを⽤いた配線伝送特性改善法によるクロストーク低減効果

〇⾼橋丈博、発知⼤喜、浪岡美予⼦
拓殖⼤学 [18C5-02]

部品内蔵基板を⽤いたコパッケージ⽤⼩型光モジュールの検討
[18B8-03]
同軸ケーブルとコネクタの勘合部における緩みによる計算値と実測値の⽐較に関する研究

⽵村浩⼀、⼤島⼤輔

16:15 〇蓮沼栄太朗1福嶋隆広1,2前⼭利幸1 技術研究組合光電⼦融合基盤技術研究所

拓殖⼤学1I-PEX株式会社2 [18C5-03]
アクティブ光パッケージ基板に向けたマイクロミラー・ポリマー導波路集積技術
乗⽊暁博1,2⽟井功2指宿康弘2浮⽥明⽣2須⽥悟史2,1⽵村浩⼀2志村⼤輔2太縄陽介2⼋重
樫浩樹2天野建2,1

国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所1技術研究組合光電⼦融合基盤技術研究所2

17:15
クロージング
応⽤物理学会前副会⻑
平野 嘉仁（三菱電機）

【招待講演】
コンピューティングの未来
森本 典繁（⽇本IBM/CTO）

15:35

【基調講演 II】
ＡＩとニューロンモデル
合原⼀幸（東京⼤学）

【招待講演】
薄膜積層集積デバイスと局所⾃律学習によるニューロモーフィックシステム
⽊村 睦（⿓⾕⼤学）

【光回路実装技術-1】
依頼講演
[18C3-01]
「光実装技術の課題とこれからの発展」

15:30

15:55

16:10

【光回路実装技術-3】
依頼講演
[18C5-01]
Co-Packaged Opticsの現状と今後の展望

〇那須秀⾏

古河電気⼯業株式会社

15:05

14:35

15:45

16:00

16:15

15:20

14:25

16:45

【招待講演】
IoTが社会を変え、そこにはAI技術が必要になってくる
南川 明（Informa）

【招待講演】
ポストノイマン・ポストムーア時代の情報処理アーキテクチャ
本村 真⼈(東京⼯業⼤学)

14:20

14:50

【招待講演】
デジタルアニーラとその応⽤
岩井 ⼤介（富⼠通）

[18C2-03]
耐熱プロセス対応UV硬化型易剥離テープの開発

[18C2-04]
AGV⽤いた三次元空間環境パラメータの測定研究

[18C3-03]
UV硬化樹脂ピラーとマイクロレンズからなるファイバ端⾯のSiフォトニクス⽤結合構造の検討

昼⾷

【システムインテグレーション実装技術】
依頼講演
[18C2-01]
３次元標準チップ積層システムのシステムレベル・エミュレータ

依頼講演
[18C2-02]
三次元半導体研究センタープラットフォームC SIPOSにおける微細再配線開発への取組

[18A3-03]
⽅向性パターン整合法による⽂字認識実験結果

11:10

11:25

11:40

13:15

【基調講演 I】
ポストムーア時代のありたい未来
益 ⼀哉 （東京⼯業⼤学/学⻑）

13:00

昼⾷

昼⾷

AI/IoT時代を⽀える ポストムーアパラダイムへの挑戦
JSAP・ JIEP※協業シンポジウム 第３弾

【官能検査システム化技術・検査技術】
依頼講演
[18A3-01]
光散乱を利⽤した精密研磨製品の⽋陥検出

10:10

[18B2-02]
TDC組込型バウンダリスキャンの観測セル部分選択による検査時間削減について

10:45

[18A3-02]
多様な⽋陥の同時検査を可能とする画像取込技術とその応⽤

第35回エレクトロニクス実装学会春季講演⼤会プログラム
会期2021年3⽉17⽇（⽔）から19⽇（⾦）　　オンライン開催

講演セッション　第2⽇⽬（3⽉18⽇）

9:00 9:00

9:009:15 9:15

9:30 9:30

9:55

休憩 依頼講演
[18C1-02]
CASEに向けた⾞載半導体の動向と実装課題

[18C4-03]
GI型コアによるポリマー光導波路-光ファイバ間接続損失の低減

10:10

10:25

10:40

11:05

11:20

11:45

12:00

13:25

13:40

14:05

14:20

依頼講演
[18A2-02]
有機インターポーザを⽤いた2.3D構造パッケージの電気特性解析

[18B1-04]
異常電流によるPCBトラック溶断特性の簡易⾒積もり⽅法と安全設計

9:45

[18B2-03]
製造業のDX︓製造現場のデータ利活⽤を進めるためのCADデータとの連携・標準化

9:45

14:10

13:00

10:45

10:20

14:50

15:05 14:50

13:30

13:55


