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第第第第 116116116116 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『エコロジー社会に向けた高性能パワーMOSFET』 

講師： 恩田謙一氏恩田謙一氏恩田謙一氏恩田謙一氏 日立製作所日立研究所 

     群馬大学客員教授  （連携大学院 アナログ集積回路工学講座） 

日時： 2009 年 10 月 9 日（金） 16:00-17:30 

場所： 群馬大学工学部 総合研究棟５０６号室 

概要： 

    近年、環境に配慮した機器の開発要求が高まり、各種電源装置でも 

    低損失性を重視した研究、開発が活発化している。 

    また、リサイクル可能エネルギーに対する取り組みも本格化している。 

    ここでは、電力需要の伸張が大きな情報機器を取り上げ、これらの 

    機器に電力を供給する電源装置と、この電源装置に用いられるパワー 

    MOSFET について、その低損失・高効率化への取り組み状況を紹介する。    

第第第第 115115115115 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 「高周波無線通信用 CMOS 集積回路の基礎（１） 

 ---- 無線信号の発生とデシタル信号変調＆復調回路 ----」 

講師： 石原石原石原石原    昇昇昇昇    先生先生先生先生 （東京工業大学） 

日時： 2009 年 10 月 3 日（土） 13:00-16:00 

    

第第第第 114114114114 回講演会回講演会回講演会回講演会 

講演１： 

題目： 『LSI テスタの技術および市場について』 

講師： 山田庸一郎山田庸一郎山田庸一郎山田庸一郎    氏氏氏氏 

     （技術コンサルタント、（元）アジレント・テクノロジー） 

日時： 2009 年 9 月 28 日（月） 13:00-15:00 

 

講演２： 

題目： 『解析信号理論のクロックスキュー測定への応用』 

講師： 山口隆弘山口隆弘山口隆弘山口隆弘    氏氏氏氏 

     （群馬大学客員教授、アドバンテスト研究所） 

日時： 2009 年 9 月 28 日（月） 15:15-17:15 

 

第第第第 113113113113 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目：『MOS トランジスタの特性と基本増幅回路の高周波特性解析 

 － CMOS 回路が主役の時代 －』』』』    

講師講師講師講師：：：：    石原石原石原石原    昇昇昇昇    先生先生先生先生 



     （東京工業大学） 

日時： 2009 年８月１日（土） 13:00-1６:00 

 

第第第第 112112112112 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『素粒子実験エレクトロニクス ～かぐやの TDC から SOI センサーまで～』 

講師： 新井康夫氏新井康夫氏新井康夫氏新井康夫氏 

（高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 

 CMOS TDC（Time-to-Digital Converter） 回路の考案者） 

  http://research.kek.jp/people/araiy/topj.html 

日時： 2009 年 7 月 17 日（金） 13:30-15:30 

 

第第第第 111111111111 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『ひずみ測定の基礎』 

講師： 東京測器研究所様東京測器研究所様東京測器研究所様東京測器研究所様よりよりよりより 

日時： 2009 年７月１４日（火） 10:00-12:00 

 

第第第第 110110110110 回講演会回講演会回講演会回講演会 

講演１： 

題目： 『解析信号理論のタイミングゆらぎ測定への応用』 

講師： 山口隆弘山口隆弘山口隆弘山口隆弘    氏氏氏氏 

     （群馬大学客員教授、アドバンテスト研究所） 

日時： 2009 年７月 3 日（金） 13:00-15:00  

 

講演２： 

題目： 『パイプライン CMOS AD 変換器の基礎、最先端』 

講師： 塚塚塚塚本三六本三六本三六本三六    氏氏氏氏 

     （富士通研究所、ISSCC Technical Committee member） 

日時： 2009 年７月 3 日（金） 15:00-17:00 

 

第第第第 109109109109 回講演会回講演会回講演会回講演会 

講演１： 

題目：『小型・安価な熱画像装置とセンサネットの技術動向と市場動向』 

講師： 田澤勇夫様田澤勇夫様田澤勇夫様田澤勇夫様 

 （田澤 R&D 技術士事務所、ＡＴＮ会員） 

日時： 2009 年 6 月 26 日（金） 13:15-14:45 

 

講演２： 

題目： 『センシング技術の進歩と変革』 

講師： 山崎弘郎山崎弘郎山崎弘郎山崎弘郎    先生先生先生先生  

  （東京大学名誉教授） 山崎先生の Webページへのリンク 



日時： 2009 年 6 月 26 日（金） 15:00-17:30 

 

    

第第第第 108108108108 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『不揮発性メモリを中心とした半導体の信頼性技術』 

講師： 太田豊太田豊太田豊太田豊    氏氏氏氏    三洋半導体三洋半導体三洋半導体三洋半導体（（（（株株株株））））    

                （群馬大学連携大学院マイクロエレクトロニクス講座 客員教授） 

日時： 2009 年 5 月 8 日（金） 10:20-11:50 

 

第第第第 107107107107 回講演会回講演会回講演会回講演会 

講演１： 

題目： 『ネットワーク・アナライザとインピーダンス測定器』 

講師： 小室貴紀氏 

     （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

講演２： 

題目： 『最新の ADC/DAC 研究開発動向 (ISSCC2009 より） 』 

講師： 麻殖生（マイオ）健二 先生  

     （ＮＰＯ法人 アナログ技術ネットワーク 理事 

     群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

講演３： 

題目： 『オーディオアンプ回路の高音質化設計』 

講師： 近藤光氏  

     （協同電子エンジニアリング（株） 

     群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2009 年 3 月 30 日（月） 10:30-17:30    

    

第第第第 106106106106 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『ADC の技術動向とデジタル処理を活用した ADC の高性能化』 

講師： 飯塚邦彦飯塚邦彦飯塚邦彦飯塚邦彦    氏氏氏氏 

     シャープ（株） 

     （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2009 年 3 月 27 日（金） 13:30- 16:30  

    

第第第第 105105105105 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『アナログ回路のためのレイアウト －マッチング－ 』 

講師： 松田順一松田順一松田順一松田順一    先生先生先生先生  

  （東光（株）、群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 



日時： 2009 年 3 月 26 日（木） 13:30-15:30 

    

第第第第 104104104104 回講演会回講演会回講演会回講演会 

講演１： 

題目： 『低電圧大電流用コンバータの制御方式と過渡特性』 

講師： 鍋島隆先生鍋島隆先生鍋島隆先生鍋島隆先生（（（（大分大学大分大学大分大学大分大学））））    

 

講演２： 

題目： 『状態平均化法をより良く理解するために』 

講師： 田中哲郎先生田中哲郎先生田中哲郎先生田中哲郎先生（（（（鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学）））） 

日時： 2009 年 3 月 23 日（月） 15:00-17:00 

 

第第第第 103103103103 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目：高周波アナログ CMOS 集積回路設計基礎講座（第５回） 

テーマ： 『高周波 IC の実装と評価技術』 

   --- 試作した IC をどう評価したらよいか --- 

講師： 石原石原石原石原    昇昇昇昇    先生先生先生先生  

 （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2009 年 3 月 7 日（土）13:00-16:00 

 

産官学連携講演会産官学連携講演会産官学連携講演会産官学連携講演会 

題目： 『公務員の現状と課題』  

     - 「サムライ」は、どこへ行ったのか - 

講師： 田口和也田口和也田口和也田口和也    氏氏氏氏    （（（（内閣府内閣府内閣府内閣府）））） 

日時： 2009 年 1 月 19 日（月） 16:00-17:30  

    

第第第第 102102102102 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『リーク電流低減回路技術』 

講師： 堀口真志氏堀口真志氏堀口真志氏堀口真志氏 （株）ルネサステクノロジ 

     群馬大学客員教授  （連携大学院 アナログ集積回路工学講座） 

日時： 2008 年 12 月 26 日（金）16：00-17:30 

 

第第第第 101101101101 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 高周波アナログ CMOS 集積回路設計基礎講座（第 4回） 

テーマ： 『IC を設計を試作するための基礎知識』 

講師： 石原石原石原石原    昇昇昇昇    先生先生先生先生  

 （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 12 月 20 日（土） 13:00-16:00 

 

第第第第 100100100100 回講演会回講演会回講演会回講演会 



題目： 『ＰＬＬの基礎』 

講師： 麻殖生麻殖生麻殖生麻殖生（（（（マイオマイオマイオマイオ））））健二健二健二健二    先生先生先生先生  

  （ＮＰＯ法人 アナログ技術ネットワーク 理事 

  群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 12 月 16 日（火） 15:00-17:00 

 

第第第第 99999999 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『D クラス・オーディオアンプの設計』 

講師： 近藤光近藤光近藤光近藤光    氏氏氏氏 

     日本ビクター 

     （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 10 月 27 日(月) 16:00-18:00  

    

第第第第 98989898 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『エコロジー社会に向けた高性能パワーMOSFET』 

講師： 恩田謙一氏恩田謙一氏恩田謙一氏恩田謙一氏  

     群馬大学客員教授  （連携大学院 アナログ集積回路工学講座） 

日時： 2008 年 10 月 24日（金）１６：００－１７：３０ 

    

第第第第 97979797 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目：    『『『『最近最近最近最近ののののＡＤ／ＤＡＡＤ／ＤＡＡＤ／ＤＡＡＤ／ＤＡ変換変換変換変換ＩＣＩＣＩＣＩＣのののの高速高速高速高速・・・・低電力化技術低電力化技術低電力化技術低電力化技術』』』』 

講師： 麻殖生麻殖生麻殖生麻殖生（（（（マイオマイオマイオマイオ））））健二健二健二健二    先生先生先生先生  

  （ＮＰＯ法人 アナログ技術ネットワーク 理事 

  群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 10 月 20 日（月） 13:50-15:50  

 

第第第第 96969696 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 高周波アナログ CMOS 集積回路設計基礎講座（第３回） 

テーマ：    『『『『無線通信用回路無線通信用回路無線通信用回路無線通信用回路：：：：電圧制御発振回路電圧制御発振回路電圧制御発振回路電圧制御発振回路ととととミキサーミキサーミキサーミキサー』』』』 

講師： 石原石原石原石原    昇昇昇昇    先生先生先生先生  

 （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 10 月 4日（土） 13:00-16:00 

    

第第第第 95959595 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『『『『テレビテレビテレビテレビ放送受信用放送受信用放送受信用放送受信用 RFRFRFRF 回路回路回路回路；；；；集積化技術動向集積化技術動向集積化技術動向集積化技術動向』』』』 
講師： 飯塚邦彦飯塚邦彦飯塚邦彦飯塚邦彦    氏氏氏氏 

シャープ（株） 

     （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 9 月 30 日(火) 13:30-16:30  

    



第第第第 94949494 回講演会回講演会回講演会回講演会    

題目題目題目題目：：：：    『『『『スペクトラムスペクトラムスペクトラムスペクトラム・・・・アナライザアナライザアナライザアナライザとととと RFRFRFRF のののの測定器測定器測定器測定器』』』』    

講師講師講師講師：：：：    小室貴紀小室貴紀小室貴紀小室貴紀    氏氏氏氏    

                    アジレントアジレントアジレントアジレント・・・・テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー・・・・インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル    

                    （（（（群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    

日時日時日時日時：：：：    2008 年 9 月 29 日(月) 12:30-14:30         

    

第第第第 93939393 回講演会回講演会回講演会回講演会 

講演１ 

題目： 『『『『高精度湿度計高精度湿度計高精度湿度計高精度湿度計のののの設計設計設計設計とととと要求要求要求要求されるされるされるされる要素技術要素技術要素技術要素技術』』』』 

講師： 田澤勇夫田澤勇夫田澤勇夫田澤勇夫    氏氏氏氏 

     田澤 R&D 技術士事務所、ＡＴＮ会員） 

日時： 2008 年 9 月 26 日(金) 13:00-15:00  

 

講演２ 

題目： 『『『『オーディオオーディオオーディオオーディオ・・・・パワーアンプパワーアンプパワーアンプパワーアンプのののの設計設計設計設計』』』』 

講師： 近藤光近藤光近藤光近藤光    氏氏氏氏 

     日本ビクター 

     （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 9 月 26 日(金) 15:00-17:00     

    

第第第第 92929292 回講演会回講演会回講演会回講演会 

講演１ 

題目：    『『『『半導体市場半導体市場半導体市場半導体市場とととと技術動向技術動向技術動向技術動向』』』』 

講師： 中谷隆之中谷隆之中谷隆之中谷隆之    氏氏氏氏 （株）アドバンテストアカデミー 

日時： 2008 年 8 月 6 日（水）１３：００－１５：００ 

 

講演２ 

題目： 『ＡＤ／ＤＡ『ＡＤ／ＤＡ『ＡＤ／ＤＡ『ＡＤ／ＤＡ変換器変換器変換器変換器のののの基礎基礎基礎基礎およびおよびおよびおよび高精度化手法高精度化手法高精度化手法高精度化手法    』』』』 

講師： 麻殖生麻殖生麻殖生麻殖生（（（（まいおまいおまいおまいお））））健二健二健二健二    氏氏氏氏 

     ＮＰＯ/アナログ技術ネットワーク 理事 

      （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 8 月 6 日（水）１５：００－１７：００ 

    

第第第第 91919191 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目：高周波アナログ CMOS 集積回路設計基礎講座（第 2 回） 

テーマ： 『『『『無線通信用回路無線通信用回路無線通信用回路無線通信用回路：：：：低雑音低雑音低雑音低雑音アンプアンプアンプアンプととととパワーアンプパワーアンプパワーアンプパワーアンプ』』』』 

講師： 石原石原石原石原    昇昇昇昇 先生  

 （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 8 月 2 日（土） 13:00-16:00 



 

    

第第第第 90909090 回講演会回講演会回講演会回講演会    

題目題目題目題目：：：：    『『『『ひずみひずみひずみひずみ測定測定測定測定のののの基礎基礎基礎基礎』』』』    
講師講師講師講師：：：：    東京測器研究所様東京測器研究所様東京測器研究所様東京測器研究所様よりよりよりより    

日時日時日時日時：：：：    2008200820082008 年年年年 7777 月月月月 31313131 日日日日（（（（木木木木））））10101010：：：：00000000----12:0012:0012:0012:00    

    

第第第第 89898989 回講演会回講演会回講演会回講演会    

題目題目題目題目：：：：    『『『『液晶液晶液晶液晶バックライトバックライトバックライトバックライト及及及及びびびび照明用照明用照明用照明用 LEDLEDLEDLED ドライバードライバードライバードライバーICICICIC のののの技術技術技術技術とそのとそのとそのとその動向動向動向動向』』』』    

講師講師講師講師：：：：    松田順一松田順一松田順一松田順一    氏氏氏氏    （（（（東光東光東光東光    （（（（株株株株）、）、）、）、    

                群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    

日時日時日時日時：：：：        2008200820082008 年年年年 7777 月月月月 24242424 日日日日((((木木木木))))    13:3513:3513:3513:35----15:45 15:45 15:45 15:45     

    

第第第第 88888888 回講演会回講演会回講演会回講演会    

題目題目題目題目：：：：    『『『『携帯電話市場携帯電話市場携帯電話市場携帯電話市場とととと技術動向技術動向技術動向技術動向』』』』    

講師講師講師講師：：：：    中谷隆之中谷隆之中谷隆之中谷隆之    氏氏氏氏    （（（（株株株株））））アドバンテストアカデミーアドバンテストアカデミーアドバンテストアカデミーアドバンテストアカデミー    

日時日時日時日時：：：：        2008200820082008 年年年年 7777 月月月月 7777 日日日日((((月月月月))))    16:0016:0016:0016:00----18:0018:0018:0018:00    

    

第第第第 87878787 回講演会回講演会回講演会回講演会    

題目題目題目題目：：：：    『『『『物理設計物理設計物理設計物理設計におけるにおけるにおけるにおけるノイズノイズノイズノイズ&&&&コストコストコストコスト全体最適化全体最適化全体最適化全体最適化とととと今後今後今後今後のののの動向動向動向動向』』』』    
講師講師講師講師：：：：    黒川敦黒川敦黒川敦黒川敦    氏氏氏氏    三洋半導体三洋半導体三洋半導体三洋半導体    

                （（（（群馬大学連携大学院群馬大学連携大学院群馬大学連携大学院群馬大学連携大学院マイクロエレクトロニクスマイクロエレクトロニクスマイクロエレクトロニクスマイクロエレクトロニクス講座講座講座講座    客員准教授客員准教授客員准教授客員准教授））））    

日時日時日時日時：：：：        2008200820082008 年年年年 6666 月月月月 26262626 日日日日((((木木木木))))    16:0016:0016:0016:00----17:3017:3017:3017:30    

    

第第第第 86868686 回講演会回講演会回講演会回講演会    

題目題目題目題目：：：：    『『『『オーディオアンプオーディオアンプオーディオアンプオーディオアンプ回路設計回路設計回路設計回路設計とととと OPOPOPOP アンプアンプアンプアンプのののの応用応用応用応用    ～～～～プリアンププリアンププリアンププリアンプのののの設計設計設計設計～』～』～』～』    
講師講師講師講師：：：：    近藤光近藤光近藤光近藤光    氏氏氏氏    

                    日本日本日本日本ビクタービクタービクタービクター    

                    （（（（群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    

日時日時日時日時：：：：    2008200820082008 年年年年 6666 月月月月 23232323 日日日日((((月月月月) 15:00) 15:00) 15:00) 15:00----17:0017:0017:0017:00    

    

第第第第 85858585 回講演会回講演会回講演会回講演会    

題目題目題目題目：：：：高周波高周波高周波高周波アナロアナロアナロアナロググググ CMOSCMOSCMOSCMOS 集積回路設計基礎講座集積回路設計基礎講座集積回路設計基礎講座集積回路設計基礎講座（（（（第第第第１１１１回回回回））））    

テーマテーマテーマテーマ：：：：    『『『『MOSMOSMOSMOS トランジスタトランジスタトランジスタトランジスタとととと基本増幅回路基本増幅回路基本増幅回路基本増幅回路のののの高周波特性高周波特性高周波特性高周波特性』』』』    

講師講師講師講師：：：：    石原石原石原石原    昇昇昇昇    先生先生先生先生        

    （（（（群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    

日時日時日時日時：：：：    2008200820082008 年年年年 6666 月月月月 7777 日日日日（（（（土土土土））））    13:0013:0013:0013:00----16:0016:0016:0016:00    

    

第第第第 84848484 回講演会回講演会回講演会回講演会    

講演講演講演講演１１１１：：：：    



題目題目題目題目：：：：    『『『『電子計測器電子計測器電子計測器電子計測器のののの基礎基礎基礎基礎    ：：：：    オシロスコープオシロスコープオシロスコープオシロスコープとととと時間軸時間軸時間軸時間軸のののの測定器測定器測定器測定器』』』』    講師講師講師講師：：：：    小室貴紀小室貴紀小室貴紀小室貴紀    氏氏氏氏    

                    アジレントアジレントアジレントアジレント・・・・テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー・・・・インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル    

                    （（（（群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    

日時日時日時日時：：：：    2008200820082008 年年年年 5555 月月月月 26262626 日日日日（（（（月月月月））））13131313:00:00:00:00----15:0015:0015:0015:00    

    

講演講演講演講演２２２２：：：：    題目題目題目題目：：：：    『『『『DDDD クラスクラスクラスクラス・・・・オーディオアンプオーディオアンプオーディオアンプオーディオアンプ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課題課題課題課題』』』』    講師講師講師講師：：：：    近藤光近藤光近藤光近藤光    氏氏氏氏    

                    日本日本日本日本ビクタービクタービクタービクター    

                    （（（（群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    

    

第第第第 83838383 回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『テレビテレビテレビテレビ放送受信用放送受信用放送受信用放送受信用 RFRFRFRF 回路回路回路回路；；；；アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャとととと設計手法設計手法設計手法設計手法』』』』    講師講師講師講師：：：：    飯塚邦彦飯塚邦彦飯塚邦彦飯塚邦彦    氏氏氏氏    シャープシャープシャープシャープ（（（（株株株株））））    
                    （（（（群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    

日時日時日時日時：：：：    2008200820082008 年年年年 5555 月月月月 23232323 日日日日（（（（金金金金））））13:3013:3013:3013:30----16:3016:3016:3016:30    

    

第第第第 82828282 回講演会回講演会回講演会回講演会        

講演講演講演講演１１１１：：：：    題目題目題目題目：：：：    『『『『医用装置等医用装置等医用装置等医用装置等、、、、生体情報生体情報生体情報生体情報センシングセンシングセンシングセンシング技術技術技術技術    』』』』    講師講師講師講師：：：：    麻殖生麻殖生麻殖生麻殖生（（（（まいおまいおまいおまいお））））健二健二健二健二    氏氏氏氏    

                            ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ////アナログアナログアナログアナログ技術技術技術技術ネネネネットワークットワークットワークットワーク    理事理事理事理事    

                            （（（（群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    

日時日時日時日時：：：：        2008200820082008 年年年年 5555 月月月月 22222222 日日日日((((木木木木))))    14:1514:1514:1514:15----15:4515:4515:4515:45    

    

講演講演講演講演２２２２：：：：    題目題目題目題目：：：：    『『『『フラッシュメモリフラッシュメモリフラッシュメモリフラッシュメモリのののの高速化技術高速化技術高速化技術高速化技術とととと最新最新最新最新のののの不揮発性不揮発性不揮発性不揮発性メモリメモリメモリメモリのののの動向動向動向動向』』』』    講師講師講師講師：：：：    太田豊太田豊太田豊太田豊    氏氏氏氏    三洋半導体三洋半導体三洋半導体三洋半導体（（（（株株株株））））    

                （（（（群馬大学連携大学院群馬大学連携大学院群馬大学連携大学院群馬大学連携大学院マイクロエレクトロニクスマイクロエレクトロニクスマイクロエレクトロニクスマイクロエレクトロニクス講座講座講座講座    客員教授客員教授客員教授客員教授））））    

日時日時日時日時：：：：        2008200820082008 年年年年 5555 月月月月 22222222 日日日日((((木木木木))))    16:0016:0016:0016:00----17:3017:3017:3017:30    

    

第第第第 81818181 回講演会回講演会回講演会回講演会    

日時日時日時日時：：：：    2008200820082008 年年年年 5555 月月月月 26262626 日日日日（（（（月月月月））））15:0015:0015:0015:00----17:0017:0017:0017:00    

題目題目題目題目：：：：    『『『『ミリミリミリミリ波波波波アナログアナログアナログアナログ集積回路集積回路集積回路集積回路』』』』    

講師講師講師講師：：：：    藤本藤本藤本藤本竜竜竜竜一一一一    氏氏氏氏    ((((株株株株))))東東東東芝芝芝芝    セミセミセミセミココココンンンンダダダダクタークタークタークター社社社社    

日時日時日時日時：：：：        2008200820082008 年年年年 4444 月月月月 11111111 日日日日（（（（金金金金））））14:0014:0014:0014:00----16:00 16:00 16:00 16:00     

    

第第第第 80808080 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 講演講演講演講演１１１１    「「「「ＩＩＩＩＧＢＴＧＢＴＧＢＴＧＢＴのののの特性特性特性特性」」」」    



                講演講演講演講演２２２２    「「「「パワーデバイスパワーデバイスパワーデバイスパワーデバイスににににおおおおけるけるけるけるライライライライフフフフタイムタイムタイムタイム制御制御制御制御とととと周周周周辺辺辺辺のののの高高高高耐耐耐耐圧化圧化圧化圧化」」」」 

講師： 松田順一松田順一松田順一松田順一    氏氏氏氏 （東光 （株）、 

    群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 3 月 24日（月）13:00-17:00 

 

第第第第 79797979 回講演会回講演会回講演会回講演会 

講演１： 

題目： 『『『『電電電電子子子子計測器計測器計測器計測器のののの基礎基礎基礎基礎    ：：：：    信信信信号源号源号源号源につにつにつについいいいてててて』』』』 

講師： 小室貴紀小室貴紀小室貴紀小室貴紀 氏 

     アジレント・テクノロジー・インターナショナル 

     （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 3 月 21 日（金）10:30-12:30 

 

講演２： 

題目： 『『『『最新最新最新最新のののの AAAADC/DDC/DDC/DDC/DAAAACCCC 研究研究研究研究開開開開発動向発動向発動向発動向    (ISSCC2008(ISSCC2008(ISSCC2008(ISSCC2008 よりよりよりより）』）』）』）』 

講師： 麻殖生麻殖生麻殖生麻殖生（（（（まいおまいおまいおまいお））））健二健二健二健二 氏 

     ＮＰＯ/アナログ技術ネットワーク 理事 

     （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 3 月 21 日（金）13:20-14:50 

 

講演３： 

題目： 『『『『国際固国際固国際固国際固体回路学会体回路学会体回路学会体回路学会（（（（ISSCC2008ISSCC2008ISSCC2008ISSCC2008））））にみるにみるにみるにみる    

                                半導体分半導体分半導体分半導体分野野野野のののの技術動向技術動向技術動向技術動向とととと未来未来未来未来へへへへのののの展望展望展望展望』』』』 

講師：  萩原良昭氏萩原良昭氏萩原良昭氏萩原良昭氏 （ソニー（株）） 

      （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授 

       ISSCC2007 Technical Program Vice Chair 

       ISSCC2008 Technical Program Chair） 

日時： 2008 年 3 月 21 日（金）15:00-17:00 

 

第第第第 78787878 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 「「「「デジタルデジタルデジタルデジタル技技技技術術術術をををを活活活活用用用用したしたしたしたアナログアナログアナログアナログ回路回路回路回路のののの高性高性高性高性能能能能化化化化」」」」 

講師： 飯塚邦彦氏飯塚邦彦氏飯塚邦彦氏飯塚邦彦氏 （シャープ（株）） 

     （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2008 年 1 月 30 日(水） １３：３０－１６：３０ 

 

第第第第 77777777 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 「SoC テストの動向とテスト用信号処理技術」 

講師： 古川靖夫氏、浅見幸司氏 （株式会社アドバンテスト） 
日時： 2008 年 1 月 25 日(金） 15:00-18:00 

 



第第第第 76767676 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 「「「「リリリリークークークーク電電電電流流流流低低低低減減減減回路技術回路技術回路技術回路技術」」」」 

講師： 堀口真志氏堀口真志氏堀口真志氏堀口真志氏 （株）ルネサステクノロジ 

     群馬大学客員教授  （連携大学院 アナログ集積回路工学講座） 

日時： 2008 年 1 月 7 日（月）16：00-17:30 

 

第第第第 75757575 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目：  「「「「電電電電子機子機子機子機器器器器のののの中中中中ののののアナログアナログアナログアナログ回路回路回路回路」」」」 

講師：  小室貴紀 氏 （アジレント・テクノロジー・インターナショナル、 

    群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2007 年 12 月 14日（金）15：00-17:00 

 

第第第第 74747474 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目：  「「「「パワーパワーパワーパワー・・・・バイバイバイバイポポポポーラーラーラーラ・・・・トランジスタトランジスタトランジスタトランジスタのののの特性特性特性特性」」」」 

講師：  松田順一松田順一松田順一松田順一    氏氏氏氏    （（（（東光東光東光東光    （（（（株株株株）、）、）、）、    

                群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションセンターセンターセンターセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    

日時： 2007 年 11 月 30 日（金）15：00-17:00 

 

第第第第 73737373 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目：  「「「「アナログアナログアナログアナログ技術技術技術技術よよよよもやもやもやもやまままま話話話話」」」」 

講師：  片倉雅幸片倉雅幸片倉雅幸片倉雅幸    氏氏氏氏 

      ソニー株式会社 半導体事業本部 

      システムＬＳＩ事業部 開発１部 Chief Distinguished Engineer 

日時： 2007 年 10 月 26 日（金）15：00-17:30 

 

第第第第 72727272 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目：「「「「ＡＤ／ＤＡＡＤ／ＤＡＡＤ／ＤＡＡＤ／ＤＡ変換変換変換変換ＬＳＬＳＬＳＬＳＩＩＩＩのののの高速化高速化高速化高速化・・・・低電力化技術低電力化技術低電力化技術低電力化技術」」」」 

講師：麻殖生麻殖生麻殖生麻殖生（（（（まいおまいおまいおまいお））））健二健二健二健二    氏氏氏氏 

       ＮＰＯ/アナログ技術ネットワーク 理事 

       群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授 

日時：2007 年 10 月 22 日(月） １３：３０－１５：３０ 

 

第第第第 71717171 回講演会回講演会回講演会回講演会    

題目： 『低電圧・大電流コンバータの最新技術と今後の動向』 

講師： 恩田謙一氏 （株）ルネサステクノロジ 

     群馬大学客員教授  （連携大学院 アナログ集積回路工学講座） 

日時： 2007 年 10 月 15 日（月）１６：００－１７：３０    

    

第第第第 70707070 回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『『『『パワーパワーパワーパワーMOSFETMOSFETMOSFETMOSFET のののの特性特性特性特性』』』』 



講師：  松田順一松田順一松田順一松田順一    氏氏氏氏    （（（（東光東光東光東光    （（（（株株株株）、）、）、）、 

    群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2007 年 9 月 28 日（金） １３：３０～１５：３０ 

 

第第第第６９６９６９６９回講演会回講演会回講演会回講演会 題目： 『『『『CMOS RFCMOS RFCMOS RFCMOS RF 回路回路回路回路とととと無線通信用無線通信用無線通信用無線通信用 LSILSILSILSI のののの設計設計設計設計』』』』 

講師： 佐佐佐佐藤藤藤藤久恭久恭久恭久恭氏氏氏氏    （（（（ルルルルネネネネサステクノロジサステクノロジサステクノロジサステクノロジ）））） 

日時： 2007 年 9 月 27 日（木）13：30-15:30 
 

第第第第６８６８６８６８回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目：    『『『『ひずみひずみひずみひずみ測定測定測定測定のののの基礎基礎基礎基礎』』』』    

講師：    東京測器研究所東京測器研究所東京測器研究所東京測器研究所よりよりよりより    

日時：    2007 年 8 月 1 日（水）10：00-12:00 

 

第第第第６７６７６７６７回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『『『『テレビテレビテレビテレビ放送受放送受放送受放送受信用信用信用信用 RFRFRFRF 回路回路回路回路；；；；ICICICIC 化技術動向化技術動向化技術動向化技術動向』』』』 

講師：  飯塚邦彦氏飯塚邦彦氏飯塚邦彦氏飯塚邦彦氏    （（（（シシシシャャャャープープープープ（（（（株株株株））））））））    

                 （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時： 2007 年 7 月 2７日（金）13：30-16:30 

    

第第第第６６６６６６６６回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『『『『国際固国際固国際固国際固体回路学会体回路学会体回路学会体回路学会（（（（ISSCC2007ISSCC2007ISSCC2007ISSCC2007））））にみるにみるにみるにみる半導体分半導体分半導体分半導体分野野野野のののの技術動向技術動向技術動向技術動向』』』』 

講師：  萩萩萩萩原原原原良昭良昭良昭良昭氏氏氏氏    （（（（ソソソソニーニーニーニー（（（（株株株株）））））））） 

      （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授 

       ISSCC2007 Technical Program Vice Chair 

       ISSCC2008 Technical Program Chair） 

日時： 2007 年 7 月 26 日（木）13：30-15:30 

 

第第第第６５６５６５６５回講演会回講演会回講演会回講演会 

講演１： 題目：「「「「ＡＤ／ＤＡＡＤ／ＤＡＡＤ／ＤＡＡＤ／ＤＡ変換変換変換変換ＩＣＩＣＩＣＩＣのののの高精度化手法高精度化手法高精度化手法高精度化手法」」」」 講師：麻殖生麻殖生麻殖生麻殖生（（（（まいおまいおまいおまいお））））健二健二健二健二    氏氏氏氏 

       ＮＰＯ/アナログ技術ネットワーク 理事 

       （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時：2007 年７月 20 日（金） １３：００～１５：００ 

 

講演２： 題目： 「「「「パワーパワーパワーパワーダダダダイオードイオードイオードイオードのののの特性特性特性特性」」」」 講師：  松田順一松田順一松田順一松田順一    氏氏氏氏    （（（（東光東光東光東光    （（（（株株株株））））、 



    群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

日時：2007 年７月 20 日（金） １５：１５～１７：１５ 

第第第第６４６４６４６４回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：「「「「ＣＤＣＤＣＤＣＤ・・・・ＤＤＤＤＶＶＶＶＤＤＤＤ用光用光用光用光検出検出検出検出ＩＣＩＣＩＣＩＣ」」」」    講師講師講師講師：：：：麻殖生麻殖生麻殖生麻殖生（（（（まいおまいおまいおまいお））））健二健二健二健二    氏氏氏氏    

                            ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ////アナログアナログアナログアナログ技術技術技術技術ネネネネットワークットワークットワークットワーク    理事理事理事理事    

                            （（（（群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    

日時日時日時日時：：：：    ２２２２００７００７００７００７年年年年６６６６月月月月２２２２９９９９日日日日（（（（金金金金））））    １１１１４４４４：：：：００００００００～～～～１１１１６６６６：：：：００００００００        

    

第第第第６３６３６３６３回講演会回講演会回講演会回講演会 

題目： 『『『『90nm CMOS 90nm CMOS 90nm CMOS 90nm CMOS をををを用用用用いたいたいたいた ADADADAD 変換器変換器変換器変換器のののの開発開発開発開発』』』』 

講師：  Asad A. Abidi Asad A. Abidi Asad A. Abidi Asad A. Abidi 教授教授教授教授     

      （カルフォルニア大学ロサンゼルス校, UCLA) 

日時： ２００７年６月２２日（金）１４：３０～１６：００ 

当日の様子 

 

      

大講義室で行われた講演    90nm ADCおよび TDC の講演   講演後の談笑の様子 

     第第第第６２６２６２６２回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『テレビテレビテレビテレビ放送受信用放送受信用放送受信用放送受信用 RFRFRFRF 回路回路回路回路；；；；アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャとととと設計手法設計手法設計手法設計手法』』』』    講師講師講師講師：：：：    飯塚邦彦氏飯塚邦彦氏飯塚邦彦氏飯塚邦彦氏    （（（（シャープシャープシャープシャープ（（（（株株株株））））））））                            （（（（群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    日時日時日時日時：：：：    ２００７２００７２００７２００７年年年年５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（金金金金））））１４１４１４１４：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：００００００００        第第第第６１６１６１６１回講演会回講演会回講演会回講演会    日時日時日時日時：：：：    2007200720072007 年年年年４４４４月月月月 25252525 日日日日（（（（水水水水））））    場所場所場所場所：：：：    桐生市市民文化会館桐生市市民文化会館桐生市市民文化会館桐生市市民文化会館    第一会議研修室第一会議研修室第一会議研修室第一会議研修室    講演講演講演講演１１１１題目題目題目題目：：：：    「「「「最新最新最新最新のののの ADC/DACADC/DACADC/DACADC/DAC 研究開発動向研究開発動向研究開発動向研究開発動向    (ISSCC2007(ISSCC2007(ISSCC2007(ISSCC2007 よりよりよりより））））    」」」」    



講師講師講師講師：：：：        麻殖生健二氏麻殖生健二氏麻殖生健二氏麻殖生健二氏    （ＮＰＯ（ＮＰＯ（ＮＰＯ（ＮＰＯ法人法人法人法人    アナログアナログアナログアナログ技術技術技術技術ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、                            群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    講演講演講演講演 2222 題目題目題目題目：：：：    「「「「放熱設計放熱設計放熱設計放熱設計ののののアプローチアプローチアプローチアプローチ    －－－－    誰誰誰誰がいつがいつがいつがいつ何何何何をすべきをすべきをすべきをすべき？」？」？」？」    講師講師講師講師：：：：    橘橘橘橘    純一氏純一氏純一氏純一氏                        （（（（キーナスデザインキーナスデザインキーナスデザインキーナスデザイン（（（（株株株株））））    デザインデザインデザインデザイン・・・・ウウウウェーブェーブェーブェーブ誌誌誌誌にににに関連記事執筆関連記事執筆関連記事執筆関連記事執筆））））    講演講演講演講演３３３３題目題目題目題目：：：：    「「「「電子計測電子計測電子計測電子計測ののののジレンマジレンマジレンマジレンマ    －ＬＳＩ－ＬＳＩ－ＬＳＩ－ＬＳＩテスタテスタテスタテスタにおけるにおけるにおけるにおけるアナログアナログアナログアナログ技術技術技術技術」」」」    講師講師講師講師：：：：    小室貴紀氏小室貴紀氏小室貴紀氏小室貴紀氏    （（（（アジレントアジレントアジレントアジレント・・・・テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー・・・・インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル））））        第第第第６０６０６０６０回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    「「「「完全空乏型完全空乏型完全空乏型完全空乏型 SOISOISOISOI----MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET」」」」    講師講師講師講師：：：：    松田順一松田順一松田順一松田順一    氏氏氏氏    （（（（東光東光東光東光    （（（（株株株株）、）、）、）、                    群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    日時日時日時日時：：：：    2007200720072007 年年年年 3333 月月月月 26262626 日日日日（（（（月月月月））））１３１３１３１３：：：：３０３０３０３０－－－－１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０        第第第第５９５９５９５９回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『アナログアナログアナログアナログ用用用用 MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET 動作動作動作動作のののの基礎基礎基礎基礎            －－－－ダイナミックダイナミックダイナミックダイナミックとととと小信号動作小信号動作小信号動作小信号動作モデルモデルモデルモデルのののの考考考考ええええ方方方方ーーーー』』』』    講師講師講師講師：：：：    松田松田松田松田順一順一順一順一    氏氏氏氏    （（（（東光東光東光東光    （（（（株株株株）、）、）、）、                    群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    日時日時日時日時：：：：    2007200720072007 年年年年 2222 月月月月 2222 日日日日（（（（金金金金））））１５１５１５１５：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：００００００００        第第第第５８５８５８５８回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『リークリークリークリーク電流電流電流電流低減低減低減低減回路回路回路回路』』』』    講師講師講師講師：：：：    堀口真志堀口真志堀口真志堀口真志氏氏氏氏    （（（（株株株株））））ルネルネルネルネササササステクノロジステクノロジステクノロジステクノロジ                        群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授        （（（（連連連連携携携携大学大学大学大学院院院院    アナログアナログアナログアナログ集積回路集積回路集積回路集積回路工工工工学講学講学講学講座座座座））））    日時日時日時日時：：：：    2007200720072007 年年年年 1111 月月月月 22229999 日日日日（（（（月月月月））））１６１６１６１６：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０        第第第第５７５７５７５７回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『第第第第５５５５回回回回    ホホホホーーーームエムエムエムエンタテイメントンタテイメントンタテイメントンタテイメントののののためためためためのののの半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術((((ロロロロボボボボットットットット用用用用 LLLLSISISISI）』）』）』）』    講師講師講師講師：：：：    萩原良昭萩原良昭萩原良昭萩原良昭氏氏氏氏（（（（ソニソニソニソニーーーー（（（（株株株株））））主幹主幹主幹主幹技師技師技師技師、、、、SSSSonyonyonyony F F F Fellowellowellowellow、、、、                    群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    日時日時日時日時：：：：    2007200720072007 年年年年 1111 月月月月 18181818 日日日日（（（（木木木木））））１５１５１５１５：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：００００００００        第第第第５６５６５６５６回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目            『『『『エエエエレクトロレクトロレクトロレクトロニニニニクスクスクスクス産業産業産業産業のののの変変変変化化化化，，，，衝撃衝撃衝撃衝撃，，，，可能可能可能可能性性性性                        ----    半導半導半導半導体体体体からからからから FPDFPDFPDFPD ままままでででで，，，，エエエエレクトロレクトロレクトロレクトロニニニニクスクスクスクス産業産業産業産業のののの将来将来将来将来をををを展望展望展望展望するするするする    ----』』』』    講師講師講師講師            李李李李    根秀根秀根秀根秀    氏氏氏氏（（（（アイアイアイアイササササプライプライプライプライ・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン（（（（株株株株））））    主席主席主席主席アナリストアナリストアナリストアナリスト））））    日時日時日時日時            2006200620062006 年年年年 11112222 月月月月 18181818 日日日日（（（（月月月月））））    11112222：：：：44440000－－－－14141414：：：：11110000        第第第第５５５５５５５５回講演会回講演会回講演会回講演会    



題目題目題目題目            『『『『アナログアナログアナログアナログ用用用用ＭＭＭＭＯＳＯＳＯＳＯＳＦＥＴＦＥＴＦＥＴＦＥＴ動作動作動作動作のののの基礎基礎基礎基礎』』』』    講師講師講師講師            松田順一松田順一松田順一松田順一氏氏氏氏（（（（東光東光東光東光((((株株株株）、）、）、）、群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究尾尾尾尾ののののベーションセンターベーションセンターベーションセンターベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    日時日時日時日時            2006200620062006 年年年年 11112222 月月月月１１１１日日日日（（（（金金金金））））    11110000::::00000000－－－－11112222：：：：00000000        第第第第５４５４５４５４回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：「ＬＳＩ「ＬＳＩ「ＬＳＩ「ＬＳＩ開発開発開発開発ででででののののマスクマスクマスクマスク・・・・リスリスリスリスピピピピンンンンゼゼゼゼロロロロにににに向向向向けけけけてててて」」」」    講師講師講師講師：：：：奥山泰奥山泰奥山泰奥山泰彦氏彦氏彦氏彦氏（（（（三洋三洋三洋三洋電電電電機機機機    ＯＯＯＯＢＢＢＢ））））    日時日時日時日時：：：：２００６２００６２００６２００６年年年年１１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））１０１０１０１０：：：：００００００００－－－－１２１２１２１２：：：：００００００００        第第第第５３５３５３５３回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目            『『『『最近最近最近最近のののの自自自自動動動動車車車車におけるにおけるにおけるにおけるエエエエレクトロレクトロレクトロレクトロニニニニクスクスクスクス技術技術技術技術についについについについてててて』』』』    講師講師講師講師            根岸根岸根岸根岸    和美和美和美和美    氏氏氏氏                            （（（（（（（（株株株株））））日日日日立製立製立製立製作所作所作所作所    オートモティブシステオートモティブシステオートモティブシステオートモティブシステムムムムグループグループグループグループ EMSEMSEMSEMS 本部本部本部本部））））    日時日時日時日時            2006200620062006 年年年年 11111111 月月月月 20202020 日日日日（（（（月月月月））））    11112222：：：：44440000－－－－14141414：：：：11110000        第第第第５２５２５２５２回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『第第第第 4444 回回回回    ホホホホーーーームエムエムエムエンタテイメントンタテイメントンタテイメントンタテイメントののののためためためためのののの半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術((((ゲゲゲゲーーーームムムム用用用用 LLLLSISISISI）』）』）』）』    講師講師講師講師：：：：    萩原良昭萩原良昭萩原良昭萩原良昭氏氏氏氏（（（（ソニソニソニソニーーーー（（（（株株株株））））主幹主幹主幹主幹技師技師技師技師、、、、SSSSonyonyonyony F F F Fellowellowellowellow、、、、                    群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 1111１１１１月月月月９９９９日日日日（（（（木木木木））））１５１５１５１５：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：００００００００        第第第第５１５１５１５１回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『ISSCCISSCCISSCCISSCC にみるにみるにみるにみるＩＩＩＩＣＣＣＣ化化化化 AD/DAAD/DAAD/DAAD/DA 変換変換変換変換器器器器のののの動向動向動向動向およおよおよおよびびびび最近最近最近最近ののののトトトトピピピピックスックスックスックス』』』』    講師講師講師講師：：：：    麻殖生麻殖生麻殖生麻殖生    健二氏健二氏健二氏健二氏                    （ＮＰＯ（ＮＰＯ（ＮＰＯ（ＮＰＯ法人法人法人法人    アナログアナログアナログアナログ技術技術技術技術ネットワネットワネットワネットワークークークーク    理事理事理事理事、、、、日日日日立製立製立製立製作所作所作所作所ＯＯＯＯＢＢＢＢ））））    日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 11110000 月月月月 22224444 日日日日（（（（火火火火））））１４１４１４１４：：：：００００００００－－－－１６１６１６１６：：：：００００００００        第第第第５０５０５０５０回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『低低低低電電電電圧圧圧圧・・・・大電流大電流大電流大電流コンコンコンコンババババータータータータのののの最新技術最新技術最新技術最新技術とととと今後今後今後今後のののの動向動向動向動向』』』』    講師講師講師講師：：：：    恩恩恩恩田田田田謙謙謙謙一氏一氏一氏一氏    （（（（株株株株））））ルネルネルネルネササササステクノロジステクノロジステクノロジステクノロジ                        群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授        （（（（連連連連携携携携大学大学大学大学院院院院    アナログアナログアナログアナログ集積回路集積回路集積回路集積回路工工工工学講学講学講学講座座座座））））    日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 11110000 月月月月 23232323 日日日日（（（（月月月月））））１６１６１６１６：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０        第第第第４９４９４９４９回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：「「「「昇圧昇圧昇圧昇圧型型型型 DCDCDCDC----DCDCDCDC コンコンコンコンババババータータータータのののの効率解析効率解析効率解析効率解析」」」」    講師講師講師講師：：：：    松田順一氏松田順一氏松田順一氏松田順一氏                    （（（（東光東光東光東光（（（（株株株株）、）、）、）、群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 11110000 月月月月 11113333 日日日日（（（（金金金金））））        第第第第４８４８４８４８回講演会回講演会回講演会回講演会    



講演講演講演講演１１１１：：：：    題目題目題目題目：：：：    『『『『CMOSCMOSCMOSCMOS 回路設計回路設計回路設計回路設計ののののツボツボツボツボ』』』』    講師講師講師講師：：：：    山山山山田田田田隆章隆章隆章隆章氏氏氏氏（（（（半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術コンコンコンコンササササルタントルタントルタントルタント、、、、元元元元    ソニソニソニソニーーーー（（（（株株株株））））））））    日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 9999 月月月月 22228888 日日日日（（（（木木木木））））11112222：：：：44445555～～～～14:414:414:414:45555        講演講演講演講演２２２２：：：：    題目題目題目題目：：：：    『『『『第第第第３３３３回回回回    ホホホホーーーームエムエムエムエンタテイメントンタテイメントンタテイメントンタテイメントののののためためためためのののの半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術                                ((((システシステシステシステムムムム LLLLSISISISI）』）』）』）』    講師講師講師講師：：：：    萩原良昭萩原良昭萩原良昭萩原良昭氏氏氏氏（（（（ソニソニソニソニーーーー（（（（株株株株））））主幹主幹主幹主幹技師技師技師技師、、、、SSSSonyonyonyony F F F Fellowellowellowellow、、、、                    群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））        日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 9999 月月月月 22228888 日日日日（（（（木木木木））））11115555：：：：00000000～～～～11117777：：：：00000000            萩原先萩原先萩原先萩原先生生生生からからからからののののメッセージメッセージメッセージメッセージ：：：：                    取取取取りりりり扱扱扱扱うううう具具具具体体体体的的的的なななな技術技術技術技術テーマテーマテーマテーマはははは毎毎毎毎回回回回ちちちちがいますががいますががいますががいますが、、、、                一一一一貫貫貫貫してしてしてして、、、、こだわこだわこだわこだわりをりをりをりをもってもってもってもって、、、、共共共共通通通通テーマテーマテーマテーマをををを                    「「「「企業企業企業企業がががが必要必要必要必要とするとするとするとする技術技術技術技術者者者者のののの姿姿姿姿ととととはははは？」？」？」？」ととととしししし、、、、                みみみみなさんなさんなさんなさんのののの IIIINNNNPPPPUUUUT&FEEDT&FEEDT&FEEDT&FEEDBBBBACACACACKKKK ををををふふふふまえまえまえまえてててて、、、、                「「「「HHHHOME OME OME OME エエエエンタテイメントンタテイメントンタテイメントンタテイメントののののためためためためのののの半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術」」」」                をををを 5555 回講回講回講回講義義義義のののの一一一一般般般般タイトルテーマタイトルテーマタイトルテーマタイトルテーマととととしてしてしてして第第第第２２２２回講回講回講回講義義義義                ではではではではメモリーメモリーメモリーメモリー    LLLLSISISISI 中心中心中心中心にににに、、、、第第第第３３３３回講回講回講回講義義義義ではではではでは                SSSSystemystemystemystem    LLLLSISISISI をををを、、、、第第第第４４４４回講回講回講回講義義義義ではではではでは GameGameGameGame    LLLLSISISISI をををを、、、、                そしてそしてそしてそして    最後最後最後最後のののの第第第第５５５５回講回講回講回講義義義義ではではではでは HHHHOMOMOMOME E E E エエエエンタテンタテンタテンタテ                イメントイメントイメントイメントののののためためためためのののの半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術のののの中中中中でででで RRRRoboticsoboticsoboticsobotics    LLLLSISISISI                のののの展望展望展望展望についについについについててててのののの講講講講義内容義内容義内容義内容をををを用用用用意意意意しししし半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術をををを                展展展展開開開開してしてしてしていきいきいきいきたたたたいといといといと希望希望希望希望してしてしてしていますいますいますいます。。。。    そしてそしてそしてそして聴聴聴聴講講講講                されされされされるみるみるみるみなさんなさんなさんなさんにとにとにとにとってってってって有益有益有益有益なななな内容内容内容内容ににににしたくしたくしたくしたく、、、、                いいいいろろろろいいいいろごろごろごろご意見意見意見意見ごごごご提案提案提案提案ののののごごごご協力協力協力協力をををを積積積積極的極的極的極的におにおにおにお願願願願いいいい                もうしあげもうしあげもうしあげもうしあげますますますます。。。。        主催主催主催主催：：：：    群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター    共共共共催催催催：：：：    群馬大学群馬大学群馬大学群馬大学アナログアナログアナログアナログ集積回路研究会集積回路研究会集積回路研究会集積回路研究会                        群馬大学群馬大学群馬大学群馬大学アアアアドバドバドバドバンストンストンストンスト・・・・テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー高高高高度度度度研究研究研究研究センターセンターセンターセンター /  /  /  / ＡＴＥＣＡＴＥＣＡＴＥＣＡＴＥＣ        萩原良昭先萩原良昭先萩原良昭先萩原良昭先生生生生（（（（ソニソニソニソニーーーー（（（（株株株株））））））））をををを平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年度度度度もももも    群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授ととととしてしてしてして招聘招聘招聘招聘ししししまままましたしたしたした。。。。        
第第第第４７４７４７４７回講演会回講演会回講演会回講演会    
題目題目題目題目：：：：    『『『『ひずみひずみひずみひずみ測定測定測定測定のののの基礎基礎基礎基礎（（（（仮仮仮仮題題題題）』）』）』）』    

講師講師講師講師：：：：    東京測器研究所東京測器研究所東京測器研究所東京測器研究所よりよりよりより    

日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 8888 月月月月 1111 日日日日（（（（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    



    第第第第４６４６４６４６回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『ホホホホーーーームエムエムエムエンタテイメントンタテイメントンタテイメントンタテイメントののののためためためためのののの半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術    ((((メモリメモリメモリメモリ    LLLLSISISISI）』）』）』）』    講師講師講師講師：：：：    萩原良昭萩原良昭萩原良昭萩原良昭氏氏氏氏（（（（ソニソニソニソニーーーー（（（（株株株株））））主幹主幹主幹主幹技師技師技師技師、、、、SSSSonyonyonyony F F F Fellowellowellowellow、、、、                    群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））        日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 7777 月月月月 27272727 日日日日（（（（木木木木））））11113333：：：：30303030～～～～11115555：：：：30303030        

 第第第第４５４５４５４５回講回講回講回講演会演会演会演会    
題目題目題目題目：：：：    『『『『高高高高耐圧及耐圧及耐圧及耐圧及びびびびパワーパワーパワーパワーMOSFETMOSFETMOSFETMOSFET のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後』』』』    
講師講師講師講師：：：：    松田順一氏松田順一氏松田順一氏松田順一氏                    （（（（東光東光東光東光（（（（株株株株）、）、）、）、群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））    日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 7777 月月月月 22221111 日日日日（（（（金金金金））））11110000::::00000000～～～～11112222::::00000000        第第第第４４４４４４４４回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『高速高速高速高速・・・・高高高高精度精度精度精度デジタルデジタルデジタルデジタル・・・・アナログアナログアナログアナログ変換変換変換変換器器器器』』』』    講師講師講師講師：：：：    堀堀堀堀田田田田正正正正生生生生先先先先生生生生    （（（（武蔵工業武蔵工業武蔵工業武蔵工業大学大学大学大学））））    日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 7777 月月月月 18181818 日日日日（（（（火火火火））））11115555::::00000000～～～～11117777::::00000000    場所場所場所場所：：：：    群馬大学群馬大学群馬大学群馬大学工工工工学学学学部部部部    総合総合総合総合研究研究研究研究棟棟棟棟 502502502502 号室号室号室号室        第第第第４３４３４３４３回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『低低低低電電電電力力力力マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア用用用用ＬＳＩＬＳＩＬＳＩＬＳＩのののの開発開発開発開発ととととマルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア                        処処処処理理理理のののの効率的効率的効率的効率的 VLVLVLVLSISISISI 実実実実装装装装によるによるによるによる機機機機器器器器のののの高性高性高性高性能能能能化事化事化事化事例例例例』』』』    講師講師講師講師：：：：    山内山内山内山内英樹英樹英樹英樹氏氏氏氏                    （（（（三洋三洋三洋三洋電電電電機機機機、、、、群馬大学群馬大学群馬大学群馬大学マイクロマイクロマイクロマイクロエエエエレクトロレクトロレクトロレクトロニニニニクスクスクスクス講講講講座座座座客員教授客員教授客員教授客員教授））））    日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 7777 月月月月 11113333 日日日日（（（（木木木木））））14141414：：：：20202020－－－－11115555：：：：50505050 第第第第４２４２４２４２回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『ホホホホーーーームエムエムエムエンタテイメントンタテイメントンタテイメントンタテイメントののののためためためためのののの半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術』』』』    講師講師講師講師：：：：    萩原良昭萩原良昭萩原良昭萩原良昭氏氏氏氏（（（（ソニソニソニソニーーーー（（（（株株株株））））主幹主幹主幹主幹技師技師技師技師、、、、SSSSonyonyonyony F F F Fellowellowellowellow、、、、                    群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究群馬大学共同研究イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター客員教授客員教授客員教授客員教授））））        日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 7777 月月月月 6666 日日日日（（（（木木木木））））11113333：：：：30303030～～～～11115555：：：：30303030        第第第第４４４４1111 回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『オオオオペペペペアンプアンプアンプアンプのののの位相補償位相補償位相補償位相補償技術技術技術技術』』』』    講師講師講師講師：：：：    名野隆夫名野隆夫名野隆夫名野隆夫氏氏氏氏                        （（（（群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授    （（（（連連連連携携携携大学大学大学大学院院院院    マイクロマイクロマイクロマイクロエエエエレクトロレクトロレクトロレクトロニニニニクスクスクスクス講講講講座座座座））））））））    日時日時日時日時：：：：    2006 年 6 月 15 日（木） 16：00－17：30 第第第第４０４０４０４０回講演会回講演会回講演会回講演会 題目題目題目題目：：：：    『『『『オーディオアンプオーディオアンプオーディオアンプオーディオアンプ回路技術回路技術回路技術回路技術                            ～～～～    アナログアナログアナログアナログからからからからデジタルデジタルデジタルデジタルそしてそしてそしてそして融合融合融合融合    ～』～』～』～』    



講師講師講師講師：：：：    近藤光近藤光近藤光近藤光様様様様    （（（（日日日日本本本本ビクタービクタービクタービクター（（（（株株株株））））））））    日時日時日時日時：：：：    2006200620062006 年年年年 5555 月月月月 30303030 日日日日((((火火火火))))    14:14:14:14:00000000～～～～11116666::::00000000 
 第第第第３９３９３９３９回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『ホホホホーーーームエムエムエムエンタテイメントンタテイメントンタテイメントンタテイメントののののためためためためのののの半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術（（（（５５５５））））                            「「「「将来展望将来展望将来展望将来展望：：：：メメメメカカカカととととエエエエレキレキレキレキととととソソソソフトフトフトフトのののの融合融合融合融合技術技術技術技術                        AIP AIP AIP AIP ==== A A A Artificialrtificialrtificialrtificial I I I Intelligencentelligencentelligencentelligence P P P Partnerartnerartnerartner    「「「「ロロロロボボボボットットットット」」」」    へへへへのののの展展展展開開開開」』」』」』」』    講師講師講師講師：：：：    萩原良昭萩原良昭萩原良昭萩原良昭氏氏氏氏（（（（ソニソニソニソニーーーー（（（（株株株株））））主幹主幹主幹主幹技師技師技師技師、、、、SSSSonyonyonyony F F F Fellowellowellowellow、、、、群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授））））    日時日時日時日時：：：：    ２００６２００６２００６２００６年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（金金金金））））    １５１５１５１５：：：：００００００００～～～～１７１７１７１７：：：：００００００００    （（（（2006200620062006 年年年年 3333 月月月月 30303030 日日日日～～～～33331111 日日日日にににに桐生市民文化会館桐生市民文化会館桐生市民文化会館桐生市民文化会館ににににてててて                電電電電気気気気学会学会学会学会    電子回路研究会電子回路研究会電子回路研究会電子回路研究会をををを開開開開催催催催ししししまままましたしたしたした。。。。                電子回路研究会電子回路研究会電子回路研究会電子回路研究会ののののＷＥＢＷＥＢＷＥＢＷＥＢ    研究会研究会研究会研究会ののののプログラプログラプログラプログラムムムム        萩原先萩原先萩原先萩原先生生生生のののの講演会講演会講演会講演会はははは、、、、３１３１３１３１日日日日（（（（金金金金））））のののの電子回路研究会電子回路研究会電子回路研究会電子回路研究会のののの一一一一般般般般講演講演講演講演終了終了終了終了後後後後        同同同同じじじじ場所場所場所場所でででで連連連連続続続続してしてしてして開開開開催催催催するするするする予予予予定定定定でででですすすす。。。。））））    ままままたたたた、、、、３３３３月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（木木木木））））のののの電子回路研究会電子回路研究会電子回路研究会電子回路研究会のののの懇親懇親懇親懇親会会会会においにおいにおいにおいてててて、、、、    佐佐佐佐々々々々木義智先木義智先木義智先木義智先生生生生（（（（群馬大学群馬大学群馬大学群馬大学名誉名誉名誉名誉教授教授教授教授））））によりによりによりにより、、、、    「「「「群馬群馬群馬群馬県県県県アナログアナログアナログアナログ技術技術技術技術中核中核中核中核人人人人材育成材育成材育成材育成講講講講座座座座」」」」のののの紹介紹介紹介紹介がががが行行行行われわれわれわれまままましたしたしたした．．．．        第第第第３８３８３８３８回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目１１１１：：：：    『『『『高高高高精度精度精度精度・・・・高速高速高速高速温度温度温度温度計測技術計測技術計測技術計測技術』』』』    講師講師講師講師：：：：    田田田田澤勇夫澤勇夫澤勇夫澤勇夫氏氏氏氏                            ((((有有有有))))田田田田澤澤澤澤 R&DR&DR&DR&D 技術技術技術技術士士士士事事事事務務務務所所所所                            ＡＴＡＴＡＴＡＴＮＮＮＮ会員会員会員会員、、、、群馬大学大学群馬大学大学群馬大学大学群馬大学大学院非常勤院非常勤院非常勤院非常勤講師講師講師講師    日時日時日時日時：：：：２００６２００６２００６２００６年年年年２２２２月月月月１１１１日日日日（（（（水水水水））））１４１４１４１４：：：：００００００００－－－－１６１６１６１６：：：：００００００００            題目題目題目題目２２２２：：：：    『『『『リークリークリークリーク電流電流電流電流低減低減低減低減ののののためためためためのののの回路技術回路技術回路技術回路技術』』』』    講師講師講師講師：：：：    堀口真志堀口真志堀口真志堀口真志氏氏氏氏    （（（（株株株株））））ルネルネルネルネササササステクノロジステクノロジステクノロジステクノロジ                            群馬大学客員群馬大学客員群馬大学客員群馬大学客員助助助助教授教授教授教授    （（（（連連連連携携携携大学大学大学大学院院院院    アナログアナログアナログアナログ集積回路集積回路集積回路集積回路工工工工学講学講学講学講座座座座））））    日時日時日時日時：：：：２００６２００６２００６２００６年年年年２２２２月月月月１１１１日日日日（（（（水水水水））））１６１６１６１６：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０            第第第第３７３７３７３７回講演会回講演会回講演会回講演会 題目題目題目題目：：：：    『『『『アナログアナログアナログアナログ集積回路設計集積回路設計集積回路設計集積回路設計におけるにおけるにおけるにおける成功成功成功成功とととと失敗失敗失敗失敗』』』』    講師講師講師講師：：：：    西城和幸西城和幸西城和幸西城和幸氏氏氏氏（（（（((((株株株株））））エエエエーシーイーーシーイーーシーイーーシーイー    開発開発開発開発部部部部チーフチーフチーフチーフエエエエンジンジンジンジニニニニアアアア））））    日時日時日時日時：：：：    ２００５２００５２００５２００５年年年年１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（水水水水））））１４１４１４１４：：：：００００００００－－－－１６１６１６１６：：：：００００００００  第第第第３６３６３６３６回講演会回講演会回講演会回講演会 題目題目題目題目：：：：    『『『『ホホホホーーーームエムエムエムエンタテイメントンタテイメントンタテイメントンタテイメントののののためためためためのののの半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術（（（（４４４４））））                            「「「「ゲゲゲゲーーーームムムム＆＆＆＆ＰＰＰＰＣＣＣＣ    プロセップロセップロセップロセッササササーーーー関連関連関連関連」』」』」』」』    講師講師講師講師：：：：    萩原良昭萩原良昭萩原良昭萩原良昭氏氏氏氏（（（（ソニソニソニソニーーーー（（（（株株株株））））主幹主幹主幹主幹技師技師技師技師、、、、SSSSonyonyonyony F F F Fellowellowellowellow、、、、群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授））））    日時日時日時日時：：：：    ２００５２００５２００５２００５年年年年１１１１１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（木木木木））））１５１５１５１５：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：００００００００ 



    第第第第３５３５３５３５回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    『『『『MEMS MEMS MEMS MEMS 技術技術技術技術概説概説概説概説』』』』    講師講師講師講師：：：：    相相相相馬馬馬馬伸伸伸伸一氏一氏一氏一氏（（（（富士富士富士富士電電電電機機機機システシステシステシステムムムムズズズズ（（（（株株株株）、）、）、）、                        デデデデザインウェーブザインウェーブザインウェーブザインウェーブ誌等誌等誌等誌等ににににＭＥＭＭＥＭＭＥＭＭＥＭＳＳＳＳ技術技術技術技術のののの解説解説解説解説記事記事記事記事をををを執筆執筆執筆執筆））））    日時日時日時日時：：：：    ２００５２００５２００５２００５年年年年１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（月月月月））））１３１３１３１３：：：：３０３０３０３０－－－－１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０        第第第第３４３４３４３４回講演会回講演会回講演会回講演会、、、、セミナーセミナーセミナーセミナー    題目題目題目題目：：：：    MEMSMEMSMEMSMEMS 技術技術技術技術ととととそそそそのののの CADCADCADCAD ツツツツールールールール入門入門入門入門    講師講師講師講師：：：：    宮下進宮下進宮下進宮下進太太太太郎郎郎郎氏氏氏氏（（（（丸紅丸紅丸紅丸紅ソソソソリューションリューションリューションリューション（（（（株株株株）、）、）、）、                            同同同同社社社社はははは MEMSMEMSMEMSMEMS 設計設計設計設計ツツツツールールールール CCCCoooovvvventorentorentorentorWWWWareareareare    のののの代代代代理理理理店店店店））））    日時日時日時日時：：：：    ２００５２００５２００５２００５年年年年１１１１１１１１月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（月月月月））））１３１３１３１３：：：：３０３０３０３０－－－－１５１５１５１５：：：：００００００００        第第第第３３３３３３３３回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：    「「「「低低低低電電電電圧圧圧圧・・・・大電流大電流大電流大電流コンコンコンコンババババータータータータのののの最新技術最新技術最新技術最新技術とととと今後今後今後今後のののの動向動向動向動向」」」」                    ----低低低低損損損損失失失失化化化化へへへへのののの挑戦挑戦挑戦挑戦、、、、回路回路回路回路////システシステシステシステムムムムとのとのとのとの協協協協調調調調へへへへ    ----    講師講師講師講師：：：：    恩恩恩恩田田田田謙謙謙謙一氏一氏一氏一氏    （（（（株株株株））））ルネルネルネルネササササステクノロジステクノロジステクノロジステクノロジ                            群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授    （（（（連連連連携携携携大学大学大学大学院院院院    アナログアナログアナログアナログ集積回路集積回路集積回路集積回路工工工工学講学講学講学講座座座座））））    日時日時日時日時：：：：２００５２００５２００５２００５年年年年 11110000 月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（月月月月））））１６１６１６１６：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０        第第第第３２３２３２３２回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：『：『：『：『ホホホホーーーームエムエムエムエンタテイメントンタテイメントンタテイメントンタテイメントののののためためためためのののの半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術（（（（３３３３））））                        「「「「ロジックロジックロジックロジックＬＳＩＬＳＩＬＳＩＬＳＩ，，，，家家家家電用電用電用電用ＡＡＡＡＳＩＳＩＳＩＳＩＣＣＣＣ関連関連関連関連」』」』」』」』    講師講師講師講師：：：：萩原良昭萩原良昭萩原良昭萩原良昭氏氏氏氏（（（（ソニソニソニソニーーーー((((株株株株））））主幹主幹主幹主幹技師技師技師技師、、、、SSSSonyonyonyony F F F Fellowellowellowellow,,,,    群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授））））    日時日時日時日時：：：：9999 月月月月 1111 日日日日((((木木木木))))１５１５１５１５：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：００００００００        第第第第３１３１３１３１回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：『：『：『：『SSSSooooC(SC(SC(SC(Systemystemystemystem O O O Onnnn C C C Chhhhiiiipppp))))ののののためためためためののののアナログアナログアナログアナログ・・・・ディジディジディジディジタルタルタルタル融合融合融合融合技術技術技術技術』』』』    講師講師講師講師：：：：麻殖生健二氏麻殖生健二氏麻殖生健二氏麻殖生健二氏（ＮＰＯ（ＮＰＯ（ＮＰＯ（ＮＰＯアナログアナログアナログアナログ技術技術技術技術ネットワークネットワークネットワークネットワーク理事理事理事理事））））    日時日時日時日時：：：：２００５２００５２００５２００５年年年年８８８８月月月月５５５５日日日日((((金金金金））））１４１４１４１４：：：：００００００００－－－－１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０ 
 第第第第３０３０３０３０回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：『：『：『：『ディジタルディジタルディジタルディジタルカカカカメラメラメラメラのののの開発開発開発開発とととと半導半導半導半導体体体体デデデデババババイスイスイスイスへへへへのののの期待期待期待期待                        及及及及びびびび画像画像画像画像圧圧圧圧縮縮縮縮伸伸伸伸張張張張処処処処理理理理ののののＶＶＶＶＬＳＩＬＳＩＬＳＩＬＳＩ実実実実装装装装』』』』    講師講師講師講師：：：：山内山内山内山内英樹英樹英樹英樹氏氏氏氏（（（（三洋三洋三洋三洋電電電電機機機機、、、、群馬大学客員群馬大学客員群馬大学客員群馬大学客員助助助助教授教授教授教授））））    日時日時日時日時：：：：２００５２００５２００５２００５年年年年８８８８月月月月４４４４日日日日((((木木木木））））１４１４１４１４：：：：２０２０２０２０－－－－１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０            第第第第２９２９２９２９回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目１１１１：『：『：『：『アナログアナログアナログアナログ MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET のののの動作動作動作動作』』』』    講師講師講師講師：：：：松田順一氏松田順一氏松田順一氏松田順一氏    



    （（（（三洋三洋三洋三洋電電電電機機機機、、、、群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授（（（（連連連連携携携携大学大学大学大学院院院院    マイクロマイクロマイクロマイクロエエエエレクトロレクトロレクトロレクトロニニニニクスクスクスクス講講講講座座座座））））））））    題題題題目目目目２２２２：『：『：『：『チャージチャージチャージチャージポポポポンプンプンプンプ DCDCDCDC----DCDCDCDC コンコンコンコンババババーーーー』』』』    講師講師講師講師：：：：名野隆夫名野隆夫名野隆夫名野隆夫氏氏氏氏        （（（（三洋三洋三洋三洋電電電電機機機機、、、、群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授（（（（連連連連携携携携大学大学大学大学院院院院    マイクロマイクロマイクロマイクロエエエエレクトロレクトロレクトロレクトロニニニニクスクスクスクス講講講講座座座座））））））））    題目題目題目題目３３３３：『：『：『：『ホホホホーーーームムムム・・・・エエエエンタテイメントンタテイメントンタテイメントンタテイメントののののためためためためのののの半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術（（（（２２２２））））                「「「「電子電子電子電子のののの目目目目＆＆＆＆そそそそのののの周辺周辺周辺周辺半導半導半導半導体体体体メモリーメモリーメモリーメモリーのののの技術動向技術動向技術動向技術動向ととととそそそそのののの最最最最前線前線前線前線」』」』」』」』    
講師講師講師講師：：：：    萩萩萩萩原原原原良昭良昭良昭良昭    氏氏氏氏        

    （（（（ソソソソニーニーニーニー（（（（株株株株））））    主幹主幹主幹主幹技師技師技師技師     S S S Sonyonyonyony F F F Fellowellowellowellow、、、、群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授））））        

日時日時日時日時：：：：２２２２００５００５００５００５年年年年７７７７月月月月２２２２1111 日日日日（（（（水水水水））））１１１１００００：：：：００００００００－－－－１１１１７７７７：：：：００００００００        第第第第 22228888 回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：『：『：『：『ホホホホーーーームムムム・・・・    エエエエンタテイメントンタテイメントンタテイメントンタテイメントののののためためためためのののの半導半導半導半導体技術体技術体技術体技術                            「「「「電電電電子子子子のののの目目目目のののの技術動向技術動向技術動向技術動向ととととそそそそのののの最最最最前線前線前線前線」』」』」』」』    講師講師講師講師：：：：    萩原良昭萩原良昭萩原良昭萩原良昭    氏氏氏氏            （（（（ソニソニソニソニーーーー（（（（株株株株））））    主幹主幹主幹主幹技師技師技師技師     S S S Sonyonyonyony F F F Fellowellowellowellow、、、、群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授））））        日時日時日時日時：：：：２００５２００５２００５２００５年年年年 6666 月月月月 1111 日日日日（（（（水水水水））））１５１５１５１５：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：００００００００                第第第第 27272727 回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：『：『：『：『ＭＭＭＭＯＳＯＳＯＳＯＳ技術技術技術技術のののの開発開発開発開発をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって』』』』    講師講師講師講師：：：：    吉吉吉吉田田田田功功功功氏氏氏氏    （（（（ＡＴＡＴＡＴＡＴＮＮＮＮ会員会員会員会員））））    日時日時日時日時：：：：２００５２００５２００５２００５年年年年４４４４月月月月 27272727 日日日日（（（（金金金金））））１４１４１４１４：：：：００００００００－－－－１６１６１６１６：：：：００００００００        第第第第 26262626 回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：『：『：『：『有機有機有機有機ＥＥＥＥＬＬＬＬ用用用用ドドドドライライライライババババ    ＩＩＩＩＣＣＣＣ    のののの最新動向最新動向最新動向最新動向』』』』    講師講師講師講師：：：：    藤藤藤藤沢雅憲沢雅憲沢雅憲沢雅憲氏氏氏氏                    ローローローロームムムム株株株株式式式式会会会会社社社社    ＦＦＦＦＰＰＰＰＤＤＤＤ    ＬＳＩＬＳＩＬＳＩＬＳＩ商品商品商品商品開発開発開発開発部部部部    主席主席主席主席技術員技術員技術員技術員（（（（部部部部長長長長））））    日時日時日時日時：：：：２００５２００５２００５２００５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日（（（（金金金金））））１４１４１４１４：：：：００００００００－－－－１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０        第第第第 25252525 回講演会回講演会回講演会回講演会、、、、セミナーセミナーセミナーセミナー            題目題目題目題目：：：：    『『『『メモリテストシステメモリテストシステメモリテストシステメモリテストシステムムムムにおけるにおけるにおけるにおける高高高高密密密密度度度度光光光光インターコネクションインターコネクションインターコネクションインターコネクション』』』』    講師講師講師講師：：：：    岡安俊岡安俊岡安俊岡安俊幸幸幸幸氏氏氏氏                    （（（（株株株株式式式式会会会会社社社社アアアアドバドバドバドバンテストンテストンテストンテスト ATE ATE ATE ATE 第第第第１１１１テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー統括統括統括統括部部部部））））    日時日時日時日時：：：：２００５２００５２００５２００５年年年年３３３３月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（木木木木））））１４１４１４１４：：：：００００００００－－－－１６１６１６１６：：：：００００００００        第第第第 22224444 回講演会回講演会回講演会回講演会            題目題目題目題目：：：：    『『『『A A A A NewNewNewNew A A A Analognalognalognalog----totototo----DDDDigitaligitaligitaligital C C C Cononononvvvvertererterertererter A A A Arcrcrcrchhhhitectitectitectitectuuuurererere                            AAAAdvdvdvdvantagesantagesantagesantages    anananandddd D D D Disaisaisaisadvdvdvdvantagesantagesantagesantages』』』』    講師講師講師講師：：：：    ＤｒＤｒＤｒＤｒ．．．．KKKKhhhhayrollaayrollaayrollaayrollahhhh    HaHaHaHaddddiiiiddddiiii                    UrmiaUrmiaUrmiaUrmia S S S Semiconemiconemiconemicondududuductorctorctorctor,,,,    UrmiaUrmiaUrmiaUrmia    UniUniUniUnivvvversityersityersityersity    日時日時日時日時：：：：２００５２００５２００５２００５年年年年１１１１月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（月月月月））））１４１４１４１４：：：：００００００００－－－－１６１６１６１６：：：：００００００００    



    第第第第 23232323 回講演会回講演会回講演会回講演会            題目題目題目題目：：：：    『『『『アナログアナログアナログアナログ混載混載混載混載 LLLLSISISISI のののの設計技術設計技術設計技術設計技術とととと設計設計設計設計上上上上のののの課題課題課題課題』』』』    講師講師講師講師：：：：    堀堀堀堀田田田田正正正正生氏生氏生氏生氏        （（（（株株株株））））ルネルネルネルネササササステクノロジステクノロジステクノロジステクノロジ                        群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授        （（（（連連連連携携携携大学大学大学大学院院院院    アナログアナログアナログアナログ集積回路集積回路集積回路集積回路工工工工学講学講学講学講座座座座））））    日時日時日時日時：：：：２００５２００５２００５２００５年年年年１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（月月月月））））１４１４１４１４：：：：２０２０２０２０－－－－１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０        第第第第 22222222 回講演会回講演会回講演会回講演会            題目題目題目題目：：：：    『『『『アナログアナログアナログアナログ搭載搭載搭載搭載 SSSSooooCCCC におけるにおけるにおけるにおけるクロストークノイズクロストークノイズクロストークノイズクロストークノイズ低減低減低減低減技術技術技術技術』』』』    講師講師講師講師：：：：    塚田塚田塚田塚田敏敏敏敏郎郎郎郎氏氏氏氏    （（（（((((株株株株))))半導半導半導半導体理体理体理体理工工工工学研究学研究学研究学研究センタセンタセンタセンタ－－－－(STARC(STARC(STARC(STARC))))））））    日時日時日時日時：：：：２００４２００４２００４２００４年年年年１２１２１２１２月月月月 11117777 日日日日（（（（金金金金））））１４１４１４１４：：：：００００００００－－－－１６１６１６１６：：：：００００００００        第第第第 22221111 回講演会回講演会回講演会回講演会            題目題目題目題目：：：：    『『『『高高高高精度温度精度温度精度温度精度温度計測計測計測計測とととと要要要要求求求求されされされされるるるる温度温度温度温度センセンセンセンササササ』』』』    講師講師講師講師：：：：    田田田田澤勇夫澤勇夫澤勇夫澤勇夫氏氏氏氏    ((((有有有有))))田田田田澤澤澤澤 R&DR&DR&DR&D 技術技術技術技術士士士士事事事事務務務務所所所所    ATATATATNNNN 会員会員会員会員                    小小小小泉泉泉泉健一氏健一氏健一氏健一氏    ㈱㈱㈱㈱ネネネネツツツツシンシンシンシン    日時日時日時日時：：：：２００４２００４２００４２００４年年年年１２１２１２１２月月月月３３３３日日日日（（（（金金金金））））１５１５１５１５：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：００００００００    

    

第第第第 20202020 回講演会回講演会回講演会回講演会            題目題目題目題目：：：：    『『『『システシステシステシステムムムム集積回路集積回路集積回路集積回路にににに搭載搭載搭載搭載されてされてされてされているいるいるいる各種各種各種各種アナログアナログアナログアナログ回路回路回路回路のののの概要概要概要概要』』』』            

講師講師講師講師：：：：    堀口真志堀口真志堀口真志堀口真志氏氏氏氏    （（（（株株株株））））ルネルネルネルネササササステクノロジステクノロジステクノロジステクノロジ                            群馬大学客員群馬大学客員群馬大学客員群馬大学客員助助助助教授教授教授教授    （（（（連連連連携携携携大学大学大学大学院院院院    アナログアナログアナログアナログ集積回路集積回路集積回路集積回路工工工工学講学講学講学講座座座座））））    日時日時日時日時：：：：２００４２００４２００４２００４年年年年１１１１１１１１月月月月１１１１日日日日（（（（月月月月））））１６１６１６１６：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０ 

第第第第１１１１9999 回講演会回講演会回講演会回講演会            題目題目題目題目：：：：    『『『『低低低低電電電電圧圧圧圧・・・・大電流大電流大電流大電流コンコンコンコンババババータータータータのののの技術動向技術動向技術動向技術動向ととととパワーパワーパワーパワーＭＭＭＭＯＳＯＳＯＳＯＳＦＥＴＦＥＴＦＥＴＦＥＴ技術技術技術技術』』』』            

講師講師講師講師：：：：    恩恩恩恩田田田田謙謙謙謙一氏一氏一氏一氏    （（（（株株株株））））ルネルネルネルネササササステクノロジステクノロジステクノロジステクノロジ                            群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授    （（（（連連連連携携携携大学大学大学大学院院院院    アナログアナログアナログアナログ集積回路集積回路集積回路集積回路工工工工学講学講学講学講座座座座））））    日時日時日時日時：：：：２００４２００４２００４２００４年年年年 11110000 月月月月 18181818 日日日日（（（（月月月月））））１６１６１６１６：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０    

    

第第第第１１１１８８８８回講演会回講演会回講演会回講演会         題目題目題目題目１１１１：：：：    『『『『高速高速高速高速通通通通信信信信インターフェースインターフェースインターフェースインターフェースにおけるにおけるにおけるにおけるアナログアナログアナログアナログ集積回路技術集積回路技術集積回路技術集積回路技術』』』』        

講師講師講師講師：：：：    石石石石原昇原昇原昇原昇氏氏氏氏            （（（（群馬大学大学群馬大学大学群馬大学大学群馬大学大学院工院工院工院工学研究学研究学研究学研究科科科科    客客客客員教授員教授員教授員教授））））        日時日時日時日時：：：：２００４２００４２００４２００４年年年年９９９９月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（水水水水））））１０１０１０１０：：：：００００００００－－－－１２１２１２１２：：：：００００００００ 

 題目題目題目題目２２２２：：：：    『『『『ΔΣΔΣΔΣΔΣA/DA/DA/DA/D・・・・D/AD/AD/AD/A 変換変換変換変換のののの原原原原理理理理とととと設計設計設計設計』』』』        

講師講師講師講師：：：：    松松松松谷谷谷谷    康之康之康之康之氏氏氏氏            （（（（NNNNTTTTTTTT マイクロシステマイクロシステマイクロシステマイクロシステムムムムインテグレーションインテグレーションインテグレーションインテグレーション研究所研究所研究所研究所    主幹主幹主幹主幹研究員研究員研究員研究員））））        日時日時日時日時：：：：２００４２００４２００４２００４年年年年９９９９月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（水水水水））））１３１３１３１３：：：：００００００００－－－－１５１５１５１５：：：：００００００００ 



第第第第１１１１7777 回講演会回講演会回講演会回講演会         題目題目題目題目１１１１：：：：    『『『『コイルコイルコイルコイルのののの働働働働きときときときと昇圧昇圧昇圧昇圧のののの原原原原理理理理    ----    スイッチングスイッチングスイッチングスイッチング電電電電源源源源入門入門入門入門    －』－』－』－』            

講師講師講師講師：：：：    名野名野名野名野    隆夫隆夫隆夫隆夫氏氏氏氏            （（（（群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授群馬大学客員教授、、、、三洋三洋三洋三洋電電電電機機機機セミコンダクターセミコンダクターセミコンダクターセミコンダクターカカカカンパンパンパンパニニニニーーーー                アアアアドバドバドバドバンストテクノロジンストテクノロジンストテクノロジンストテクノロジユユユユニニニニットットットット    部部部部長長長長））））        日時日時日時日時：：：：２００４２００４２００４２００４年年年年８８８８月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））１０１０１０１０：：：：００００００００－－－－１２１２１２１２：：：：００００００００ 

 題目題目題目題目２２２２：：：：    「「「「衝衝衝衝突突突突ととととスイッチングスイッチングスイッチングスイッチング電電電電源源源源」」」」        

講師講師講師講師：：：：        長谷川長谷川長谷川長谷川    彰彰彰彰氏氏氏氏                （（（（元元元元    高高高高砂砂砂砂製製製製作所作所作所作所、、、、    著書著書著書著書    「「「「スイッチングスイッチングスイッチングスイッチング・・・・レレレレギギギギュレータュレータュレータュレータ設計設計設計設計ノウノウノウノウハハハハウウウウ                                すべすべすべすべててててのののの疑問疑問疑問疑問にににに応応応応ええええたたたた電電電電源源源源設計設計設計設計」」」」CCCCQQQQ 出版出版出版出版））））    日時日時日時日時：：：：２００４２００４２００４２００４年年年年８８８８月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））１３１３１３１３：：：：００００００００－－－－１５１５１５１５：：：：００００００００        セミナーセミナーセミナーセミナー：：：：    『『『『オシロスコープオシロスコープオシロスコープオシロスコープによるによるによるによるスイッチングスイッチングスイッチングスイッチング電電電電源源源源のののの評価評価評価評価』』』』            講師講師講師講師：：：：    日日日日本本本本テクトロテクトロテクトロテクトロニニニニクスクスクスクス社社社社よりよりよりより    日時日時日時日時：：：：２００４２００４２００４２００４年年年年８８８８月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））１５１５１５１５：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：００００００００ 

 

セミナーセミナーセミナーセミナー：：：：「「「「高速高速高速高速デジタルデジタルデジタルデジタル信信信信号解析号解析号解析号解析のののの基礎基礎基礎基礎」」」」 日時日時日時日時：：：：    ２００４２００４２００４２００４年年年年６６６６月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（火火火火））））１１１１１１１１：：：：００００００００－－－－１７１７１７１７：：：：００００００００    講師講師講師講師：：：：    日日日日本本本本テクトロテクトロテクトロテクトロニニニニクスクスクスクス社社社社よりよりよりより    

 

第第第第１１１１6666 回講演会回講演会回講演会回講演会         講演題目講演題目講演題目講演題目：：：：    『『『『CMOS RF CMOS RF CMOS RF CMOS RF 回路回路回路回路』』』』            講師講師講師講師：：：：    束束束束原原原原恒恒恒恒夫夫夫夫氏氏氏氏            

                    （（（（NTTNTTNTTNTTマイクロシステムインテグレーションマイクロシステムインテグレーションマイクロシステムインテグレーションマイクロシステムインテグレーション研究所研究所研究所研究所））））    日時日時日時日時：：：：２００４２００４２００４２００４年年年年６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火火火火））））１３１３１３１３：：：：３０３０３０３０－－－－１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０ 

(企業からの聴講者が過去最高の講演会となりました） 

 

第第第第１１１１5555 回講演会回講演会回講演会回講演会         講演題目講演題目講演題目講演題目：：：：    『『『『これからこれからこれからこれからアナログアナログアナログアナログ設計設計設計設計者者者者ににににななななるるるる人人人人へへへへ、、、、                                        これからこれからこれからこれからアナログアナログアナログアナログ設計設計設計設計者者者者をををを育育育育ててててるるるる人人人人へへへへ』』』』            

講師講師講師講師：：：：    堀堀堀堀江江江江昇氏昇氏昇氏昇氏    

                        （（（（アナログアナログアナログアナログ技術技術技術技術ネットワークネットワークネットワークネットワーク（（（（ATATATATNNNN））））    理事理事理事理事長長長長，，，，    

                            日日日日本本本本ササササーーーーボボボボ株株株株式式式式会会会会社社社社    取取取取締役締役締役締役、、、、執執執執行社行社行社行社長長長長））））    日時日時日時日時：：：：２００４２００４２００４２００４年年年年５５５５月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（月月月月））））１４１４１４１４：：：：００００００００    ----    １６１６１６１６：：：：００００００００ 

 

第第第第１１１１4444 回講演会回講演会回講演会回講演会         講演題目講演題目講演題目講演題目：：：：    『『『『アナログアナログアナログアナログ産業産業産業産業クラスタークラスタークラスタークラスターづづづづくくくくりをりをりをりを目目目目指指指指してしてしてして    

                            ～～～～群馬群馬群馬群馬県県県県におけるにおけるにおけるにおけるアナログアナログアナログアナログ産業産業産業産業振興政策振興政策振興政策振興政策についについについについてててて～』～』～』～』    講師講師講師講師：：：：    古仙孝古仙孝古仙孝古仙孝一一一一    様様様様    



                群馬群馬群馬群馬県産業県産業県産業県産業経済局経済局経済局経済局    産業産業産業産業政策政策政策政策課課課課    産業産業産業産業戦略戦略戦略戦略グループグループグループグループ    講演題目講演題目講演題目講演題目：：：：『『『『国際国際国際国際的的的的ももももののののづづづづくくくくりりりり技術技術技術技術創造拠点創造拠点創造拠点創造拠点ををををめめめめざざざざしてしてしてして                                        ～Ｓ～Ｓ～Ｓ～ＳｏｏｏｏＣＣＣＣ設計設計設計設計センターセンターセンターセンターのののの活活活活動動動動についについについについてててて～』～』～』～』    講師講師講師講師：：：：    野依野依野依野依一一一一正正正正    様様様様    

                    北九州北九州北九州北九州産業産業産業産業学術学術学術学術推推推推進進進進機機機機構構構構    ＳＳＳＳｏｏｏｏＣＣＣＣ設計設計設計設計センターセンターセンターセンター    日時日時日時日時：：：：    ２００４２００４２００４２００４年年年年５５５５月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（金金金金））））１３１３１３１３：：：：３０３０３０３０－－－－１６１６１６１６：：：：００００００００  
第第第第１１１１３３３３回講演会回講演会回講演会回講演会         講演題目講演題目講演題目講演題目：：：：    『『『『計測技術計測技術計測技術計測技術におけるにおけるにおけるにおけるアナログアナログアナログアナログととととデジタルデジタルデジタルデジタルのののの興亡興亡興亡興亡（（（（攻防攻防攻防攻防）』）』）』）』                

講師講師講師講師：：：：    田澤勇夫様田澤勇夫様田澤勇夫様田澤勇夫様（（（（田田田田澤澤澤澤 R&DR&DR&DR&D 技術技術技術技術士士士士事事事事務務務務所所所所））））    日時日時日時日時：：：：    ２００４２００４２００４２００４年年年年４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金））））１３１３１３１３：：：：３０３０３０３０－－－－１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０ 

                                                          第第第第１３１３１３１３回講演会回講演会回講演会回講演会のののの様様様様子子子子 

LLLLeeeeCCCCroyroyroyroy 社社社社ののののセミナーセミナーセミナーセミナー     日時日時日時日時：：：：2004200420042004 年年年年 4444 月月月月 2222 日日日日（（（（金金金金曜曜曜曜日日日日））））13:0013:0013:0013:00～～～～16:3016:3016:3016:30    

    講師講師講師講師：：：：伊伊伊伊藤藤藤藤吉史吉史吉史吉史氏氏氏氏            （（（（レクロイレクロイレクロイレクロイ・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン株株株株式式式式会会会会社社社社    hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....lecroylecroylecroylecroy....comcomcomcom////jjjjaaaappppanananan////）））） 
第第第第１１１１2222 回講演会回講演会回講演会回講演会 ( ( ( (講演会講演会講演会講演会ポポポポスタースタースタースター））））    講演題目講演題目講演題目講演題目    『『『『タイタイタイタイムドムドムドムドメインジッタメインジッタメインジッタメインジッタ分離分離分離分離手法手法手法手法によるによるによるによるデザインデザインデザインデザインエエエエラーラーラーラー、、、、                                            プロセスプロセスプロセスプロセスエエエエラーラーラーラーのののの評価評価評価評価解析解析解析解析』』』』    講師講師講師講師：：：：    新新新新井井井井信信信信吾吾吾吾様様様様    

    （（（（ウェウェウェウェーーーーブブブブクレストクレストクレストクレスト株株株株式式式式会会会会社社社社    ジジジジェネェネェネェネラルマラルマラルマラルマネネネネージージージージャャャャーーーー））））    

日時日時日時日時：：：：    ２２２２月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））１１１１４４４４：：：：００００００００－－－－１１１１６６６６：：：：００００００００ 

第第第第１１１１1111 回講演会回講演会回講演会回講演会((((講演会講演会講演会講演会ポポポポスタースタースタースター）））） 講演題目講演題目講演題目講演題目：：：：    『『『『パイプラインパイプラインパイプラインパイプライン型型型型アナログアナログアナログアナログ・・・・デジタルデジタルデジタルデジタル変換器変換器変換器変換器入門入門入門入門』』』』                                ((((PipelinedPipelinedPipelinedPipelined    AAAADC DC DC DC TutorialTutorialTutorialTutorial))))    
講師講師講師講師：：：：    AndrewAndrewAndrewAndrew    AboAboAboAbo氏氏氏氏    （（（（アナログアナログアナログアナログ・・・・デバイセデバイセデバイセデバイセズズズズ社社社社）））） 日時日時日時日時：：：：２２２２月月月月５５５５日日日日（（（（木木木木））））１４１４１４１４：：：：００００００００－－－－１６１６１６１６：：：：００００００００ 

 

第第第第１１１１００００回講演会回講演会回講演会回講演会        講演題目講演題目講演題目講演題目        『『『『ＬＳＬＳＬＳＬＳＩＩＩＩテストテストテストテストのののの概要概要概要概要とととと最近最近最近最近ののののテストテストテストテストのののの話題話題話題話題』』』』    講師講師講師講師：：：：    甲甲甲甲元元元元芳雄芳雄芳雄芳雄様様様様    （（（（((((株株株株))))アアアアドバドバドバドバンテストンテストンテストンテスト    商品商品商品商品企企企企画統括画統括画統括画統括部部部部    マーマーマーマーケケケケッティングッティングッティングッティング・・・・グループグループグループグループ    リーダリーダリーダリーダ））））    日時日時日時日時：：：：    ２００４２００４２００４２００４年年年年１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（金金金金））））９９９９：：：：３０３０３０３０－－－－１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０ 



第第第第９９９９回講演会回講演会回講演会回講演会            （（（（講演講演講演講演会会会会紹介紹介紹介紹介ポポポポスタースタースタースター[[[[worworworword]d]d]d]））））        題目題目題目題目：：：：    「「「「A virtual tour to a design center                        -------- I I I Introntrontrontrodudududucececece ADI  ADI  ADI  ADI JJJJaaaappppanananan    ddddesignesignesignesign    centercentercentercenter    anananandddd    analoganaloganaloganalog    ddddesignesignesignesign    worworworworkkkk」」」」        講師講師講師講師：：：：    CCCChrishrishrishris M M M Mangelsdorfangelsdorfangelsdorfangelsdorf 氏氏氏氏（（（（アナログアナログアナログアナログ・・・・デデデデババババイセズイセズイセズイセズ社社社社））））        題目題目題目題目：：：：    「「「「Speaker disappears...                        --------ADA (ADA (ADA (ADA (aaaadvdvdvdvanceanceanceancedddd    ddddigitaligitaligitaligital    amamamampppplifier)lifier)lifier)lifier)    introintrointrointrodududuductionctionctionction」」」」        講師講師講師講師：：：：    BillBillBillBill    YangYangYangYang    LLLLiuiuiuiu氏氏氏氏    （（（（アナログアナログアナログアナログ・・・・デデデデババババイセズイセズイセズイセズ社社社社））））        日時日時日時日時：：：：    ２００３２００３２００３２００３年年年年１２１２１２１２月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））１４１４１４１４：：：：３０３０３０３０－－－－１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    
                第第第第９９９９回講演会回講演会回講演会回講演会のののの様様様様子子子子：：：：会場会場会場会場風景風景風景風景、、、、BilBilBilBilｌｌｌｌ氏氏氏氏、、、、ＣＣＣＣｈｉｒｉｓｈｉｒｉｓｈｉｒｉｓｈｉｒｉｓ氏氏氏氏とととと学生学生学生学生    

 第第第第８８８８回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目    ：：：： M M M MicroicroicroicroEEEElectronicslectronicslectronicslectronics    forforforfor    HomeHomeHomeHome E E E Entertainmentntertainmentntertainmentntertainment    講師講師講師講師    ：：：：    ソニソニソニソニーーーー    萩原良昭萩原良昭萩原良昭萩原良昭氏氏氏氏    日時日時日時日時    ：：：：    ２００３２００３２００３２００３年年年年１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））    １４１４１４１４：：：：３０３０３０３０ーーーー１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０   関連リンク(２００１年ＥＳＳＣＩＲＣ招待講演より ）    概要 講演  

 第第第第７７７７回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目    ：：：：    「「「「半導半導半導半導体体体体はははは今今今今、、、、新新新新ししししいいいい時時時時代代代代へへへへ                        SSSSooooC (SC (SC (SC (Systemystemystemystem    onononon C C C Chhhhiiiipppp))))    からからからから、、、、SSSSiiiiP (SP (SP (SP (Systemystemystemystem    inininin P P P Pacacacackkkkage)age)age)age)    へへへへ」」」」    講師講師講師講師    ：：：：    阪阪阪阪本本本本純純純純次次次次氏氏氏氏（（（（三洋三洋三洋三洋電電電電機機機機 OOOOB)B)B)B)    日時日時日時日時    ：：：：    ２００３２００３２００３２００３年年年年９９９９月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（火火火火））））１５１５１５１５：：：：００００００００－－－－１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０     第第第第６６６６回講演会回講演会回講演会回講演会 題目題目題目題目１１１１    ：：：：        「「「「ディジタルディジタルディジタルディジタル回路回路回路回路ははははアナログアナログアナログアナログ回路回路回路回路                                ～～～～    いまいまいまいま必要必要必要必要ととととされされされされるるるる高高高高周波周波周波周波回路設計技術回路設計技術回路設計技術回路設計技術    ～～～～    」」」」    講師講師講師講師    ：：：：    市川市川市川市川裕裕裕裕一氏一氏一氏一氏    ((((アイアイアイアイララララボボボボラトリーラトリーラトリーラトリー))))    日時日時日時日時    ：：：：    ２００３２００３２００３２００３年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日（（（（月月月月））））１２１２１２１２：：：：４０４０４０４０－－－－１４１４１４１４：：：：１０１０１０１０        講演講演講演講演２２２２    ：：：：    「「「「パワーアナログパワーアナログパワーアナログパワーアナログ回路回路回路回路のののの基礎基礎基礎基礎                                ～～～～オーディオアンプオーディオアンプオーディオアンプオーディオアンプからからからからモータモータモータモータドドドドライライライライババババままままでででで～」～」～」～」    講師講師講師講師    ：：：：    関関関関邦夫氏邦夫氏邦夫氏邦夫氏（（（（日日日日立製立製立製立製作所作所作所作所 OOOOBBBB,,,,    アナログアナログアナログアナログ技術技術技術技術ネットワークネットワークネットワークネットワーク））））    日時日時日時日時    ：：：：    ２００３２００３２００３２００３年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日（（（（月月月月））））    １４１４１４１４：：：：２０２０２０２０－－－－１５１５１５１５：：：：５０５０５０５０        



                            第第第第６６６６回講演会回講演会回講演会回講演会((((２０２０２０２００３０３０３０３年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日））））のののの様様様様子子子子：：：：会場会場会場会場風景風景風景風景、、、、市市市市川川川川氏氏氏氏のののの講演講演講演講演、、、、関氏関氏関氏関氏のののの講演講演講演講演    

    第第第第５５５５回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目    ：：：：    「「「「CMOS ACMOS ACMOS ACMOS Analognalognalognalog    ははははどどどどここここままままででででのののの性性性性能能能能をををを引引引引きききき出出出出せせせせるるるるかかかか????」」」」    講師講師講師講師    ：：：：    濱崎利濱崎利濱崎利濱崎利彦氏彦氏彦氏彦氏                （（（（日日日日本本本本テキテキテキテキササササスススス・・・・インスインスインスインスツツツツルメンルメンルメンルメンツツツツ社社社社                            DCESDCESDCESDCES カカカカンパンパンパンパニニニニーーーー    テクノロジーセンターテクノロジーセンターテクノロジーセンターテクノロジーセンター））））    日時日時日時日時：：：：    ２００３２００３２００３２００３年年年年７７７７月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（水水水水））））         第第第第４４４４回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目    「「「「光光光光通通通通信信信信システシステシステシステムムムム用用用用アナログフロントアナログフロントアナログフロントアナログフロントエエエエンンンンドドドド回路技術回路技術回路技術回路技術」」」」    講師講師講師講師    NNNNTTTTTTTT エエエエレクトロレクトロレクトロレクトロニニニニクスクスクスクス((((株株株株))))技術開発技術開発技術開発技術開発本部本部本部本部    石石石石原原原原    昇昇昇昇    様様様様    日時日時日時日時    ２００３２００３２００３２００３年年年年５５５５月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））    第第第第３３３３回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目    「「「「アナログアナログアナログアナログ回路回路回路回路とととと技技技技術術術術ののののスパイラルスパイラルスパイラルスパイラル」」」」            --------    ICICICIC とのとのとのとの出出出出会会会会いいいいからからからから MMMMiiiixxxxeeeedddd S S S Signalignalignalignal    LLLLSISISISI へへへへ    ------------        講師講師講師講師    日日日日立製立製立製立製作所作所作所作所    名誉名誉名誉名誉嘱託嘱託嘱託嘱託        工工工工学学学学博博博博士士士士        永永永永田田田田    穰穰穰穰    先先先先生生生生        日時日時日時日時    ２００２２００２２００２２００２年年年年    ６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（月月月月））））        第第第第２２２２回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目    「「「「アナログアナログアナログアナログ手法手法手法手法をををを用用用用いいいいたたたた直接拡散直接拡散直接拡散直接拡散型型型型                        １１１１チップスチップスチップスチップスペペペペクトルクトルクトルクトル拡散拡散拡散拡散トランシートランシートランシートランシーババババＬＳＩ」ＬＳＩ」ＬＳＩ」ＬＳＩ」        講師講師講師講師    三洋三洋三洋三洋電電電電機機機機セミコンダクターセミコンダクターセミコンダクターセミコンダクターカカカカンパンパンパンパニニニニーーーー        高高高高橋橋橋橋    義昭義昭義昭義昭    氏氏氏氏        日時日時日時日時：：：：２００１２００１２００１２００１年年年年１２１２１２１２月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（火火火火））））    第第第第１１１１回講演会回講演会回講演会回講演会    題目題目題目題目：：：：「「「「ハハハハーーーードドドドデイスクデイスクデイスクデイスク用用用用アナログデジタルアナログデジタルアナログデジタルアナログデジタル混載混載混載混載 222244440M0M0M0Mbbbbppppssss                            CMOSCMOSCMOSCMOS----EPRMEPRMEPRMEPRMLLLL リーリーリーリードドドドチチチチャンネルチップャンネルチップャンネルチップャンネルチップ」」」」    講師講師講師講師：：：：日日日日立製立製立製立製作所作所作所作所アナログアナログアナログアナログ技術技術技術技術本部本部本部本部    主主主主管管管管技師技師技師技師            松松松松浦浦浦浦    達治達治達治達治    氏氏氏氏        日時日時日時日時：：：：２００１２００１２００１２００１年年年年１１１１１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日        

    



平成２０年度 「「「「高速高速高速高速・・・・高周波高周波高周波高周波アナログアナログアナログアナログ CMOSCMOSCMOSCMOS 集積回路設計基礎講座集積回路設計基礎講座集積回路設計基礎講座集積回路設計基礎講座」」」」 

 

講師： 石原 昇 先生 

    （群馬大学共同研究イノベーションセンター客員教授） 

 

第１回  2008/6/7 

『MOS トランジスタと基本増幅回路の高周波特性』 

第２回  2008/8/2 

『無線通信用回路：低雑音アンプとパワーアンプ』 

第３回  2008/10/4 

『無線通信用回路：電圧制御発振回路とミキサー』 

第４回  2008/12/20 

『IC を設計を試作するための基礎知識』 

第５回 2009/3/7  

『高周波 IC の実装と評価技術』 

--- 試作した IC をどう評価したらよいか --- 

 

-------------------------------------------- 

群馬大学における「高周波アナログ集積回路設計のための基礎講義シリーズ」 

を平成１９年度、第５回にわたり開催しました。 

 

講師： 石原 昇 （群馬大学 客員教授） 

 

--- 「高周波アナログ集積回路設計基礎講座シリーズ」の開催 --- 

第１回 5 月 26 日（土） 題目１： 高速・高周波アナログ集積回路の試作の仕方 

第２回 6 月 23 日（土） 題目２： 無線通信用高周波アナログ集積回路の基礎 

第３回 7 月 21 日（土） 題目３： 高速ディジタル伝送用高速アナログ集積回路の基礎 

第４回 10 月 13 日（土） 題目４： 高速・高周波 IC の実装・評価技術 

第５回 11 月 17 日（土） 題目５： 群馬大学における高周波アナログ集積回路設計技術に関す

る研究紹介 

     

各３時間の講義。 

 


