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Future Technologies from HIRADO

Future Technologies from HIRADO 2016にご参加頂きあ
りがとうございます。本シンポジウムは，電気学会・センサ・マ
イクロマシン（E）部門の部門大会である「センサ・マイクロマ
シンと応用システム」シンポジウム（センサシンポジウム），応
用物理学会集積化MEMS 技術研究会主催 集積化 MEMS シ
ンポジウム，さらには，電子情報通信学会，エレクトロニクス
実装学会などが協力して準備を進め，センサ，MEMSおよび
マイクロ・ナノ工学分野の研究者・技術者が学協会の枠を超
えて一堂に会する場となっています。また，台湾から本分野で
ご活躍の専門家を招待した「日本・台湾国際交流シンポジウ
ム」を併催し，さらに一般公開セッションとして「山，海，空と
センサと」を開催します。

今回は，長崎県平戸市の平戸文化センター，未来創造館，
平戸海上ホテルを会場として，基調講演6件、企画セッション
や招待講演15件，口述発表120件 ，ポスター発表145件 ，合
計286件の発表が行われます。

基調講演には，「夢　持ち続け日々精進」（A and Live
（ジャパネットたかた　前社長）髙田 明氏），「CMOSと
MEMSの融合が創造する次なるIoT」（台湾National Tsing 
Hua University　Weileun Fang氏），「味と匂いを測るセン
サの開発」（九州大学　都甲 潔氏），「医師がシリコンを処
方する未来-新しいヘルスケアシステムの幕開け」（ベルギー
王国　IMEC　Chris Van Hoof氏），「昆虫撮影における工
夫と電子技術の応用」（栗林自然科学写真研究所　栗林 慧
氏），および「加速度センサを用いたパーキンソン病の早期
診断と歩行支援」 （東京工業大学　三宅 美博氏）と，日台
欧からの魅力的な基調講演者による，学生・研究者・技術者
に共通した興味深い話題を用意しました。一般公開セッショ
ン「山，海，空とセンサと」は，長崎県平戸市の地理的特徴と
組み合わせた講演を集めたプログラムで，国際社会の未来を
担う地元の高校生を中心に一般の方どなたでも無料で参加頂
けます。本一般公開セッションは、電気学会センサ・マイクロ
マシン部門（E部門），平戸市，平戸市教育委員会が共同で企
画したプログラムで，平戸市民生涯学習講演会としても開催さ
れます。

さらに，本シンポジウムに参加される学生・研究者・技術
者がより深く交流を図れるように，研究者交流会，口述発表
者によるオーサーズインタビューを企画しました。学会横断
的な情報交換，ディスカッションが出来る貴重な機会をご提
供できると確信しております。

最後に，論文委員長，幹事さらに実行委員会および論文委
員会のメンバーの方々に心よりお礼申し上げます。また，各学
会の多方面にわたるご支援，平戸市，長崎県，技術展示企業・
団体，事務局の方々に深く感謝いたします。

第33回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジ
ウムにおいて，社団法人応用物理学会集積化MEMS技術研
究会主催「第8回集積化MEMSシンポジウム」の開催が実現
するにあたって，実行委員会はじめ関係各位に感謝申し上げ
ます。

皆様のご支援等により，集積化MEMSシンポジウムも今年
で第8回目の開催となります。改めて皆様の積極的なご参加
に感謝申し上げます。

平成20年5月，応用物理学会のもと，MEMSとLSI両技術分
野の融合を目指し，国内の産業および学術の活性化に貢献す
るため集積化MEMS技術研究会を設立しました。本活動を通
じ，各学会との連携を図り，広く人的ネットワークの裾野を広
げ，産業界，大学含めた連携の基盤つくりを目指し，次世代に
つながる新しい産業の礎となるべく活動を進めていきたいと
考えています。

これまで，電気学会ではセンサ・マイクロマシン部門におい
て，「センサ・マイクマシンと応用システム」と題してシンポジ
ウムを毎年開催し，学際的な領域にあるセンサ・MEMS技術
のさらなる発展を目指し，センサ・マイクロマシンに関して最
新技術が発表されてきました。本研究会としては，「集積化
MEMSシンポジウム」を開催することにより，IoTに代表される
集積技術分野のシステム指向が加速されていく環境下で，新
たな価値を創造するLSI技術とMEMS技術の真の融合機会を
設け，今後の産業を牽引するシステム化指向の一端を担えれ
ばと思っています。

システム化指向が単なるLSIとMEMSのハードウエア実
装からの融合だけではなく，ソフトウエア等をも含めてのソ
リューション提供を目指し，システムの更なる高性能化・優位
化，ひいてはイノベーションを誘発する相互作用を引き出して
いくことが，LSIとMEMS両分野の今後目指すべきターゲット
であり，ゴールとして豊かで安心・安全な人間社会を実現して
いく技術として，注力すべき領域と思います。

集積化の定義は，過去いくつか提示されてきましたが，今
後は単なる，1＋1＞2の次のステージを生み出すだけでなく，
継続的に新たなステージを自律的に誘発して進歩していく時
代になっていきつつあります。その為には，システムを構成す
る縦方向の様々なレイヤーと横方向の様々なフィールドの研
究者が集まって，真の異分野融合を目指した“創造の翼“を広
げてのホットな議論を進めたいと考えています。

また今回は、関係各位のご尽力により、長崎県平戸市開
催、日本・台湾国際交流シンポジウムの併催等により、地域
創生やグローバル化を含めた環境下での開催となり、本シン
ポジウムを通じて皆様の議論がより一層活発化することを祈
念いたします。

「融合と革新　新たな価値創出を目指
し変わり続ける：平戸にて」
電気学会E部門
第33回「センサ・マイクロマシンと
応用システム」シンポジウム
実行委員長　古賀　章浩

第8回集積化MEMSシンポジウム開催
に向けて
公益社団法人応用物理学会
集積化MEMS技術研究会　委員長
有本　和民
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電気学会　センサ・マイクロマシン部門主催，第33回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム，応用物理学会　集積化MEMS技術
研究会主催，第8回「集積化MEMSシンポジウム」は，「Future Technologies from HIRADO」をテーマに，2016年10月24日から26日，長崎県平戸
市にて開催される運びとなりました。 開催地，平戸市の歴史，地理的な背景（台湾の英雄である「鄭成功（チェンチェンコウ）」生誕の地）を踏ま
え，台湾著名人を招待した「日本・台湾国際交流シンポジウム」を併催し，さらに一般公開セッションとして「山，海，空とセンサと」を開催します。
学・協会を超えた研究グループ間の情報の交換，アイディアの討議の場として，センサ・マイクロマシン技術，MEMS技術のさらなる発展を目標に開
催される，日本最大級のシンポジウムの結集となります。 

Future Technologies from HIRADO　基調講演

10月24日（月）　09:30-10:10
（A会場：平戸文化センター　大ホール（1F））

10月24日（月）　13:20-14:00
（A会場：平戸文化センター　大ホール（1F））

10月25日（火）　09:00-09:40
（A会場：平戸文化センター　大ホール（1F））

10月25日（火）　09:40-10:20
（A会場：平戸文化センター　大ホール（1F））

10月25日（火）　13:45-14:25
（A会場：平戸文化センター　大ホール（1F））

10月26日（水）　10:10-10:50
（A会場：平戸文化センター　大ホール（1F））

「夢 持ち続け日々精進」
株式会社 A and Live （エーアンドライブ）　代表取締役　髙田　明氏

（株式会社ジャパネットたかた　前社長）

「CMOSとMEMSの融合が創造する次なるIoT」 
National Tsing Hua University（台湾）Power Mechanical Eng. Dept./NEMS Institute 
Distinguished Professor　Weileun Fang氏　（日本・台湾国際交流シンポジウム内）

「味と匂いを測るセンサの開発」
九州大学　大学院システム情報科学研究院　味覚・嗅覚センサ研究開発センター
主幹教授 センター長　都甲　潔氏

「医師がシリコンを処方する未来-新しいヘルスケアシステムの幕開け」
Imec（ベルギー王国） Director Wearable Health Solutions & imec fellow
Smart Systems　Chris Van Hoof氏

「昆虫撮影における工夫と電子技術の応用」
栗林自然科学写真研究所　栗林　慧氏

（一般公開セッション「山，海，空とセンサと」内） 

「加速度センサを用いたパーキンソン病の早期診断と歩行支援」
東京工業大学　情報理工学院　教授　三宅　美博氏
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日本・台湾国際交流シンポジウム
Taiwan and Japan International Exchange Symposium

★10月24日（月）　13:15-18:15 （A会場：平戸文化センター　大ホール（1F））
共同主催：電気学会 センサ・マイクロマシン部門／応用物理学会 集積化MEMS技術研究会

平戸市は，台湾の英雄「鄭成功（チェンチェンコウ）」（父が台湾人，母が日本人）の生誕地です。台湾・中国では民族的英雄として
描かれ，特に台湾では，孫文，蒋介石とならぶ「三人の国神」の一人として尊敬されています。成功大学の成功は鄭成功からの由来
です。台湾の人にとって，平戸は魅力ある場所です。また，台湾はファンドリメーカが集約し，半導体産業を考える上で不可欠な存在
です。さらに，集積化MEMS技術の研究開発も活発です。以上を踏まえ，センサおよび集積化MEMS技術で活躍している方々を招待
し，互いの交流を図る機会としてシンポジウムを企画いたしました。本シンポジウムでは，講演後に「日本・台湾の研究と交流，これ
までとこれから」と題してパネルディスカッションを開催します。

Program  総合司会　佐々木　実氏（豊田工業大学）、 田中　秀治氏（東北大学）
13:15-13:20 開会挨拶　有本　和民氏 （応用物理学会 集積化MEMS技術研究会委員長）

13:20-14:00

Plenary Talk: “CMOS MEMS for the Next Big Things – IoT” 
National Tsing Hua University, Power Mechanical Eng. Dept./NEMS Institute
Distinguished Professor 
Weileun Fang氏

14:00-14:05 休憩

14:05-14:30 生命科学分野の革新的研究を拓くイオンイメージセンサ 
豊橋技術科学大学　電気・電子情報工学系教授　澤田　和明氏

14:30-14:55 Bridging the gap from MEMS prototype to production
Asia Pacific Microsystems Inc., Vice President, R&D, Jerwei Hsieh氏

14:55-15:20
マイクロシステム融合技術による次世代ロボット用触覚センサと
プラットフォームCMOS-LSI
東北大学　マイクロシステム融合研究開発センター　准教授　室山　真徳氏

15:20-15:35 休憩

15:35-16:00

CMOS-MEMS Oscillators
National Tsing Hua University, Institute of NanoEngineering and MicroSystems,
Professor
Sheng-Shian氏

16:00-16:25
次世代撮像システムの実現に向けた
画素並列信号処理3次元構造CMOSイメージセンサの開発
NHK放送技術研究所　新機能デバイス研究部　専任研究員　後藤　正英氏

16:25-16:50

Polymer-based Microdevices
National Taiwan University, Department of Mechanical Engineering,
Professor and Department Chair
Yao-Joe Yang氏

16:50-17:00 休憩

17:00-18:10

パネルディスカッション　「台湾・日本の研究と交流：これまでとこれから」
司　　 会 有本 和民氏（岡山県立大学）、佐々木 実氏（豊田工業大学）
パネリスト Weileun Fang氏（National Tsing Hua University）
 Jerwei Hsieh氏 （Asia Pacific Microsystems Inc.）
 Yao-Joe Yang氏 （National Taiwan University）
 大場　隆之氏（東京工業大学）
 田中　秀治氏（東北大学）
 山下　一郎氏（大阪大学）
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一般公開セッション
「山，海，空とセンサと」

10月25日（火）　13:40-17:15
（A会場：平戸文化センター　大ホール（1F））

主催： 電気学会センサ・マイクロマシン部門，平戸市，平
戸市教育委員会

主管：「山，海，空とセンサと」実行委員会

一般公開セッション「山，海，空とセンサと」は，長崎県平戸市
の地理的特徴と組み合わせた講演を集めたプログラムで，国
際社会の未来を担う地元の高校生を中心に一般の方どなたで
も参加頂けます。本プログラムは，電気学会センサ・マイクロマ
シン部門（E部門），平戸市，平戸市教育委員会が共同で企画し
たプログラムで，平戸市民生涯学習講演会としても開催されま
す。本セッションは一般公開セッション（聴講無料）です。

平戸市民生涯学習講演会
第33回 「センサ・マイクロマシンと応用システム」

シンポジウムー般公開セッション

山 ，海 ，空とセン サと
昆虫の目になりたいあなたに朗報！！
昆虫撮影における
工夫と電子技術の応用
栗林自然科学写真研究所　栗林　慧 先生

よく利く鼻してるだろ？昆虫なんだぜ
昆虫嗅覚に学ぶ匂いセンサ
東京大学　光野 秀文 先生

タマムシの玉虫色の秘密は構造にあった！
微細構造による発色を利用した
表示素子
豊橋技術科学大学　高橋 一浩 先生

参上！サイボーグ昆虫！！
生命機械融合ウェットロボティクス
大阪大学　森島 圭祐 先生

ギョギョッ！イカもホタテもナマコも大漁！！
あなたもいかがかしら？
漁業者のための
センサネットワークシステム
公立はこだて未来大学　和田 雅昭 先生

いろんなThingsがネットに接続する時代！
農作物もセンサで管理！！
IoTとスマートセンサによる
農業情報の見える化とその利用
九州大学　岡安 崇史 先生

◆研究者交流会◆
日時：10月23日（日）17:30-19:30
場所：平戸海上ホテル　

第33回「センサ・マイクロマシンとその応用システム」シンポジウ
ム開催の前日23日に平戸海上ホテルで，企業や大学等の研究機関
の研究者ご自身の紹介や新技術紹介を兼ねた研究者交流会を開催
します。 平戸ならではのロケーションを活かして，幅広い交流関係
を築いていただければ幸いです。 また，シンポジウムでのご発表を
参加者へ宣伝する場としてもご利用下さい。 多くの研究者のご参加
をお待ちしております。 本交流会は，会場への出入りは自由です。

◆Future Technologies from HIRADO 
オーサーズインタビュー◆
日時：10月25日（火）19:30〜21:00
場所： 平戸海上ホテル　

パラレルセッションのため講演を聞き逃した，質疑応答が出来な
かった，という声に応えて，講演を行った研究者の皆様に対し，オー
サーズインタビュー（各講演のスライドを印刷し，ポスター形式での
発表）の時間を設け，発表や質疑の時間では行えなかったより深い
議論や研究交流・産学連携に繋がる場を実施します。皆様の研究交
流の場としてご活用ください。参加自由。口頭発表者の方は講演スラ
イドを印刷し，ご持参ください。

◆Future Technologies from HIRADO懇親会◆
日時：10月24日（月）19:00〜21:00
場所：平戸海上ホテル　

平戸の海・山・里の幸が演出する浪漫漂う味わい深い平戸の味
を，シンポジウム参加者同士の交流をお楽しみください。伝統芸能
も予定しております。当日受付もありますので是非ご参加ください。

（当日：一般7,000円　学生5,000円）
シンポジウム会場から平戸海上ホテルへは，ホテルのシャトルバ

スが運行されておりますが，徒歩20分ほどです。当日は光と食の祭
典が開催されており，ちょうど18:45からはプロジェクションマッピン
グも予定されています。平戸の街を歩いて懇親会会場にお越しくだ
さい。

シンポジウム会場 

プロジェクション
マッピング 

平戸海上ホテル 

13：45〜14：25

14：30〜15：00

15：00〜15：30

15：40〜16：10

16：10〜16：40

16：40〜17：10
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プログラムスケジュール
平戸文化センター

1F 大ホール
平戸文化センター

2F 中ホール
平戸文化センター

1F 会議室 C
平戸文化センター

1F 洋会議室
平戸市未来創造館

1F ホール

平戸文化センター
1F/2F 大ホール

ホワイエ

平戸文化センター　
1F 受付ホワイエ

平戸海上ホテル
バンケットルーム

A B C D E P W

前日
10/23（日）

17:30-19:30 研究者交流会

１日目

10/24（月）

09:00-09:30 開会式
学会挨拶

ポスター掲示 技術展示

09:30-10:10 24am1-A-1
基調講演 （高田明氏）

10:10-10:15 技術展示紹介
休憩 （5 分）

10:20-11:50
24am2-A

センサ・MEMS のための
実装技術 （実装学会連携）

24am2-B
マイクロナノプロセス・

材料技術 I

24am2-C
システム

アプリケーション

24am2-D
MEMS/NEMS・

一般

24am2-E
集積化 MEMS

シンポ：
デバイス材料と回路

11:50-13:15 技術展示プレゼン
（ランチョン）

13:15-13:20
24pm1-A

日台国際シンポジム
開会あいさつ

13:20-14:00
24pm1-A-1
基調講演

（台湾，Fang 教授）
休憩 （5 分）

14:05-16:05

24pm1-A
日台国際シンポジム

24pm2-B
マイクロナノプロセス・

材料技術 II

24pm2-C
センサ・

アクチュエーター
システム

24pm2-D
メタマテリアル・

プラズモニック構造
（企画セッション）

24pm2-E
電気・機械合同 OS

I

休憩 （10 分）

16:15-18:15
24pm3-B

生体・環境
センシング

    24pm3-C
バイオセンサ

24pm3-D
ケミカルセンサ I

24pm3-E
電気・機械合同 OS 

II

移動 45 分
19:00-21:00 懇親会

２日目

10/25（火）

09:00-09:40 25am1-A-1
基調講演 （九大，都甲教授）

ポスター掲示

技術展示

09:40-10:20 25am1-A-2
基調講演 （imec，Chris 氏）

休憩 （5 分）

10:25-12:25

25am2-PS/LN/PM
ポスター

セッション I
（末尾奇数）

技術展示プレゼン
11:25-12:25

12:25-13:40

ポスター掲示

13:40-13:45 25pm1-A
一般公開セッション 挨拶

13:45-14:25 25pm1-A-1
基調講演 ( 栗林彗氏 )

休憩 （5 分）

14:30-15:30

25pm1-A
一般公開セッション

「山，海，空とセンサと」

25pm2-B
電子情報通信学会
連携セッション　I

25pm2-C
MEMS/NEMS・

エナジー
ハーベスタ

25pm2-D
集積化 MEMS

シンポ：
パッケージングと実装

休憩 （10 分）

15:40-16:40
25pm3-B

電子情報通信学会
連携セッション　II

25pm3-C
バイオ MEMS I

25pm3-D
集積化 MEMS

シンポ：
エネルギー／

バイオデバイス
休憩 （5 分）

25pm4-PS/LN/PM
ポスター

セッション II
（末尾偶数）

16:45-18:45
技術展示プレゼン

17:45-18:45

移動 45 分

19:30-21:00 オーサーズ 
インタビュー

21:10-23:00 若手懇親会
in 平戸

３日目

10/26（水）

08:30-10:00 26am1-A
ケミカルセンサ II

26am1-B
フィジカルセンサ

26am1-C
バイオ MEMS II

26am1-D
集積化 MEMS
シンポ：MEMS

技術展示

休憩 （10 分）

10:10-10:50
26am2-A-1
基調講演

( 東工大，三宅教授 )

10:50-11:20 閉会式
表彰式
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第 33 回
センサ・マイクロマシンと応用システム
シンポジウム　プログラムスケジュール

10月23日（日）

10月24日（月）

10:20	 24am2-A-1
招待講演：マイクロエンコーダ，マイクロ Doppler センサ，
マイクロ血流量センサ，マイクロせん断力センサなどの光
マイクロセンサとその応用
澤田 廉士 *｛1｝，日暮 栄治｛2｝

｛1｝九州大学，｛2｝東京大学

10:50	 24am2-A-2
NdFeB パウダー配線の動きセンサへの応用
戸田 慎也 *，神田 健介，藤田 孝之，前中 一介
兵庫県立大学

11:05	 24am2-A-3
動物健康モニタリングを目的とした超小型低消費電力ワイ
ヤレスセンサノードの開発
芹澤 弘一 *｛1｝，魯 健｛2｝，張 嵐｛1｝，松本 壮平｛1｝，早瀬 仁則｛2｝

｛1｝産業技術総合研究所，｛2｝東京理科大学

11:20	 24am2-A-4
PTFE を用いたマイクロ化学チップのための微細構造技術
山口 明啓 *，木戸 秀樹，竹内 雅耶，内海 裕一
兵庫県立大学

11:35	 24am2-A-5	
MEMS 封止のためのガス雰囲気中での表面活性化ウェハ常温
接合
高木 秀樹 *，倉島 優一，柳町 真也，高見澤 昭文，池上 健
産業技術総合研究所

10:20	

10:20	 24am2-B-1
パルス DC スパッタリング法によるセンシングデバイス向け
VO2 薄膜の形成
木村 勲 *，鄒 弘綱，小林 宏樹，露木 達郎，鈴木 亮由，神保 武人
アルバック

10:35	 24am2-B-2
VLS ボトムアップ成長 Core/Shell-SiC ナノワイヤの MEMS 援
用ピエゾ抵抗特性評価
仲田 進哉 *｛1｝，井本 大暉｛1｝，Feancesca Rossi｛2｝，Alois Lugstein｛3｝，
菅野 公二｛1｝，磯野 吉正｛1｝

｛1｝神戸大学，｛2｝The IMEM-CNR Institute，｛3｝ウィーン工科大学

17:30-19:30　平戸海上ホテル
研究者交流会（無料，登録制）

09:00-9:30（A会場）
開会式

09:30-10:10（A会場）　24am1-A-1
基調講演：夢 持ち続け日々精進
座長： 古賀 章浩（東芝）
髙田 明 *　
株式会社 A and Live（エーアンドライブ）

10:10-10:15（A会場）
技術展示紹介
青野 宇紀（日立製作所）

10:20-11:50（A会場）　24am2-A	
センサ・MEMS のための実装技術

（エレクトロニクス実装学会連携セッション）
座長：日暮 栄治（東京大学）

10:20-11:50（B会場）　24am2-B	
マイクロナノプロセス・材料技術 I
座長：菅 哲朗（電気通信大学）

10:50	 24am2-B-3
MEMS 材料としての SiGe 薄膜の物性評価と加速度センサへ
の応用
廣田 朝地 *，横松 得滋，神田 健介，藤田 孝之，前中 一介
東北大学

11:05	 24am2-B-4
伸縮性ナノシート自立膜の製作および光学機械特性評価
熊谷 隼人 *｛1｝，佐藤 信孝｛2｝，武岡 真司｛2｝，澤田 和明｛1｝， 
藤枝 俊宣｛2｝，高橋 一浩｛1｝

｛1｝豊橋技術科学大学，｛2｝早稲田大学

11:20	 24am2-B-5	
反応性スパッタ法による TiO2 薄膜を用いたバイオケミカル
デバイス用機能表面の開発
小林 大造 *，小西 聡
兵庫県立大学

11:35	 24am2-B-6	
片面励起型無線発振式 QCM の周波数安定性の電極径，結晶
方向依存性
坂口 淳 *，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

10:20	 24am2-C-1	
ハブ発電機と MRAM を用いた自転車用バッテリレス・センサ
レススピードレコーダ
田中 亜実 *，西橋 毅，坂本 裕哉，末松 怜大，道関 隆国
立命館大学

10:35	 24am2-C-2	
布状ウェアラブル導波路上の着脱式センサノードの RFIDタグ
を用いた位置推定
野田 聡人 *，篠田 裕之
東京大学

10:50	 24am2-C-3	
圧電素子を電源と信号源に用いたバッテリレス・ワイヤレス
電子ドラム構成
西川 久，西橋 毅 *，清水 裕也，田中 亜実，道関 隆国
立命館大学

10:20-11:50（C会場）　24am2-C	
システムアプリケーション
座長：室山 真徳（東北大学）

マークはスタンプラリーが実施され
ているところです。たくさんスタン
プを集めてください。当選者は閉会
式で発表し、賞品をお渡しします 。

ドリンクコーナー

WC

WC
WC

WC

WC

WC

WC

会議室C
会議室
和室メインエントランス

大ホール
（体育館兼用）

プロムナード
デッキ

ホワイエホワイエホワイエ

センター
ホール

ホ
ワ
イ
エ

歩
道
橋

WC WC

ホール

図書館

入口

書庫

事務室

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

平戸文化
センター
1F

平戸文化
センター
2F

未来
創造館
1F

E会場（未来創造館へ）

E会場（1F、ホール）

C会場（1F、会議室C）

D会場（1F、洋会議室）

A会場（1F、大ホール）

P会場（1F、ホワイエ）

平戸・長崎物産ブース
（1F、ホワイエ）

ステージ
アリーナ

受付（1F、ホワイエ）
技術展示会場

休憩所

ホ
ワ
イ
エ

展
望
バ
ル
コ
ニ
ー

P会場（2F、ホワイエ）

B会場（2F、中ホール）

会議室
洋室

事務室

中ホール
（武道場兼用）
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11:05	 24am2-C-4	
加速度・角速度センサを用いた歩行運動の軌道推定と診断支援
への応用
堀 宏有 *｛1｝，廣部 祐樹｛1｝，橋口 裕徳｛1｝，織茂 智之｛2｝，沢田 裕之｛2｝， 
稲葉 彰｛2｝，三宅 美博｛1｝

｛1｝東京工業大学，｛2｝関東中央病院

11:20	 24am2-C-5
改良型減圧機構を用いたグルコース駆動式薬物放出システム
に関する研究
森 大典 *｛1｝，栗原 康司｛2｝，ムンフジャルガル ムンフバヤル｛1｝，
當麻 浩司｛1｝，荒川 貴博｛1｝，矢野 和義｛2｝，三林 浩二｛1｝

｛1｝東京工科大学，｛2｝東京医科歯科大学

11:35	 24am2-C-6	
小型加速度センサを用いた傾き角度推定に基づくパーキンソン
病姿勢異常の定量評価
廣部 祐樹 *｛1｝，沢田 裕之｛2｝，稲葉 彰｛2｝，織茂 智之｛2｝，三宅 美博｛1｝

｛1｝東京工業大学，｛2｝関東中央病院

10:20	 24am2-D-1
逆解析手法による単結晶 Si 薄膜の高温クリープ特性の解明
と触覚センサ開発への応用
山本 賢祐 *，中田 悟史，菅野 公二，磯野 吉正
神戸大学

10:35	 24am2-D-2
ピエゾ抵抗熱機関を利用した静電駆動型振動子
Nguyen Van Nha*，Nguyen Van Toan，小野 崇人
東北大学

10:50	 24am2-D-3
200MPaの圧力を測定可能なシリコンレゾナント圧力センサの開発
野田 隆一郎 *，湯本 淳志，羽鳥 大輔，平山 徹，吉田 勇作，高山 忠彦，
吉田 隆司
横河電機

11:05	 24am2-D-4
DNA ナノ構造設計のための 2 重螺旋 DNA 粗視化分子動力学
モデルの構築
柳生 裕聖 *｛1｝，Do-Nyun Kim｛2｝，田畑 修｛3｝

｛1｝関東学院大学，｛2｝ソウル国立大学，｛3｝京都大学

11:20	 24am2-D-5
1.6µm-1.7µm 複合型 MEMS 波長可変 VCSEL の開発
北川 雄真｛1｝，鈴木 雄太｛1｝，猿谷 敏之｛1｝，手塚 賢太郎｛1｝， 
西山 伸彦｛2｝

｛1｝横河電機，｛2｝東京工業大学

11:35	 24am2-D-6
経皮吸収製剤を目的とした先端分離型マイクロニードルに
関する研究
鍋倉 悠希 *｛1｝，今枝 航大｛2｝，長谷川 義大｛1｝，式田 光宏｛1｝

｛1｝広島市立大学，｛2｝名古屋大学

詳細は P20 を参照ください。

詳細は P4 を参照ください。

10:20-11:50（D会場）　24am2-D
MEMS/NEMS・一般
座長：塚本 貴城（東北大学）

11:50-13:15（A会場）
技術展示発表セッション

13:15-18:15（A会場）　24pm1-A
日本台湾国際交流シンポジウム
総合司会　佐々木 実氏（豊田工業大学），田中 秀治氏（東北大学）

13:20-14:00（A会場）　24pm1-A-1
基調講演：CMOS MEMS for the NEXT Big Things - IoT
座長： 田中 秀治（東北大学）
Weileun Fang*
National Tsing Hua University

14:05-16:05（B会場）　24pm2-B
マイクロナノプロセス・材料技術 II
座長：安藤 妙子（立命館大学）

14:05	 24pm2-B-1	
ドライ転写技術による自立単層グラフェン構造の製作
石田 隼斗 *，澤田 和明，高橋 一浩
豊橋技術科学大学

14:20	 24pm2-B-2	
インクジェット工法を用いたシンプルな圧電式環境発電デ
バイスの作製プロセス
鎌田 裕樹 *｛1｝，尹 棟鉉｛1｝，佐々木 敏夫｛2｝，野崎 義人｛1｝， 
山浦 真一｛3｝，関口 哲志｛1｝，中嶋 宇史｛4｝，庄子 習一｛1｝

｛1｝早稲田大学，｛2｝東北大学，｛3｝職業能力開発総合大学校， 
｛4｝東京理科大学

14:35	 24pm2-B-3	
Sputtering Epitaxy of Highly c-Axis Oriented PMnN-PZT 
Thin Film on SrRuO3/Pt/Ir/YSZ/Si for Piezoelectric MEMS 
Sensors
Pham Ngoc Thao*，Shinya Yoshida，Shuji Tanaka
Tohoku University

14:50	 24pm2-B-4
低表面エネルギー材料をモールドとした離形処理フリーナノ
インプリント法
橋本 優生 *，茂木 克雄，山本 貴富喜
東京工業大学

15:05	 24pm2-B-5
多孔質アルミナ製Cs生成源を使ったCSAC用MEMS型ガスセルの
開発
寺島 健太，平井 義和 *，土屋 智由，田畑 修
京都大学

15:20	 24pm2-B-6
表面実装型集積化 MEMS のためのレーザー消去 CMOS-LSI
マルチプロジェクトウェハへの深い TSV の作製
鈴木 裕輝夫 *｛1｝，福士 秀幸｛1｝，室山 真徳｛1｝，畑 良幸｛2｝， 
中山 貴裕｛3｝，野々村 裕｛2｝，平野 栄樹｛1｝，田中 秀治｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝豊田中央研究所，｛3｝トヨタ自動車

15:35	 24pm2-B-7	
海中原子間力顕微鏡 −深海における自己検知型カンチレバー
の利用−
西田 周平 *，松原 直貴，藤井 輝夫
東京大学

15:50	 24pm2-B-8
低温 Al-Al 熱圧着ウェハレベル真空封止接合における薄膜
Sn 層の役割
佐藤 史朗 *，福士 秀幸，江刺 正喜，田中 秀治
東北大学

14:05	 24pm2-C-1
極薄圧電ひずみセンサを用いたフレキシブルセンサアレイ
シートの開発
山下 崇博 *｛1｝，高松 誠一｛2｝，岡田 浩尚｛1｝，伊藤 寿浩｛2｝，小林 健｛1｝

｛1｝産業技術総合研究所，｛2｝東京大学

14:20	 24pm2-C-2
PZT薄膜 / 樹脂積層構造による圧電MEMSハプティックデバイス
大久保 昂 *，嶋 真弥，神田 健介，藤田 孝之，前中 一介
兵庫県立大学

14:35	 24pm2-C-3
全溶液プロセスによる抵抗変化型メモリと触覚センサ融合
記憶デバイス
金尾 顕一朗 *，有江 隆之，秋田 成司，竹井 邦晴
大阪府立大学

14:50	 24pm2-C-4
光・ひずみ複合センサを用いた布の視覚的・触覚的質感評価
高橋 賢太 *｛1｝，安部 隆｛1｝，奥山 雅則｛2｝，野間 春生｛3｝，寒川 雅之｛1｝

｛1｝新潟大学，｛2｝大阪大学，｛3｝立命館大学

15:05	 24pm2-C-5
反射型 SAW 遅延素子を用いたトルクセンサ
中村 拓也 *｛1｝，柴田 貴行｛1｝，吉田 俊太郎｛2｝，柏田 真司｛1｝

｛1｝デンソー，｛2｝日本自動車部品総合研究所

15:20	 24pm2-C-6	
キャパシタ分割を用いた高感度な MRI 用マイクロコイル
土屋 大 *，深堀 俊，土肥 徹次
中央大学

14:05-16:05（C会場）　24pm2-C
センサ・アクチュエーターシステム
座長：土屋 智由（京都大学），山下 崇博（産業技術総合研究所）
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16:30	 24pm3-B-2	
口腔内グルコース計測のためのマウスガード型バイオセンサ
の開発
荒川 貴博 *｛1｝，黒木 祐輔｛1｝，仁田 大揮｛1｝，張 志偉｛1｝， 
戸本 佳佑｛1｝，當麻 浩司｛1｝，竹内 周平｛1｝，関田 俊明｛1｝， 
岩崎 泰彦｛2｝，水口俊介｛1｝，三林 浩二｛1｝

｛1｝東京医科歯科大学，｛2｝関西大学

16:45	 24pm3-B-3
A NOVEL PRESSURE SENSOR WITH BUILT-IN OVERPRESSURE 
PROTECTION UTILIZING THREE-DIMENTIONAL ETCHING AND 
WAFER-LEVEL STACKING TECHNOLOGY
徳田 智久，瀬戸 祐希，石倉 義之，東條 博史 *，田中 達夫，津嶋 鮎美，
米田 雅之
アズビル

17:00	 24pm3-B-4	
肺機能評価を目的としたバスケット鉗子搭載型 MEMS 流量
センサの開発
長谷川 義大 *｛1｝，原田 直明｛1｝，小野 良太｛2｝，松島 充代子｛2｝，
川部 勤｛2｝，式田 光宏｛1｝

｛1｝広島市立大学，｛2｝名古屋大学

17:15	 24pm3-B-5
電磁波による農産物水分量の非破壊動的計測手法の開発と
その応用
昆 盛太郎 *，堀部 雅弘，加藤 悠人
産業技術総合研究所

17:30	 24pm3-B-6
低水分土壌計測を可能とするシールド電極型土壌インピー
ダンスセンサの開発
小笠原 慎 *｛1｝，伊藤 巽｛1｝，小松 満｛2｝，草野 健一郎｛3｝，渡辺 実｛4｝，
秋田 一平｛5｝，平野 陽豊｛1｝，二川 雅登｛1｝

｛1｝静岡大学，｛2｝岡山大学，｛3｝ラピスセミコンダクタ宮城， 
｛4｝ラピスセミコンダクタ，｛5｝豊橋技術科学大学

17:45	 24pm3-B-7
心拍信号検出を目的とした温度補償機能付カテーテル型流
量センサの開発
河岡 秀宜 *｛1｝，山田 貴之｛2｝，松島 充代子｛2｝，川部 勤｛2｝， 
長谷川 義大｛1｝，式田 光宏｛1｝

｛1｝広島市立大学，｛2｝名古屋大学

18:00	 24pm3-B-8
光・力・温度複合 MEMS センサによる冷温感を含む質感の
評価
佐藤 文哉 *｛1｝，高橋 賢太｛1｝，安部 隆｛1｝，奥山 雅則｛2｝，野間 春生｛2｝，
寒川 雅之｛1｝

｛1｝新潟大学，｛2｝大阪大学，｛3｝立命館大学

電気・機械学会合同セッションは，緑が電気学会，紫が機械学会担当です。
論文はそれぞれダウンロードしてください。

マークはスタンプラリーが実施され
ているところです。たくさんスタン
プを集めてください。当選者は閉会
式で発表し、賞品をお渡しします 。
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15:35	 24pm2-C-7	
柔軟なドライ電極による植物の電気インピーダンス測定
多田 泰徳 *｛1｝，得丸 智弘｛2｝，井上雅博｛1｝

｛1｝群馬大学，｛2｝バイオシグナル

15:50	 24pm2-C-8
静電駆動型 MEMS 光スキャナの振動特性の温度依存性と
走査角制御
石河 範明 *｛1｝，工藤 歩｛2｝，澤田 廉士｛2｝

｛1｝富士電機，｛2｝九州大学

14:05	 24pm2-D-1
招待講演：金属ナノ微粒子を用いたプラズモニック・メタ
マテリアル吸収体による電磁誘起透明化
岡本 晃一 *｛1｝，田中 大輔｛2｝，玉田 薫｛1｝

｛1｝九州大学，｛2｝大分高専

14:35	 24pm2-D-2
金ナノロッド構造を用いた光熱変換によるレーザ波長計測
マイクロ振動子デバイス
菅野 公二 *｛1｝，田中 祐樹｛1｝，前田 悦男｛2｝，米谷 玲皇｛2｝， 
磯野 吉正｛1｝

｛1｝神戸大学，｛2｝東京大学

14:50	 24pm2-D-3
Au/Si ナノピラーアレイを用いた近赤外光シリコン型フォト
ディテクタ
菅 哲朗 *｛1｝，安食 嘉晴｛2｝，松本 潔｛3｝，下山 勲｛4｝

｛1｝電気通信大学，｛2｝マイクロマシンセンター，｛3｝東洋大学， 
｛4｝東京大学

15:05	 24pm2-D-4	
金ナノ粒子二量体配列を用いた DNA 塩基の高感度・高速表
面増強ラマン分光
池上 晃平 *，菅野 公二，磯野 吉正
神戸大学

15:20	 24pm2-D-5	
多層膜積層型微細構造による太陽光選択吸収材料
清水 信 *，阿久津 宏樹，津田 慎一郎，熊野 勝文，湯上 浩雄
東北大学

14:05	 24pm2-E-1
招待講演：日常生活の常時モニタリングを実現する生体情
報計測技術
和泉 慎太郎 *
神戸大学

14:35	 24pm2-E-2
招待講演：エレクトレットを用いた MEMS エネルギーハーベ
スタの開発
鈴木 雄二 *
東京大学

15:05	 24pm2-E-3
招待講演：ポリマー MEMS のプロセス設計
鈴木 孝明 *｛1｝｛2｝

｛1｝群馬大学、｛2｝JST さきがけ

15:35	 24pm2-E-4
招待講演：マイクロ・ナノ医療デバイス
三木 則尚 *
慶應義塾大学

16:15	 24pm3-B-1	
運動動作計測を可能とする高耐荷重な靴底 3 軸床反力分布
計測システム
丹羽 英二 *，佐々木 祥弘，白川 究，荒井 賢一
電磁材料研究所

14:05-15:35（D会場）　24pm2-D
メタマテリアル・プラズモニック構造（企画セッション）
座長：金森 義明（東北大学）

14:05-16:05（E 会場）　24pm2-E	
電気学会・日本機械学会合同オーガナイズドセッション I
エネルギー／バイオ・医療
座長：野田 和俊（産業技術総合研究所）

16:15-18:15（B会場）　24pm3-B
生体・環境センシング
座長：山下 馨（京都工芸繊維大学），池沢 聡（早稲田大学）
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16:15	 24pm3-C-1
LZMWを用いたキネシンによるATP加水分解サイクルの可視化
藤本 和也 *｛1｝，森田 有貴｛1｝，飯野 亮太｛2｝，富重 道雄｛3｝， 
新宅 博文｛1｝，小寺 秀俊｛1｝，横川 隆司｛1｝

｛1｝京都大学，｛2｝自然科学研究機構，｛3｝東京大学

16:30	 24pm3-C-2
運動負荷の評価に向けた皮膚表面における乳酸分泌量のリア
ルタイム計測システム
榎本 圭吾 *，清水 亮佑，工藤 寛之
明治大学

16:45	 24pm3-C-3
フィルタフリー蛍光センサによる低濃度溶液を用いた励起光
と蛍光の同時測定
崔 容俊 *，高橋 一浩，三澤 宣雄，飛沢 健，太斎 文博，木村 安行，
岩田 達哉，澤田 和明
豊橋技術科学大学

17:00	 24pm3-C-4
誘電分散解析用アレイデバイス化計測システムとリポソーム
−タンパク質間相互作用の評価
川崎 雅大，今村 亮太 *，山下 馨，野田 実
京都工芸繊維大学

17:15	 24pm3-C-5
シリコンウィスカ単電極モジュールを用いたマウス大脳皮質
ニューロン計測
澤畑 博人 *，山際 翔太，沼野 利佳，石田 誠，鯉田 孝和，河野 剛士
豊橋技術科学大学

17:30	 24pm3-C-6
開閉可能な人工生体管デバイス上における血管構築
服部 浩二 *，菅間 聡，小西 聡
立命館大学

17:45	 24pm3-C-7
低検出限界を目指した電荷蓄積技術を適用したフィルタフリー
蛍光検出センサ
田中 清嗣 *，森脇 優，飛沢 健，岩田 達哉，秋田 一平，太斎 文博，
木村 安行，高橋 一浩，澤田 和明
豊橋技術科学大学

18:00	 24pm3-C-8
骨格筋組織破砕のためのマイクロミルの性能向上
津田 佳周 *，服部 浩二，藤田 聡，小西 聡
立命館大学

16:15	 24pm3-D-1
LAAS マイクロアレイを用いたスクリーニング技術の研究
塚田 貴一 *，長谷川 有貴，内田 秀和
埼玉大学

16:30	 24pm3-D-2
微小セル型アンペロメトリック酵素センサの研究
磯野 友宏 *，長谷川 有貴，内田 秀和
埼玉大学

16:45	 24pm3-D-3
連続電気滴定用水質計ユニットの開発
柿本 紘希 *｛1｝，樋口 竣一｛1｝，小山 恵里｛1｝，竹迫 良紀｛1｝，三宅 亮｛3｝，
村上 裕二｛1｝

｛1｝豊橋技術科学大学，｛2｝東京大学

17:00	 24pm3-D-4
光方向性結合器型化学センサによる表面特異吸着物質の検出
内山田 健 *，大久保 喬平，横川 雅俊，Carlen Edwin，浅川 潔， 
鈴木 博章
筑波大学

17:15	 24pm3-D-5
温度応答性ゲルを用いた構造色ハイドロゲルセンサの応答
特性制御
新部 健太 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学

16:15-18:15（C会場）　24pm3-C
バイオセンサ
座長：遠藤 達郎（大阪府立大学），松永 忠雄（東北大学）

16:15-18:15（D会場）　24pm3-D
ケミカルセンサ I
座長：岩松 新之輔（山形県工業技術センター），橋新 剛（熊本大学）

17:30	 24pm3-D-6	
異方性光成長による金属成長核連結による配向性光学ナノ
構造の作製
渡辺 真司 *，佐々 文洋，林 健司
九州大学

17:45	 24pm3-D-7
水俣条約に対応するオンサイト水銀検知システム
野田 和俊 *｛1｝，丸本 幸治｛2｝，愛澤 秀信｛1｝，谷田 幸次｛3｝， 
渡辺 朋亮｛3｝

｛1｝産業技術総合研究所，｛2｝環境省国立水俣病総合研究センター，
｛3｝日本インスツルメンツ

18:00	 24pm3-D-8
高感度a-InGaZnO TFT pHセンサのドリフト制御とVgs出力応答
岩松 新之輔 *｛1｝，竹知 和重｛2｝，阿部 泰｛1｝，今野 俊介｛1｝， 
矢作 徹｛1｝，村上 穣｛1｝，田邉 浩｛2｝，加藤 睦人｛1｝

｛1｝山形県工業技術センター，｛2｝NLT テクノロジー

16:15	 24pm3-E-1
招待講演：Fracture Fabrication: 破壊を制御しデバイスを
創製する
土屋 智由 *
京都大学

16:45	 24pm3-E-2	
招待講演：マイクロ光造形・鋳型技術に基づく超 3D 造形技
術プラットフォームの開発と応用
丸尾 昭二 *，永瀬 史憲，谷口 周平，横山 滉介，松本 友香，駒田 英祐，
衣斐 太一，前川 卓，前田 雄介，福田 淳二
横浜国立大学

17:15	 24pm3-E-3
招待講演：圧電 MEMS デバイスの開発
小林 健 *
産業技術総合研究所

17:45	 24pm3-E-4	
招待講演：新奇金属系マイクロマシン・センサ材料とその
微細加工
秦 誠一 *，溝尻 瑞枝，櫻井 淳平
名古屋大学

19:00-21:00	 平戸海上ホテル
懇親会

16:15-18:15（E 会場）　24pm3-E
電気学会・日本機械学会合同オーガナイズドセッション II
プロセス・材料
座長：安部 隆（新潟大学）
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15:40	 25pm3-B-1
招待講演：IoT 社会を支えるフロント技術
中本 裕之，桝井 昇一 *
富士通研究所

15:40	 25pm3-C-1
初代培養神経細胞の形態制御と回路組み立てを行うための
単一神経細胞プレート
吉田 昭太郎 *，根岸（加藤） みどり，竹内 昌治
東京大学

15:55	 25pm3-C-2	
伸縮可能ʻKirigamiʼバイオプローブ電極フィルムの特性評価
森川 雄介 *，山際翔太，澤畑 博人，石田 誠，河野 剛士
豊橋技術科学大学

16:10	 25pm3-C-3
竹槍状先端を用いた機能性コアシェルマイクロスプリングの
構築
吉田 光輝 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学

16:25	 25pm3-C-4	
光エネルギーにより駆動するリン酸銀／金マイクロモータ
渡部 郁巴 *，吉積 義隆，横川 雅俊，鈴木 博章
筑波大学

19:30-21:00	 平戸海上ホテル
オーサーズインタビュー（全一般オーラル発表者によるオー
サーズインタビュー）
詳細は P5 をご確認ください。

21:10-23:00	 平戸海上ホテル	
若手懇親会 in 平戸

15:40-16:40（B会場）　25pm3-B
電子情報通信学会連携セッション II

★ 15:40-16:40（C会場）　25pm3-C
バイオ MEMS I
座長：鈴木 宏明（中央大学）

17:45-18:45（A会場）
技術展示発表セッション

10月25日（火）

詳細は P20 を参照ください。

詳細は P5 を参照ください。

14:30	 25pm2-B-1
招待講演：ハードウェアニューラルネットワーク IC とこれ
を搭載したマイクロロボット
内木場 文男 *，齊藤 健，高藤 美泉
日本大学

14:30	 25pm2-C-1	
インパルス振動に特化したコインサイズエナジーハーベスタ
三屋 裕幸 *｛1｝，芦澤 久幸｛1｝，本間 浩章｛2｝，藤田 博之｛2｝， 
橋口 原｛3｝，年吉 洋｛2｝

｛1｝鷺宮製作所，｛2｝東京大学，｛3｝静岡大学

14:45	 25pm2-C-2
ゲル化イオン液体を用いたエレクトレット振動発電
佐野 智華子 *｛1｝，三屋 裕幸｛2｝，小野 新平｛3｝，三輪 一元｛3｝， 
安宅 学｛1｝，年吉 洋｛1｝，藤田 博之｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝鷺宮製作所，｛3｝電力中央研究所

15:00	 25pm2-C-3	
静電型エナジーハーベスタのための NdFeB 薄膜磁石を用いた
ギャップ制御機構
吉井 真一 *，山口晃平，藤田 孝之，神田 健介，前中 一介
兵庫県立大学

15:15	 25pm2-C-4	
倍密度対向電極を用いた静電型エナジーハーベスタとセンサ
システムへの応用
三輪谷 直輝 *，藤田 孝之，南 啓大，北川 雄基，神田 健介，前中 一介
兵庫県立大学

09:00-09:40（A会場）　25am1-A-1
基調講演：味と匂いを測るセンサの開発
座長：古賀 章浩（東芝）
都甲 潔 *
九州大学

09:40-10:20（A会場）　25am1-A-2
基調講演：My doctor prescribes silicon - the dawn of a new 
healthcare system
座長：田畑 修（京都大学）
Chris Van Hoof*
imec

11:25-12:25（A会場）
技術展示発表セッション

13:40-17:15（A会場）　25pm1-A
一般公開セッション「山，海，空とセンサと」

13:45-14:25（A会場）　25pm1-A-1
基調講演：昆虫撮影における工夫と電子技術の応用
座長：小野寺 武（九州大学）
栗林 慧 *
栗林自然科学写真研究所

14:30-15:30（B会場）　25pm2-B
電子情報通信学会連携セッション I

14:30-15:30（C会場）　25pm2-C
MEMS/NEMS・エナジーハーベスタ
座長：山根 大輔（東京工業大学）

電気・機械学会合同セッションは，緑が電気学会，紫が機械学会担当です。
論文はそれぞれダウンロードしてください。

マークはスタンプラリーが実施され
ているところです。たくさんスタン
プを集めてください。当選者は閉会
式で発表し、賞品をお渡しします 。
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10月26日（水）

08:30	 26am1-A-1
植物 BVOC 検知のための蛍光性 MIP マイクロビーズの開発
王 皓宇 *，吉岡 大貴，佐々 文洋，林 健司
九州大学

08:45	 26am1-A-2	
アルコール脱水素酵素の逆反応を用いたアセトアルデヒド
ガス用探嗅カメラと生体計測応用
飯谷 健太 *，ナセデン ムニラ，早川 悠暉，佐藤 敏征，當麻 浩司，
荒川 貴博，三林 浩二
東京医科歯科大学

09:00	 26am1-A-3
スマートガスセンシングに向けた SU-8 補強層を有するブ
リッジ型マイクロホットプレート
岩田 達哉 *，Carine Soo Wei Ping，松田 恭輔，高橋 一浩，澤田 和明
豊橋技術科学大学

09:15	 26am1-A-4
Odor Sensing System using Electrochemical Sensor 
combined with Preconcentrator based upon SAW device
チョクロボーティ パルトジート *，中本 高道
東京工業大学

09:30	 26am1-A-5
画像処理による植物種判別のための気孔位置検出手法の検討
玉村 将大 *，内田 秀和，長谷川 有貴
埼玉大学　

09:45	 26am1-A-6
蛍光性分子鋳型マイクロビーズを用いた選択的かつ高速な
匂い可視化
上野 翔太 *，吉岡 大貴，佐々 文洋，林 健司
九州大学

08:30	 26am1-B-1
平滑型フレキシブル壁面せん断応力センサの開発に関する研究
沖原 千明 *，長谷川 義大，式田 光宏
広島市立大学

08:45	 26am1-B-2
圧電 MEMS ダイアフラム型超音波センサの上部電極が振動
モードに与える影響
西岡 知記 *，西海 太貴，山下 馨，野田 実
京都工芸繊維大学

09:00	 26am1-B-3	
大面積電極の垂直実装による高感度 MEMS 静電気センサの
実現
飯間 敦矢 *，岡 勇作，寺尾 京平，下川 房男，高尾 英邦
香川大学

09:15	 26am1-B-4
環境温度の影響が少ない高精度ひずみセンサの開発
鮫島 健 *，鈴木 良孝，濱松 伸到，横内 裕，吉田 隆司
横河電機

09:30	 26am1-B-5
2 軸間感度差を改善したヨーとロール角速度センサ
明石 照久 *，船橋 博文，橋本 昭二，大村 義輝，藤吉 基弘，大平 喜恵
豊田中央研究所

09:45	 26am1-B-6
トポロジー最適化手法を用いた 3 軸加速度センサ Z 零点安
定化の検討
藤吉 基弘 *｛1｝，橋本 昭二｛1｝，大平 喜恵｛1｝，大村 義輝｛1｝， 
川本 敦史｛1｝，船橋 博文｛1｝，明石 照久｛1｝，野々村 裕｛1｝， 
山田 整｛2｝，中山 貴裕｛2｝

｛1｝豊田中央研究所，｛2｝トヨタ自動車

08:30-10:00（A会場）　26am1-A
ケミカルセンサ II
座長：田原 祐助（九州大学）

08:30-10:00（B会場）　26am1-B	
フィジカルセンサ
座長：神田 健介（兵庫県立大学）

08:30	 26am1-C-1
PEDOT/Pt-black マイクロ電極デバイスによる低電圧神経刺激
山口 健太郎 *，田中 将徳，山際 翔太，澤畑 博人，沼野 利佳，石田 誠，
河野 剛士
豊橋技術科学大学

08:45	 26am1-C-2	
ヒト iPS 細胞由来心筋細胞を用いた薬物応答モデルの構築
森本 雄矢 *，森 紗織，酒井 英子，竹内 昌治
東京大学

09:00	 26am1-C-3
垂直境界面を有する異方性コラーゲンマイクロウェルアレイ
吉田 悟 *｛1｝，瀧ノ上 正浩｛2｝，尾上 弘晃｛1｝

｛1｝慶應義塾大学，｛2｝東京工業大学

09:15	 26am1-C-4
ボイコット効果と毛細管流れを用いた血液分離デバイスの開発
穴見 太志 *，安田 隆
九州工業大学

09:30	 26am1-C-5	
マイクロ流体デバイス中でイオン枯渇領域を用いたエクソ
ソームの濃縮
林田 佳 *，茂木 克雄，山本 貴富喜
東京工業大学

09:45	 26am1-C-6
細胞外電位計測用バッファアンプ搭載型 3D マイクロプローブ
アレイの製作と評価
久保 寛 *，牧野 浩樹，浅井 皓平，田中 将徳， 
Leong Xian Long Angela，久保田 吉博，山際 翔太，澤畑 博人， 
秋田 一平，石田 誠，河野 剛士
豊橋技術科学大学

08:30-10:00（C会場）　26am1-C	
バイオ MEMS II 
座長：土肥 徹次（中央大学）

10:10-10:50 （A 会場）　25am2-A-2
基調講演：加速度センサを用いたパーキンソン病の早期
診断と歩行支援
座長： 馬場 昭好（九州工業大学）
三宅 美博
東京工業大学

10:50-11:20（A会場）　26am2-A-2
閉会式・表彰式
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第 8 回集積化 MEMS シンポジウム
プログラムスケジュール

10月23日（日）

10月24日（月）

詳細は P20 を参照ください。

10:20	 24am2-E-1	
微細結晶粒からなる塩素ドープ結晶セレン光電変換膜を積
層したイメージセンサ
為村 成亨 *｛1｝，宮川 和典｛1｝，大竹 浩｛1｝，久保田 節｛1｝，菊地 健司｛2｝，
沖野 徹｛3｝，廣瀬 裕｛3｝，加藤 剛久｛3｝，寺西 信一｛4｝｛5｝

｛1｝NHK 放送技術研究所，｛2｝NHK 札幌放送局技術部， 
｛3｝パナソニック，｛4｝兵庫県立大学、｛5｝静岡大学

10:35	 24am2-E-2
MEMS 技術を応用したリチウム電池正極材料のハイスルー
プット評価の基礎研究
平井 友喜 *，溝尻 瑞枝，櫻井 淳平，秦 誠一
名古屋大学

10:50	 24am2-E-3
3 次元構造撮像デバイスの微細・高集積化に向けた接合電
極の微細・狭ピッチ化
本田 悠葵 *｛1｝，萩原 啓｛1｝，後藤 正英｛1｝，渡部 俊久｛1｝， 
難波 正和｛1｝，井口義則｛1｝，更屋 拓哉｛2｝，小林 正治｛2｝， 
年吉 洋｛2｝，日暮 栄治｛2｝，平本 俊郎｛2｝

｛1｝NHK 放送技術研究所，｛2｝東京大学

11:05	 24am2-E-4
RC 発振器型高感度容量検出回路
高安 基大 *｛1｝，道正 志郎｛1｝，伊藤 浩之｛1｝，石原 昇｛1｝， 
山根 大輔｛1｝，小西 敏文｛2｝，町田 克之｛2｝，益 一哉｛1｝

｛1｝東京工業大学，｛2｝NTT アドバンステクノロジ

11:20	 24am2-E-5	
増倍膜積層用 CMOS イメージセンサのノイズ特性評価
渡部 俊久 *｛1｝，本田 悠葵｛1｝，難波 正和｛1｝，小杉 智彦｛2｝， 
大竹 浩｛1｝，久保田 節｛1｝

｛1｝NHK 放送技術研究所，｛2｝ブルックマンテクノロジ

11:35	 24am2-E-6
3 次元マイクロ構造体へのニッケル粒子の位置選択導入と外部
磁場による操作
鈴木 勝大 *，西山 宏昭
山形大学

11:50-13:15	 （A会場）
技術展示発表セッション

詳細は P4 を参照ください。

17:30-19:30　	 平戸海上ホテル
研究者交流会（無料、登録制）

09:00-09:30（A会場）
開会式

09:30-10:10（A会場）　24am1-A-1
基調講演：夢 持ち続け日々精進
座長： 古賀 章浩（東芝）
髙田 明 *　
株式会社 A and Live（エーアンドライブ）

10:10-10:15（A会場）
技術展示紹介

10:20-11:50（E 会場）　24am2-E	
デバイス材料と回路
座長：石井 仁（豊橋技術科学大学），後藤 正英（NHK 放送技術研究所）

13:15-18:15（A会場）　24pm1-A
日本台湾国際交流シンポジウム
総合司会　佐々木 実氏（豊田工業大学），田中 秀治氏（東北大学）

19:00-21:00	 平戸海上ホテル	 	
懇親会

10月25日（火）

11:25-12:25（A会場）
技術展示発表セッション

14:30	 25pm2-D-1	
厚い Au 膜の面内高周波フィードスルーを用いた Au-Au 接
合気密封止 MEMS パッケージング技術
森山 雅昭 *，鈴木 裕輝夫，熊野 勝文，戸津 健太郎，平野 栄樹， 
田中 秀治
東北大学

14:45	 25pm2-D-2		 	 	
LTCC 基板を用いた MEMS 移相器の RF 特性評価
勝部 弘輝 *，檜垣 嵩之，西野 朋季，古塚 岐，鈴木 健一郎
立命館大学

15:00	 25pm2-D-3		 	 	
フォトリソグラフィによりパターニングした金薄膜を用いた
常温大気中でのウェハ接合
國宗 豊 *，日暮 栄治，須賀 唯知
東京大学

15:15	 25pm2-D-4		 	 	
ポリイミドフィルムと薄膜配線を用いた集積型 OCXO チップ
のパッケージ内空中実装技術の開発
鈴木 孝典 *｛1｝，室山 真徳｛1｝，平 智幸｛2｝，木村 悟利｛2｝，田中 秀治｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝日本電波工業

13:20-14:00（A会場）　24pm1-A-1
基調講演：CMOS MEMS for the NEXT Big Things - IoT
座長： 田中 秀治（東北大学）
Weileun Fang*
National Tsing Hua University

09:00-09:40（A会場）　25am1-A-1
基調講演：味と匂いを測るセンサの開発
座長：古賀 章浩（東芝）
都甲 潔 *
九州大学

09:40-10:20（A会場）　25am1-A-2
基調講演：My doctor prescribes silicon - the dawn of a new 
healthcare system
座長：田畑 修（京都大学）
Chris Van Hoof*
imec

13:40-17:15（A会場）　25pm1-A
一般公開セッション「山、海、空とセンサと」

13:45-14:25（A会場）　24am1-A-1
基調講演：昆虫撮影における工夫と電子技術の応用
座長：小野寺 武（九州大学）
栗林 慧 *
栗林自然科学写真研究所

14:30-15:30（D会場）　25pm2-D
パッケージングと実装
座長：日暮 栄治（東京大学）, 積 知範（オムロン）
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15:40	 25pm3-D-1		 	 	
機械振動式 MEMS 八木・宇田アンテナのワイヤレス給電の
検討
西尾 駿 *，井上 怜，古塚 岐，鈴木 健一郎
立命館大学

15:55	 25pm3-D-2		 	 	
多層セラミックスパッケージを用いたオペアンプ内蔵超小型
MEMS 血流量センサの開発
野上 大史 *，野崎 太貴，澤田 廉士
九州大学

16:10	 25pm3-D-3		 	 	
免疫測定のための高精度単位化学操作を実現する Lab-on-a-
CD の提案
竹内 雅耶 *｛1｝，有末 康人｛1｝，浮田 芳昭｛2｝，片岡 千和｛3｝， 
小林 敏郎｛4｝，山口 明啓｛1｝，内海 裕一｛1｝

｛1｝兵庫県立大学，｛2｝山梨大学， 
｛3｝カーバンクル・バイオサイエンテック，｛4｝津山工業高等専門学校

16:25	 25pm3-D-4		 	 	
A Design of Power Controller for Wireless Sensor Nodes 
based on MEMS Vibrational Energy Harvesters
趙 文駿 *，年吉 洋
東京大学

詳細は P20 を参照ください。

19:30-21:00	 平戸海上ホテル	
オーサーズインタビュー（全一般オーラル発表者によるオー
サーズインタビュー）
詳細は P5 を参照ください。

15:40-16:40（D会場）　25pm3-D
エネルギー／バイオデバイス
座長：高尾 英邦（香川大学）, 森村 浩季（日本電信電話）

17:45-18:45（A会場）
技術展示発表セッション

10月26日（水）

08:30	 26am1-D-1	
等価回路解析を利用した高 SNR・広帯域マイクロフォンの
設計
井上 匡志 *，村上 歩，堀本 恭弘，内田 雄喜，笠井 隆
オムロン

08:45	 26am1-D-2		 	 	
MEMS 共振器における共振周波数温度変動の評価
金内 俊也 *，西田 拓真，谷川 紘，西野 朋季，鈴木 健一郎
立命館大学

09:00	 26am1-D-3		 	 	
微細領域の質感取得を目指した高分解能 2 軸MEMS触覚センサ
綿谷 一輝 *｛1｝，香西 亮吾｛1｝，寺尾 京平｛1｝｛2｝，下川 房男｛1｝｛2｝，
高尾 英邦｛1｝｛2｝

｛1｝香川大学，｛2｝JST-CREST

09:15	 26am1-D-4		 	 	
pn ダイオード Ring 型アクチュエータの機械振動特性評価
津島 卓史 *，旭 陽一，谷川 紘，古塚 岐，鈴木 健一郎
立命館大学

09:30	 26am1-D-5		 	 	
高荷重応用を目的とした厚膜ダイアフラムとストッパ構造
をもつ CMOS-on-LTCC 集積化 3 軸触覚センサの開発
浅野 翔 *｛1｝，室山 真徳｛1｝，中山 貴裕｛2｝，畑 良幸｛3｝，野々村 裕｛4｝，
田中 秀治｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝トヨタ自動車，｛3｝豊田中央研究所，｛4｝名城大学

09:45	 26am1-D-6		 	 	
流体自動搬送機能をもつ高周波可変キャパシタの開発
金澤 翔太 *，西原 拓宏，藤井 英徳，古塚 岐，鈴木 健一郎
立命館大学

8:30-10:00（D会場）　26am1-D
MEMS
座長：田中 秀治（東北大学），島内 岳明（富士通研究所）

 10:10-10:50（A 会場）　26am2-A-1
基調講演：加速度センサを用いたパーキンソン病の早期
診断と歩行支援
座長： 馬場 昭好（九州工業大学）
三宅 美博
東京工業大学

10:50-11:20（A会場）　26am2-A-2
閉会式・表彰式
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10:25-12:25（P会場）　25am2-PS
第 33 回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム
ポスターセッション I （末尾奇数）

25am2-PS-001
スパッタ法を併用した PLD 法で作製した金属ドープ酸化タングステ
ンの NOx ガスセンサ特性
川崎 仁晴 *，大島 多美子，柳生 義人，猪原 武士，須田 義昭
佐世保工業高等専門学校

25am2-PS-003
微小引張試験片を用いた MEMS 用金めっき材料の機械的特性の評価
柳田 佐理 *｛1｝，Chang Tso-Fu Mark｛1｝，Chen Chu-Yi｛1｝，名越 貴志｛2｝，山根 
大輔｛1｝，町田 克之｛3｝，益 一哉｛1｝，曽根 正人｛1｝

｛1｝東京工業大学，｛2｝産業技術総合研究所， 
｛3｝NTT アドバンステクノロジ

25am2-PS-005
縦振動型エレクトレット振動発電デバイスの開発 −振動する対電極
を面接触させるストッパ機構−
岩田 紘明 *｛1｝，高橋 智一｛1｝，鈴木 昌人｛1｝，吉川 泰弘｛2｝， 
青柳 誠司｛1｝

｛1｝関西大学，｛2｝ローム

25am2-PS-007
二重凹角構造ピラーアレイを応用した超撥水性表面の低コスト量
産プロセスの開発
中西 完貴 *，簑城 森幸，尹 棟鉉，関口 哲志，庄子 習一
早稲田大学

25am2-PS-009	
外部磁場による磁性粒子分散エラストマの粘弾性制御
前出 大輝 *，津守 不二夫，工藤 健太郎，長田 稔子
九州大学

25am2-PS-011
樹脂供給システムを備えたマルチスケール・光ファイバーマイクロ
光造形法の開発
衣斐 太一 *，駒田 英祐，丸尾 昭二
横浜国立大学

25am2-PS-013
機能性ファイバー材料合成を目的としたチェック状断面構造層流デバ
イスの開発
小林 和博 *，尹 棟鉉，関口 哲志，庄子 習一
早稲田大学

25am2-PS-015
機能性メタルの熱反応性イオンエッチングに対応した自己加熱式ス
テージの開発
村田 祐貴 *，韓 剛，大川 太基，今井 純一，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

25am2-PS-017
電解金めっき法により作製した金／チタン積層構造を有する微小カ
ンチレバーの構造安定性の評価
寺西 美波 *｛1｝｛2｝，Chang Tso-Fu Mark｛1｝｛2｝，Chen Chun-Yi｛1｝｛2｝， 
小西 敏文｛3｝，町田 克之｛1｝｛2｝｛3｝，年吉 洋｛1｝｛2｝，山根 大輔｛1｝｛2｝， 
益 一哉｛1｝｛2｝，曽根 正人｛1｝｛2｝

｛1｝東京工業大学，｛2｝JST-CREST，｛3｝NTT アドバンステクノロジ

25am2-PS-019
OLED 用発光性銅（I）錯体の開発
阪田 知巳 *，早川 拓弥，谷原 佑輔，橋本 雅司，寺前 裕之，宮前 博
城西大学

25am2-PS-021
弾性表面波デバイスアレイへの素子分離溝の作製
冨山 直人 *，石井 朋幸，村上 直，伊藤 高廣
九州工業大学

25am2-PS-023
焦電効果を用いた高温環境用静電アクチュエータの特性評価
尾崎 隼人 *，神田 岳文
岡山大学

25am2-PS-025
並列設置型積層圧電素子の振動発電による加速度センサの駆動
梅崎 俊吾 *｛1｝，藤本 滋｛2｝

｛1｝東京都市大学，｛2｝神奈川大学

25am2-PS-027
A Design of CMOS-MEMS Micro-mirror Arrays by 0.35-µm 2-Poly-3-
Metal Process
CHENG ZHENGXI*，Toshiyoshi Hiroshi
The University of Tokyo

25am2-PS-029
超音波振動デバイスを用いたナノエマルション生成におけるプレエ
マルションの影響
大西 健一｛1｝，神田 岳文｛1｝，小野 努｛2｝，豊田 翔平｛1｝，今井 慶彦｛1｝， 
大河原 賢一｛1｝，檜垣 和孝｛1｝，鈴森 康一｛2｝

｛1｝岡山大学，｛2｝東京工業大学

25am2-PS-031
空中超音波の出力向上を目的とした折り畳んだ FilmECS の製作と特
性評価
柴山 正輝 *，蔭山 健介
埼玉大学

25am2-PS-033
PFA とコロイダルシリカとの濡れ性を改善したシリカ凝集体エレクト
レットの作製と特性評価
呉 シンク *，蔭山 健介，坂井 建宣
埼玉大学

25am2-PS-035
高分子ナノファイバーを用いたアクチュエータシステムの創製
砂長谷 祐樹 *，坂元 博昭，末 信一朗
福井大学

25am2-PS-037
植物生体電位を用いた室内居住者の位置推定に関する研究
南保 英孝 *，治武 康平，木村 春彦
金沢大学

25am2-PS-039
生体信号モニタリング用スマートシャツに適した伸縮性ドライ電極の検討
天野 祐作 *，多田 泰徳，板橋 洋介，佐藤 友信，齋藤 繁，井上 雅博
群馬大学

25am2-PS-041
ブリッジ構造の共振子と磁歪膜をもつ MEMS 磁気センサ
岡田 尚樹 *，笹渕 貴史，小池 邦博，峯田 貴
山形大学

25am2-PS-043
Developing FPGA-based Systems for an Electrostatic Field 
Distribution Measurement Using a Microelectromechanical 
Systems Micromirror Array
伊東 隆喜 *｛1｝，中家 利幸｛2｝

｛1｝和歌山県工業技術センター，｛2｝阪和電子工業

25am2-PS-045
音声情報を用いたストレス評価方法
磯田 祐子 *，福井 類，割澤 伸一
東京大学

25am2-PS-047
半導体ひずみセンサを用いた耐腐食型圧力センサの開発
鈴木 健悟 *｛1｝，梅山 貴博｛2｝，風間 敦｛1｝，太田 裕之｛1｝

｛1｝日立製作所，｛2｝日立金属ファインテック

25am2-PS-049
SOI-MEMS 技術による熱式マイクロ・フローセンサ
星野 敬亮 *，室 英夫
千葉工業大学

25am2-PS-051
カンチレバー型ひずみセンサを用いた圧縮空気の出力測定
岩松 新之輔 *，多田 伸吾，今野 俊介，阿部 泰，矢作 徹，加藤 睦人
山形県工業技術センター

25am2-PS-053
赤外線を用いた水面距離計測技術
菊地 吉男 *，丑込 道雄，壷井 修
富士通研究所

25am2-PS-055
携帯型腸音連続モニタリング装置の開発
金澤 大志 *，村上 裕二
豊橋技術科学大学

25am2-PS-057
肺機能計測用カテーテル型流量センサの高速応答化に関する研究
渡辺 瞬 *｛1｝，長谷川 義大｛1｝，松島 充代子｛2｝，川部 勤｛2｝，式田 光宏｛1｝

｛1｝広島市立大学，｛2｝名古屋大学

25am2-PS-059
マイクロピラーアレイを用いた高感度MEMS気流せん断応力センサ
高橋 英俊 *｛1｝，風間 涼平｛1｝，グェン タンヴィン｛1｝，高畑 智之｛1｝，松本 
潔｛2｝，下山 勲｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝東洋大学

25am2-PS-061
InSb 及び InAsSb 量子井戸の製作とバンド構造
柴﨑 一郎 *｛1｝，眞砂 卓史｛2｝，石田 修一｛3｝，外賀 寛崇｛4｝，岡本 敦｛4｝

｛1｝野口研究所，｛2｝福岡大学，｛3｝山口東京理科大学， 
｛4｝旭化成エレクトロニクス
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25am2-PS-063
簡便な微生物遺伝子情報計測法の生活環境における応用
古家 竜之輔 *，小松崎 倭，井上 卓也，湯沢 友之，毛塚 博史，鶴岡 誠
東京工科大学

25am2-PS-065
シーソ電極型触覚センサとセンサプラットフォーム LSI の積層実装
デバイスの作製と動作検証
畑 良幸 *｛1｝，中山 貴裕｛2｝，藤吉 基弘｛1｝，橋本 昭二｛1｝，大平 喜恵｛1｝， 
大村 義輝｛1｝，田中 秀治｛3｝，室山 真徳｛3｝

｛1｝豊田中央研究所，｛2｝トヨタ自動車，｛3｝東北大学

25am2-PS-067
深海 pH 計測の為の現場校正機能付き pH センサの開発
福場 辰洋 *｛1｝，下島 公紀｛2｝，岡村 慶｛3｝，藤井 輝夫｛4｝

｛1｝海洋研究開発機構，｛2｝東京海洋大学，｛3｝高知大学，｛4｝東京大学

25am2-PS-069
携帯型バイオセンサによる微量タンパク検出法の開発とガン由来タン
パク測定への応用
市原 勲己 *，龍神 康大，尾崎 匠，吉田 雄貴，中谷 允哉，礒田 隆聡
北九州市立大学

25am2-PS-071
表面プラズモン共鳴センサを用いた間接競合法によるフルフラール
の検出
小野寺 武 *，羅 浩宇，馬 苗苗，矢田部 塁，都甲 潔
九州大学

25am2-PS-073
味覚センサと GC-MS を用いた飲料用フィルタの性能評価
田原 祐助 *｛1｝，邱 テイ｛1｝，矢田部 塁｛1｝，小尾 留美名｛2｝， 
岡村 知恵｛2｝，加藤 一史｛2｝，都甲 潔｛1｝

｛1｝九州大学，｛2｝旭化成

25am2-PS-075
層状半導体 CuFeTe2 を利用した酸素センサ作製における結晶粒径の検討
徳永 佑太 *，神崎 雅俊，栗焼 久夫，都甲 潔
九州大学

25am2-PS-077
酸化銅を感応膜とする半導体式 CO2 ガスセンサ
阿部 泰 *，村上穣，矢作 徹，岩松 新之輔，加藤 睦人，小林 誠也
山形県工業技術センター

25am2-PS-079
呼気中のアンモニア成分だけを短時間で測定する携帯型呼気センサー
の開発
丑込 道雄 *，柄澤 一明，百瀬 悟，高須 良三，壷井 修
富士通研究所

25am2-PS-081
対面型触媒を用いた電界印加型薄膜酢酸エチルセンサの開発
中島 崚 *，山口富治，原 和裕
東京電機大学

25am2-PS-083
有機系粒子状物質を検出するマイクロセンサの研究
神保 直道 *，原 和裕，山口 富治

｛1｝東京電機大学

25am2-PS-085
グラフェンセンサによるアセトンセンシング
根本 啓行 *，上木 瞭太郎，方 琦，松木 孝憲，福井 類，割澤 伸一
東京大学

25am2-PS-087
ニューラルネットワークによる植物生体電位を用いた光合成速度推定
の精度改善
安藤 毅 *｛1｝，長谷川 有貴｛2｝，五十嵐 洋｛1｝，篠田 宏之｛1｝， 
六倉 信喜｛1｝

｛1｝東京電機大学，｛2｝埼玉大学

25am2-PS-089
カーボンナノ材料へ酵素を高配向に固定化した複合材料の創製
松崎 祥平 *，向當 綾子，坂元 博昭，里村 武範，末 信一朗
福井大学

25am2-PS-091
カチオン性金ナノ粒子の高分子電解質膜による選択的ガス検知
王 涛 *｛1｝，岡田 拓也｛1｝，林 健司｛2｝，James Stephen｛3｝， 
李 丞祐｛1｝

｛1｝北九州市立大学，｛2｝九州大学，｛3｝Cranfield University

25am2-PS-093
親疎水性界面と多孔質膜を利用したリキッドゲートによる連続的サ
ンプリング機構の初期評価
坂田 健士郎 *，山本 貴富喜
東京工業大学

25am2-PS-095
高分子電解質交互積層膜を修飾した U 字型光ファイバーによる pH 測定
堀谷 健祐 *，奥田 浩史，王 涛，李 丞祐
北九州市立大学

25am2-PS-097
電荷と曲げ剛性の同時改変による高精度な微小管分離
磯崎 直人 *｛1｝，新宅 博文｛1｝，小寺 秀俊｛1｝，Hawkins Taviare｛2｝  
L.，Ross Jennifer L.｛3｝，横川 隆司｛1｝

｛1｝京都大学，｛2｝ウィスコンシン大学ラクロス校， 
｛3｝マサチューセッツ大学アマースト校

25am2-PS-099
微小孔アレイを有する窒化シリコン膜へのBack-to-back 共培養
藤津 恭介｛1｝，森迫 勇｛1｝，赤瀬 唯｛1｝，河野 洋幸｛2｝，廣瀬 伸一｛2｝，安田 
隆｛1｝

｛1｝九州工業大学，｛2｝福岡大学

25am2-PS-101
インクジェットパターニングによる細菌 1 細胞アレイ作製
村田 遼介 *，茂木 克雄，山本 貴富喜
東京工業大学

25am2-PS-103
経尿道的尿管結石破砕術のための形状記憶合金（SMA）ワイヤーを用い
た屈曲機構
太刀岡 俊樹 *｛1｝，松永 忠雄｛1｝，棚橋 善克｛2｝，小林 拓生｛1｝， 
芳賀洋一｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝棚橋よしかつ＋泌尿器科

25am2-PS-105
柔軟なパリレン光導波路を混載したオプトジェネティクス用神経電極
アレイ
山際 翔太 *，石田 誠，河野 剛士
豊橋技術科学大学

25am2-PS-107
スフェロイドを対象としたスラグ流内ペプチドスクリーニング手法の提案
田中 優弥 *，石田 忠，門之園 哲哉，近藤 科江，小俣 透
東京工業大学

25am2-PS-109
Wireless Power Supply and Trouble Shooting for All-in-one 
Packaged Sensor Nodes Applicable to Infrastructure Monitoring
魯 健 *｛1｝，張 嵐｛1｝，荒川 雅夫｛2｝，原田 武｛2｝

｛1｝産業技術総合研究所，｛2｝NMEMS 技術研究機構

25am2-PS-111
フォトダイオード一体型誘電体光メタ表面による色度選択光検出
江間 大祐 *，金森 義明，羽根 一博
東北大学

25am2-PS-113
導電性高分子アクチュエーターによる動的メタマテリアル
松井 龍之介 *｛1｝，猪瀬 優人｛1｝，森 広貴｛1｝，木下 貴夫｛1｝， 
Liu Mingkai｛2｝，Powell David｛2｝，Shadrivov Ilya｛2｝

｛1｝三重大学，｛2｝オーストラリア国立大学

25am2-PS-115
特異的分子吸着を目指した高次ナノ構造体の創製
山口 明啓 *，福岡 隆夫，内海 裕一
兵庫県立大学

25am2-LN-201
アレイ型磁気センサモジュールによるリチウムイオン電池の微小欠
陥電流検知
早坂 淳一｛1｝，白川 究｛1｝，小林 伸聖｛1｝，荒井 賢一｛1｝，大竹 伸明｛2｝，森平 
浩史｛2｝，坂本 修司｛2｝

｛1｝電磁材料研究所，｛2｝セイコー NPC

25am2-LN-203
8 角形 MOSFET 型ホール素子の試作評価とマルチセンサ化の検討
貝和 航陽，山﨑 義人，渡辺 晃輔，原田 知親，石井 修
山形大学

25am2-LN-205
IOT 向け小型センサモジュールの開発
木村 聡太｛1｝，橋詰 賢一｛2｝，中本 高道｛1｝

｛1｝東京工業大学，｛2｝アロマビット

25am2-LN-207
マイクロ流路を用いた巨大環状 DNA1 分子のリアルタイム直接イ
メージングと挙動解析
平野 研｛1｝，市川 正敏｛2｝，吉川 研一｛3｝

｛1｝産業技術総合研究所，｛2｝京都大学，｛3｝同志社大学

25am2-LN-209
形状記憶合金厚膜アクチュエータと SU8 ばねを用いたアレイ状超薄
型触覚ディスプレイ
梁取 大｛1｝，阿部 喜｛2｝，小野 泰弘｛2｝，峯田 貴｛1｝

｛1｝山形大学，｛2｝東海理化
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25am2-LN-211
独居高齢者見守りのための行動解析手法の研究
伊東 隆喜｛1｝，西田 佳史｛2｝，森岡 郁晴｛3｝，内山 恒示｛4｝，北村 透｛4｝，菅原 
浩祐｛4｝

｛1｝和歌山県工業技術センター，｛2｝産業技術総合研究所， 
｛3｝和歌山県立医科大学，｛4｝M2M テクノロジーズ社

25am2-LN-213
嗅覚感度増強装置の開発−匂い提示時間の短縮に向けた基礎的検討
河合 拓実，松倉 悠，岩見 健太郎，石田 寛
東京農工大学

16:45-18:45（P会場）　25pm4-PS
第 33 回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム
ポスターセッション II（末尾偶数）

25pm4-PS-002
高感度 MEMS 加速度センサー用金電気めっきの変形挙動および強
度の結晶方位依存性評価
葭葉 将治 *｛1｝，Chen Chun-Yi｛1｝，名越 貴志｛2｝，Chang Tso-Fu Mark｛1｝，山根 
大輔｛1｝，町田 克之｛3｝，益 一哉｛1｝，曽根 正人｛1｝

｛1｝東京工業大学，｛2｝産業技術総合研究所， 
｛3｝NTT アドバンステクノロジ

25pm4-PS-004
誘電泳動アセンブリにおける金ナノ粒子ダイナミクスのシミュ
レーション
中河原 僚介 *｛1｝，内田 諭｛1｝，澁谷 泰一｛2｝，西川 宏之｛2｝

｛1｝首都大学東京，｛2｝芝浦工業大学

25pm4-PS-006	
Stepped Micro-trenches Fabricated by Deep Reactive Ion Etching 
and Soft Resist Masks Combined with UV Curing
許 哲瑋 *，佐藤 龍仁，熊谷 慎也，佐々木 実
豊田工業大学

25pm4-PS-008	
水素発生用電極触媒のコンビナトリアル探索法の確立
高木 進吾 *，溝尻 瑞枝，秦 誠一，櫻井 淳平
名古屋大学

25pm4-PS-010
超小型原子時計チップの開発に向けた PLL レス 3.4 GHzVCO の設計
原 基揚 *，矢野 雄一郎，梶田 雅稔，井戸 哲也
情報通信研究機構

25pm4-PS-012	
青色半導体レーザーを用いたマルチスケール・マイクロ光造形装置
の開発
永瀬 史憲 *｛1｝，谷口周平｛1｝，三田 正弘｛2｝，丸尾 昭二｛1｝

｛1｝横浜国立大学，｛2｝協同インターナショナル

25pm4-PS-014	
フェムト秒レーザ還元焼結を用いた Ni 合金微細パターン作製
田村 健紀 *，溝尻 瑞枝，櫻井 淳平，秦 誠一
名古屋大学

25pm4-PS-016	
Evaluation of a Short Microelectromechanical Systems Process 
Using a Silicon-on-Insulator Diaphragm
伊東 隆喜 *｛1｝，中家 利幸｛2｝

｛1｝和歌山県工業技術センター，｛2｝阪和電子工業

25pm4-PS-018	
超並列電子線描画装置における電子光学系の小型化の検討
小島 明 *｛1｝，池上 尚克｛1｝，宮口 裕｛1｝，吉田 孝｛1｝，吉田 慎哉｛1｝，室山 
真徳｛1｝，戸津 健太郎｛1｝，越田 信義｛2｝，江刺 正喜｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝東京農工大学

25pm4-PS-020
微小曲げ試験による金めっきで作製した微小カンチレバーの機械的
特性評価
浅野 啓介 *｛1｝，唐 浩峻｛1｝，Chen Chun-Yi｛1｝，Chang Tso-Fu Mark｛1｝，名越 貴
志｛2｝，山根 大輔｛1｝，町田 克之｛3｝，益 一哉｛1｝，曽根 正人｛1｝

｛1｝東京工業大学，｛2｝産業技術総合研究所， 
｛3｝NTT アドバンステクノロジ

25pm4-PS-022
ガラス製マイクロ流体デバイスを用いた金ナノ粒子合成における粒
子径制御
田邉 悠 *，柳生 裕聖
関東学院大学

25pm4-PS-024	
結晶微粒化を目的とした急冷マイクロリアクタシステムの製作と評価
藤本 望夢 *｛1｝，神田 岳文｛1｝，甲斐 稔章｛1｝，阪田 祐作｛1｝， 
中崎 義晃｛2｝，山田 嘉昭｛1｝，妹尾 典久｛1｝，音山 貴史｛2｝

｛1｝岡山大学，｛2｝ナノ・キューブ・ジャパン

25pm4-PS-026
体内インプラントを想定した流体振動型エナジーハーベスタ
井上 聡史 *，高橋 巧也，久米村 桃子，藤田 博之，年吉 洋
東京大学

25pm4-PS-028
PDMS を用いた透明な可変マイクロ凹凸デバイスの形成と動的な濡
れ特性の評価
三井 秀之 *，峯田 貴
山形大学

25pm4-PS-030
自己組織化に向けた親疎水パターニングによる選択的結合手法の検討
木村 和揮 *，岡野 太治，鈴木 宏明
中央大学

25pm4-PS-032	
極薄フッ素樹脂エレクトレットの作製と特性評価
折笠 健 *，蔭山 健介
埼玉大学

25pm4-PS-034
ハウス栽培トマトにおける AE 法を用いたストレス応答の評価
菅野 アナム *，蔭山 健介
埼玉大学

25pm4-PS-036
超音波トランスデューサを指向した Pb（Zr,Ti）O3 薄膜の多層積層
成膜
中本 翔満 *，佐野 良，神田 健介，藤田 孝之，前中 一介
兵庫県立大学

25pm4-PS-038	
幹部での AE 測定によるアセロラの乾燥ストレス応答評価の検討
菅原 拓也 *，蔭山 健介
埼玉大学

25pm4-PS-040
圧電型触覚提示デバイスの試作− 1
曽根 順治 *，松本 康義，山田 優希，星 陽一
東京工芸大学

25pm4-PS-042
真空中での水晶振動子式小型熱重量分析センサの昇温特性評価
和田 涼介 *，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

25pm4-PS-044
加速度センサを用いた下肢運動計測システムの開発
伊東 隆喜 *｛1｝，森岡 郁晴｛2｝

｛1｝和歌山県工業技術センター，｛2｝和歌山県立医科大学

25pm4-PS-048
近接・接触・滑りを検知できる MEMS 多軸触覚センサを用いた小型電
動マニピュレータ制御
荒木 凌馬 *｛1｝，安部 隆｛1｝，野間 春生｛2｝，寒川 雅之｛1｝

｛1｝新潟大学，｛2｝立命館大学

25pm4-PS-050
SOI-MEMS 技術による静電容量式 MEMS 加速度センサにおける梁形状の
検討
劉 健男 *，室 英夫
千葉工業大学

25pm4-PS-052
水分センサ用ポーラス薄膜成膜条件のコンビナトリアル探索
吉井 雄佑 *，深川 雄貴，溝尻 瑞枝，櫻井 淳平，秦 誠一
名古屋大学

25pm4-PS-054
近接覚・触覚コンボセンサを用いた周波数変調近接計測
梅木 尚 *｛1｝，奥山 雅則｛2｝，野間 春生｛3｝，安部 隆｛1｝，寒川 雅之｛1｝

｛1｝新潟大学，｛2｝大阪大学，｛3｝立命館大学

25pm4-PS-056
自律駆動型環境複合センサの開発
上田 直亜，酒井 隆介 *，三野 宏之
オムロン

25pm4-PS-058
非侵襲血圧計測のための MEMS 超音波センサ
竹井 裕介 *｛1｝，松井 亮｛1｝，グェン ミン・ジュン｛1｝，高畑 智之｛1｝，松本 
潔｛2｝，下山 勲｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝東洋大学

25pm4-PS-060
Magnetic field sensor based on vacuum packaged cantilever with a 
mounted magnet
Xue Gaopeng*，Masaya Toda，Nurasyikin Mohd，Zhonglie An，Nguyen Van 
Toan，Takahito Ono
Tohoku University
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25pm4-PS-062
神経網型触覚センサ用 LSI を用いた温感センシングの提案
菅沼 雄介 *｛1｝，Shao Chenzhong｛2｝，外山 真一郎｛1｝，吉川 正太｛1｝，
Bartley Travis｛2｝，中山 貴裕｛3｝，山口 宇唯｛3｝，田中 秀治｛1｝， 
室山 真徳｛1｝，野々村 裕｛1｝

｛1｝名城大学，｛2｝東北大学，｛3｝トヨタ自動車

25pm4-PS-064
光変調素子を用いた可視光・遠赤外光検出システムの提案
高畑 智之 *，下山 勲
東京大学

25pm4-PS-066
樹脂製ディスポーザブル加速度センサの開発
高橋 大吾 *，岡野 太治，鈴木 宏明
中央大学

25pm4-PS-068
分子鋳型ポリマーを用いたケミレジスタによるガス応答測定
篠原 翔 *，佐々 文洋，林 健司
九州大学

25pm4-PS-070
エネルギーキャリアモニタリング用水晶発振回路式非接触濃度セン
サの開発
清水 健司 *，柳田 祐太，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

25pm4-PS-074
金属酸化物半導体ガスセンサによる口臭識別
大松 繁 *
大阪工業大学

25pm4-PS-076
検出距離の長距離化のための非接触型水晶発振回路式液体濃度セン
サの開発
南 宗君 *，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

25pm4-PS-078
機械のヘルスケアモニタリング用水晶発振回路式非接触液体濃度セ
ンサの開発
矢田 直人 *，柳田 祐太，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

25pm4-PS-080
半導体式ガスセンサを用いた相補的センサアレイ
竹井 義法 *，田中 真司，平澤 一樹，南戸 秀仁
金沢工業大学

25pm4-PS-082
接触燃焼式 MEMS ガスセンサの開発
中嶋 岳 *，山口 富治，原 和裕
東京電機大学

25pm4-PS-086
Hydrogen Detection Using Carbon Nanotubes Microsensor
橋新 剛 *｛1｝，寿福 一輝｛1｝，川野 達郎｛1｝，長野 聖央｛1｝，柴垣 茂樹｛2｝， 
松田 元秀｛1｝，久保田 弘｛1｝

｛1｝熊本大学，｛2｝ニッタ

25pm4-PS-088
無機膜味覚センサによる温飲料評価方法の検討
田村 陽佑 *，長谷川 有貴，内田 秀和
埼玉大学

25pm4-PS-090
根管観察用内視鏡の試作と画像解析への適用
藤元 政考 *｛1｝，吉居 慎二｛1｝，池沢 聡｛2｝，植田 敏嗣｛2｝，北村 知昭｛1｝

｛1｝九州歯科大学，｛2｝早稲田大学

25pm4-PS-092
磁気微粒子を用いたオンチップ免疫検査装置
石川 智弘 *，田中 秀治
東北大学

25pm4-PS-094
ナノインプリントリソグラフィを基盤技術とした貴金属ナノ周期構造
の作製とセンサ応用
遠藤 達郎 *，末吉 健志，久本 秀明
大阪府立大学

25pm4-PS-096
ATP イメージセンサのイメージングに及ぼす酵素パターンから拡散
する ATP 及びプロトン分子の影響解析
李 宥奈 *，堀尾 智子，奥村 弘一，岩田 達哉，高橋 一浩，澤田 和明
豊橋技術科学大学

25pm4-PS-098
DLD マイクロ流路デバイスによる主滴とサテライト滴の分離
鳥取 直友 *，初澤 毅，西迫 貴志
東京工業大学

25pm4-PS-100
圧力駆動流によるオンチップ血管新生の促進
中山 雅宗 *｛1｝，梨本 裕司｛1｝，國田 樹｛2｝，中益 朗子｛3｝，鳥澤 勇介｛1｝， 
新宅 博文｛1｝，小寺 秀俊｛1｝，西山 功一｛2｝，三浦 岳｛3｝，横川 隆司｛1｝

｛1｝京都大学，｛2｝熊本大学，｛3｝九州大学

25pm4-PS-102
バイオフィルムにおける細胞間相互作用解析のための分離・培養シ
ステム
伏木 蒼太郎 *｛1｝，佐々 文洋｛2｝，茂木 亮介｛1｝，野村 暢彦｛1｝， 
鈴木 博章｛1｝，横川 雅俊｛1｝

｛1｝筑波大学，｛2｝九州大学

25pm4-PS-104
数珠状コアシェルファイバによる細胞培養
長谷川 寛将 *，森本 雄矢，竹内 昌治
東京大学

25pm4-PS-106
流体による刺激可能な in vitro3 次元組織培養デバイス
横溝 晃世 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学

25pm4-PS-108
リポソームを用いたサブピコリットル反応液への試薬供給
岡野 太治 *，鈴木 宏明
中央大学

25pm4-PS-110
Research on MEMS-Based Bolus for Wagyu-Rumen pH Monitoring and 
Its Package
張 嵐 *，Jian Lu，Hirofumi Nogami，Hironao Okada， 
Toshihiro Itoh，Shozo Arai
産業技術総合研究所

25pm4-PS-112
MEMS 静電アクチュエータを用いたナノ機械伸縮による可変プラズモ
ニックカラーフィルタ
満留 将人 *，本間 浩章，澤田 和明，高橋 一浩
豊橋技術科学大学

25pm4-PS-114
超微細プラズモニック構造実現のためのヘリウムイオン顕微鏡技術を用
いた Si および Au 表面への加工方法の検討
前田 悦男 *｛1｝，飯島 智彦｛2｝，右田 真司｛2｝，小川 真一｛2｝， 
米谷 玲皇｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝産業技術総合研究所

25pm4-PS-116
マイクロダイアフラムアレイを用いた紫光励起プラズモニック特性
の並列的可変制御
西山 宏昭 *，佐藤 七海，遅澤 伸宏
山形大学

25pm4-LN-202
耐腐食性・低コスト・低消費電力の特長を有するフローセンサデバイス
の開発
山岡 英彦，永田 晃基
東京都立産業技術研究センター

25pm4-LN-204
SF6/C4F8 ガスを用いたチタンの熱アシスト型反応性イオンエッチ
ング
大川 太基，村田 祐貴，今井 純一，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

25pm4-LN-206
Miniaturized Ir/IrOx wireless pH sensor for bio-sensing system
ラタナポンチャロエン チンダナイ｛1｝，田畑 美幸｛1｝，石原 昇｛2｝，益 一哉｛2｝，
SRIYUTHSAK Mana｛3｝，合田 達郎｛1｝，松元 亮｛1｝，宮原 裕二｛1｝

｛1｝東京医科歯科大学，｛2｝東京工業大学， 
｛3｝Chulalongkorn University

25pm4-LN-208
光・多軸力複合 MEMS センサによる多層柔軟物の変色・ひずみ評
価
阿部 祐太｛1｝，安部 隆｛1｝，奥山 雅則｛2｝，野間 春生｛3｝，寒川 雅之｛1｝

｛1｝新潟大学，｛2｝大阪大学，｛3｝立命館大学

25pm4-LN-210
マイクロ流体デバイスを用いた Brust 法によるトルエン分散金ナノ粒
子の合成
浜本 真央，柳生 裕聖
関東学院大学

25pm4-LN-212
単一細胞マイクロアレイの孔形状が固定効率に及ぼす影響
古谷 尚輝｛1｝，島上 卓也｛2｝，佐藤 竜偉｛3｝，寺尾 京平｛1｝， 
高尾 英邦｛1｝，下川 房男｛1｝，秋光 和也｛1｝，鈴木 孝明｛3｝ ｛4｝

｛1｝香川大学，｛2｝愛媛大学，｛3｝群馬大学，｛4｝JST さきがけ
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10:25-12:25（P会場）　25am2-PM
第 8 回集積化 MEMS シンポジウム
ポスターセッション I

座長：佐々木 実（豊田工業大学）, 町田 俊太郎（日立製作所）

25am2-PM-001
Sub-1mG 検出へ向けた積層メタル MEMS 慣性センサ
山根 大輔 *｛1｝｛2｝，小西 敏文｛3｝，佐布 晃昭｛3｝，曽根 正人｛1｝｛2｝， 
年吉 洋｛4｝｛2｝，益 一哉｛1｝｛2｝，町田 克之｛3｝｛2｝

｛1｝東京工業大学 , ｛2｝JST-CREST，｛3｝NTT アドバンステクノロジ，｛4｝東京
大学

25am2-PM-003
差動型積層メタル MEMS 加速度センサの検討
山根 大輔 *｛1｝｛2｝，小西 敏文｛3｝，佐布 晃昭｛3｝，伊藤 浩之｛1｝｛2｝， 
曽根 正人｛1｝｛2｝，年吉 洋｛4｝｛2｝，益 一哉｛1｝｛2｝，町田 克之｛3｝｛2｝

｛1｝東京工業大学 , ｛2｝JST-CREST，｛3｝NTT アドバンステクノロジ，｛4｝東京
大学

25am2-PM-005
Liquid-based tactile sensor with tunable sensitivity for dynamic 
shear force sensing
LIAO KAIWEI*｛1｝，HOU Max T｛2｝，YEH J. Andrew｛1｝

｛1｝National Tsing Hua University，｛2｝National United University

25am2-PM-007
マルチフィジクスシミュレーションを用いた CMOS-MEMS 慣性セン
サのノイズ解析手法
小西 敏文 *｛1｝，山根 大輔｛2｝，伊藤 浩之｛2｝，道正 志郎｛2｝，石原 昇｛2｝， 
年吉 洋｛3｝，益 一哉｛2｝，町田 克之｛1｝

｛1｝NTT アドバンステクノロジ，｛2｝東京工業大学，｛3｝東京大学

25am2-PM-009
MEMS 振動子を用いた絶縁型電圧センサの高耐圧化
和田 祐樹 *｛1｝，延永 尚記｛1｝，熊谷 慎也｛1｝，石原 裕己｛2｝，石居 真｛3｝，佐々
木 実｛1｝

｛1｝豊田工業大学，｛2｝矢崎総業

25am2-PM-011
HSQ インプリントで作製した Al 周期構造のプラズモン励起特性
山際 利信 *，田端 航，西山 宏昭
山形大学

25am2-PM-013
プラズモニックナノ粒子添加溶液を用いたフェムト秒レーザ金属造形
梅津 寛 *，西山 宏昭，石丸 元気
山形大学

25am2-PM-015	 	 	 	
ダイヤモンド素子を用いたレクテナの理論的検討と動作実証
大石 敏之 *，河野 直士，嘉数 誠
佐賀大学

25am2-PM-017	 	 	 	
新規合成分子を用いた表面修飾による単結晶グラフェンの親水化
谷口 嘉昭 *，三木 翼，光野 琢仁，大野 恭秀，永瀬 雅夫，南川 慶二，安澤 幹人
徳島大学

25am2-PM-019	 	 	 	
マイクロ流路チップを用いたレジオネラ・ニューモフィラとレジオ
ネラ・デュモフィのストレス応答の観測
大西 脩平 *｛1｝，西村 祐典｛1｝，石田 誠｛1｝，澤田 和明｛1｝，石井 仁｛1｝，町田 
克之｛2｝｛3｝，益 一哉｛2｝，王 常楽｛4｝，飯田 健一郎｛4｝，齋藤 光正｛4｝，吉田 
眞一｛4｝

｛1｝豊橋技術科学大学，｛2｝東京工業大学，｛3｝NTTアドバンステクノロジ， 
｛4｝九州大学

16:45-18:45（P会場）　25pm4-PM
第 8 回集積化 MEMS シンポジウム
ポスターセッション II

座長：曽根 正人（東京工業大学）, 望月 俊輔（NTT データ 数理システム）

25pm4-PM-002	 	 	 	
高濃度イオン液体中における IS-FET 型 pH センサの故障原因の調査
種吉 郁文 *，馬場祐輔，ムハマド リッズアン ビン ジューソ，馬場 昭好
九州工業大学

25pm4-PM-004	 	 	 	
周波数ΔΣ変調方式を用いた共鳴トンネル歪センサ
前澤 宏一 *，角谷 祐一郎，田近 拓巳，森 雅之
富山大学

25pm4-PM-006	 	 	 	
積層メタル技術による MEMS 加速度センサを用いた慣性センサモ
ジュールの検討
權田 惇晟 *｛1｝，高安 基大｛1｝，山根 大輔｛1｝，小西 敏文｛2｝， 
伊藤 浩之｛1｝，道正 志郎｛1｝，石原 昇｛1｝，町田 克之｛2｝，益 一哉｛1｝

｛1｝東京工業大学，｛2｝NTT アドバンステクノロジ

25pm4-PM-008	 	 	 	
積層メタル技術による MEMS 加速度センサのばね定数設計方法
佐布 晃昭 *｛1｝，小西 敏文｛1｝，山根 大輔｛2｝，年吉 洋｛3｝，曽根 正人｛2｝， 
益 一哉｛2｝，町田 克之｛1｝

｛1｝NTT アドバンステクノロジ，｛2｝東京工業大学，｛3｝東京大学

25pm4-PM-010	 	 	 	
表面活性化接合における接合面積拡大のためのイオン条件の検討
白浜 亮弥 *，Duangchan Sethavut，村山 智紀，濱田 爽志，馬場 昭好
九州工業大学

25pm4-PM-014	 	 	 	
3 次元実装により超薄型化したパワー SoC の性能予測
池田 裕帆 *，日浦 健伍，日野 泰義，松本 聡
九州工業大学

25pm4-PM-016	 	 	 	
SiC 上グラフェンのシート抵抗の湿度依存性
北岡 誠 *，永濱 拓也，有月 琢哉，高嶋 和也，大野 恭秀，永瀬 雅夫
徳島大学

25pm4-PM-018	 	 	 	
数値流体解析による血小板生成を行うバイオリアクターの評価
船越 高志 *｛1｝，筑根 敦弘｛2｝，藤本 興治｛3｝，大川 泰央｛3｝，片山 淳子｛4｝，
大場 隆之｛5｝

｛1｝フジキン，｛2｝大陽日酸，｛3｝大日本印刷，｛4｝日産化学工業， 
｛5｝東京工業大学
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技術展示会期：
 10月24日（月）09：00〜18:15
 10月25日（火）09：00〜18:45
 10月26日（水）08：30〜10:10
技術展示会場：平戸文化センター
受付ホワイエ（1F）

最優秀技術賞：
審査期間：上記会期中
表彰式： センサシンポジウム閉会式（10月26日

（水）10:50-11:20）

技術展示プレゼンテーション：
 10月24日（月）11:55〜13:00（昼食時）
 10月25日（火）11:25〜12:25

（ポスターセッションI後半）
 10月25日（水）17:45〜18:45

（ポスターセッションII後半）
場所：A会場：平戸文化センター　大ホール（1F）

出展社による技術プレゼンテーションが予定されて
おります。

各社，3回のプレゼンテーションとなりますので，ご
予定と重複された場合には，3回，プレゼンを聴ける
チャンスがあります。

10月24日の技術展示プレゼンテーションでは，先
着100名様に軽食を準備しております。

 

 

 

 

ドリンク
コーナー

受付

エントランス

2Fへ
未来創造館へ

ホワイエ（ポスターセッション）
A会場（大ホール）へ

①

②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑩

⑨

⑪

⑫

⑬⑭⑮⑯

⑱

⑳

⑲

⑰

B-09

B-05
B-04

B-03

B-02

B-01

B-06 B-07 B-08

B-11

A-03

A-02

A-01

B-12 B-13 C-01

B-10

C-02

C-03

C-04

EV

プレゼンテーションタイトル

JST-CREST「ナノ慣性計測デバイス・システム技術とその応用創出」

シリコンアーティストテクノロジー

イングスシナノにおける半導体・MEMS実装とPKG気密封止技術紹介
イングスシナノ

トリリオン・センサ社会に向けたMEMS製造装置の最新技術と動向 
SPPテクノロジーズ

MNOICが提供するMEMSオープンイノベーション
マイクロマシンセンター

文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」事業 微細加工プラットフォーム

MEMS・半導体ソリューションのご紹介
NTTデータ数理システム

オムロンのセンサ紹介 
オムロン株式会社

プレゼンテーション予定

技術展示
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ブース# 出展社名 出展概要

A-01 JST-CREST「ナノ慣性計測デバイス・システム技術
とその応用創出」

・当研究プロジェクトの概要と研究内容・進捗を紹介するポスター 
・開発したデバイス，デモシステムなど

A-02 デンソー ・会社紹介 
・製品紹介

A-03 シリコンアーティストテクノロジー ・各種センター用IC及びWafer 
・モジュール基板

B-01 NTTアドバンステクノロジ
・半導体プロセスサービス（パネル展示） 
・加圧・減圧オーブン（パネル展示） 
・小型超臨界乾燥装置（パネル展示）

B-02 イングスシナノ
・ワイヤーボンディング実装 
・フリップチップ実装 
・中空気密封止（シーム溶接）　　作業の受託事業

B-03 SPPテクノロジーズ

SPPテクノロジーズが取り扱っているMEMS・半導体製造に不可欠なSi深掘り
装置（DRIE）をはじめ，SiCエッチング装置や化合物/酸化膜エッチング装置，
犠牲層エッチング装置，プラズマCVD装置，PVD装置，熱処理装置など各種製
造装置をご紹介する。

B-04 ネオアーク ・レーザードップラ振動計・露光装置

B-05 マイクロマシンセンター ・ポスター 
・MEMSウエハ（300mmφ）

B-06 NTTデータ数理システム
・MEMS解析シミュレータ　MEMSpice 
・3次元プロセスシミュレータ　ParadiseWorld-2 
・逆問題解析ソリューション

B-07 丸紅情報システムズ ・表面活性化接合装置（WOW, COW, COC） 
・低温（常温）接合技術，及び，高精度アライメント技術

B-08 日立金属
・LTCCインターポーザー 
・鏡面研磨したLTCC基板 
・窒化珪素基板

B-09 オムロン

・環境センサ 
・振動発電デバイス 
・人感センサ 
・絶対圧センサ

B-10 エレクトレット環境発電アライアンス ・エレクトレット振動発電器 
・異常振動検知モジュール

B-11 菱計装 ・小型水中ロボット（試作品）と展示パネル

B-12 MHIソリューションテクノロジーズ　長崎支社 ・非破壊検査装置（インナーUT） 
・コールフローモニター

B-13 協和機電工業 ・高効率発電機

C-01 長崎県工業技術センター ・工業技術センターの概要，研究内容を紹介するパネル・資料

C-02 文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」事業 
微細加工プラットフォーム

・ポスター（微細加工プラットフォームの概要紹介，PR） 
・パンフレット

C-03 東北大学　田中（秀）研究室 ・田中（秀）研究室の研究成果発表 
・ロボット用触覚センサ，使い捨て免疫センサ，MEMS集積化技術

C-04 MEMSパークコンソーシアム ・MEMSパークコンソーシアム活動案内

出展社リスト

技術展示



22 Future Technologies from HIRADO

第 33 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム実行委員会

実行委員長 古賀　章浩 東芝
実行副委員長 田畑　修 京都大学
幹事 阪田　知巳 城西大学
副幹事 内田 秀和 埼玉大学
副幹事 小野寺　武 九州大学
副幹事 川崎　仁晴 佐世保高専
論文委員長 藤田　孝之 兵庫県立大学
論文副委員長 横川　隆司 京都大学
論文副委員長 神田　岳文 岡山大学
論文委員会オブザーバー 峯田　貴 山形大学
財務委員長 石井　仁 豊橋技術科学大学
財務副委員長 島岡　敬一 豊田中央研究所
会場委員長 林　健司 九州大学
併設行事担当委員長 青野　宇紀 日立製作所
広報担当 安藤　妙子 立命館大学
若手企画担当（主） 荒川　貴博 東京医科歯科大学
若手企画担当（副） 長谷川　有貴 埼玉大学
講演会企画担当 安部　隆 新潟大学
現地担当 杉本　直三 平戸在住（元）東京エレクトロン
応用物理学会シンポ担当 馬場　昭好 九州工業大学
日本台湾国際交流シンポ担当 佐々木　実 豊田工業大学
機械学会企画セッション担当 川野　聡恭 大阪大学
実装学会企画セッション担当 日暮　栄治 東京大学
通信学会企画セッション担当 梶山　新也 日立製作所
顧問 石田　誠 豊橋技術科学大学
 木股　雅章 立命館大学
 藤田　博之 東京大学
 町田　克之 NTT アドバンステクノロジ
 桑野　博喜 東北大学
 有本　和民 岡山県立大学
 三原　孝士 マイクロマシンセンター
 庄子　習一 早稲田大学

◆第 33 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム論文委員会

論文委員長 藤田　孝之 兵庫県立大学
論文副委員長 横川　隆司 京都大学
論文副委員長 神田　岳文 岡山大学
論文委員会オブザーバー 峯田　貴 山形大学
分野 1　設計・製作技術、材料
分野 11　企画セッション

（電気学会 メタマテリアル・プラ
ズモニック構造を基軸とする
新機能創成に関する調査専門
委員会）
主査 菅野　公ニ 神戸大学
副査 伊藤　寿浩 東京大学
 安藤　妙子 立命館大学
 池原　毅 産業技術総合研究所
 入江　康郎 みずほ情報総研
 岩見　健太郎 東京農工大学
 内海　淳 三菱重工業
 金森　義明 東北大学
 菅　哲朗 電気通信大学
 久保田　智広 東北大学
 小西　聡 立命館大学
 佐々木　実 豊田工業大学
 式田　光宏 広島市立大学
 下川　房男 香川大学
 積　知範 オムロン
 相馬　伸一 富士電機システムズ
 生津　資大 愛知工業大学
 船橋　博文 豊田中央研究所
 望月　俊輔 NTT データ数理システム
分野 2　マイクロナノシステム 
主査 田中　秀治 東北大学
副査 三田　吉郎 東京大学
 綾野　賢冶郎 アオイ電子
 小野　崇人 東北大学
 蒲原　敦彦 横河電機
 後藤　正英 NHK 放送技術研究所
 澤田　廉士 九州大学
 島内　岳明 富士通研究所
 高橋　一浩 豊橋技術科学大学
 塚本　貴城 東北大学
 年吉　洋 東京大学
 鳥山　寿之 立命館大学
 肥後　昭男 東北大学
 古田　一吉 セイコーインスツル
 村上　賢治 オリンパス
 山根　大輔 東京工業大学
分野 3　センサ・アクチュエータシステム 
主査 室山　真徳 東北大学
副査 土屋　智由 京都大学
 和泉　慎太郎 神戸大学
 大山　真司 東京工業大学
 才木　常正 兵庫県立工業技術センター
 桜井　淳平 名古屋大学
 佐々木　敬 東北大学
 篠田　裕之 東京大学
 高尾　英邦 香川大学
 高松　誠一 産業技術総合研究所
 橋口　原 静岡大学

 前中　一介 兵庫県立大学
 渡部　俊久 NHK 放送技術研究所
分野 4　フィジカルセンサ 
主査 寒川　雅之 新潟大学
副査 荒川　貴博 東京医科歯科大学
 赤井　大輔 豊橋技術科学大学
 池沢　聡 早稲田大学
 大山　浩市 デンソー
 蔭山　健介 埼玉大学
 笠原　崇史 セイコーエプソン
 神田　健介 兵庫県立大学
 柴崎　一郎 豊橋技術科学大学
 竹井　裕介 東京大学
 橋本　和彦 パナソニック
 原　基揚 情報通信研究機構
 廣田　正樹 日産自動車
 室　英夫 千葉工業大学
 山下　馨 京都工芸繊維大学
 山本　敏 フジクラ
 吉田　幸久 三菱プレシジョン
分野 5　ケミカルセンサ 
主査 竹井　義法 金沢工業大学
副査 長谷川　有貴 埼玉大学
 青野　宇紀 日立製作所
 安藤　毅 東京電機大学
 石田　寛 東京農工大学
 小野寺　武 九州大学
 関口　哲志 早稲田大学
 中本　高道 東京工業大学
 南保　英孝 金沢大学
 林　健司 九州大学
 松本　裕之 岩崎電気
 山口　富治 東京電機大学
分野 6　バイオセンサ 
主査 安田　隆 九州工業大学
副査 内田　諭 首都大学東京
 遠藤　達郎 大阪府立大学
 河野　剛士 豊橋技術科学大学
 末廣　純也 九州大学
 高村　禅 北陸先端科学技術大学院大学
 田畑　美幸 東京医科歯科大学
 外山　滋 国立障害者リハビリセンター
 松永　忠雄 東北大学
 村上　裕二 豊橋技術科学大学
 横川　雅俊 筑波大学
分野 7　バイオマイクロナノシステム 
主査 竹内　昌治 東京大学
副査 尾上　弘晃 慶應義塾大学
 阿部　浩久 島津製作所
 石田　忠 東京工業大学
 鈴木　孝明 群馬大学
 永井　萌土 豊橋技術科学大学
 中島　正博 名古屋大学
 西岡　泰城 日本大学
 西迫　貴志 東京工業大学
 松本　壮平 産業技術総合研究所
 三木　則尚 慶應義塾大学
 山本　貴富喜 東京工業大学
分野 8　センサ・MEMS のための
実装技術（エレクトロニクス実装学会連携） 
主査 日暮　栄治 東京大学
 伊藤　高廣 九州工業大学
 生津　資大 愛知工業大学
 萩原　啓 NHK 放送技術研究所
 藤野　真久 東京大学

◆第 8 回集積化 MEMS シンポジウム実行委員会

統括 有本　和民 岡山県立大学
実行委員長 馬場　昭好 九州工業大学
論文委員長 田中　秀治 東北大学
委員 積　知範 オムロン
 小林　健 産業技術総合研究所

◆第 8 回集積化 MEMS シンポジウム論文委員会

委員長 田中　秀治 東北大学
副委員長 積　知範 オムロン
委員 石井　仁 豊橋技術科学大学
 鈴木　健一郎 立命館大学
 高尾 　英邦 香川大学
 日暮　栄治 東京大学
 島内　岳明 富士通研究所
 土屋　智由 京都大学
 松本　佳宣 慶應義塾大学
 町田　俊太郎 日立製作所
 佐々木　実 豊田工業大学
 永瀬　雅夫 徳島大学
 望月　俊輔 NTT データ数理システム
 金谷　晴一 九州大学
 後藤　正英 NHK 放送技術研究所
 曽根　正人 東京工業大学
 李　相錫 鳥取大学
 森村　浩季 NTT デバイスイノベーションセンタ

委員会
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◆お弁当のご案内◆
★お弁当販売

（朝お申込いただければ、その日の昼食時にお弁当をお届します）
お弁当受付時間　　700円（税込，お茶付き）
場所：平戸文化センター　受付隣（1F）

★イベント参加にともなう軽食の無料配布
下記イベントにお越しいただいた方、先着100名様に、おにぎりセット（お茶

付）を差し上げます。（無料）
10月24日（月）：12:10〜13:05 技術出展社プレゼンテーション（A会場）

◆平戸ぐるめ◆
スマホ専用の平戸グルメサイト

「平戸のうまかもん食べにこんね！」

http://www.hirado-nomikui.jp/
センサシンポジウムのバッジを見せると10%引きになる

お店もあります。

◆スタンプラリー（賞品が当たります）◆
技術展示ブース訪問、技術展示プレゼンテーション、基調講演、公開企
画セッション、オーサーズインタビューに参加、アンケートにご回答され
た方には先着順で賞品を準備しています。当日会場でお渡しするシート
に各会場で押印をお願いします。詳細は、当日会場にて発表します。

①技術展示（1F受付ホワイエ）　10/24-26
② 技術展示プレゼンテーション（A会場、ホール（1F））　

10/24-25
③基調講演（A会場、ホール（1F））　10/24-26
④一般公開セッション（A会場、ホール（1F））　10/25
⑤オーサーズインタビュー（平戸海上ホテル）10/25
⑥センサシンポアンケートご回答　10/26

日にち 販売時間
（予約受付）

配布時間
（受付付近） 販売個数

10月25日（火） 8:30〜10:00 12:35〜13:10 40

日にち イベント時間 イベント名 配布場所 配布個数
10月24日（月） 11:55〜12:15 技術展示発表 A会場 100

Future Technologies from HIROSHIMA
第34回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム
第9回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」／第9回「集積化MEMSシンポジウム」

次回は，2017年10月31日〜11月2日　広島国際会議場で開催されます。
（http://www.pcf.city.hiroshima.jp/icch/）

⑥まで全部のスタンプ（8個）集め
た方、同じく一つずつ6個集めた
方、いろいろな機会があります。

2017
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◆フロアレイアウト◆

マークはスタンプラリーが実施されているところ
です。たくさんスタンプを集めてください。当選者
は閉会式で発表し、賞品をお渡しします 。

ドリンクコーナー

平戸文化センター 1F 平戸文化センター 2F

未来創造館

E会場（未来創造館へ）

D会場（1F、洋会議室）

P会場（1F、ホワイエ）

受付（1F、ホワイエ）
技術展示会場

休憩所

P会場（2F、ホワイエ）A会場（1F、大ホール）

平戸・長崎物産ブース
（1F、ホワイエ）

C会場（1F、会議室C）

B会場（2F、中ホール）

E会場（1F、ホール）

文化センター
渡り廊下より

平戸文化センター
1F 大ホール

平戸文化センター
2F 中ホール

平戸文化センター
1F 会議室 C

平戸文化センター
1F 洋会議室

平戸市未来創造館
1F ホール

平戸文化センター
1F/2F 大ホール

ホワイエ
平戸文化センター　
1F 受付ホワイエ

平戸海上ホテル
バンケットルーム

A B C D E P W
前日

10/23（日） 17:30-19:30 研究者交流会

１日目
10/24（月）

09:00-09:30 開会式
学会挨拶

ポスター掲示 技術展示

09:30-10:10 24am1-A-1
基調講演 （高田明氏）

10:10-10:15 技術展示紹介
休憩 （5 分）

10:20-11:50
24am2-A

センサ・MEMS のための
実装技術 （実装学会連携）

24am2-B
マイクロナノプロセス・

材料技術 I

24am2-C
システム

アプリケーション

24am2-D
MEMS/NEMS・

一般

24am2-E
集積化 MEMS

シンポ：デバイス材料と
回路

11:50-13:15 技術展示プレゼン
（ランチョン）

13:15-13:20
24pm1-A

日台国際シンポジム
開会あいさつ

13:20-14:00
24pm1-A-1

基調講演（台湾，Fang
教授）

休憩 （5 分）

14:05-16:05
24pm1-A

日台国際シンポジム

24pm2-B
マイクロナノプロセス・

材料技術 II

24pm2-C
センサ・アクチュエー

ター
システム

24pm2-D
メタマテリアル・

プラズモニック構造
（企画セッション）

24pm2-E
電気・機械合同 OS

I

休憩 （10 分）

16:15-18:15 24pm3-B
生体・環境センシング

    24pm3-C
バイオセンサ

24pm3-D
ケミカルセンサ I

24pm3-E
電気・機械合同 OS II

移動 45 分
19:00-21:00 懇親会

２日目
10/25（火）

09:00-09:40 25am1-A-1
基調講演 （九大，都甲教授）

ポスター掲示

技術展示

09:40-10:20 25am1-A-2
基調講演 （imec，Chris 氏）

休憩 （5 分）

10:25-12:25
25am2-PS/LN/PM

ポスターセッション I
（末尾奇数）技術展示プレゼン

11:25-12:25
12:25-13:40

ポスター掲示

13:40-13:45 25pm1-A
一般公開セッション 挨拶

13:45-14:25 25pm1-A-1
基調講演 ( 栗林彗氏 )

休憩 （5 分）

14:30-15:30

25pm1-A
一般公開セッション

「山，海，空とセンサと」

25pm2-B
電子情報通信学会
連携セッション　I

25pm2-C
MEMS/NEMS・

エナジーハーベスタ

25pm2-D
集積化 MEMS

シンポ：
パッケージングと実装

休憩 （10 分）

15:40-16:40
25pm3-B

電子情報通信学会
連携セッション　II

25pm3-C
バイオ MEMS I

25pm3-D
集積化 MEMS

シンポ：エネルギー／
バイオデバイス

休憩 （5 分）
25pm4-PS/LN/PM

ポスターセッション II
（末尾偶数）16:45-18:45 技術展示プレゼン

17:45-18:45
移動 45 分

19:30-21:00 オーサーズ 
インタビュー

21:10-23:00 若手懇親会
in 平戸

３日目
10/26（水）

08:30-10:00 26am1-A
ケミカルセンサ II

26am1-B
フィジカルセンサ

26am1-C
バイオ MEMS II

26am1-D
集積化 MEMS
シンポ：MEMS

技術展示

休憩 （10 分）

10:10-10:50
26am2-A-1
基調講演

( 東工大，三宅教授 )

10:50-11:20 閉会式
表彰式


