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2013 年 12 月 11 日(水)に東北

大学片平北門会館エスパスにお

いて東北 NEDIA キックオフ・

セミナーを開催しました。会館

の前に積もった落ち葉を生協の

従業員の方が清掃している初冬

の風景のなか、102 名の多数の

方に参加いただきました。 
 最初に東北 NEDIA 代表の川

添良幸氏(東北大学未来科学技

術共同研究センター名誉教授)

から、東北での会員拡大につい

て注力して行くという開会挨拶

があり、セミナーを開始しまし

た。 

 

 最初のご講演は、「汚染やダメ

ージをいっさい与えない超高生

産性製造技術による半導体デバ

イス製造」と題し、NEDIA 副

会長の大見忠弘氏(東北大学未

来科学技術共同研究センターシ

ニアリサーチフェロー)にご登

壇いただきました。 
 ご講演の内容は、Si(100)界面

でゲート絶縁膜の薄膜化とデバ

イス寸法の微細化だけで性能向
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上を遂げてきたシリコンLSI の 
性能向上が完全に停滞している

状況の中で、ラジカル酸化・窒

化ほかの新技術により行き詰ま

りを克服する学問に基いた本物

のシリコン技術を示していただ

きました。実際に、ラジカル反

応ベースの新半導体製造技術を

用いて、(551)面の SOI ウエハ

上にバランスド CMOS を作製

し、45nm 世代で 100GHz クロ

ックを超える超高速シリコン

LSI が実現できることを示され

ました。 
この超高性能バランスド

CMOS によりアナログ・高周

波・デジタル混載超高速システ

ム LSI が実現可能で、これを本

物の産業にするために、回路設

計の超短時間化、LSI 製造の超

短時間化、フォトマスク製造の

超短時間化と超低価格化が必要

であり、その具体的な実現手段

についてご説明いただきました。 
また、金属表面波励起プラズ

マ装置、ダメージフリー2 段階

エッチング装置、回転マグネッ

トスパッタ装置など、汚染やダ

メージをいっさい与えないとい

う難しい命題も解決する超高性

能・超高生産性製造装置システ

ムの具体的な内容を示していた

だきました。 
今後半導体がまだまだ発展し

て行くという実感を与えていた

だいたご講演でした。 
 

 つづいて、「デンソーの技術開

発とカーエレクトロニクス」と

題し、窪小谷良一氏(㈱デンソー

岩手 取締役社長)にご講演いた

だきました。 

 

 
まず、現在の自動車社会にお

けるガソリン直噴、コモンレー

ルシステム、アイドルストップ

システム等のダントツの燃費の

追求、安心・安全のクルマ社会、

交通事故の原因で最も多い発見

遅れの支援などで「いつもの安

全、もしもの安全」を目指すと

いう重要テーマについてお話し

いただきました。 
主題のカーエレクトロニクス

については、自動車への搭載率

が 1980 年の 1％が 2005 年に

22％、2011 年には 40％と大き

く伸びており、また半導体・電

子部品の搭載比率は一般乗用車

18％、高級乗用車 30％、ハイブ

リッド乗用車 48％と高い数値

になっている点を示されました。

このため、2004 年から 2012 年

で車の生産が 3 割増に対し車載

半導体は倍増のペースとなって

いるとのご説明がありました。 
デンソー殿では、センサ→マ

イコン→アクチュエータの全体

最適化を進めるとともにコンカ

レントな開発体制で短期開発を

行いお客様のご要求に素早く対

応するというデンソー基本理

念・スピリットで進められてい

るとのことです。デンソー殿で

はステレオ画像処理、走行支援

ECU、リモートセキュリティ制

御 ECU などで世界初の開発実

績を出されています。デンソー

岩手殿はデンソーのエレクトロ

ニクス展開の拠点として 2012
年 10 月に操業開始され、地震対

応にも注力されています。 
最後に、今後の CO2増の抑制

で地球を破綻することなく 80
億人が暮らせる世界、世界で

200 万人に増加が予想される交

通事故死を抑え、交通事故のな

い世界を目指して自動運転に向

けた開発ステップなどを進める

とのお話がありました。 
今後の自動車産業の中で半導

体・電子部品の重要な役割を認

識させられるご講演でした。 
 
つづいて、「みやぎのご紹介」

と題し宮城県経済商工観光部次

長の宮原光穂氏にショートスピ

ーチをしていただきました。 
まず、宮城県における高速道

㈱デンソー岩手 社長 窪小谷良一 氏 

東北大学ｼﾆｱﾘｻｰﾁﾌｪﾛｰ 大見忠弘 氏 
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路網整備、仙台塩釜港、仙台空 
港の状況、東日本大震災の概要

および震災復興計画を含んだ

「富県共創！活力とやすらぎの

那づくり」の中で産学官の連携

による高度技術産業の集積促進

のお話がありました。その中で

みやぎ高度電子機械産業振興協

議会で半導体・エネルギー市場、

医療・健康機器市場、航空機市

場を目指して種々の支援をされ

ているというお話がありました。 
NEDIA の目指す分野とも合

致しているところですので、

NEDIA として宮城県殿との連

携をとらせていただくと同時に、

会員各位も積極的にアプローチ

していただければと思います。 
 
 セミナーの最後の講演は、「電

子デバイスの構造変化と東北エ

リアの役割」と題し、NEDIA
副会長の泉谷渉氏(㈱産業タイ

ムズ社代表取締役社長)にご登

壇いただきました。 
 スマートフォンは 2013 年通

期で 10 億台に迫る勢いがあり、

タブレット端末も 2013 年のう

ちに PC の出荷台数を抜き 1 億

5000 万台に迫る勢いがあり、こ

 

 
れを反映して一般電子部品市場

が活況を呈しているとのことで、

一般電子部品市場は 2000 年当

時 5～6 兆円であったものが

3013 年には 20 兆円を超えるだ

ろうとのお話がありました。半

導体市場規模は 2005 年からの

10 年間は 25 兆円程度の規模で

推移し停滞感があるが、2016 年

以降は、医療、環境エネルギー、

次世代自動車などの新アプリが

成長し始めて、2030 年には半導

体市場は 40 兆円に成長すると

の見通しを語られています。    
シェールガス革命は、燃料お

よび化学材料のコストを圧倒的

に低下させ、米国の製造業の復

活を軸に世の中は変わっていく。

これは、関連技術を持った日本

企業への追い風になる。アプリ

でも燃料電池車の普及および航

空機産業の拡大により、それに

強みを持つ日本企業にとっては

大きなチャンスとなる。 
NEDIA はそういった成長ア

プリを含んだ横串的戦略集団で

あり、日本の産業の発展に尽し

て行くということです。 
東北エリアには自動車の拠点

が増加中であるし、山形大学で

の最先端重粒子線ガン治療装置

の設置も進んでおり今後東北エ

リアでの医療投資が期待され、

また東北大学を中心とした

MRAM プロジェクトなどもあ

り、東北エリアに新たなウェー

ブが起こっているということで

講演をしめくくられました。 

 

  
セミナーの最後に、東北

NEDIA 副代表の千葉義弘氏(日
総工産㈱エンジニアリング事業

部 部長)が、東北 NEDIA の活

動を積極的に展開して行くとい

うことで閉会挨拶をされました。 

 

 
 セミナーの終了後、場所を同

じ階のレストラン萩に移し、「キ

ックオフ懇親会」の開催となり

ました。キックオフの司会は泉

谷副会長が務め、まず東北

NEDIA の川添代表が主催者挨

拶を行い、つづいて来賓挨拶と 
して参議院議員の中野正志氏か 

宮城県経済商工観光部 次長 宮原光穂 氏 ㈱産業タイムズ社 社長 泉谷渉 氏 

多数ご出席のセミナー会場 

閉会挨拶される千葉東北 NEDIA 副代表 
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らご挨拶をいただきました。乾

杯の発声を東北大学シニアリサ

ーチフェローの大見忠弘氏

(NEDIA 副会長)にしていただ 
き、賑やかな歓談が始まりまし

 

 
た。 
 歓談の途中においては、川添

東北 NEDIA 代表と堀 NEDIA
事務局員のギター・ピアノの演

奏もありキックオフ懇親会は大

い

 

 
に盛り上がりました。最後に、

佐藤光副会長(アーズ㈱)の閉め

の挨拶により、東北 NEDIA キ

ックオフは成功裏にお開きとな

りました。

12 月 11 日午後 1 時半から、

新しくオープンしたばかりの東

北大学北門会館の会議室エスパ

スで東北 NEDIA キックオフ・

セミナーを開催しました。国内

企業、大学、官公庁から 100 名

以上の参加があり、立ち見の出

る状況で大変に盛況でした。実

は参加人数の見積もりを間違い、

開催の一週間前には会場の満杯

が危惧される状況になり、相当

数の応募者の参加をお断りせざ

るを得ず、大変失礼しました。 
 まず、東北 NEDIA 代表の川

添良幸氏の「前回の JASVA の

様に東北地区に会員がないとい

う様な状況だけは作りたくない」

という思いのこもった挨拶に始

まり、以下の 4 件の講演をいた

だきました。 

 
１．「汚染やダメージをいっさ

い与えない超高生産性製造装置

による半導体デバイス製造」と

題した東北大学未来科学技術共

同センター・シニアリサーチフ

ェロー・大見忠弘氏の講演は、

日本半導体の再生を予感させる

高度な内容のものでした。 
 
２．㈱デンソー岩手 取締役社

長 窪小谷良一氏による「デン

ソーの技術開発とカーエレクト

ロニクス」と題したご講演は、

東北地区に蓄積しつつある自動

車産業を支える企業からの明確

なメッセージであり、今後の

NEDIA の発展に繋がる意義深

いものでした。 
 
３．宮城県経済商工観光部次長

の宮原光穂氏からは。「宮城のご

紹介」と題して宮城県の工業に

関する現状を一般的に紹介いた

だきました。特に、既に宮城高

度電子機械産業振興協会の活動

が活発化しているとのご紹介は、

NEDIA にとって最大の情報で

した。 
 
４．「電子デバイスの構造変化と

東北エリアの役割」というテー

マでの㈱産業タイムズ社 代表

取締役社長 泉谷渉氏（NEDIA
副会長）の講演は、定量的資料

に基づく分かり易いもので、

NEDIA が業界団体ではない戦

略組織であり、未曾有の大災害

に見舞われた東北地方の再開発

への寄与も可能であるとの内容

を含む活力に満ちたものでした。 
 

東北 NEDIA 川添良幸 代表 来賓ご挨拶 参議院議員 中野正志 氏 乾杯のご発声 東北大学  大見忠弘 氏 

■東北 NEDIA スクラッチパッド       東北 NEDIA 代表 川添 良幸 

東北 NEDIA キックオフ・セミナー開催報告 
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最後は、東北 NEDIA 副代表

の千葉芳弘氏による閉会挨拶で、

講演を締めくくりました。       

 
終了後、これも新築したばか

りの東北大学北門会館内のレス

トラン萩宴会場で懇親会を開催

しましたが、80 名以上の参加が

あり、宮城県出身の中野正志参

議院議員の心強いご支援のメッ

セｰジをいただき、今後の東北地

区での NEDIA の活動に関して

宮城県庁、企業、大学関係者の 
間で積極的な議論がなされまし

た。川添 NEDIA 東北代表のギ

ターと堀事務局員のビアノによ

る堀さんオリジナル曲とクリス

マスソングの合奏があり、癒や

し系の曲で会場の雰囲気は和や

かなものに終始しました

JSENA 部会の JSENA は

NPO 法人日本半導体エンジニ

アリングネットワーク協会の略

称です。元々は半導体製造装置

のメンテナンスやリファブそし

て装置の移設を行う会社が設立

した協会でした。 
JSENAをより知りたい方は、

下記、URL を参照ください。 
http://www.jsena.org/nediama
ga01.pdf 

NEDIAの設立前にJASVAの

泉谷会長より「新団体を設立す

る、JSENAも参画して欲しい」

の要請があり、JSENA理事会、

幹事会で検討し、最終的に臨時

社員総会で決議をし、新団体に

参画する事になりました。 
現在の JSENA 部会の活動は、

13 名からなる実行委員会を設

立し、部会や催事をどの様に行

うか検討し実行しています。 
現在の具体的活動として次の事

を実施しています。 
JSENA 部会の HP を製作して

います。 
http://www.jsena.org/ 
ここの HP は、会員紹介、会員

情報、年間行事等を掲載してい

ます。 
また、JSENA 部会専用のペー

ジを設け、JSENA 部会の情報

交換を主に行えるようにしてい

ます。例えば、掲示板では、

JSENA 部会員より「○○製部

品をさがして欲しい」の依頼が

あれば、掲示板にその内容を掲

載し、掲載と同時に全 JSENA
部会員にメール配信しています。 
これを利用することで、1 社が

探すより、より効率的で、見つ

かる確率も高くなります。 
NEDIA に参画しての第 1 回

の行事は、12 月 4 日に東京・両

国で交流会を開催しました。 
JSENA 部会、NEDIA、一般企

業も入り合計 32 名（23 社）の

参加が有りました。ここでは、

参加者全員との名刺交換会、実

行委員会の参加や一般企業の方

から「NEDIA の入会を検討す

る」といった声も出ました。 
次回は、2 月 7 日に新大阪で第 1
回技術情報交換会を開催する予

定です。 
詳細については、別途、メール

や NEDIA 通信で案内を差し上

げますので、参加をお願いしま

す。 
また JSENA 部会への参加を募

集しています。 
NEDIA 会員は「参加したい」

で部会へ登録を致します。 
問合せや参加の希望の会員は、

下記へ連絡をお願致します。 
問合先：和田、

wada@semilinks.com 
 

 

■JSENA 部会                     JSENA 部会長 和田 悟 

JSENA 部会へのお誘い 

演奏する川添 氏、堀 さん 

事前の練習風景 
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2013 年 12 月に下記の方の新入

会が理事会承認されました。 

＜正会員＞ 

◇キヤノントッキ㈱ 

 真空技術応用製品の製造販売 

◇リードエグジビションジャパ

ン㈱ 

国際見本市の主催  

◇ニッタ㈱ 

工業用伝動ベルト、ゴム成形

品、樹脂製ホース・チューブ

製品、 

 建設・土木資材、空調製品、

搬送（コンベア）製品、 

 メカトロ・センサー製品、

RFID タグ等の製造販売 

◇㈲エー・アイ・ティ 

 半導体(後工程中心)技術・ビ

ジネス コンサルティング 

◇大陽工業㈱ 

［プリント回路カンパニー] 

高密度高多層プリント基板設

計製造 

 

[FS 装置カンパニー] 

板金、塗装並びに医療用電子機

器及び精密機器のデマンド、コ

ントローラ「NaCoa（ナコア）」

製造販売 

微小電流センサー各種取扱の

代理店 

 

＜個人会員＞ 

 濱田初美、岡田基幸、 

西原道哲 

注：このコーナーは会員から売

り込みたいと思う製品・サービ

ス・技術等に関する情報、また

は探している製品、サービス、

技術等に関する情報を集め、載

せるコーナーです。 

情報の受け付けは随時おこなっ

ていますので、事務局あて連絡

をお願い致します。 

●2014 年 NEDIA 新春セミナ

ー及び新年会の開催につ

いて 

 
2014 年新春を迎えるにあた

り、NEDIA 新春セミナーおよ

び新年会を以下の通り開催いた

しますのでご案内いたします。 
                                            
●NEDIA 新春セミナー  
～電子デバイス産業の方向性と

素材、電池の新鋭ベンチャー～ 
日時：2014 年 1 月 22 日（水）

15 時～17 時 
会場：日本教育会館 9F 第五

会議室 
東京都千代田区一ツ橋 2-6-2 
http://www.jec.or.jp/koutuu/i   

ndex.html 
15：00-15：05 開会挨拶 
15：05-15：55 「電子デバイ

ス産業の未来像とニッポンの役

割」 
NEDIA 会長/㈱東芝 常任顧問 

齋藤昇三氏 
15：55-16：25 「マグ水素プ

ロジェクトについて ～水素の

安全な運搬・貯蔵技術～」 
ZERO ONE ZERO 有限責任事

業組合 専務理事 市川敏雄氏            
16：25-16：55 「電子デバイ

ス産業における今後のマイク

ロ・ナノバブル技術の可能性」 
産業総合研究所 環境管理技術

部門研究主幹 高橋正好氏およ

び㈱オプトクリエーション 代

表取締役 飯田準一氏 
16：55-17：00 閉会挨拶 
  
●NEDIA 新年会 
17：00～18：30 頃 日本教育

会館 9F 喜山倶楽部 光琳 
  
参加費：NEDIA 会員  2,000 円 
   NEDIA 非会員 5,000 円 
参加費には、新春セミナー・新

年会ともに含まれています。 
（片方のご参加の場合も、金額

は同じです） 

■新入会員 

■NEDIA Give & 

  Take コーナー 

■事務局からのお知らせ 
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当日、現金にてお支払いくださ

い。領収書をご用意いたします。 
申込み方法 以下の申込みフォ

ーマットにご記入の上、 
NEDIA 事務局 
info@nedia.or.jp までメールに

てお申込みください。 
確認後、返信いたします。 
申込み締切： 

2014 年 1 月 20 日（月） 
（定員に達し次第、締め切らせ

ていただきます） 
定員   100 名  
------NEDIA 新春セミナーおよ

び新年会参加申し込み---- 
 会社・団体名：                
 部署ご役職： 
 氏名： 

 連絡先： 
 新春セミナー：参加・不参加 
 新年会：    参加・不参加 
 会員区別： 

NEDIA 会員・NEDIA 非会員 
------------------------------------------ 
皆様のご参加をお待ちしていま

す。 
 

●第 34 回高周波・アナログ

半導体技術セミナーのご

案内 
 最近、スマホやタブレット、

あるいは自動車関連機器等の市

場急拡大につれ、ケーブルを 
使わず非接触で電力を供給でき

るワイヤレス給電技術が注目さ

れています。電源ケーブルが不

要、完全防水機能を可能にする

等という利便性や実用性だけで

なく、ワイヤレス給電技術は今

後のエレクトロニクス機器のマ

ン・マシンインターフェイスの

あり方を大きく変化させる可能

性を秘めており、ユビキタス志

向が強まる現在、世界中で膨大

なインフラ投資や、関連市場の

急成長が期待されます。 
 そこで今回は、この「ワイヤ

レス給電技術の現状と将来」を

テーマに、この事業・技術分野

の最先端でご活躍の方々を講師

としてお招きし、下記の要領で

セミナを開催致します。ワイヤ

レス給電技術の最前線情報をお

聞きいただき、皆様の活動に資

することができればと思います。 

多数の皆様のご参加を心よりお 
待ち申し上げます。 
                                  
      記 
 
■テーマ： 「ワイヤレス給電技

術の現状と将来」 
 
■日時： 平成 26年１月 23日（木）

14：00～17:00 (セミナ終了

後、交流会が行われます。） 
■場所：京都テルサ 西館 3 階

第 2 会議室（京都府民総合交

流プラザ内） 
■内容： 
基調講演 ：「電磁波を用いた無

線電力伝送と、世界の無線電力

伝送の研究開発状況」 
篠原  真毅  氏 

(京都大学 生存圏研究所 教授) 
 
 
講演：「EV 用ワイヤレス給電の

動向と課題」 
       高橋 俊輔 氏

(早稲田大学 環境総合研究セ

ンター 客員上級研究員） 
講演：「ワイヤレス給電 Qi 規格 

の現状と今後」 
黒田  直祐  氏 

（㈱フィリップス エレクトロ

ニクス ジャパン 知的財産・シ

ステム標準本部 システム標準

部長） 
 
■参加費： 講演会 HAB 研会

員・NEDIA 会員は無料、非

会員は 5,000 円（交流会は会

員・非会員とも 2,000 円）  
■共 催 ：  NPO 法人  高周

波・アナログ半導体ビジネス

(HAB)研究会 
一般社団法人 日本電子デバ

イス産業協会（NEDIA） 
■参加お申込み：下記 URL より

お申込下さい。 
http://www.npo-hab.org/050.
html  (最新情報を随時、掲

載しております。) 
定員 60 名  

■お申込み締切日：平成 26 年 1
月 16 日（木） 
※締切日前であっても、定員に

達しましたら、締切らせていた

だく場合がございます。お早め

にお申し込み下さいませ。 
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－・－・－・－・－・－・－・ 
NPO 法人 高周波・アナログ半

導体ビジネス研究会 
理事長：南部 修太郎 
【お問い合わせ先】 
（㈱アセット・ウィッツ内）担

当：西河、高橋 
TEL：075-681-7825 / FAX：

075-681-7830 
E-mail：
h-analog@npo-hab.org  
 
HP： 
 http://www.npo-hab.org 
－・－・－・－・－・－・－・ 
（一社）日本電子デバイス産業

協会(NEDIA)事務局  
101-0025 東京都千代田区神田

佐久間町 2-13 竹内ビル 202 
TEL 03-5823-4465 
FAX  03-5823-4475 
E-mail  info@nedia.or.jp  
URL  http://www.nedia.or.jp 

 


