第 27 回 ファインテック ジャパン専門技術セミナープログラム（2017 年）
ファインテック ジャパン アドバイザリー コミッティ

※順不同・敬称略

展示会およびセミナー構築・講師派遣など、多方面でご協力をいただきました。
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基調講演

４月５日 ［水］ １０:００～１２:００

専門技術セミナー プログラム

日 時

同時通訳付 日/英/韓/中

生き残りをかけた各国トップメーカーの最新動向と事業戦略
Ｙｏｕ Ｄｒｅａｍ, ＬＧＤ ＯＬＥＤ
～ＬＧ ＤｉｓｐｌａｙがＯＬＥＤで実現する未来～
ＬＧ Ｄｉｓｐｌａｙ Ｃｏ., Ｌｔｄ.,
Senior Vice President, Chief Technology Officer,
In Byeong Kang

４
月
５
日

FTJ-1

２０１７年度 ディスプレイ設備投資と市場動向

FTJ-6

同時通訳付 日/英

次世代ディスプレイ 開発最前線

◆「ＦＵＬＬ ＡＣＴＩＶＥ」ディスプレイ技術

１３:００
～

FTJ-K

副社長

◆ＯＬＥＤ爆投資と今後の需給バランス

（株）ジャパンディスプレイ ヴァイスプレジデント 技術本部
林 祐司

ディスプレイサプライチェーンコンサルタンツ ＤＳＣＣ アジア代表
田村 喜男

◆外光下で高視認・高彩度・低消費電力を実現するハイブリッドディスプレイ
（株）半導体エネルギー研究所 顧問
ヨハン ベリクヴィスト

１５:００
◆大型、中小型ＦＰＤ産業の行方
みずほ証券（株） 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

[水]

FTJ-2

技術本部長

８Ｋ放送へのロードマップ ～ディスプレイ／カメラの最新動向～

◆大型設備投資から見る、各国メーカー動向と次世代ディスプレイ開発
（株）産業タイムズ社 編集部
津村 明宏

FTJ-7

編集長

入出力デバイスの最新動向と技術戦略～新たな市場を開拓できるか？～

◆８Ｋ放送の家庭普及に向けたディスプレイ技術
Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.,

印刷技術で挑む有機ＥＬディスプレイの
将来展望
（株）ＪＯＬＥＤ
取締役 CTO
田窪 米治

特別講演

４
月
６
日

１１:３０

～

９:３０

４
月
７
日

１１:３０

◆シャープの描く車載用ディスプレイとその技術開発動向
シャープ（株） ディスプレイデバイスカンパニー 第一事業本部 第三事業部 開発部
上野 孝司

機能材事業化推進副部長 ／ JX 液晶フィルム（株） 取締役社長

（株）ブイ・テクノロジー 第一研究開発部
水村 通伸

部長

◆アプライド マテリアルズの有機ＥＬ製造技術
Applied Materials, Inc. CVD Global Product Management and Product Marketing, Display & Flexible Technology
Senior Director Naoyuki Sato

◆加速するＩｏＴ！その基盤となる「ビッグデータ」「通信」「デバイス」

～

中小型ＯＬＥＤの更なる高精細化、フレキシブル化への取組み

◆次世代ＯＬＥＤ製造に向けたブイ・テクノロジーの取組み
事業部長

ＩｏＴの未来とシステムソリューションの具体例
MTC サービス シニアアーキテクト

◆新たなＩｏＴディスプレイ ソリューションの提案
BOE ジャパン（株） 代表取締役社長 ／ BOE テクノロジーグループ（株） 副社長
久保島 力
（株）産業タイムズ社 代表取締役社長
泉谷 渉

FTJ-9

JXTG エネルギー（株） 機能材カンパニー
西村 涼

（株）ジャパンディスプレイ ヴァイスプレジデント ディスプレイソリューションズ事業部
湯田 克久

◆世界ＩｏＴ大革命は電子デバイスに一大インパクト

Ｅ Ｉｎｋ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｉｎｃ., Ｃｈｉｅｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｏｆｆｉｃｅｒ,
Ｃ.Ｃ. Ｔｓａｉ

◆有機ＥＬ 反射防止用途の新規材料

（株）インターラクト 代表取締役 ゲームアナリスト
平林 久和

１５:００

チーフデザイナー

山形大学 有機エレクトロニクス研究センター長 卓越研究教授
時任 静士

Director, Sales Operation

ソフトバンク（株） 法人プロジェクト推進本部、MTC 事業統括部
荒木 健吉

コニカミノルタ（株） ヒューマンエクスペリエンスデザインセンター
長田 彩加人

◆スマート有機バイオセンサの基盤技術と応用展開

◆ＶＲ‐ＨＭＤ向けディスプレイの今後の展望

FTJ-5

フレキシブル化が進む電子デバイスの最新技術動向

◆電子ペーパーの新時代！大型サイズとフレキシブルＥＰＤ
課長

急拡大するＶＲ/ＡＲ市場 ～ゲーミングはその中心となるか？～

HTC NIPPON（株） VIVE JAPAN
西川 美優

FTJ-8

技術部長 産総研室室長

◆フレキシブルＯＬＥＤの真価 ― 唯一無二のデザインと体験
首席研究員

◆ＶＲ／ＡＲゲームの最新動向と今後の展望

[金] １３:００

執行役員 車載ディスプレイ事業本部 本部長
月崎 義幸

車載ディスプレイの最新動向と次世代自動車への展望

◆ハイエンドＶＲマーケットに対するＨＴＣ ＶＩＶＥチームの取り組み

Electric/Electronic Development,
Head of Mechatronic Interactive Components,
Georg Lambert

（株）ジャパンディスプレイ

次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合 研究部
三島 康由

ホシデンエフ・ディ（株） 取締役工場長
滝川 満

Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ Ａｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ，

カーマルチメディア部門 部門長
水野 敬

◆プリンテッドエレクトロニクスで実現するフレキシブルセンサ

副本部長

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 自動車ヒューマンファクター研究センター
赤松 幹之

FTJ-4

副センター長 特任教授

課長

◆車載用静電容量タッチパネルの動向

ユーザー体験を向上させる
車載ディスプレイへの要求と最新動向

ボッシュ（株）

慶応義塾大学 ハプティクス研究センター
永島 晃

◆人間中心の車載ヒューマンインタフェースのあり方

次世代自動車が求める高性能電子デバイスの実態

車載ディスプレイ、ＨＭＩに対する取り組み
～クルマが第３の生活空間に～

シャープ（株） 研究開発事業本部 通信映像技術研究所
吉山 和良

FTJ-3

１５:００

同時通訳付 日/英

◆リアルハプティクス・デバイスが拓く人機協働の世界

上級研究員

◆８Ｋテレビの第一歩 ～８Ｋ試験放送対応ディスプレイ開発～

池上通信機（株） マーケティング本部
秋山 浩志

[木] １３:００
４月６日 ［木］ １０:００～１２:００

ＮＨＫ放送技術研究所 新機能デバイス研究部
山本 敏裕

◆最新放送用８Ｋカメラ技術のご紹介

～

FTJ-S

～

COO, ／ Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.,
General Manager,
York Zhao

９:３０

FTJ-10 飛躍するＯＬＥＤ、その大型化に向けた課題と最適解
◆ＴＡＤＦの最新技術と展望
九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター
安達 千波矢

センター長

◆印刷工法に適した高性能ＯＬＥＤ材料 ～その開発の最新状況を語る～
住友化学（株） 先端材料開発研究所 有機 EL 材料開発グループ
山田 武

グループマネージャー

◆大型ＯＬＥＤ製造のためのインクジェット印刷技術
Kateeva Inc., CTO Organization,
Christopher T. Brown

Vice President of Process Engineering,

第8回 高機能素材Week 専門技術セミナープログラム
（2018年）
高機能フィルム展
Ｆｉｌｍ-Ｋ

基調講演

高機能プラスチック展
同時通訳付 日/英

ＰＬＡ-Ｋ

基調講演

４月５日 ［水］ １３:３０～１５:３０

フィルム業界のトップが語る将来展望
東レグループの
高機能フィルム技術開発戦略

同時通訳付 日/英

高機能 金属展
ＭＥＴＡＬ-Ｋ

基調講演

４月７日 ［金］ １０:３０～１２:３０

プラスチックの高機能化への挑戦
住友化学におけるスーパーエンプラへの
取組と市場動向

※順不同・敬称略

高機能セラミックス展
同時通訳付 日/英

４月６日 ［木］ １０:３０～１２:３０

鉄鋼・非鉄業界の現状と将来展望
日本の非鉄金属業界の現状と将来展望

ＣＥＲＡ-Ｋ

基調講演

接着・接合 ＥＸＰＯ

同時通訳付 日/英

ＪＯＩ-Ｋ

基調講演

４月５日 ［水］ １０:３０～１２:３０

拡大を続けるセラミックス産業の未来
京セラの高機能セラミックス開発の取組み

同時通訳付 日/英

４月６日 ［木］ １３:３０～１５:３０

マルチマテリアルの鍵を握る「接着・接合」
日本が強みとする高機能素材を取り巻く
現状と将来展望

住友化学（株）
執行役員 無機材料事業部、
電池部材事業部
エネルギー・機能材料品質保証室 担当
赤堀 金吾

東レ（株）
取締役 生産本部（フィルム技術・生産）担当
西野 聡

高機能フィルムの将来展望と
期待される役割

（一社）日本メタル経済研究所

京セラ（株）

経済産業省

理事長
川口 幸男

執行役員上席 研究開発本部長
稲垣 正祥

大臣官房審議官（製造産業局担当）
佐藤 文一

素材の力で未来を創る
現状と将来展望

日本特殊陶業：
創立８０年間のあゆみと今後の挑戦

自動車メーカーからの接着・接合への期待

帝人フィルムソリューション（株）
代表取締役社長 ／
帝人（株） 帝人グループ
執行役員 電子材料・化成品事業グループ
フィルム事業本部 本部長 能美 慶弘

富士フイルムの高機能材料開発戦略

宇部興産（株）

ＪＸ金属（株）

日本特殊陶業（株）

トヨタ自動車（株）

執行役員 研究開発本部長
横田 守久

取締役常務執行役員 電材加工事業本部長
宮下 博仁

代表取締役会長 兼 社長
尾堂 真一

先進技術開発カンパニー有機材料技術部長
間瀬 清芝

アルケマ機能性樹脂 -

新日鐵住金の高機能鋼材と今後の展望
～高機能金属「鋼」の能力と可能性～

Ａｒｋｅｍａ Ｋ.Ｋ.,
富士フイルム（株）

専門技術セミナー
Ｆｉｌｍ-１

４月５日 ［水］ １０:１５～１１:１５

◆絆創膏のように柔らかい
添付型ウェアラブルデバイス
大阪府立大学大学院工学研究科 電子・数物系専攻
助教
竹井 邦晴
Ｆｉｌｍ-２

４月６日 ［木］ １０:１５～１１:１５

◆ＩｏＴ社会に向けたフレキシブルデバイス開発の
現状と課題
（国研） 産業技術総合研究所
フレキシブルエレクトロニクス研究センター 研究センター長
鎌田 俊英
Ｆｉｌｍ-３

４月６日 ［木］ １１:４５～１２:４５

◆ゼオノアフィルム®の特徴と用途展開日
本ゼオン（株）
高機能樹脂部材事業部
部材技術部 部長
赤谷 晋一
Ｆｉｌｍ-４

４月７日 ［金］ １０:１５～１１:１５

◆分子間力による自己修復材料の開発
大阪大学大学院
理学研究科 高分子科学専攻
講師
高島 義徳
Ｆｉｌｍ-５

４月７日 ［金］ １５:００～１６:００

◆耐熱性と強度、しなやかさ、透明性を両立する
ハイブリッドフィルム開発
（株）ＫＲＩ執行役員
エネルギー材料研究部長
福井 俊巳

専門技術セミナー
ＰＬＡ-１

４月５日 ［水］ １１:４５～１２:４５

◆セルロース系バイオプラスチックの最新技術、
利用拡大の課題と今後の展開
日本電気（株）
ＩｏＴテハ
゙゙
イス研究所 主席研究員
位地 正年
ＰＬＡ-２

４月５日 ［水］ １３:３０～１４:３０

◆熱可塑性ＣＦＲＰに未来はあるか?
用途拡大に向けた最新技術動向

ＰＬＡ-３

４月６日 ［木］ １３:３０～１４:３０

◆セルロースナノファイバーの
エレクトロニクス分野への適用
大阪大学産業科学研究所
准教授
能木 雅也
ＰＬＡ-４

４月６日 ［木］ １５:００～１６:００

◆ＣＦＲＴＰの用途拡大の現状と課題
〜自動車と航空機での事例を基に〜
名古屋大学総長補佐 ナショナルコンポジットセンター
担当特任教授
石川 隆司
ＰＬＡ-５

フェロー 技術開発本部 鉄鋼研究所長
高橋 学

専門技術セミナー
ＭＥＴＡＬ-１

４月５日 ［水］ １３:３０～１４:３０

◆アルミニウムによる自動車軽量化技術と将来展望
（株）神戸製鋼所
アルミ・銅事業部門
次長
櫻井 健夫
ＭＥＴＡＬ-２

４月５日 ［水］ １５:００～１６:００

◆車載端子・バスバー用銅合金素材の高性能／
高機能化に対する近年の取組み
三菱伸銅（株）
若松製作所 技術部 副部長
牧 一誠

近畿大学理工学部
機械工学科 教授
西籔 和明

４月７日 ［金］ １３:３０～１４:３０

◆セルロースナノファイバー強化樹脂の
プラスチック成形加工と特性
（地独）京都市産業技術研究所高分子系チーム
チームリーダー
仙波 健

航空機に求められる接着・接合技術

Ｃｏｒｎｉｎｇ Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ,
新日鐵住金（株）

Technical Polymer Business Unit,
Vice President Japan & Korea,
Thierry Vasselin

執行役員 R&D 統括本部長
柳原 直人

無機材料科学におけるコアコンピタンスが
ビジネスを成長へ導く

ＭＥＴＡＬ-３

４月６日 ［木］ １３:３０～１４:３０

◆難燃性マグネシウム合金を使用した
鉄道車両部分構体の製作
（株）総合車両製作所
生産本部技術部（接合技術センター）課長
石川 武
ＭＥＴＡＬ-４

４月６日 ［木］ １５:００～１６:００

◆未来材料：チタン
～革新的新精錬法や環境調和型リサイクル技術の将来～
東京大学 生産技術研究所
持続型エネルギー・材料統合研究センター 教授、
センター長 岡部 徹
ＭＥＴＡＬ-５

４月７日 ［金］ １０:１５～１１:１５

◆高機能金属材料としての形状記憶合金
〜アクチュエータから医療デバイスまで〜
（国研）物質・材料研究機構
構造材料研究拠点 拠点長
土谷 浩一

三菱重工業（株）

Corning International, President and General
Manager,
Thomas Appelt

第９回 フルラス記念 先進セラミックスシンポジウム
シンポジウムテーマ 「未来ビジネスを創るセラミックス技術」
４月６日 ［木］
９:３０～１０:１５
◆イオン伝導性ガラスセラミックスを用いた全固体電池の開発
大阪府立大学 大学院工学研究科 応用化学分野
教授
林 晃敏

１０:３０～１１:１５
◆固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）の開発と今後の動向
京セラ(株)
メディカル開発センター 所長
吉田 真

１３:００～１３:４５
◆自動車の電装化と電子部品
―１００年に一度の大変革。自動車に迫る破壊的
イノベーションは、 テクノロジー業界の新たな成長点に―
SMBC 日興証券(株) 株式調査部 ｼﾆｱｱﾅﾘｽﾄ 渡邉 洋治

１４:００～１４:４５
◆未来の車社会に貢献する半導体技術
ルネサスエレクトロニクス(株)
パワートレイン・ソリューション事業部 事業部長
山内 忠昭

１５:００～１５:４５
◆自動車用積層セラミックコンデンサの多様化とその技術展望
(株)村田製作所
執行役員 コンデンサ技術開発統括部 統括部長
大森 長門

１６:００～１６:４５
◆自動車用インダクタとトランスの動向及びその材料技術
ＴＤＫ (株) 電子部品ビジネスカンパニー
デピュティゼネラルマネージャー
中野 敦之

総合研究所 製造研究部 部長
川節 望

専門技術セミナー
ＪＯＩ-１

４月５日 ［水］ １０:１５～１１:１５

◆レーザを用いた金属と樹脂の新規接合技術
ダイセルポリマー（株）
技術開発センター
主任研究員
片山 昌広
ＪＯＩ-２

４月５日 ［水］ １１:４５～１２:４５

◆摩擦攪拌点接合技術の最新動向
川崎重工業（株）
技術開発本部 システム技術開発センター
生産技術開発部 基幹職
大橋 良司
ＪＯＩ-３

４月５日 ［水］ １５:００～１６:００

◆デンソーの自動車部品における接着技術の取組み
（株）デンソー
材料技術部 機能複合材料室
課長
青木 孝司
ＪＯＩ-４

４月６日 ［木］ １０:１５～１１:１５

◆構造接着技術の最近の進歩
〜 評価、設計および検査技術 〜
東京工業大学 科学技術創成研究院 准教授／
（国研）産業技術総合研究所 接着界面現象研究ラボ
ラボ長 佐藤千明
ＪＯＩ-５

４月６日 ［木］ １１:４５～１２:４５

◆ドイツにおける品質保証を確立した
表面予備処理への取組み
Fraunhofer IFAMPlasma Technology and Surfaces PLATO,
Christoph Regula

第 10 回 レーザー加工技術展 専門技術セミナー
レーザー加工技術展 専門技術セミナー企画委員会

※順不同・敬称略

専門技術セミナーは、本分野の第一線でご活躍中の下記の方々により構築されました。

委員長

Ｌａｓｅｒ-Ｋ

片山 聖二

石出 孝

金岡 優

迫 宏

沖野 圭司

後藤 真之

モンロー 清海

檜垣 哲

大阪大学
名誉教授

三菱重工業（株）
執行役員 フェロー
総合研究所 ＧＲＩＣ長

三菱電機（株）
ＦＡシステム事業本部
産業メカトロニクス事業部 主管技師長

（株）アマダホールディングス
執行役員
技術研究所 所長

オムロンレーザーフロント（株）
取締役

トルンプ（株）
専務執行役員
レーザ事業部 担当

コヒレント・ジャパン（株）
代表取締役社長

（株）オプトサイエンス
取締役

基調講演

同時通訳付 日/英

９:３０
～

レーザー加工技術が支える次世代ものづくり最前線

１１:００
大阪大学 片山 聖二

日産自動車におけるレーザ加工の現状と
将来の展望

水
[

部長

木
[ ]

ラティス構造化を狙った
最先端Ａ.Ｍ.（積層造形）技術

１６:００

４月６日

これまで日産自動車で適用してきた連続溶接やリモート溶接、Ｃｕ Ａｌの切断といっ
たレーザ加工技術について解説する。 また今後、自動車産業でレーザ加工を拡大
採用するために必要とされる技術について解説する。

１４:３０
～

車両生産技術本部
新車生産準備技術センター
吉田 浩司

１３:３０

]

日産自動車（株）

１２:００
～

コヒレント・ジャパン（株） モンロー 清海

９:３０
～

サブリーダー

４月 ５日

コースリーダー

１１:００

Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｌｉｖｅｒｍｏｒｅ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｌａｂ.,
Engineering Directorate,
Director of Additive Manufacturing Initiative,
Christopher M. Spadaccini

～

９:３０
１１:００

１２:００
～

４月 ７日
金
[

１３:３０

]
１４:３０
～

当研究所は、トポロジー最適化などの手法を用いた高度な微細構造設計と、最先
端の積層造形技術を組み合わせることで、新たなマテリアルシステムを創造してい
る。これらのシステムは、ラティス（格子）構造メカニカル・メタマテリアルと呼ばれる
特性の組み合わせをベースとしているが、これは以前には不可能な技術だった。こ
うしたマテリアルの構築には、新しい積層プロセスと、モデル化とシミュレーションを通
した深い理解が求められる。当研究所は、ダイオード積層造形（ＤｉＡＭ）や、デジタ
ル・ホログラフィック・リソグラフィーなどの種々の新たなレーザーベースプロセスや、
投影マイクロステレオリソグラフィー（ＰｕＳＬ）やダイレクトインクライティング（ＤＩＷ）とい
った高度なアプローチを開発しており、本講演ではそれらの開発について紹介する。

専門技術セミナー プログラム

日 時

４月６日 ［木］ １３:００～１５:００

１６:００

Laser-1

【基礎講座】レーザ加工プロセスの基礎とアプリケーション事例

コースリーダー

レーザ・ネット（株） 国府田 京司

サブリーダー

（株）オプトサイエンス 檜垣 哲

◆超短パルスレーザー加工の基礎と応用

◆レーザによる熱加工の基礎講座

（国研） 理化学研究所 光量子工学研究領域
理研-SIOM 連携研究ユニット ユニットリーダー
杉岡 幸次

光産業創成大学院大学
光産業創成研究科 光加工・プロセス分野 教授
坪井 昭彦
Laser-2

自動車製造におけるレーザーの活用事例

コースリーダー

トルンプ（株） 後藤 真之

サブリーダー

三菱電機（株） 金岡 優

◆レーザー加工技術の自動車適用トレンドと最新実用事例

TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH,
Industry- and Product Management & Marketing, Director,
Ruediger Brockmann

ホンダエンジニアリング（株）
研究開発部 開発 1 グループ 技術主任
吉田 慎
Laser-3

レーザーが変える！バッテリー製造におけるレーザ溶接最新動向

コースリーダー

（株）オプトサイエンス 檜垣 哲

サブリーダー

レーザ・ネット（株） 国府田 京司

◆二次電池製造におけるレーザ溶接技術開発の取り組み
～高品質なＡＩ合金溶接を目指して～
プライムアース EV エナジー（株） 第一生産技術部
生技開発グループ 主事 齋藤 茂樹

微細加工分野を広げる短パルスレーザによる加工の最前線

コースリーダー

三菱電機（株） 金岡 優

サブリーダー

◆バッテリー製造に飛躍的な一歩！
ハイパワーブルーレーザによるＣｕ溶接の最新情報
NUBURU Inc., Chief Marketing and Sales Officer,
Jean-Michel Pelaprat

Laser-4

コヒレント・ジャパン（株） モンロー 清海

◆プリント基板穴あけ加工の最新動向
三菱電機（株）
名古屋製作所
宮本 康行

◆自動車製造分野におけるレーザー活用の最新技術

◆短パルスレーザによるガラス加工の最新技術
ROFIN-BAASEL Lasertech GmbH & Co. KG,
Innovations-Management,
Roland Mayerhofer

レーザ製造部 加工技術課長

Laser-5

進化する！高出力ファイバーレーザの技術動向

コースリーダー

オムロン レーザーフロント（株） 沖野 圭

サブリーダー

（株）アマダホールディングス 迫 宏

◆ビームシェービング機能と
ファイバーレーザアプリケーションの最前線
（株）アマダホールディングス 技術研究所 ラボ 2
石黒 宏明

◆ファイバーレーザの最新技術動向
ラボ長

ＩＰＧフォトニクスジャパン（株）
代表取締役
菊地 淳史

Laser-6

米・仏企業が語る！Ａｄｄｉｔｉｖｅ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ（付加製造）技術を活用した事業戦略

コースリーダー

三菱重工業(株) 石出 孝

サブリーダー

トルンプ（株） 後藤 真之

◆３ＤプリンターによるＧＥの事業・技術戦略

◆３Ｄプリンターによるサフランの事業戦略

GE Avio, Additive Manufacturing,
Additive Manufacturing Product Leader,
Paolo Gennaro
Laser-7

レーザ溶接・接合のトレンド

コースリーダー

コヒレント・ジャパン（株） モンロー 清海

Safran, Safran Additive Manufacturing,
Vice President,
Thierry Thomas
サブリーダー

大阪大学 片山 聖二

◆レーザ溶接・接合のトレンド～レーザ異材接合とプロセスモニタリング～
大阪大学
名誉教授
片山 聖二

国府田 京司
レーザ・ネット（株）
代表取締役

