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エレクトロニクス実装学会，応用物理学会，化学工学会，化学とマイクロ・ナノシステム学会，計測自動制御学会，
システム制御情報学会，次世代センサ協議会，精密工学会，センシング技術応用研究会，電気化学会，電子情報通信学会，

日本機械学会，日本材料学会，日本真空学会，日本信頼性学会，日本生体医工学会，日本赤外線学会，日本伝熱学会，日本時計学会，
日本熱物性学会，日本バーチャルリアリティ学会，日本流体力学会，日本ロボット学会，ニューセラミックス懇話会，

マイクロマシンセンター，レーザー学会，電気学会関連技術委員会

協　賛
広島観光コンベンションビューロー，京都大学教育研究振興財団，電気通信普及財団，村田学術振興財団

後 援

電気学会 センサ・マイクロマシン部門主催
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
日本機械学会 マイクロ・ナノ工学部門主催
第8回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」
応用物理学会 集積化MEMS技術研究会主催
第9回「集積化MEMSシンポジウム」

Program Outline

Future Technologies
from HIROSHIMA
会期：2017年10月31日（火） ～ 11月2日（木）
会場：広島国際会議場
（10月30日（月）午後テクニカルツアー（マツダミュージアム工場見学））
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Future Technologies from HIROSHIMA

例年であれば本稿は参加者への御礼の言葉で始まり，続
いて本シンポジウムの特徴である学会間の連携をアピールす
るフレーズが続きますが，今年は少しスタイルを変更します。

今年の会場探しは今から2年半前の2015年1月からスター
トしました。いくつかの候補地を検討した後，ここ広島が候
補となったのは2015年夏でした。その時点で広島東洋カープ
は4位で，そのままリーグ戦を終了しました。国際会議場を下
見したのは2016年1月，広島を開催地候補としていることを
公にしたのは2016年3月でした。

広島は，原子爆弾が投下された歴史を踏まえ，「平和記念
都市」として平和の確立と核兵器の廃棄を求める活動を活
発に行っており，世界的に知名度が高いことは周知です。し
かし，これまで本シンポジウムが広島を含む瀬戸内地方で開
催されたことはありませんでした。どうして広島を開催地に
したのか？と聞かれることも多々ありましたが，2015年の広
島の注目度を考えると，先見の明があったと自画自賛してい
ます。2016年5月にはオバマ米大統領が現職として初めて広
島を訪問し，同月広島東洋カープは1位になりました。カープ
はそのまま1位をキープして25年ぶりのリーグ優勝を果たし
ました。そして2017年もカープは元気で，本稿を執筆してい
る9月10日時点で1位です。私はカープファンではありません
が，思わず応援している今日この頃です。

今年のシンポジウムの目玉は，これまでの口頭発表とポス
ター発表の2本立てから，ポスター発表中心へのシフトです。
ポスター会場に学会の壁はありません。学会員同士の交流
がより一層活性化されることが期待されます。その他，基調
講演，招待講演，「え〜まっぷ＠広島」など魅力ある企画が
予定されています。この広島の地で，多くの議論が交わされ，
出会いがあり，新たなアイデアが生まれ，そして広島の平和
の願いと共に世界に向けて広がって行くことを心より願って
おります。

Future Technologies from HIROSHIMAにご参加頂きあ
りがとうございます。日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門が
主催するマイクロ・ナノ工学シンポジウムも8回を数えること
となりました。マイクロ・ナノをキーワードに機械工学を横断
するマイクロ・ナノ工学部門の部門大会らしく，多様な分野か
ら150件近い発表が予定されており，活発な議論が期待され
ます。参加者の皆様に実行委員会を代表いたしまして，心よ
り御礼申し上げます。

一般講演に加え，筑波大学システム情報系教授，鈴木健
嗣氏に「人々をエンパワーするウェアラブル・センシングと
フィードバック技術」について基調講演していただきます。デ
バイスからシステム，またそのシステムを活用する場までご
研究されており，ややもすれば個々が専門とする技術のみに
囚われてしまう我々の目から鱗を落としてくれると期待して
おります。加えて，IoT，バイオ・医療，マルチスケールシミュ
レーションとナノ計測，マイクロ・ナノマテリアル，マイクロ・ナ
ノ熱流体，ナノトライボロジーといった，マイクロ・ナノ工学に
おける代表的研究分野において最先端の研究を行っている
先生方からのキーノート講演を企画しております。尚，Open 
Access JournalであるMicromachines誌においてシンポジ
ウム特集号を発行する予定です。

昨年度は，マイクロ・ナノ工学部門発足5周年を記念いた
しまして，国際シンポジウムInternational Symposium on 
Micro-Nano Science and Technology 2016を開催しまし
た。今年度改めてFuture Technologiesに加わらせていただ
き，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回集積化MEMSシンポジウムとの同時開催とな
ります。一度離れたのにも関わらず快く受け入れていただき
ましたこと，大変感謝いたします。今回は特に，一般講演が
全てポスター発表形式となりましたことで，他学会，他分野
の研究者との交流がより一層促進され，参加者全員にとって
大きな収穫となることを確信しております。シンポジウムを横
断する若手企画も用意されており，当該分野の明るい未来の
礎になるものと期待します。

最後になりましたが，併催シンポジウムのご関係者，事務
局，協賛いただいた学協会，本シンポジウムの実行委員会，プ
ログラム委員会の皆様のご尽力に心より御礼申し上げます。

「広島から世界に向けて」
一般社団法人電気学会　E部門
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
実行委員長　田畑　修

第8回マイクロ・ナノ工学シンポジウム
の開催にあたり
一般社団法人
日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門
第8回マイクロ・ナノ工学シンポジウム
実行委員長　三木 則尚
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電気学会　センサ・マイクロマシン部門主催，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，日本機械学会　マイクロ・ナノ工
学部門主催，第8回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」，応用物理学会　集積化MEMS技術研究会主催，第9回「集積化MEMSシンポジウム」は，
「Future Technologies from HIROSHIMA」をテーマに，2017年10月31日から11月2日，広島市にて開催される運びとなりました。 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，マイクロ・ナノメートルの領域におけるマイクロ・ナノ工
学技術，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。 

今年も応用物理学会，電気学会，日本機械学会（五十音
順）が協力・主催して，また，多くの学協会のお力添えのも
と，Future Technologiesシリーズを開催できることを嬉し
く思います。私も微力ながら，このシリーズの運営に関して
役割が与えられている立場ですが，純粋に一参加者として，
Future Technologies from HIROSHIMAに参加することが
楽しみで仕方ありません。

2013年に仙台にて名前を冠したこのシリーズは，年々，発
展しています。これは，何より私のように参加が楽しみで仕
方ない人が増えているためだと思いますが，ここで取り扱う
MEMS，センサ，マイクロ・ナノ工学といった技術群が，産業と
してはもちろん，各方面で大きく期待されていることの1つの
現れだとも考えています。また，3学会を中心に多くの学協会
の協力のもと開催される形は，この技術群の分野横断性や
応用の広がりを象徴するものだと考えています。このような
形での開催にご尽力されました関係者各位に心から御礼申
し上げます。

今回，集積化MEMSシンポジウムは9回目の開催になり
ます。本シンポジウムはまだまだ小さいながら，応用物理学
会・集積化MEMS研究会の出自からして，特にMEMS技術と
LSI技術との境界領域とその周辺の技術と学理に焦点を当て
て，これまでにも特徴ある魅力をはなってきました。論文委
員長のリーダーシップのもと，今年も魅力的なセッションが
組まれています。本研究会からは，立命館大学の木股雅章
先生に基調講演をお願いしており，今，熱い赤外線センサに
関するお話を聞くことができます。また，日頃の活動から産
学連携が活発なのも本研究会の特徴だと思います。セッショ
ンルームだけではなく，会場内外のあらゆるところで業界
間，世代間，学協会間のネットワークが発展することを願って
います。最新の技術情報はもちろん，このようなネットワーク
も広島からお持ち帰り頂きたいものです。

広島で有意義で楽しい時間をお過ごしください。

Future Technologies from HIROSHIMA
が待ち遠しくて
応用物理学会・集積化MEMS技術研究会
集積化MEMSシンポジウム
実行委員長　田中 秀治

Future Technologies from Hiroshima　基調講演

会場：フェニックスホール（B2F）

10月31日（火）　10:10-10:50
「Microscale magnetic resonance 

detectors: a technology roadmap 
for in vivo metabolomics」
Dr. Jan G. Korvink  Professor and Director
Institute of Microstructure Technology

（IMT）, Karlsruhe Institute of Technology（KIT）

マイクロシステム技術研究所・教授，カールスルーエ工科大学（独）

11月1日（水）　15:10-15:50
「SKYACTIVエンジン開発の志」

マツダ株式会社
常務執行役員，シニア技術開発フェロー
人見 光夫氏

Mitsuo Hitomi
Managing Executive Officer
Mazda Motor Corp.

11月1日（水）　16:00-16:40
「夢をビジネスに変える力」

株式会社キャステム 代表取締役社長
折り紙ヒコーキ協会 会長
戸田 拓夫氏

Takuo Toda
CEO
CASTEM Group

11月2日（木）　9:00-9:40
「人々をエンパワーするウェアラブル・

センシングとフィードバック技術」
筑波大学　システム情報系 教授
科学技術振興機構 （JST） CREST 研究代表者
鈴木 健嗣氏
Kenji Suzuki, Dr. Eng. Professor
Center for Cybernics Research & Faculty of Engineering, 
Information and Systems  University of Tsukuba

11月2日（木）　15:20-16:00
「非冷却赤外線イメージセンサの 

最近の動向」
立命館大学
理工学部 機械工学科 特任教授
木股 雅章氏

Prof. Masaaki Kimata
Professor
Ritsumeikan University
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プログラムスケジュール

フェニックスホール（B2F） コスモス（B2F） ダリア（B2F） ホワイエ（B2F）
A B P E

1 日目
10/31（火）

9:30-10:00 開会式
学会挨拶

ポスター
掲示

え～まっぷ @
広島

（大学・公的
機関の研究

室紹介
ポスター）

10:10-10:50 基調講演
（Prof. Dr. Jan G. Korvink , KIT）

11:00-12:40 ポスター
セッション A

技術展示

12:40-13:50 技術展示の発表セッション

ポスター
掲示13:50-15:05

電気学会センサシンポジウム
若手賞（五十嵐賞・奨励賞）

候補者発表セッション
電子情報通信学会企画セッション I

15:15-16:15
応用物理学会

集積化 MEMS シンポジウム
センサ回路設計 / エネルギー

電子情報通信学会企画セッション II

16:25-18:05 ポスター
セッション B

18:05-19:00
え～まっぷ @ 広島 

ポスター 
プレゼンテーション

2 日目
11/1（水）

9:00-10:30
電気学会センサシンポジウム
若手賞（五十嵐賞・奨励賞）

候補者発表セッション

機械学会
マイクロ・ナノ工学部門　レビュー１

ポスター
掲示

え～まっぷ @
広島

（大学・公的
機関の研究

室紹介
ポスター）

技術展示

10:40-12:20 ポスター
セッション C

12:20-13:20 技術展示の発表セッション

ポスター
掲示

13:30-15:00
応用物理学会

集積化 MEMS シンポジウム
プロセス / 異種機能集積化

センサ・MEMS のための
実装技術 （実装学会連携）

15:10-15:50 基調講演 / 一般公開
（マツダ　人見 光夫様）

16:00-16:40 基調講演 / 一般公開
( キャステム　戸田 拓夫様）

16:40-18:20
Mixer

「紙ヒコーキ滞空時間
コンテスト」

日本酒の科学と実践 ポスター
セッション D

18:30-19:30 Mixer ＆セレモニー

20:00-22:00
３シンポ合同
若手交流会
（別会場）

3 日目
11/2（木）

9:00-9:40 基調講演
( 筑波大学　鈴木 健嗣様 )

ポスター
掲示

え～まっぷ @
広島

（大学・公的
機関の研究

室紹介
ポスター）

技術展示

9:50-11:20 機械学会
マイクロ・ナノ工学部門　レビュー２

電気学会センサシンポジウム
優秀技術論文賞候補者発表セッション

11:30-12:30 機械学会
マイクロ・ナノ工学部門　表彰式

応用物理学会
集積化 MEMS シンポジウム
バイオ / マイクロロボット

12:30-13:30

13:30-15:10 ポスター
セッション E

15:20-16:00 基調講演
( 立命館大学　木股 雅章様）

16:10-16:50 閉会式
表彰式
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テクニカルツアー（マツダミュージアム工場見学）

日　時：10月30日（月）　15:00-16:00　　　場　所：マツダミュージアム工場

マツダの広島本社敷地内にある見学施設「マツダミュージアム」。1994年5月に開館。 1920年代のヒストリックカーをはじめ，マ
ツダ歴代の市販車，レーシングカーが一堂に展示されています。 マツダの誇るロータリーエンジン技術ヒストリー，隣接工場のU1
生産ラインが見学出来ます。

日本酒の科学と実践　−日本酒のアレコレ（入門編）−

日　時：11月1日（水）　16:40-18:20　　　場　所：コスモス　（B2F）　　　協　力：千福醸造元　株式会社三宅本店

古来より日本の伝統文化を引き継ぐ「国酒」の日本酒。
日本酒は，含有されている糖分や酸，アミノ酸によって異なります。それぞれの成分が絶妙に混ざり合うことによって，甘みと酸

味，そして旨味のバランスが保たれています。
今回の「日本酒の科学と実践　-日本酒のアレコレ（入門編）-」では，広島の千福醸造元　株式会社三宅本店様からのご協力を

得，異なるタイプの日本酒の魅力を，味覚，嗅覚などから探求します。（事前予約要，有料　1,000円　税込）

3 シンポ合同若手交流会 in 広島

日　時：11月1日（水）　20:00-22:00　　　場　所：喜多よし（広島国際会議場近く）

3シンポジウムに参加されている大学，高専，公的研究機関，企業等に所属されている若手（概ね40歳以下（ただし，常識的な範
囲で自称若手の方も含む））の研究者を対象に，シンポジウムの枠を超えた，さまざまな分野の方と，お食事や飲み物を楽しみなが
ら交流を深めていただける機会です。（先着60名様，有料4,000円　飲食・税込）

Mixer & セレモニー

日　時：11月1日（水）　18:30-19:30　　　場　所：フェニックスホール（B2F）

例年開催される懇親会とは趣を変えて，参加者のネットワーキングの場を
提供いたします。

3シンポジウム共通のこのイベントでは，学会代表の挨拶に加え，地元広島
県の中下善昭副知事がご臨席の予定です。折り紙ヒコーキ滞空時間コンテス
トの表彰式，文教女子大生による和太鼓が会を彩ります。是非ご参加ください。

（参加無料）

紙ヒコーキ滞空時間コンテスト　

日時：11月1日（水）　16:40-18:20　　場所：フェニックスホール（B2F）　指導：折り紙ヒコーキ協会　会長 戸田拓夫氏

折り紙ヒコーキの伝道師を自任する戸田氏。きっかけはリーマン・ショックの
影響で会社の負債が7億円になった時，「辛い時こそトップがチャレンジする姿
を見せよう！」と思ったのがきっかけだったそうです。

寝食を忘れて紙ヒコーキの形や折り方はもちろんのこと，投げ方，紙質に至
るまで工夫をこらし，研究を重ねた結果，27.9秒でギネス世界記録を更新，現
在は29.2秒のギネス世界記録を保持しています。

コンテストでは戸田氏が見出した紙ヒコーキに最も適した紙を用いて紙ヒ
コーキを折って頂きます。

戸田氏による紙ヒコーキの折り方，飛ばし方指導もあります。皆さんもこの
世界記録にチャレンジしてみませんか？

18:30から同会場で予定されているMixer & セレモニーの前にどうぞお越し
ください。（参加無料）

大西宇宙飛行士が宇宙船の中で飛ばした紙ヒコーキ
提供：折り紙ヒコーキ協会様
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大学・公的研究機関の研究室紹介および交流のためのポスターセッション
日　時：ポスタープレゼンテーション 時　間：10月31日（火）　18:05-19:00　
ポスター掲示時間：10月31日（火）9:30-19:00／11月1日（水）9:00-18:20／11月2日（木）9:00-15:10
場　所：ダリア（B2F）

「え～まっぷ@広島」は，国内の大学，高専，研究機関に属する研究室紹介のポスターを掲示し，研究室間や産業界との交流の場と
してご活用いただくことを目的とした企画です。長年活躍されている研究室，立ち上げられたばかりの研究室，共同研究やポスドク
獲得に向けた研究室PRなど，展示内容はそれぞれの研究室にお任せいたします。また，夕方からの企画のため，ビールと軽食を提
供する予定です。多数のご参加をお待ちしております。

え〜まっぷ@広島参加機関

＃ 所属機関名 研究室（グループ）名 研究室（グループ）の
研究開発キーワード 研究者名 所在地県名

MAP-1 東北大学 羽根グループ Optical MEMS 佐々木 敬， 羽根 一博， 金森 義明 宮城県

MAP-2 東北大学 芳賀・松永・鶴岡研究室 微細加工，非平面，医療・ヘルス
ケアデバイス 芳賀 洋一， 松永 忠雄， 鶴岡 典子 宮城県

MAP-3 東北大学 田中（秀）研究室 MEMS，ヘテロ集積化 田中 秀治， 門田 道雄， 平野 栄樹，
室山 真徳，吉田 慎哉，塚本 貴城 宮城県

MAP-4 東北大学 小野・猪股・Toan/ 戸田研究室 高 感 度 セ ン シ ン グ シ ス テ ム，
MEMS/NEMS，ナノマテリアル， 小野 崇人 宮城県

MAP-5 山形大学 峯田研究室 触覚デバイス，SMA アクチュエー
タ，ナノプローブ 峯田 貴 山形県

MAP-6 山形大学 西山研究室 ナノ構造フォトニクス，フェムト
秒レーザ加工 西山 宏昭 山形県

MAP-7 産業技術総合研究所 スーパークリーンルームステー
ション（SCR）

φ 300mm シリコンウェハ 共用
施設利用 半導体プロセス 池原 毅 茨城県

MAP-8 産業技術総合研究所 環境計測技術研究グループ センサ，分析，環境 野田 和俊 茨城県

MAP-9 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 フレキシブル
エレクトロニクス研究センター IoT，印刷，フレキシブル 野村 健一， 金澤 周介 茨城県

MAP-10 産業技術総合研究所 集積マイクロシステム研究センター 大口径ウェハ MEMS 開発試作ラ
イン，センサネットワーク 高木 秀樹 茨城県

MAP-11 筑波大学 鈴木・横川研究室 マイクロフルイディクス，電気化
学センサ，ナノロボット 滝江 秀一， 横手 生成 茨城県

MAP-12 群馬大学 鈴木孝明研究室 3 次元 UV リソグラフィ，バイオデ
バイス，エナジーハーベスタ 鈴木 孝明 群馬県

MAP-13 埼玉大学 内田・長谷川（有）研究室 電子計測技術，化学センサ，バイ
オセンサ 内田 秀和， 長谷川 有貴 埼玉県

MAP-14 埼玉大学 蔭山（材料工学）研究室 Electret,  Ultrasonic sensing, 
Acoustic Emission 山 健介 埼玉県

MAP-15 関東学院大学 材料加工プロセス研究室 微細加工，ナノ粒子，シミュレー
ション 柳生 裕聖 神奈川県

MAP-16 慶應義塾大学 三木研究室 バイオ・医療，ICT，環境 三木 則尚 神奈川県

MAP-17 慶應義塾大学 尾上研究室 ソフトマテリアル，マイクロ流体
デバイス，組織工学 尾上 弘晃， 倉科 佑太 神奈川県

MAP-18 横浜国立大学 太田裕貴研究室 IoT，フレキシブルセンサ，スマー
トデバイス 太田 裕貴 神奈川県

MAP-19 東京工業大学 中本研究室 嗅覚センサ，嗅覚ディスプレイ，
ヒューマンインタフェース 中本 高道 神奈川県

MAP-20 東京工業大学 益・伊藤研究室 集積回路，集積化 CMOS-MEMS，
センサネットワーク

高安 基大， 新島 宏文， 乙部 翔太，
折原 恒祐，古賀 達也，益子 智恵，
山根 大輔

神奈川県

MAP-21
神奈川県立産業

技術総合研究所
電子材料グループ 微細加工 安井 学 神奈川県

MAP-22 明治大学 工藤研究室 バイオマイクロシステム，生体機
能計測 工藤 寛之 神奈川県

MAP-23 日本大学 内木場・齊藤研究室 MEMS，マイクロロボット，人工
ニューラルネットワーク

河村 彗史， 田中 大介， 金子 美泉，
齊藤 健，内木場 文男 千葉県

MAP-24 中央大学 土肥研究室 医療工学，MEMS，生体計測 土肥 徹次， 堀　正峻 東京都
MAP-25 東京農工大学 岩見研究室 光 MEMS, NEMS, プラズモニクス 岩見 健太郎 東京都

MAP-26 東京農工大学 石田研究室 ガス源探索ロボット，水中化学探
査ロボット，嗅覚ディスプレイ 石田 寛 東京都

MAP-27 早稲田大学 岩瀬研究室 フレキシブルデバイス，自己修復
型金属配線，MEMS スキャナ 岩瀬 英治 東京都

MAP-28 早稲田大学 庄子研究室 微細加工技術，マイクロ流体デバ
イス，液体有機 EL 田中 大器 東京都

MAP-29 東京医科歯科大学 バイオエレクトロニクス分野 バイオトランジスタ，バイオセン
サー，バイオマテリアル 合田 達郎， 宮原裕二 東京都

MAP-30 東京医科歯科大学 三林研究室 バイオセンサ，生体計測，ガスセ
ンサ 三林 浩二， 荒川 貴博， 當麻 浩司 東京都

MAP-31 東京電機大学 先端医療福祉工学研究室 手術支援デバイス，医療用 MEMS 桑名 健太 東京都

MAP-32 東京電機大学 電子応用研究室 環境計測用センサ，ガスセンサ，
においセンサ 原 和裕， 山口 富治 東京都

え〜まっぷ @ 広島
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＃ 所属機関名 研究室（グループ）名 研究室（グループ）の
研究開発キーワード 研究者名 所在地県名

MAP-33 東京電機大学 電子デバイス研究室 半導体デバイス，スパッタリング
法，LED 植物工場 六倉 信喜， 篠田 宏之， 安藤 毅 東京都

MAP-34 電気通信大学 菅研究室 表面プラズモンセンサ，赤外線検
出，メタマテリアル 菅 哲朗 東京都

MAP-35 中央大学 鈴木研究室 バイオチップ，人工細胞，自己組
織化 鈴木 宏明， 岡野 太治， 津金 麻実子 東京都

MAP-36 東京大学 下山研究室 ピエゾ抵抗型力センサ 高橋 英俊 東京都

MAP-37 東京大学 日暮研究室 低温接合，実装，光マイクロシス
テム 日暮 栄治 東京都

MAP-38 東京大学
東大電気系三田研究室

”TeamMEMS”
集積化 MEMS，深掘り MEMS 加工，
MEMS 向けエネルギー素子

三田 吉郎， 肥後 昭男， 太田 悦子，
岡本 有貴，竹城 雄大，山田 健太
郎

東京都

MAP-39 東京大学 年吉・ティクシエ三田研究室 エナジーハーベスタ，光 MEMS，
バイオ TFT − MEMS 年吉 洋， ティクシエ 三田アニエス 東京都

MAP-40 東京大学 竹内昌治研究室 マイクロ工学，バイオ MEMS，組
織工学 森本  雄矢 東京都

MAP-41 豊橋技術科学大学 集積化バイオセンサ・MEMS グ
ループ バイオ・化学センサ，LSI，MEMS

澤田 和明， 髙橋 一浩， 岩田 達哉，
丸山 智史，Lee Youna， 
Choi Yong Joon

愛知県

MAP-42 豊橋技術科学大学 マイクロ・ナノ機械システム研究室

細胞診断・機能制御用 MEMS プ
ラットフォームの開発，生命現象
の統合的理解と制御を支援する
キーテクノロジーの確立

永井 萌土， 柴田 隆行 愛知県

MAP-43 愛知工業大学 ナノテク研究室（生津研究室）
機能性材料の作製，微小材料の評
価技術開発，顕微鏡 / 観測技術の
開発

生津 資大， 上杉 晃生 愛知県

MAP-44 名古屋大学 秦研究室 MEMS，コンビナトリアル，フェ
ムト秒レーザ 秦 誠一， 櫻井 淳平， 溝尻 瑞枝 愛知県

MAP-45 新潟大学 マイクロマシン工学（安部／寒
川）研究室 IoT，感性センシング，タフ MEMS 安部 隆， 寒川 雅之 新潟県

MAP-46 金沢大学 人工知能研究室 機械学習，センサデータ処理，福祉 南保 英孝 石川県

MAP-47 富山大学 極微電子工学講座 化合物半導体，共鳴トンネル素
子，異種材料集積化 前澤 宏一， 森 雅之 富山県

MAP-48 京都工芸繊維大学 電子機器工学研究室（野田・山下
研究室）

バイオセンサ，機能性酸化物薄
膜，圧電強誘電体 MEMS 野田 実， 山下 馨 京都府

MAP-49 京都大学 田畑・土屋研究室 MEMS/NEMS，ナノマイクロシス
テム，ナノマイクロ加工 田畑 修， 土屋 智由， 平井義和 京都府

MAP-50 京都大学 ナノメトリクス工学研究室 ナノバイオシステム，Organ-on-
a-Chip，MicroTAS 横川 隆司 京都府

MAP-51 立命館大学 安藤妙子 研究室 単結晶シリコン，機械的特性，ナ
ノ現象 安藤 妙子 滋賀県

MAP-52 立命館大学 マイクロ・ナノメカトロニクス研究室

バイオメディカル分野における
マイクロマシン研究，

生体とのインタフェースとして
のマイクロマシンの可能性追求

小西 聡 滋賀県

MAP-53 大阪府立大学 分析化学研究グループ バイオセンサ，化学センサ，マイ
クロ・ナノデバイス 遠藤 達郎 大阪府

MAP-54 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 生体模倣、振動発電　ロボティクス 青柳 誠司， 鈴木 昌人， 高橋 智一 大阪府

MAP-55 大阪産業技術研究所 電子デバイス研究室 MEMS，機能性薄膜，有機エレク
トロニクス 村上 修一 大阪府

MAP-56 神戸大学 磯野・菅野研究室 低次元半導体ナノ材料，プラズモ
ニックナノ構造，MEMS センサ 磯野 吉正， 菅野 公二 兵庫県

MAP-57 兵庫県立大学 前中・藤田・神田研究室 生体活動モニタリングシステム，
エナジーハーベスタ，圧電 MEMS 前中 一介， 藤田 孝之， 神田 健介 兵庫県

MAP-58 岡山大学 システム構成学研究室 アクチュエータ，センサ 神田 岳文， 脇元 修一 岡山県

MAP-59 広島市立大学 医用ロボット研究室

MEMS 技術を用いた超小型医療
用デバイス，無痛薬剤投与デバイ
ス，フレキシブル・ウエアラブル
デバイス

式田 光宏， 長谷川 義大 広島県

MAP-60 香川大学 高尾研究室 手触りを評価する高精細触覚セ
ンサとセンシング技術 高尾 英邦 香川県

MAP-61 香川大学 下川研究室 農業応用，植物末端部，スマート
アグリ 小野 瑛人， 原 尚輝 香川県

MAP-62 香川大学 寺尾研究室 MicroTAS, 細胞解析 , 生体分子操作 寺尾 京平 香川県
MAP-63 北九州市立大学 礒田研究室 バイオセンサ、ケミカルセンサ、IoT 渡邊 裕樹 福岡県

MAP-64 九州大学 有機電子デバイス研究室 匂いセンサ，ガス空間分布可視
化、匂い情報分析 林 健司， 佐々 文洋 福岡県

MAP-65 九州大学 金谷研究室 無線通信，集積回路，インプラン
トセンシング 金谷 晴一 福岡県

MAP-66 九州大学 都甲・栗焼・小野寺・田原研究室 味覚センサ，匂いセンサ 小野寺 武 , 池沢　聡 福岡県
MAP-67 九州大学 流体医工学研究室 マイクロ工学，流体工学，医工学 福山 雄大， 松村 大輔 福岡県

MAP-68 九州大学 材料加工学研究室 津守グループ 粒子材料，セラミックス微細加
工，磁性ゴム 津守 不二夫 福岡県

MAP-69 九州工業大学 熱デバイス研究室 熱物性　熱の有効利用 宮崎 康次， 矢吹 智英 福岡県

MAP-70 九州工業大学 安田研究室 バイオ MEMS，細胞解析，微小
孔アレイデバイス 安田 隆 福岡県

MAP-71 兵庫県立大学 ナノマイクロシステム ナノバイオ，ナノマイクロシステム 山口 明啓，内海 裕一 兵庫県



8 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　プログラムスケジュール

10月30日（月）

10月31日（火）

10:10	 31am2-A-1
基 調 講 演：　Microscale magnetic resonance detectors: a 
technology roadmap for in vivo metabolomics
Jan G. Korvink
カールスルーエ工科大学（独）マイクロシステム技術研究所　教授

13:50	 31pm1-A-1
単一金ナノ粒子二量体を用いた表面増強ラマン分光による
DNA オリゴマー 1 分子検出
丸岡 克成 *，菅野 公二，磯野 吉正
神戸大学

14:05	 31pm1-A-2
マイクロマジックテープ構造を有する末梢神経用フィルム
電極デバイス
関 勇介 *，山際 翔太，森川 雄介，澤畑 博人，沼野 利佳，鯉田 考和，
石田 誠，河野 剛士
豊橋技術科学大学

14:20	 31pm1-A-3
光干渉型表面応力センサのバイオ・化学センシングへの応
用と差分測定に関する検討
丸山 智史 *，飛沢 健，高橋 一浩，澤田 和明
豊橋技術科学大学

14:35	 31pm1-A-4
フレキシブルエレクトロニクスデバイスへ向けたメッシュ
パターンを有するフレキシブル酸化インジウムスズ電極
坂本 暁祐 *，桑江 博之，小林 直史，登 惇輝，庄子 習一，水野 潤
早稲田大学

14:50	 31pm1-A-5
MEMS 力センサアレイを用いた iPS 細胞に由来する心筋細
胞群の拍動力計測
松平 謙英 *，グェン タンヴィン，正路 ( 平山 ) 佳代子，塚越 拓哉，
髙畑 智之，下山 勲
東京大学

テクニカルツアー（マツダミュージアム工場見学）

09:30-10:00（A会場）
開会式

10:10-10:50（A会場）
基調講演セッション
座長：　田畑　修（京都大学）

11:00-12:40（P会場）
ポスターセッション A（詳細後述）

12:40-13:50（B会場）
技術展示の発表セッション
＊軽食を先着 100 名様に配布します

13:50-15:05（A会場）
センサシンポジウム 若手賞（五十嵐賞・奨励賞）
候補者発表セッション
座長：三田 吉郎（東京大学），土屋 智由 ( 京都大学 )

13:50	 31pm1-B-1
＜招待講演＞車載向け低ノイズ MEMS 慣性センサの開発
小埜 和夫
株式会社 日立製作所 研究開発グループ エレクトロニクス
イノベーションセンタ 情報エレクトロニクス研究部 主任研究員

15:15	 31pm2-B-1
＜招待講演＞バイオ発電素子と低消費電力 CMOS 集積回路
を用いた 電力自立・発電センシング一体型集積センサ
新津 葵一
名古屋大学大学院工学研究科 講師
科学技術振興機構 さきがけ研究者

13:50-15:05（B会場）
電子情報通信学会企画セッション 1

15:15-16:15（B会場）
電子情報通信学会企画セッション 2

16:25-18:05（P会場）
ポスターセッション B（詳細後述）

18:05-19:00（P会場）
え〜まっぷ @ 広島　ポスタープレゼンテーション

WC WC
ロビー

エレベーター

エレベーター

国際会議ホール
ヒマワリ

駐車場

多目的トイレクローク

W
C

W
C

W
C

オーラル講演
日本酒の科学と実践

コスモス

サ
ン
シ
ャ
イ
ン

ガ
ー
デ
ン

レ
ス
ト
ラ
ン

セ
レ
ナ
ー
ド

開会式
基調講演
オーラル講演
Mixer
閉会式

フェニックスホール
W
C

フェニックスホール
のホワイエ

技術展示

受
付

ダリア

広島国際会議場B2F　フロアレイアウト

ポスターセッション
え～まっぷ（大学・
公的機関の研究室
紹介ポスター）

A

P

B
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11月1日（水）

09:00	 01am1-A-1
On-Chip MEMS アクチュエータ駆動のための MEMS 後加工
5V 標準 CMOS 素子を利用した 30V スイッチング回路
岡本 有貴 *，三田 吉郎
東京大学

09:15	 01am1-A-2
スマート材料を用いた分子鋳型ガスセンサの光による動的
特性制御
中西 慶伍 *，佐々 文洋，林 健司
九州大学

09:30	 01am1-A-3
3D 血管網を用いた剪断応力の知覚と伝達による血管新生評
価システム
寺岡 佑佳子 * {1}，中山 雅宗 {1}，梨本 裕司 {1}，中益 明子 {2}， 
花田 三四郎 {3}，有馬 侑一郎 {3}，鳥澤 勇介 {1}，新宅 博文 {1}， 
小寺 英俊 {1}，西山 功一 {3}，三浦 岳 {2}，横川 隆司 {1}
{1} 京都大学，{2} 九州大学，{3} 熊本大学

09:45	 01am1-A-4
スクイーズフィルムダンピング抵抗の制御による MEMS マ
イクロフォンの高 SNR 化
井上 匡志 *，内田 雄喜，石本 浩一，堀本 恭弘
オムロン

10:00	 01am1-A-5
灌流可能な血管を有するオンチップ腫瘍モデルの創出
梨本 裕司 * {1}，寺岡 佑佳子 {1}，有馬 勇一朗 {2}，花田 三四郎 {2}， 
中益 朗子 {3}，鳥澤 勇介 {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

10:15	 01am1-A-6
銅表面の酸化および炭素汚染抑制のための水素ラジカル処
理
申 盛斌 * {1}，日暮 栄治 {1}{2}，古山 洸太 {1}，須賀 唯知 {1}
{1} 東京大学，{2} 産業技術総合研究所

09:00-10:30	（A会場）
センサシンポジウム 若手賞（五十嵐賞・奨励賞） 
候補者発表セッション
座長：　荒川 貴博（東京医科歯科大学）,　小野寺 武（九州大学）

10:40-12:20（P会場）
ポスターセッション C（詳細後述）

12:20-13:20（B会場）
技術展示の発表セッション
＊軽食を先着 100 名様に配布します

13:30	 01pm1-B-1
極薄圧電ひずみセンサアレイによる橋梁劣化診断のための
動ひずみモニタリング
山下 崇博 * {1}，高松 誠一 {2}，ジメルカ ダニエル {3}，富樫 和義 {4}，
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，{3}NMEMS 技術研究機構， 
{4} 大日本印刷

13:45	 01pm1-B-2
接合転写表面平坦化による SUS 基板の大気圧常温接合
倉島 優一 *，松前 貴司，高木 秀樹
産業技術総合研究所

14:00	 01pm1-B-3
NANOTRANSFER METHOD FOR THE FERROELECTRIC FILMS 
ONTO THE POLYMER SUBSTRAT
一木 正聡 *，牧野 翔
産業技術総合研究所

14:15	 01pm1-B-4
汎用ディープ X 線リソグラフィーシステム (BL11) を用いた
微細加工特性の検討
竹内 雅耶 *，山口 明啓，内海 裕一
兵庫県立大学

14:30	 01pm1-B-5
POCT を指向した自律型遠心マルチアッセイデバイスの開発
岡本 俊哉 *，浮田 芳昭
山梨大学

14:45	 01pm1-B-6
金ナノ粒子の自己集合化ボトムアッププロセスを利用した
プラズモニックナノセンサー
福岡 隆夫 *，内海 裕一，山口 明啓
兵庫県立大学

15:10	 01pm2-A-1
＜基調講演＞ SKYACTIV エンジン開発の志
人見 光夫
マツダ株式会社 常務執行役員 , シニア技術開発フェロー

16:00	 01pm3-A-1
＜基調講演＞夢をビジネスに変える力
戸田 拓夫
株式会社キャステム 代表取締役社長 折り紙ヒコーキ協会 会長

13:30-15:00（B会場）
エレクトロニクス実装学会連携セッション： 
センサ・MEMS のための実装技術
座長：山口 明啓（兵庫県立大学）, 岩瀬 英治（早稲田大学）

15:10-16:40（A会場）
基調講演 / 一般公開セッション
座長：田畑　修（京都大学）

16:40-18:20（P会場）
ポスターセッション D（詳細後述）

16:40-18:20（A会場）
紙ヒコーキ滞空時間コンテスト（一般公開）

16:40-18:20（B会場）
日本酒の科学と実践

18:30-19:30（A会場）
Mixer & セレモニー

20:00-22:00（別会場）
3 シンポ合同若手交流会
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11月2日（木）

09:00	 02am1-A-1
＜基調講演＞人々をエンパワーするウェアラブル・センシ
ングとフィードバック技術
鈴木 健嗣
筑波大学 システム情報系 教授，科学技術振興機構（JST）CREST 研
究代表者

09:50	 02am2-B-1
Pd 系金属ガラスを用いた容量型 MEMS 水素センサー
山﨑 宏明 *，林 裕美，増西 桂，小野 大騎，池橋 民雄
東芝

10:05	 02am2-B-2
金アンテナ構造によるプラズモン共鳴を用いた中赤外シリ
コンフォトディテクタ
菅 哲朗 * {1}，安食 嘉晴 {2}
{1} 電気通信大学，{2} マイクロマシンセンター

10:20	 02am2-B-3
超音波診断用 CMUT の積層薄膜構造の検討
青野 宇紀 *，吉村 保廣，町田 俊太郎
日立製作所

10:35	 02am2-B-4
ゲージファクター 5,000 を有する超高感度スピン歪検知素
子およびスピン MEMS マイクロフォンのデモンストレー
ション
藤 慶彦 *，原 通子，東 祥弘，加治 志織，増西 桂，永田 友彦， 
湯澤 亜希子，大津 賢治，岡本 和晃，馬場 祥太郎，小野 富男， 
堀 昭男，福澤 英明
東芝

10:50	 02am2-B-5
皮質脳波活動の水平伝搬ベクトル検出技術
澤畑 博人 *，西川 魁，山際 翔太，鯉田 孝和，沼野 利佳，石田 誠，
河野 剛士
豊橋技術科学大学

15:20	 02pm2-A-1
＜基調講演＞非冷却赤外線イメージセンサの最近の動向
木股 雅章
立命館大学  理工学部 機械工学科 特任教授

09:00-9:40（A会場）
基調講演セッション
座長：三木 則尚（慶應義塾大学）

09:50-11:05（B会場）
センサシンポジウム： 
優秀技術論文賞候補者発表セッション
座長：松永 忠雄（東北大学）, 永井 萌土（豊橋技術科学大学）

13:30-15:10（P会場）
ポスターセッション E（詳細後述）

15:20-16:00（A会場）
基調講演
座長：田中 秀治（東北大学）

16:10-16:50（A会場）
閉会式／表彰式
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第 8 回マイクロ・ナノ工学シンポジウム
プログラムスケジュール

10月30日（月）

10月31日（火）

10:10	 31am2-A-1
基 調 講 演 :Microscale magnetic resonance detectors: a 
technology roadmap for in vivo metabolomics
Jan G. Korvink
カールスルーエ工科大学（独）マイクロシステム技術研究所　教授

11月1日（水）

09:00	 01am1-O-1
＜招待講演＞ IoT（or マイクロエネルギー）
桑野 博喜
東北大学

09:30	 01am1-O-2
＜招待講演＞バイオ・医療 MEMS　
鈴木 宏明
中央大学

10:00	 01am1-O-3
＜招待講演＞マルチスケール・シミュレーションとナノ計測 
塩見 淳一郎
東京大学

15:10	 01pm2-A-1
＜基調講演＞ SKYACTIV エンジン開発の志
人見 光夫
マツダ株式会社 常務執行役員，シニア技術開発フェロー

テクニカルツアー（マツダミュージアム工場見学）

09:30-10:00（A会場）
開会式

10:10-10:50（A会場）
基調講演セッション
座長 : 田畑　修（京都大学）

11:00-12:40（P会場）
ポスターセッション A

12:40-13:50（B会場）
技術展示の発表セッション
＊軽食を先着 100 名様に配布します

16:25-18:05（P会場）
ポスターセッション B

18:05-19:00（P会場）
え〜まっぷ @ 広島　ポスタープレゼンテーション

09:00-10:30
日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門　レビュー 1
座長 :　宮崎 康次（九州工業大学）

10:40-12:20（P会場）
ポスターセッション C（詳細後述）

12:20-13:20（B会場）
技術展示の発表セッション
＊軽食を先着 100 名様に配布します

15:10-16:40（A会場）
基調講演 / 一般公開セッション
座長 : 田畑　修（京都大学）

16:00	 01pm3-A-1
＜基調講演＞夢をビジネスに変える力
戸田 拓夫
株式会社キャステム 代表取締役社長 折り紙ヒコーキ協会 会長

11月2日（木）

09:00	 02am1-A-1
＜基調講演＞人々をエンパワーするウェアラブル・センシ
ングとフィードバック技術
鈴木 健嗣
筑波大学 システム情報系 教授，科学技術振興機構 （JST） CREST 研
究代表者

09:50	 02am2-A-1
＜招待講演＞マイクロ・ナノマテリアル
生津 資大
愛知工業大学

10:20	 02am2-A-2
＜招待講演＞マイクロ・ナノ熱流体
元祐 昌廣
東京理科大学

10:50	 02am2-A-3
＜招待講演＞表面改質・ナノトライボロジー（仮）
ナノパターニング法とトライボロジーへの応用
安藤 泰久
東京農工大学

15:20	 02pm2-A-1
＜基調講演＞非冷却赤外線イメージセンサの最近の動向
木股 雅章
立命館大学 理工学部 機械工学科 特任教授

16:40-18:20（P会場）
ポスターセッション D

16:40-18:20（A会場）
紙ヒコーキ滞空時間コンテスト（一般公開）

16:40-18:20（B会場）
日本酒の科学と実践

18:30-19:30（A会場）
Mixer & セレモニー

20:00-22:00（別会場）
3 シンポ合同若手交流会

09:00-9:40（A会場）
基調講演セッション
座長 : 三木 則尚（慶應義塾大学）

09:50-11:20（A会場）
日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門　レビュー 2
座長 : 座長 : 角田 直人（首都大学東京）

11:30-12:30　（A会場）
日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門　表彰式

13:30-15:10（P会場）
ポスターセッション E

15:20-16:00（A会場）
基調講演
座長 : 田中 秀治（東北大学）

16:10-16:50（A会場）
閉会式／表彰式
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第 9 回集積化 MEMS シンポジウム
プログラムスケジュール

10月30日（月）

10月31日（火）

10:10	 31am2-A-1
基 調 講 演 :Microscale magnetic resonance detectors: a 
technology roadmap for in vivo metabolomics
Jan G. Korvink
カールスルーエ工科大学（独）マイクロシステム技術研究所　教授

15:15	 31pm2-A-1
3 次元構造撮像デバイスの画素内 A/D 変換回路に適用可能
なイベントドリブン型雑音除去回路の開発
後藤 正英 *{1}，本田 悠葵 {1}，渡部 俊久 {1}，萩原 啓 {1}， 
難波 正和 {1}，井口 義則 {1}，更屋 拓哉 {2}，小林 正治 {2}， 
日暮 栄治 {2}，年吉 洋 {2}，平本 俊郎 {2}
{1}NHK 放送技術研究所，{2} 東京大学

15:30	 31pm2-A-2
増倍膜積層用 3300 万画素 8K CMOS イメージセンサの設計・
試作
渡部 俊久 *，本田 悠葵，難波 正和，新井 俊希，大竹 浩，為村 成亨，
峰尾 圭忠，宮川 和典，久保田 節
NHK 放送技術研究所

15:45	 31pm2-A-3
pn ダイオード MEMS 共振器のアクチュエータ / センサ変換
効率評価
宮﨑 史登 *，津島 卓史，谷川 紘，古塚 岐，鈴木 健一郎
立命館大学

16:00	 31pm2-A-4
左右対称構造により静電拘束力を抑制した低 G 用の MEMS
振動発電素子
本間 浩章 *{1}，三屋 裕幸 {2}，橋口 原 {3}，藤田 博之 {1}，年吉 洋 {1}
{1} 東京大学，{2} 鷺宮製作所，{3} 静岡大学

11月1日（水）

テクニカルツアー（マツダミュージアム工場見学）

09:30-10:00（A会場）
開会式

10:10-10:50（A会場）
基調講演セッション
座長 :　田畑　修（京都大学）

12:40-13:50（B会場）
技術展示の発表セッション
＊軽食を先着 100 名様に配布します

15:15-16:15（A会場）
集積化 MEMS シンポジウム : センサ回路設計／エネルギー
セッション
町田　俊太郎（日立製作所），　金谷　晴一（九州大学）

18:05-19:00（P会場）
え〜まっぷ @ 広島　ポスタープレゼンテーション

10:40-12:20（P会場）
ポスターセッション C（詳細後述）

12:20-13:20（B会場）
技術展示の発表セッション
＊軽食を先着 100 名様に配布します

13:30	 01pm1-A-1
TEOS-SiO2 膜の応力最適化による MEMS マイクロホンにお
ける Au ボイドの抑制
笠井 隆 *，若尾 和年，平尾 裕司，小俣 輝明，太田 貴文，一井 麻理
子，
梶川 健太，古川 英男，深尾 聡
オムロン

13:45	 01pm1-A-2
センサプラットフォーム LSI と貫通配線 LTCC 基板を用いた
集積化指先センサの作製とアクティブセンシングによる材
質識別の実証
浅野 翔 *{1}，室山 真徳 {1}，中山 貴裕 {2}，畑 良幸 {3}，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

14:00	 01pm1-A-3
3 次元構造撮像デバイスの微細・高集積化に向けた直接接
合による多層積層技術
本田 悠葵 *{1}，後藤 正英 {1}，渡部 俊久 {1}，萩原 啓 {1}，難波 正
和 {1}，
井口 義則 {1}，更屋 拓哉 {2}，小林 正治 {2}，日暮 栄治 {2}，年吉 洋
{2}，
平本 俊郎 {2}
{1}NHK 放送技術研究所，{2} 東京大学

14:15	 01pm1-A-4
MEMS 慣性センサ用弛張発振型容量検出回路
高安 基大 *，道正 志郎，伊藤 浩之，山根 大輔，小西 敏文，町田 克
之，石原 昇，益 一哉
東京工業大学

14:30	 01pm1-A-5
積層メタル技術による MEMS 加速度センサの傾斜時感度特
性の検討
古賀 達也 *，辻 一平，高安 基大，伊藤 浩之，山根 大輔，道正 志郎，
小西 敏文，石原 昇，町田 克之，益 一哉
東京工業大学

14:45	 01pm1-A-6
積層メタル技術を用いた MEMS 加速度センサの傾斜計応用
の検討
辻 一平 *，高安 基大，伊藤 浩之，山根 大輔，道正 志郎，小西 敏文，
石原 昇，町田 克之，益 一哉
東京工業大学

13:30-15:00（A会場）
集積化 MEMS シンポジウム : プロセス／ 
異種機能集積化セッション
座長 : 望月 俊輔（NTT データ数理システム）,  永瀬 雅夫（徳島大学）
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15:10	 01pm2-A-1
＜基調講演＞ SKYACTIV エンジン開発の志
人見 光夫
マツダ株式会社 常務執行役員 , シニア技術開発フェロー

16:00	 01pm3-A-1
＜基調講演＞夢をビジネスに変える力
戸田 拓夫
株式会社キャステム 代表取締役社長 折り紙ヒコーキ協会 会長

11月2日（木）

09:00	 02am1-A-1
＜基調講演＞人々をエンパワーするウェアラブル・センシ
ングとフィードバック技術
鈴木 健嗣
筑波大学 システム情報系 教授 
科学技術振興機構（JST）CREST 研究代表者

15:10-16:40（A会場）
基調講演 / 一般公開セッション
座長：田畑　修（京都大学）

16:40-18:20（A会場）
紙ヒコーキ滞空時間コンテスト（一般公開）

16:40-18:20（B会場）
日本酒の科学と実践

18:30-19:30（A会場）
Mixer & セレモニー

20:00-22:00（別会場）
3 シンポ合同若手交流会

09:00-9:40（A会場）
基調講演セッション
座長 : 三木 則尚（慶應義塾大学）

11:30	 02am2-B-1
独立脚部機構を有する 4 足および 6 足 MEMS マイクロロボッ
トの開発
河村 彗史 *，田中 泰介，田中 大介，金子 美泉，齊藤 健， 
内木場 文男
日本大学

11:45	 02am2-B-2
ホスホリルコリン修飾グラフェンのタンパク質吸着特性
谷口 嘉昭 *，三木 翼，大野 恭秀，永瀬 雅夫，荒川 幸弘，今田 泰嗣，
南川 慶二，安澤 幹人
徳島大学

12:00	 02am2-B-3
胃酸電池によって駆動する低消費エネルギー小型飲み込み
型深部体温計のコンセプト実証
吉田 慎哉 *，宮口 裕，中村 力
東北大学

12:15	 02am2-B-4
フォトゲート型蛍光センサを用いたレジオネラの蛍光観測
大西 脩平 *{1}，崔 容俊 {1}，石田 誠 {1}，澤田 和明 {1}，石井 仁 ,{1} 
町田 克之 {2}，益 一哉 {2}，二階堂 靖彦 {3}，齋藤 光正 {3}，
吉田 眞一 {4}
{1} 豊橋技術科学大学，{2} 東京工業大学， 
{3} 産業医科大学，{4} 福岡聖恵病院

15:20	 02pm2-A-1
＜基調講演＞非冷却赤外線イメージセンサの最近の動向
木股 雅章
立命館大学  理工学部 機械工学科 特任教授

11:30-12:30（B会場）
集積化 MEMS シンポジウム : バイオ／ 
マイクロロボットセッション
座長 : 佐々木　実（豊田工業大学），島内 岳明 （富士通研究所）

15:20-16:00（A会場）
基調講演
座長 : 田中 秀治（東北大学）

16:10-16:50（A会場）
閉会式／表彰式

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31日（火） 8:30〜10:00 12:30〜13:50 40個
11月1日（水） 8:30〜10:00 12:20〜13:30 40個
11月2日（木） 8:30〜10:00 12:30〜13:30 30個

◆スタンプラリー（賞品が当たります）◆
技術展示プレゼンテーション、基調講演に参加、アンケートにご回答された方には賞品を準備しております。当日会場でお渡しするスタンプラリー
のシートに各会場で押印し、受付にお持ちください。　アンケートは、QRコードでも受付しております。

①技術展示プレゼンテーション（B会場、B2F）
 10月31日 12:40-13:40 11月 1 日 12:20-13:00

②基調講演
 10月31日 10:10-10:50
 11月 1 日 15:10-15:50 11月 1 日 16:00-16:40
 11月 2 日 9:00-9:40 11月 2 日 15:20-16:00

③アンケート回答
アンケートは当日配布されるアンケート用紙の他、下記URLやQRコードもご利用頂けます。
Web回答をされた場合はスタンプラリーを受付にお持ちいただく際に、Web提出済みとお伝えください。
https://sensorsymposium.jimdo.com/

◆お弁当のご案内◆
★お弁当販売

（朝お申込みいただければ、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：ダリア前受付隣（B2F）
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第 34 回センサ・マイクロマシンと応用システム
ポスターセッション

10月31日（火）

31am3-PS-1
電圧駆動型高分子ナノファイバーアクチュエータの駆動メカニズム
の解析
砂長谷 祐樹 * {1}，天谷 諭 {2}，坂元 博昭 {1}，末 信一朗 {1}
{1} 福井大学，{2} 理化学研究所

31am3-PS-3
ガラス製マイクロ流体デバイスを用いた単分散金ナノ粒子の合成
田邉 悠 *，鷹野 智，柳生 裕聖
関東学院大学

31am3-PS-5
不純物濃度によるエッチング速度の違いを利用したシリコン 3 次元
構造体の製作
田村 宣通 *，安藤 妙子
立命館大学

31am3-PS-7
フレキシブル基板上への高信頼チップ部品実装技術を用いた生体信
号増幅可能な有機トランジスタアンプ
吉本 秀輔 * {1}，植村 隆文 {1}，秋山 実邦子 {1}，井原 義博 {2}，大竹 智史 {2}，
藤井 朋治 {2}，荒木 徹平 {1}，関谷 毅 {1}
{1} 大阪大学，{2} 新光電気工業

31am3-PS-9
微細な表面形状と摩擦を用いたザラザラ感定量化モデル
大西 智博 * {1}，綿谷 一輝 {1}，佐藤 敬子 {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

31am3-PS-11
ワイヤレス発振式水晶振動子型熱重量分析センサの開発と評価
丸山 耕平，，坂口 淳，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

31am3-PS-13
Neural Probe for Optical Stimulation and Electrical Recordings
Lu Wenguang*，Matsunaga Tadao，Tsuruoka Noriko，Mushiake Hajime，
Osanai Makoto，Ohshiro Tomokazu，Haga Yoichi
東北大学

31am3-PS-15
Si 薄膜被覆金ナノワイヤグレーティング構造の近赤外域光学特性評
価
新居 直之 *，菅野 公二，磯野 吉正
神戸大学

31am3-PS-17
原子時計チップ開発に向けた卓上原子時計テストベンチによる
MEMS ガスセルおよび FBAR-VCO の評価
原 基揚 * {1}，矢野 雄一郎 {1}，梶田 雅稔 {1}，西野 仁 {2}，井端 泰大 {2}，朱 
敏杰 {2}，Latif Imran{2}，戸田 雅也 {2}，小野 崇人 {2}，井戸 哲也 {1}
{1} 情報通信研究機構，{2} 東北大学

31am3-PS-19
FABRICATION OF PMUT USING SILICON ON NOTHING PROCESS FOR 
FINGERPRINT SENSOR
HANG SHIM*，Toan Nguyen Van，Toda Masaya，Inomata Naoki，Kanamori 
Yoshiaki，Yunheub Song，Youngtaek Oh
東北大学

31am3-PS-21
スプレーコーティングによる PVDF 高分子圧電薄膜の成膜および特
性評価とコイルばねへの適用
瀧瀬 宏樹 *，樋口 歩，高橋 智一，鈴木 昌人，青柳 誠司
関西大学

31am3-PS-23
TPMS を指向した面外振動型エナジーハーベスタへの NdFeB 薄膜磁
石の応用
福永 彬人 *，吉井 真一，神田 健介，藤田 孝之，前中 一介
兵庫県立大学

11:00-12:40（P会場）
ポスターセッション A

31am3-PS-25
静電駆動金ナノグレーティングを用いた光学位相変調器
岩見 健太郎 *，木下 卓哉，志村 崇，湖東 裕士，城光寺 佑樹，梅田 倫弘
東京農工大学

31am3-PS-27
広帯域波長可変型 - 量子カスケードレーザーの開発
杉山 厚志 *，秋草 直大，枝村 忠孝
浜松ホトニクス

31am3-PS-29
2D メカニカルメタマテリアル構造を用いた振動発電デバイスの開
発
海野 陽平 *，塚本 拓野，潮見 幸江，山田 功，鈴木 孝明
群馬大学

31am3-PS-31
三次元光造形を用いたマイクロ歯車列の製作
新井 泰彦，河口 大生 *
関西大学

31am3-PS-33
電磁駆動型シリコン MEMS レゾネータ
渡部 善幸 *，矢作 徹，阿部 泰，村山 裕紀
山形県工業技術センター

31am3-PS-35
印刷形成プロセスによるプレナー型加速度センサ集積ウェアラブル
デバイス
山本 大介 *，中田 尚吾，有江 隆之，秋田 成司，竹井 邦晴
大阪府立大学

31am3-PS-37
チタン薄膜を接合材料として用いた高真空ウエハレベルパッケージ
高畑 利彦 * {1}，加藤 俊彦 {1}，平野 栄樹 {2}，Joerg Froemel{2}，田中 秀治 {2}，
高桑 雄二 {2}
{1} デンソー，{2} 東北大学

31am3-PS-39
磁歪膜を用いた大変位切替型デュアル AFM カンチレバーの形成
洪 振瑞 *，三品 和樹，峯田 貴
山形大学

31am3-PS-41
マイクロミキサの評価を目的とした流路内キャビテーションセンサ
尾林 万里江 *，神田 岳文
岡山大学

31am3-PS-43
銀繊維起毛電極を用いたテキスタイル型多極心電ウェア
竹下 俊弘 * {1}，吉田 学 {1}，檜 顕成 {2}，大内 篤 {1}，内田 広夫 {2}， 
小林 健 {1}
{1} 産業技術総合研究所，{2} 名古屋大学

31am3-PS-45
櫛歯電極における静電ポテンシャルを利用した共振型加速度センサ
の検討
劉 健男 *，室 英夫
千葉工業大学

31am3-PS-47
植物 AE 測定に適したエレクトレットセンサの製作と特性評価
魯 子暁 *，蔭山 健介
埼玉大学

31am3-PS-49
経気管支的に肺機能計測が可能な気管支径対応カテーテル型流量セ
ンサの開発
藤範 知弘 *{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

31am3-PS-51
Cu-Cr 脱合金化法を用いた新規ナノポーラス膜の製作と油中水分セ
ンサへの応用
吉井 雄佑 *，櫻井 淳平，溝尻 瑞枝，秦 誠一
名古屋大学

31am3-PS-53
接触面の静止摩擦係数と 3 軸力を同時計測可能な MEMS 触覚センサ
岡谷 泰佑 *，中井 亮仁，高畑 智之，下山 勲
東京大学

31am3-PS-55
グラフェン素子を用いたインライン型圧力センサ
井上 渚紗 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学
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31am3-PS-57
建築物の安全性モニタリングのためのプリンテッドひずみセンサア
レイ
ジメルカ ダニエル * {1}，富樫 和義 {2}，山下 嵩博 {3}，高松 誠一 {4}， 
伊藤 寿浩 {4}，小林 健 {3}
{1}NMEMS 技術研究機構，{2} 大日本印刷， 
{3} 産業技術総合研究所，{4} 東京大学

31am3-PS-59
金属置換クーロメトリーによる微量溶液中成分の高感度検出
滝江 秀一 *，土谷 信之介，鈴木 博章
筑波大学

31am3-PS-61
乱流存在下障害物のある環境における匂い源探知戦略
ムタディ ムイス *，中本 高道
東京工業大学

31am3-PS-63
小規模金採掘地域での水銀使用作業環境個人ばく露測定システムの
開発
野田 和俊 * {1}，愛澤 秀信 {1}，丸本 幸治 {2}，丸本 倍美 {2}，冨安 卓滋 {3}，
児玉谷 仁 {3}，駒井 武 {4}，中村 謙吾 {4}
{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} 鹿児島大学，{4} 東北大学

31am3-PS-65
無機半導体 pn 接合を用いたアレイ化電気化学センサの研究
小杉 恵太 *，長谷川 有貴，内田 秀和
埼玉大学

31am3-PS-67
ワイヤレス駆動可能なデュアルモード型 QCM センサの開発
佐藤 育人 *，坂口 淳，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

31am3-PS-69
植物生体電位を用いた収穫後果実の熟度評価
石田 亮太 * {1}，長谷川 有貴 {1}，庵原 啓司 {2}，小泉 大輔 {2}，内田 秀和 {1}
{1} 埼玉大学，{2} マルハニチロ

31am3-PS-71
水中ロボットの開発に向けたザリガニの嗅覚探索行動の解明―噴流
による流体の引き寄せ効果の調査―
石田 華子 *，三石 健暉，竹村 龍一，松倉 悠，石田 寛
東京農工大学

31am3-PS-73
Au/Ag 交互積層による局在表面プラズモン共鳴光学特性のチューニ
ング
遠藤 達郎 *，西口 輝一，山田 大空，前野 権一，安藝 翔馬，末吉 健志， 
久本 秀明
大阪府立大学

31am3-PS-75
柔軟基板上に形成された 3D マイクロニードルによる in vivo 神経電
位計測
山際 翔太 * {1}，澤畑 博人 {1}，沼野 利佳 {1}，石田 誠 {1}，鯉田 孝和 {2}， 
河野 剛士 {1}
{1} 豊橋技術科学大学，{2} エレクトロニクス先端融合研究所

31am3-PS-77
イオン応答性電界効果トランジスタを用いたアクティブ細胞膜障害
性測定法の開発
今泉 祐輝 *，合田 達郎，松元 亮，宮原 裕二
東京医科歯科大学

31am3-PS-79
自己組織化ナノ構造を用いた LSPR センサ
伊藤 健 *，松田 裕貴，西村 翼，清水 智弘，新宮原 正三
関西大学

31am3-PS-81
自己組織化ナノ構造を用いた LSPR と QCM のハイブリッドセン サ
の開発
寺沢 秀章 *，清水 智弘，新宮原 正三，伊藤 健
関西大学

31am3-PS-83
ナノメートル精度の画像解析を用いた微小管の曲げ剛性と伸長速度
の評価
浮田 一輝 *{1}，磯崎 直人 {1}，新宅 博文 {1}，小寺 秀俊 {1}， 
Taviare Hawkins{2}，Jennifer Ross{3}，横川 隆司 {1}
{1} 京都大学，{2} ウィスコンシン大学，{3} マサチューセッツ大学

31am3-PS-85
金ナノピラーと SAM によるモータタンパク質パターニング技術の
開発
大庭 將太郎 *，金子 泰洸ポール，新宅 博文，小寺 秀俊，横川 隆司
京都大学

31am3-PS-87
超撥水性二重凹型ピラーアレイデバイスによる Zn（II）錯体含有リ
ゾチームの結晶化
田中 大器 *{1}，川久保 渉 {1}，尹 棟鉉 {1}，関口 哲志 {1}，秋津 貴城 {2}， 
庄子 習一 {1}
{1} 早稲田大学，{2} 東京理科大学

31am3-PS-89
真空紫外光による SAM エッチングを利用した細胞パターニング
森迫 勇，善明 祐介，安田 隆 *
九州工業大学

31am3-PS-91
樹状突起スパイン内の空間混み合い効果によるシグナル分子のサイ
ズ依存的センシング機構
松田 惇志 *，井上 康博，安達 泰治
京都大学

31am3-PS-93
三次元立体露光法を用いて作製したがん細胞浸潤過程観察用マイク
ロ流体デバイス
立川 冴子 *{1}，金田 祥平 {1}，久米村 百子 {1}，佐藤 竜偉 {2}，塚本 拓野 {2}，
藤井 輝夫 {1}，鈴木 孝明 {2}，藤田 博之 {1}
{1} 東京大学，{2} 群馬大学

31am3-PS-95
水蒸気プラズマによる COP とガラス系基板の異種材料接合
寺井 弘和 *{1}，舩橋 理佐 {1}，橋本 泰知 {1}，角田 正也 {2}
{1} サムコ，{2} シスメックス

31am3-PS-97
走光性藻類の並列運動制御に用いる多点光照射システムの開発
長羅 優幸 *，中水 泰輝，永井 萌土，柴田 隆行
豊橋技術科学大学

31am3-PLN-1
プトレシン可視化検知において分子鋳型テクニック
英 暁光 *{1}，林 健司 {2}，吉岡 大貴 {2}，佐々 文洋 {2}
{1} 福州大学，{2} 九州大学

31am3-PLN-2
発振型容量検出回路を用いた Au 錘 CMOS-MEMS 加速度センサの検
討
折原 恒祐 *{1}，高安 基大 {1}，道正 志郎 {1}，伊藤 浩之 {1}，山根 大輔 {1}，
小西 敏文 {2}，石原 昇 {1}，町田 克之 {1}，益 一哉 {1}
{1} 東京工業大学，{2}NTT アドバンステクノロジ

31am3-PLN-3
UWB センサを用いた 心拍動の検出手法に関する一考察
山下 大地 *{1}，有本 和民 {1}，横川 智教 {1}，茅野 功 {2}
{1} 岡山県立大学，{2} 川崎医療福祉大学

31am3-PLN-4
MEMS CO2 センサの作製とその応答への影響因子の検討
岩田 達哉 *，松田 恭輔，髙橋 一浩，澤田 和明
豊橋技術科学大学

31pm3-PS-2
マイクロスケールガスタービンエンジン要素の空気力学マッチング
解析
角 宙樹 *，陸野 晃平，鈴木 涼馬，鳥山 寿之
立命館大学

31pm3-PS-4
マイクロスケール超音速風洞の幾何学形状補正に関する研究
村井 尚樹 *，陸野 晃平，山本 凌音，鳥山 寿之
立命館大学

31pm3-PS-6
異なる形状の切欠きを持つナノスケールシリコンのき裂進展挙動
中村 真也 *，岡田 光平，安藤 妙子
立命館大学

16:25-18:05（P会場）
ポスターセッション B
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31pm3-PS-8
PVA ハイドロゲル血管モデルの光弾性応力測定
安部 修平 *{1}，粂野 勇貴 {1}，池田 誠一 {2}，齊藤 梓 {3}，川上 勝 {3}， 
古川 英光 {3}，溝尻 瑞枝 {1}，櫻井 淳平 {1}，秦 誠一 {1}
{1} 名古屋大学，{2} ファイン・バイオメディカル，{3} 山形大学

31pm3-PS-10
非線形項を含む運動方程式の解析モデル化手法の提案
佐々木 光 *{1}，橋口 原 {2}
デンソー {1}，静岡大学 {2}

31pm3-PS-12
Bi2Te3 と Sb2Te3 に基づいた Y 型フレキシブル熱電発素子のシミュ
レーションと製作
Nguyen Huu Trung*，Ono Takahito
東北大学

31pm3-PS-14
チタン基板の光機能化が細胞動態に与える影響の実験的検証
神之浦 雅輝 *{1}，アフマド アイマン ビン アフマド カマル {1}，岩田 沙絵 {2}，
渡辺 菜歩 {2}，森田 金市 {3}，久原 哲 {2}，田代 康介 {2}，中西 義孝 {1}， 
中島 雄太 {1}
{1} 熊本大学，{2} 九州大学，{3} ウシオ電機

31pm3-PS-16
コルゲート加工による微小波構造を利用したストレッチャブル配線
の検討
唐澤 龍 *，高松 誠一，伊藤 寿浩
東京大学

31pm3-PS-18
AN ELECTRET-BASED IMPLANTABLE ENERGY HARVESTER WITH 
LIQUID CELLS （MEMS vs. 3D PRINTING FABRICATION）
Chen Yu-Fan * {1}，Inoue Satoshi{2}，Toshiyoshi Hiroshi {2}
{1}National Taiwan University，{2} 東京大学

31pm3-PS-20
MEMS 可変メタマテリアルを用いたテラヘルツ・バンドパスフィル
タ
市川 和秀 *{1}，韓 正利 {2}，高橋 巧也 {1}，年吉 洋 {1}
{1} 東京大学，{2} 理化学研究所

31pm3-PS-22
皮膚性状計測へ向けた光・力複合 MEMS センサの研究
佐藤 周平 *{1}，阿部 祐太 {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

31pm3-PS-24
振動型エナジーハーベスタのための磁気反発力を用いた耐衝撃構造
吉井 真一 *，北川 雄基，藤田 孝之，神田 健介，前中 一介
兵庫県立大学

31pm3-PS-26
静電型ピストンアレイ駆動 MEMS 可変形状ミラーの変位特性評価
江間 稔起 *，宇野 亜季子，平井 義和，土屋 智由，田畑 修
京都大学

31pm3-PS-28
超音波照射による極低侵襲体表細胞採取デバイスの開発
上地 達哉，鶴岡 典子，松永 忠雄，葉 炀 *，芳賀 洋一
東北大学

31pm3-PS-30
Core-shell 構造を有した 3D マイクロニードル神経電極
井戸川 槙之介 *，久保田 吉博，大井 英生，石田 誠，河野 剛士
豊橋技術科学大学

31pm3-PS-32
液体の混合過程を TEM で観察するための圧力を利用した液体輸送デ
バイス
メノン ヴィヴェーク *{1}，マチュー ドゥヌアル {2}，佐藤 隆昭 {1}， 
藤田 博之 {1}
{1} 東京大学，{2}LIMMS/CNRS-IIS（UMI 2820）

31pm3-PS-34
Au プラズモニック構造を用いた温度応答性ゲルの生体透過光駆動変
形
田端 航 *，後藤 美嵐司，西山 宏昭
山形大学

31pm3-PS-36
三次元光造形を用いたマイクロロータの製作
新井 泰彦，佐野 弘人 *
関西大学

31pm3-PS-38
並列設置型積層圧電素子を用いた振動発電による加速度センサの駆動
諸星 陽裕 *{1}，藤本 滋 {1}，一木 正聡 {2}
{1} 神奈川大学，{2} 産業技術総合研究所

31pm3-PS-40
プローブ型共焦点内視鏡用 2 次元レーザー走査ユニットによる細胞
画像の取得
石河 範明 *{1}，河村 幸則 {1}，窪田 正雄 {1}，兵藤 文紀 {2}，江藤 比奈子 {2}，
村田 正治 {2}，澤田 廉士 {2}，橋爪 誠 {2}
{1} 富士電機，{2} 九州大学

31pm3-PS-42
真空凍結乾燥装置向けサファイア隔膜真空計の開発
関根 正志 *，添田 将，石原 卓也
アズビル

31pm3-PS-44
脳圧排定量化のための光ファイバセンサを搭載した脳べら
川端 友徳 *{1}，松永 忠雄 {1}，森田 明夫 {2}，原田 香奈子 {3}{4}，鶴岡 典子 {1}，
芳賀 洋一 {1}
{1} 東北大学，{2} 日本医科大学，{3}JST，{4} 東京大学

31pm3-PS-46
消化管内への留置を目的とした飲み込み型デバイスの検討
中村 亮太 *{1}，和泉 慎太郎 {1}，川口 博 {1}，太田 英敏 {2}，吉本 雅彦 {1}
{1} 神戸大学，{2} 札幌整形循環器病院

31pm3-PS-48
液体向け MEMS 微小流量センサの開発
中野 正志 *，池 信一，湯山 まゆみ，矢吹 紘久
アズビル

31pm3-PS-50
酸化バナジウム薄膜のピエゾ抵抗評価と圧力センサ応用
猪股 直生 *，小野 崇人
東北大学

31pm3-PS-52
乳幼児の口元気流計測を目的とした熱式チューブ型マイクロ流量セ
ンサの開発
光成 勇樹 *，長谷川 義大，松島 充代子，川部 勤，式田 光宏
広島市立大学

31pm3-PS-54
発振器型熱式マイクロ・フローセンサの検討
星野 敬亮 *，劉 健男，室 英夫
千葉工業大学

31pm3-PS-56
高温域で安定な高ゲージ率を示す Cr-Al-N 薄膜ひずみセンサ
丹羽 英二 *
電磁材料研究所

31pm3-PS-58
生体情報の半連続免疫計測のための表面弾性波（SAW）イムノセン
サに関する研究
大石 紘希 *{1}，當麻 浩司 {1}，吉村 直之 {2}，荒川 貴博 {1}，谷津田 博美 {2}{3}，
三林 浩二 {1}
{1} 東京医科歯科大学，{2} 日本無線，{3}OJ-Bio

31pm3-PS-60
磁性薄膜の磁気歪みを利用した歪み・振動センサの開発
久保 結人 *，枦 修一郎，横井 甫，荒井 薫，石山 和志
東北大学

31pm3-PS-62
匂いセンシングのための逆オパール型フォトニック結晶アレイの開発
小森 雄仁 *，村上 弘明，小野寺 武，都甲 潔
九州大学

31pm3-PS-64
対面型吸着層を用いた半導体式薄膜ガスセンサの開発
笹川 大輔，木下 亮輔 *，山口 富治，原 和裕
東京電機大学

31pm3-PS-66
ミネラルウォーターの品質評価のための非接触型水分析センサの開発
小黒 悠 *，矢田 直人，清水 健司，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

31pm3-PS-68
金属酸化膜を用いた微小電気化学センサ用イオンブロッキング電極
の研究
泉山 朋也 *，長谷川 有貴，内田 秀和
埼玉大学
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31pm3-PS-70
くし型電極を用いたススの検出とその再生方法の検討
安藤 毅 *，小林 佳弘，篠田 宏之，六倉 信喜
東京電機大学

31pm3-PS-72
TiO2 ／ポリマーハイブリッド型フォトニック結晶スラブを用いた高
感度蛍光イオンセンサの開発
安藝 翔馬 *{1}，権一 前野 {1}，末吉 健志 {1}，久本 秀明 {1}，遠藤 達郎 {1}{2}
{1} 大阪府立大学，{2}JST さきがけ

31pm3-PS-74
可視光領域における高感度バイオセンサー応用を指向したプラズモ
ニック結晶の構造検討及び光学特性評価
山田 大空 *，安藝 翔馬，前野 権一，久本 秀明，末吉 健志，遠藤 達郎
大阪府立大学

31pm3-PS-76
微小流体回路融合型水晶発振回路式容量センサを用いた微小液滴の
モニタリング
江端 亮 *，坂井 了，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

31pm3-PS-78
プローブ修飾ナノ粒子を利用した MRSA の高感度バイオセンシング
システムの構築
一木 啓志 *，坂元 博昭，末 信一朗
福井大学

31pm3-PS-80
単一細胞分析を指向したナノインプリント製フォトニック結晶ナノ
共振器
前野 権一 *{1}，安藝 翔馬 {1}，佐藤 和郎 {2}，村上 修一 {2}，山東 悠介 {2}，
金岡 祐介 {2}，末吉 健志 {1}，久本 秀明 {1}，遠藤 達郎 {1}
{1} 大阪府立大学，{2} 大阪産業技術研究所

31pm3-PS-82
Droplet-free Digital ELISA 法によるたんぱく質の高感度同時多項目
検出
赤間 健司 *，白井 健太郎，鈴木 誓吾
シスメックス

31pm3-PS-84
ATPS を用いた異種モータタンパク質の選択的固定とその評価
中川 倫宏 *{1}，大原 駿平 {2}，新宅 博文 {1}，小寺 秀俊 {1}，横川 隆司 {1}
{1} 京都大学，{2} 旭化成

31pm3-PS-86
アライメント機構による先端分離型マイクロニードル作製プロセス
鍋倉 悠希 *，福湯 仁志，長谷川 義大，式田 光宏
広島市立大学

31pm3-PS-90
160nm 真空紫外光照射による高分子材料の表面改質と固体間直接接
合法
橋本 優生 *，山本 貴富喜
東京工業大学

31pm3-PS-92
微細キャピラリーを用いた静電インクジェットによる大腸菌および
乳酸菌の細菌 1 細胞分離
村田 遼介 *，山本 貴富喜
東京工業大学

31pm3-PS-94
細胞外微小環境スクリーニングデバイスの開発
亀井 謙一郎 *{1}，眞下 泰正 {2}
{1} 京都大学，{2} 東京工業大学

31pm3-PS-96
SiN 多孔膜を有するマイクロウェルを用いたオータプスニューロン
の長期培養
善明 祐介 *，森迫 勇，安田 隆
九州工業大学

31pm3-PS-98
CMOS イメージセンサを用いた FRET シグナル計測用 2 色イメージ
ング対応型オンチップ計測システム
中元 健太 *，W. S. Hee，春田 牧人，野田 俊彦，笹川 清隆，徳田 崇，太田 淳
奈良先端科学技術大学院大学

31pm3-PS-100
超並列単一細胞プリンタ開発に向けた多点光照射を用いた細胞アセ
ンブリ技術の構築
平塚 翔太 *，棚木 健太郎，北河 佳隆，永井 萌土，柴田 隆行
豊橋技術科学大学

31pm3-PLN-5
多相流マイクロ流体デバイスを用いた金ナノ粒子の合成
王 遠偉 *，田邉 悠，柳生 裕聖
関東学院大学

31pm3-PLN-6
液体供給孔を有する集束超音波を用いた液滴吐出デバイスの試作
中岡 佑太 *{1}，神田 岳文 {1}，田沼 千秋 {2}
{1} 岡山大学，{2} 法政大学

31pm3-PLN-7
Macroporous Mesh of Nanoporous Gold，a Universal Platform for 
Ultrasensitive Enzyme-Immobilized and Cell-based Bioelectrodes
Banan Sadeghian Ramin*{1}{2}，Han Jiuhui{2}
{1}Kyoto University，{2}Tohoku University

11月1日（水）

01am2-PS-99
複合エッチング加工技術を用いた基板表面への微小 3 次元構造アレ
イの作製
山本 秀介 *，荒木 一宏，村上 直，伊藤 高廣
九州工業大学

01am2-PS-101
導電性酸化膜と金属膜を下部電極に併用した PZT 薄膜の結晶成長
水嵜 英明 *{1}，佐藤 敏郎 {2}，曽根原 誠 {2}
{1} 長野県工業技術総合センター，{2} 信州大学

01am2-PS-103
計測部位の違いによる脈波波形の比較分析 ―指尖脈波と耳部脈波―
森川 善富 *
産業技術総合研究所

01am2-PS-105
電解式塩素発生用電極触媒のコンビナトリアル探索
高木 進吾 *，溝尻 瑞枝，秦 誠一，櫻井 淳平
名古屋大学

01am2-PS-107
共通流路分岐点を特徴とする分注流路選抜デバイス
中渕 翼 *，小西 聡
立命館大学

01am2-PS-109
グラフェン／ルテニウム酸化物のハイブリッド電極に基づいた 3D
マイクロスーパーキャパシタ
LI JINHUA，小野 崇人 *
東北大学

01am2-PS-111
高機能木質系炭素材料に向けた真空紫外光表面処理における酸素分
圧の影響
前田 世蓮 *，桑江 博之，庄子 習一，水野 潤
早稲田大学

01am2-PS-113
高い波長選択性を有する MEMS 可変カラーフィルタに向けた 自立
金属 - 誘電体 - 金属サブ波長格子によるプラズモニックカラーフィ
ルタ
満留 将人 *，澤田 和明，高橋 一浩
豊橋技術科学大学

01am2-PS-115
MEMS 触覚センサによる布の接触温冷感と風合いを合わせた評価
志和 昂 *{1}，佐藤 文哉 {1}，高橋 賢太 {1}，安部 隆 {1}，寒川 雅之 {1}， 
野間 春生 {2}
{1} 新潟大学 ,{2} 立命館大学

18:05-19:00（P会場）
え〜まっぷ @ 広島 
大学・公的研究機関の研究室紹介および交流のための 
ポスターセッション

10:40-12:20（P会場）
ポスターセッション C
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01am2-PS-117
光・ひずみ複合触覚センサを用いたポリオキシメチレン樹脂の表面
形状・色計測による質感評価
難波 勇太 *，安部 隆，寒川 雅之
新潟大学

01am2-PS-119
Capacitive silicon nanomechanical resonators capable of selective 
vibration of high-order mode
Nguyen Van Toan*，Tsuyoshi Shimazaki，Naoki Inomata，Takahito Ono
東北大学

01am2-PS-121
間欠駆動型 MEMS ジャイロセンサにおけるキャッチ及びリリース条
件の最適化検討
前田 舜太 *，久保 悠，丸藤 竜之介，増西 桂，冨澤 泰，小川 悦治，畠山 庸平，
板倉 哲朗，池橋 民雄
東芝

01am2-PS-123
LSI 一体集積のためのシリコン上 PbS 量子ドット赤外フォトダイ
オードの試作
肥後 昭男 *，Wang Haibin，久保 貴哉，宇佐美 尚人，岡本 有貴，山田 健太郎，
瀬川 浩司，杉山 正和，三田 吉郎
東京大学

01am2-PS-125
高性能コールター計測のための局所電極付きナノポア構造の作製
竹城 雄大 *{1}，宇佐美 尚人 {1}，高田 武晃 {2}，池野 理門 {1}，鷲津 信栄 {2}，
浅田 邦博 {1}，三田 吉郎 {1}
{1} 東京大学，{2} アドバンテスト

01am2-PS-127
Rapid molecular sensing based on on-chip size-separation process 
of DNA origami
朴 晟洙 *，馬 志鵬，平井 義和，土屋 智由，田畑 修
京都大学

01am2-PS-129
ナノ電気機械ロジックスイッチの作製と評価
Zhao Dong*，Nguyen Van Toan，Takahito Ono
東北大学

01am2-PS-131
植物生体電位と畳み込みニューラルネットワークによる人感センサ
システム
南保 英孝 *，中野 毅郎，金山 裕太
金沢大学

01am2-PS-133
マルチセンサ・プラットフォーム LSI を用いた複数物理量の測定シ
ステム
室山 真徳 *{1}，中山 貴裕 {2}，畑 良幸 {3}，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

01am2-PS-135
ウェアラブルデバイスのための圧電素子を用いたマルチモーダルな
心血管情報の計測
岡野 孝昭 *，和泉 慎太郎，勝浦 巧，川口 博，吉本 雅彦
神戸大学

01am2-PS-137
筋活動解析のための 2 チャンネルウエアラブ積層型センサの検討
大石 裕也 *，木本 晃
佐賀大学

01am2-PS-139
圧電 MEMS 超音波センサ用ダイアフラムの静的撓み量が振動モード
に与える影響
西岡 知記 *，山下 馨，野田 実
京都工芸繊維大学

01am2-PS-141
高感度磁区観察をめざした Au ギャップ光学フィルタの作製
長谷川 拓己 *{1}，溝尻 瑞枝 {1}，櫻井 淳平 {1}，秦 誠一 {1}，高木 健太 {2}，
尾崎 公洋 {2}
{1} 名古屋大学，{2} 産業技術総合研究所

01am2-PS-143
光減衰膜を用いた無電源による長距離伝送可能な風向測定手法
領木 慎一 *{1}，服部 鉄範 {1}，国藤 隆 {1}，大小原 健 {2}
{1} 東日本旅客鉄道，{2} ホリー

01am2-PS-145
気流検出機能付気管チューブシステムとそれによるその場呼吸計測
法に関する研究
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

01am2-PS-147
布地の摩擦計測と摩擦感評価との関係
三島 伊吹 *{1}，井上 祐輔 {1}，八幡 拓真 {1}，中山 貴裕 {2}，室山 真徳 {3}， 
野々村 裕 {1}
{1} 名城大学，{2} トヨタ自動車，{3} 東北大学

01am2-PS-149
極薄絶縁層を有するシリカ凝集体エレクトレットを用いた空中超音
波センサーの製作と特性評価
ビンジャマルディン アハマドザリフアフィック *，陰山 健介
埼玉大学

01am2-PS-151
Pt 触媒を用いた WO3 系多層薄膜 NH3 ガスセンサの研究
森田 翼，佐野 晃司 *，山口 富治，原 和裕
東京電機大学

01am2-PS-153
金属錯体を用いた LB 膜味覚センサによるビールの劣化度評価
矢澤 正好 *，長谷川 有貴，内田 秀和
埼玉大学

01am2-PS-155
小型軽量な口臭識別器の構築
大松 繁 *
大阪工業大学

01am2-PS-157
食品鮮度測定のためのセンサ技術の開発
渡邊 裕樹 *，市原 勲己，龍神 康大，吉田 雄貴，浜地 凌平，刀根 健冴， 
礒田 隆聡
北九州市立大学

01am2-PS-159
室温硬化ガラスを基材としたフォトニック結晶導波路の設計と作製
町野 泰基 *{1}，孫 佳儀 {1}，前野 権一 {1}，安藝 翔馬 {1}，佐藤 和郎 {2}， 
村上 修一 {2}，山東 悠介 {2}，金岡 祐介 {2}，末吉 健志 {1}，久本 秀明 {1}，
遠藤 達郎 {1}
{1} 大阪府立大学，{2} 大阪産業技術総合研究所

01am2-PS-161
水晶振動子式水素センサにおける鍍金白金触媒の最適化
大井川 寛 *{1}，播磨 幸一 {1}，幸坂 扶佐夫 {2}，津野 徹 {2}，植田 敏嗣 {2}
{1}KOA,{2} 早稲田大学

01am2-PS-163
有機溶剤検知センサ利用を目指した銅（I）錯体のソルバトクロミズ
ム現象
早川 拓弥，南山 知花，阪田 知巳 *
城西大学

01am2-PS-165
マルチモーダル神経伝達物質イメージセンサのためのイオン拡散防
止 MEMS 構造体の作製
魚返 勇太 *，満留 将人，李 宥奈，岩田 達也，高橋 一浩，澤田 和明
豊橋技術科学大学

01am2-PS-167
化学発光酵素免疫測定を用いた超高感度小型診断システムの構築 
〜回転撹拌技術と磁性粒子マニピュレーション技術〜
堀井 和由 *，能勢 智之，長岡 加奈子，友田 小百合，三井田 佑輔，楊 永健，
中本 竣，ナンビガリラゴバ バルン，前川 泰範
シスメックス

01am2-PS-169
微小電極とイメージングによる単一細胞内外 [Ca2+] 同時測定系の
開発
増山 絢子 *{1}，合田 達郎 {2}，松元 亮 {2}，青柳 隆夫 {1}，宮原 裕二 {2}
{1} 日本大学，{2} 東京医科歯科大学

01am2-PS-171
フィルタフリー蛍光イメージセンサの開発
田中 清嗣 *，崔 容俊，木村 安行，岩田 達哉，高橋 一浩，澤田 和明
豊橋技術科学大学

01am2-PS-173
嗅上皮細胞トランジスタによるがん関連物質の検出
広瀬 雄一，齋藤 暁子，坂田 利弥 *
東京大学
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01am2-PS-175
MEMS 中枢神経刺激用多電極インターフェースの作製とその評価
村上 修一 *{1}，高橋 壮太 {2}，佐藤 和郎 {1}，舘野 高 {2}
{1} 大阪産業技術研究所，{2} 北海道大学

01am2-PS-177
臓器解析の実現に向けた貫通孔 Si ブレードアレイデバイスの開発
塩見 太朗 *{1}，香川 大地 {1}，高尾 英邦 {1}，下川 房男 {1}，寺尾 京平 {1}{2}
{1} 香川大学，{2}JST- さきがけ

01am2-PS-179
骨細管内部構造が流れによる骨細胞メカノセンシングに及ぼす影響
小笹 正裕 *，亀尾 佳貴，武石 直樹，安達 泰治
京都大学

01am2-PS-181
連続的サンプリング機構の実現に向けたリキッドゲートによる目詰
まり抑止効果の評価
坂田 健士郎 *，楊 路，山本 貴富喜
東京工業大学

01am2-PS-183
Reconstitutive analyses of intraluminal pressure on angiogenic 
morphogenesis using a microfluidic device
有馬 勇一郎 {1}，花田 三四郎 {1}，福原 茂朋 {2}，山口 佳美 {3}，内川 道江 {1}，
梨本 裕司 {4}，中益 朗子 {3}，横川 隆司 {4}，三浦 岳 {3}，西山 功一 *{1}
{1} 熊本大学，{2} 日本医科大学，{3} 九州大学，{4} 京都大学

01am2-PS-185
マクロスケール組織構築のための血管内包ひも状肝組織
佐藤 龍 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学

01am2-PS-187
真空紫外光による合成樹脂の微細パターニング法の研究
土井 智尭 *，橋本 優生，山本 貴富喜
東京工業大学

01am2-PLN-8
静電容量型 MEMS センサにおけるブラウニアン・ノイズ評価手法の
検討（2）
新島 宏文 *{1}，高安 基大 {1}，山根 大輔 {1}，小西 敏文 {2}，佐布 晃昭 {2}，
伊藤 浩之 {1}，年吉 洋 {3}，町田 克之 {1}，益 一哉 {1}
{1} 東京工業大学，{2}NTT アドバンステクノロジ，{3} 東京大学

01am2-PLN-9
自立構造型可変メタマテリアル
磯崎 瑛宏 *{1}，菅 哲朗 {2}，高橋 英俊 {1}，松本 潔 {3}，下山 勲 {1}
{1} 東京大学，{2} 電気通信大学，{3} 東洋大学

01am2-PLN-10
外部磁場を利用した水晶発振回路式濃度センサに関する基礎研究
富樫 裕基 *，矢田 直人，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

01pm4-PS-102
圧縮空気を利用した MEMS マイクロホンの機械的強度評価
笠井 隆 *，内田 雄喜，中野 優，佐野 浩二，中河 佑将，桃谷 幸志，奥川 晃宏
オムロン

01pm4-PS-104
ガラス製マイクロ流体デバイスを用いた Brust 法による有機溶媒分
散金ナノ粒子の合成
浜本 真央 *，柳生 裕聖
関東学院大学

01pm4-PS-106
二重螺旋 DNA 粗視化モデルの力学物性評価と DNA ナノ構造体への
応用
柳生 裕聖 *{1}，Lee Jae-Young{2}，Kim Do-Nyun{2}，田畑 修 {3}
{1} 關東学院大学，{2} ソウル国立大学，{3} 京都大学

01pm4-PS-108
TiN を用いた MEMS ガスセンサ用マイクロヒータの作製と評価
伊藤 浩 *，新國 広幸
東京工業高等専門学校

01pm4-PS-110
バナジウムドープ二硫化モリブデン二次元膜の合成に関する研究
朱 敏杰 *，猪股 直生，小野 崇人
東北大学

16:40-18:20（P会場）
ポスターセッション D

01pm4-PS-112
画像処理を用いた DN デザイナブルゲルの光弾性応力測定
粂野 勇貴 *{1}，安部 修平 {1}，池田 誠一 {2}，齊藤 梓 {3}，川上 勝 {3}， 
古川 英光 {3}，溝尻 瑞枝 {1}，櫻井 淳平 {1}，秦 誠一 {1}
{1} 名古屋大学，{2} ファイン・バイオメディカル，{3} 山形大学

01pm4-PS-114
金回折格子を有するショットキー型光検出器による近赤外分光器
陳 文静 {1}，菅 哲朗 *{2}，安食 嘉晴 {3}，松本 潔 {4}，下山 勲 {1}
{1} 東京大学，{2} 電気通信大学，{3} マイクロマシンセンター，{4} 東洋大学

01pm4-PS-116
外部磁場駆動型人工繊毛による 3 次元的な繊毛運動の再現
津守 不二夫 *，丸目 隆真，工藤 健太郎，品川 一成
九州大学

01pm4-PS-118
Cu-Ni 熱電薄膜を用いたフレキシブル撥電デバイスの作製
清水 悠希 *{1}，溝尻 瑞枝 {1}，三上 祐史 {2}，櫻井 淳平 {1}，秦 誠一 {1}
{1} 名古屋大学，{2} 産業技術総合研究所

01pm4-PS-120
実環境における高出力静電型エナジーハーベスタの充電特性
古賀 英明 *{1}，三屋 裕幸 {1}，杉山 達彦 {2}，藤田 博之 {3}，年吉 洋 {3}， 
橋口 原 {2}
{1} 鷺宮製作所，{2} 静岡大学，{3} 東京大学

01pm4-PS-122
多層 PZT 薄膜による圧電 MEMS エナジーハーベスタの提案
中西 亮介 *，神田 健介，藤田 孝之，前中 一介
兵庫県立大学

01pm4-PS-124
PZT の焦電効果を利用した積層型静電アクチュエータの出力評価
橋本 航 *，尾﨑 隼人，神田 岳文
岡山大学

01pm4-PS-126
3D 自己加熱ステージを用いたマイナーメタルの深掘り反応性イオ
ンエッチング技術の開発
韓 剛 *，村田 祐貴，大川 太基，今井 純一，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

01pm4-PS-128
導波路型微小光共振器における光周波数コム発生の閾値検討
古澤 健太郎 *，関根 徳彦，笠松 章史，鵜澤 佳徳
情報通信研究機構

01pm4-PS-130
超臨界流体薄膜形成技術による Si トレンチ基板への Cu 製膜の検討
太田 悦子 *，Hurtaud Xavier，百瀬 健，三田 吉郎
東京大学

01pm4-PS-132
フレキシブル基板上に実装された極薄 MEMS 光スキャナデバイス
竹下 俊弘 *，山下 崇博，牧本 なつみ，小林 健
産業技術総合研究所

01pm4-PS-134
人工膝関節置換術中支援に向けたフレキシブル圧力センサアレイシ
ステム
田邊 史夏 *，吉本 秀輔，野田 祐樹，荒木 徹平，植村 隆文，関谷 毅
大阪大学

01pm4-PS-136
SiGe モノリシックコンボセンサに向けたラピッドプロトタイピング 
- 3 軸加速度センサと振動型磁気センサ -
廣田 朝地 *，横松 得滋，神田 健介，藤田 孝之，前中 一介
兵庫県立大学

01pm4-PS-138
MEMS センサ付き気管内チューブの無線化に関する研究
波田 拓馬 *，谷口 和弘，長谷川 義大，式田 光宏
広島市立大学

01pm4-PS-140
無線聴診システムによる子牛の健康モニタリング
諸田 裕紀 *{1}，増田 誉 {1}，宮本 亨 {2}，新井 鐘蔵 {2}，伊藤 寿浩 {1}
{1} 東京大学，{2} 動物衛生研究所

01pm4-PS-142
SU8 微細機構／形状記憶合金厚膜アクチュエータアレイ型触覚ディ
スプレイ素子形成と動作特性評価
峯田 貴 *{1}，辻 一樹 {1}，梁取 大 {1}，日吉 健太 {1}，小野 泰弘 {2}， 
阿部 喜 {2}
{1} 山形大学，{2} 東海理化
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01pm4-PS-144
ポンプ状態モニタリング用無線センサのための自立発電デバイスの
検討
寺原 洋希 *
東京大学

01pm4-PS-146
パーマロイコンセントレータによる磁場勾配を用いた共振型磁気セ
ンサ
諏訪 亘 *，猪股 直生，戸田 雅也，小野 崇人
東北大学

01pm4-PS-148
低消費電力性・耐腐食性を有するフローセンサデバイスの特性改善
山岡 英彦 *，永田 晃基
東京都立産業技術研究センター

01pm4-PS-150
指紋・指腹の表面質感検知能を集積したマルチスケール型 MEMS 触
覚センサ
綿谷 一輝 *{1}，寺尾 京平 {1}{2}，下川 房男 {1}{2}，高尾 英邦 {1}{2}
{1} 香川大学，{1} 香川大学 /{2}JST-CREST

01pm4-PS-152
円形ダイヤフラムを有するシリコン基板光導波型圧力センサ
新國 広幸 *，伊藤 浩
東京工業高等専門学校

01pm4-PS-154
高温クリープ立体成形技術による極小 MEMS 触覚センサの開発研究
大坂 憲司 *，中田 悟史，山本 賢祐，菅野 公二，磯野 吉正
神戸大学

01pm4-PS-156
可視化計測システム（探嗅カメラ）を用いた 生体ガスの非侵襲計測
への応用
荒川 貴博 *，飯谷 健太，佐藤 敏征，ナセデン ムニラ，當麻 浩司，三林 浩二
東京医科歯科大学

01pm4-PS-158
ボトムゲート型 a-InGaZnO TFT pH センサの微小 pH 変化への応答
岩松 新之輔 *{1}，竹知 和重 {2}，阿部 泰 {1}，今野 俊介 {1}，村上 穣 {1}， 
矢作 徹 {1}，加藤 睦人 {1}，田邉 浩 {2}，渡部 善幸 {1}
{1} 山形県工業技術センター，{2}NLT テクノロジー

01pm4-PS-160
フォーカシング ATR 法を用いた表面プラズモン励起増強蛍光分光に
よる低分子化合物の検出
本多 俊裕 *，伊藤 智，矢田部 塁，小野寺 武，都甲 潔
九州大学

01pm4-PS-162
植物生体電位による栽培環境制御に向けたリアルタイム生理活性評
価
室橋 郁也 *，長谷川 有貴，内田 秀和
埼玉大学

01pm4-PS-164
自己組織化膜を被覆した SAW デバイスを用いた匂い濃縮及びアン
ペロメトリックセンサ
Chakraborty Parthojit*，中本 高道
東京工業大学

01pm4-PS-166
画像センシング ‐ IoT（インターネット化）技術の開発と皮膚炎症
の遠隔検査システムへの利用
高尾 凌太郎 {1}，市原 勲己 {2}，龍神 康大 {2}，吉田 雄貴 {2}，渡邊 裕樹 {2}，
浜地 凌平 {2}，刀根 健冴 {2}，清水 孝雄 {3}，漆原 育子 {3}，竹下 聡 {4}， 
尾池 哲郎 {4}，岡本 圭史 {5}，欧陽 琛璨 {5}，礒田 隆聡 *{2}
{1} 東洋ゴム工業，{2} 北九州市立大学，{3} アーズ，{4}FILTOM，{5} カネカ

01pm4-PS-168
粒子径の大きなゼオライトを用いたガスセンシングに向けた衝撃試験
山田 健太郎 *{1}，Julien Grand{2}，岡本 有貴 {1}，Reddy Ranga{1}， 
Matthieu Denoual{2}，Sveltana Mintova{2}，Agnès Tixier-Mita{1}，三田 吉郎 {1}
{1} 東京大学，{2}University of Mormandie

01pm4-PS-170
マイクロ流体デバイスによる高効率かつ安全なブロモ基付加操作
川久保 渉 *{1}，田中 大器 {1}，尹 棟鉉 {1}，関口 哲志 {1}，高橋 啓太 {2}， 
秋津 貴城 {2}，庄子 習一 {1}
{1} 早稲田大学，{2} 東京理科大学

01pm4-PS-172
糖鎖修飾導電性高分子を用いたインフルエンザウイルスの電気的検
出
合田 達郎 *，海 文峰，堀口 諭吉，松元 亮，宮原 裕二
東京医科歯科大学

01pm4-PS-174
バイオマーカー検出のためのエラストマーナノ薄膜を利用した
MEMS 光干渉型表面応力センサ
寺元 玲奈 *{1}，丸山 智史 {1}，藤枝 俊宣 {2}，佐藤 信孝 {2}，武岡 真司 {2}，
澤田 和明 {1}，高橋 一浩 {1}
{1} 豊橋技術科学大学，{2} 早稲田大学

01pm4-PS-176
pH 応答性電界効果トランジスタを用いた上皮タイトジャンクショ
ン評価系の構築
波多野 豊晃 *，合田 達郎，松元 亮，宮原 裕二
東京医科歯科大学

01pm4-PS-178
ナノプローブ神経電極の特性評価と細胞内電位計測
久保田 吉博 *，澤畑 博人，牛流 章弘，安東 頼子，沼野 利佳，石田 誠， 
河野 剛士
豊橋技術科学大学

01pm4-PS-180
ナノ構造を用いた QCM センサの開発
浅井 直人 *，清水 智弘，新宮原 正三，伊藤 健
関西大学

01pm4-PS-182
ポリジメチルシロキサンを用いたナノインプリント技術による無
線・無電極水晶振動子バイオセンサの開発
小高 廉斉 *{1}，酒井 悠希 {1}，有賀 崚 {1}，小塚 俊哉 {1}，野口 裕之 {1}， 
加藤 史仁 {1}，荻 博次 {2}
{1} 日本工業大学，{2} 大阪大学

01pm4-PS-184
分子パターニングを用いたキネシンの協働性の評価
金子 泰洸ポール *{1}，大庭 将太郎 {1}，古田 健也 {2}，大岩 和弘 {2}， 
新宅 博文 {1}，小寺 秀俊 {1}，横川 隆司 {1}
{1} 京都大学， {2} 情報通信研究機構

01pm4-PS-186
脂質が塗布された有孔隔壁の浸漬よる脂質二重膜の形成
三澤 宣雄 *{1}，藤井 聡志 {1}，神谷 厚輝 {1}，大崎 寿久 {1}{2}, 竹内 昌治 {1}{2}
{1} 神奈川県立産業技術総合研究所，{2} 東京大学

01pm4-PS-188
On-chip Cell Gym の設計と動作確認実験
洞出 光洋 *，伊藤 弘明，蔡 佳宏，高山 俊男，金子 真
大阪大学

01pm4-PS-190
異種細胞灌流共培養のための 2 層コラーゲンチューブデバイス
板井 駿 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学

01pm4-PS-192
マイクロ流体デバイスを用いた iPS 細胞由来心筋細胞の純化方法に
関する研究
Yu Leqian*{1}，LI Xin{2}，LI JUNJUN{1}，Liu Li{1}，Kotera Hidetoshi{1}
{1} 京都大学，{2}East China Normal University

01pm4-PS-194
藻類を利用した環境光応答デバイスアレイの開発 ―並列的な構造物
駆動手法の確立―
中水 泰輝 *，長羅 優幸，永井 萌土，柴田 隆行
豊橋技術科学大学

01pm4-PS-196
スフェロイドを対象としたがん細胞結合ペプチド探索の洗浄過程デ
バイス
池田 匡利 *，石田 忠，小俣 透
東京工業大学

01pm4-PS-198
誘電泳動による高次ナノ構造体創製と分子センシングへの適用
山口 明啓 *，福岡 隆夫，内海 裕一
兵庫県立大学

01pm4-PLN-11
Ir/YSZ/Si 上に成膜したダイヤモンドを用いた振動子の作製と評価
持丸 裕矢 *，戸田 雅也，小野 崇人
東北大学
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01pm4-PLN-12
磁性粒子分散表面層による自己組織型しわ構造の制御
西山 令 *，徳丸 和樹，工藤 健太郎，品川 一成，津守 不二夫
九州大学

01pm4-PLN-13
ZnO 単結晶層を用いた UV センサ感度向上のための電極間距離依存
性の検討
信太 智貴 *，小倉 康平，水野 愛，安藤 毅，篠田 宏之，六倉 信喜
東京電機大学

01pm4-PLN-14
全血での血液検査パッチを目的とした採血用マイクロニードルの開発
黒川 祥太郎 *，高間 信行，金 範埈
東京大学

11月2日（木）

02pm1-PS-199
MEMS ミラーを用いたスマートグラス型眼底検査装置の製作
高橋 佳希 *，佐々木 敬，Kaushik Neelam，中澤 徹，羽根 一博
東北大学

02pm1-PS-200
自己組織化 DNA ナノワイヤの直径と配列の制御に向けたプロセス
検討
神谷 昌吾 *，高尾 英邦，下川 房男，寺尾 京平
香川大学

02pm1-PS-201
小型パッチ式乳酸モニタリングシステムの運動時における代謝状態
のリアルタイム評価への応用
榎本 圭吾 *，高山 健人，工藤 寛之
明治大学

02pm1-PS-202
犠牲 DNA オリガミ技術とナノギャップを有する金ナノ粒子二量体
作製への応用
山下 直輝 *，朴 晟洙，馬 志鵬，川合 健太郎，平井 義和，土屋 智由，田畑 修
京都大学

02pm1-PS-203
Structural robustness of different crossover/nick designs of 2D 
DNA origami
馬 志鵬 *，山下 直輝，朴 晟洙，川合 健太郎，平井 義和，土屋 智由，田畑 修
京都大学

02pm1-PS-204
超電導電力貯蔵装置を小型化するための渦巻溝形成と壁面の低ス
キャロップ化
許 哲瑋 {1}，熊谷 慎也 {1}，鈴木 康広 {2}，日置 辰視 {2}，盧 柱亨 {3}，高井 
治 {3}，元廣 友美 {2}，佐々木 実 *{1}
{1} 豊田工業大学，{2} 名古屋大学 ,{3} 関東学院大学

02pm1-PS-205
左右対称エレクトレットくし歯電極による広帯域振動エナジーハー
ベスタ応用
三屋 裕幸 *{1}，芦澤 久幸 {1}，穴井 大輔 {1}，橋口 原 {2}，本間 浩章 {3}，
藤田 博之 {3}，年吉 洋 {3}
{1} 鷺宮製作所，{2} 静岡大学，{3} 東京大学

02pm1-PS-206
フェムト秒レーザ照射による温度応答性ゲル内部への金属粒子析出
プロセスの開発
小田島 駿 *，阿相 克，西山 宏昭
山形大学

02pm1-PS-207
環境汚染物質の除去を目指したゲル型マイクロモータの構築
横手 生成 *，鈴木 博章
筑波大学

02pm1-PS-208
Q 値に依存しない広帯域特性を示す振動発電素子の開発
杉山 達彦 *{1}，芝田 泰 {1}，古賀 英明 {2}，藤田 博之 {3}，年吉 洋 {3}， 
橋口 原 {1}
{1} 静岡大学 ,{2} 鷺宮製作所，{3} 東京大学

13:30-15:10（P会場）
ポスターセッション E

02pm1-PS-209
磁歪材料を用いた共振型磁気センサ
江面 大河 *，猪股 直生，小野 崇人
東北大学

02pm1-PS-210
減圧ドライ転写技術を用いた真空キャビティ構造をもつグラフェン
共振器の製作
石田 隼斗，岩田 達哉，澤田 和明，髙橋 一浩 *
豊橋技術科学大学

02pm1-PS-211
超音波ねじり振動子による単分散液滴を用いたナノ粒子生成
藤本 望夢 *{1}，神田 岳文 {1}，勝田 将矢 {1}，阪田 祐作 {1}，山田 嘉昭 {1}，
妹尾 典久 {1}，中崎 義晃 {2}，音山 貴史 {2}
{1} 岡山大学，{2} ナノ・キューブ・ジャパン

02pm1-PS-212
道路インフラモニタリング用 MEMS 歪みセンサの開発
後藤 慎太郎 *{1}，高松 誠一 {1}，伊藤 寿浩 {1}，小林 健 {2}，山下 崇博 {2}，
牧本 なつみ {2}
{1} 東京大学，{2} 産業技術総合研究所

02pm1-PS-213
レーザ加工とインプリント加工の複合プロセスによるセラミック 3
次元マイクロ流路の開発
徳丸 和樹 *，ハント 載紋，津守 不二夫，工藤 健太郎，品川 一成
九州大学

02pm1-PS-214
応力補償構造を用いた ScAlN 振動発電デバイス
武井 亮平 *，牧本 なつみ，田原 竜夫，秋山 守人，伊藤 寿浩，小林 健
産業技術総合研究所

02pm1-PS-215
簡易検波回路を用いた磁気センサ（フラックスゲートマグネトメー
タ :FGM）の開発
松田 真吾 *，平間 淳司
金沢工業大学

02pm1-PS-216
小型電動マニピュレータによる柔軟物把持制御のための 近接・接触・
滑り検知触覚センサ
菅 史賢 *{1}，荒木 凌馬 {1}，安部 隆 {1}，寒川 雅之 {1}，野間 春生 {2}
{1} 新潟大学，{2} 立命館大学

02pm1-PS-217
多層化圧電膜による MEMS 触覚デバイス
遠山 蒼 *，神田 健介，大久保 昂，藤田 孝之，前中 一介
兵庫県立大学

02pm1-PS-218
複数の三軸加速度センサを用いた小型無線波浪観測ブイの提案と試
作
倉本 大輔 *，石崎 哲，三浦 剛弥，濱崎 利彦
広島工業大学

02pm1-PS-219
静電気センシングによる湿潤分布測定の検討
豊福 一仁 *，木本 晃
佐賀大学

02pm1-PS-220
土壌培地内計測を目指した土中水分量・イオン濃度センサ用 イン
ピーダンス計測回路チップの製作と評価
長屋 昇吾 *，安富 啓太，平野 陽豊，川人 祥二，二川 雅登
静岡大学

02pm1-PS-221
末梢気道におけるその場観察と呼吸量計測を可能とする光ファイ
バースコープ搭載型流量センサの開発
沖原 千明 *{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

02pm1-PS-222
MEMS 圧力センサを用いた液滴粘度計
高橋 英俊 *，グェン タンヴィン，下山 勲
東京大学

02pm1-PS-223
極薄シリコンピエゾ抵抗素子を用いたフレキシブルな圧力センサ
竹井 裕介 *{1}，後藤 慎太郎 {2}，高松 誠一 {2}，伊藤 寿浩 {2}，小林 健 {1}
{1} 産業技術総合研究所，{2} 東京大学
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02pm1-PS-224
印刷カンチレバーを用いたヘッドマイク式呼吸センサーの開発
金澤 周介 *，堀井 美徳，日下 靖之，牛島 洋史
産業技術総合研究所

02pm1-PS-225
静電容量式フレキシブル近接センサの応答性の曲率半径依存
野村 健一 *{1}，堀井 美徳 {1}，鍛冶 良作 {1}，岩田 史郎 {2}，大峠 忍 {2}， 
今若 直人 {2}，吉野 勝美 {2}，牛島 洋史 {1}
{1} 産業技術総合研究所，{2} 島根県産業技術センター

02pm1-PS-226
ホール素子による微小磁場計測の検討
眞砂 卓史 {1}，笠原 健司 {1}，西村 和浩 {2}，柴崎 一郎 *{3}
{1} 福岡大学，{2} 旭化成エレクトロニクス，{3} 野口研究所

02pm1-PS-227
汗中 pH と皮膚温度の常時計測に向けたフレキシブル健康管理パッ
チの開発
中田 尚吾 *，有江 隆之，秋田 成司，竹井 邦晴
大阪府立大学

02pm1-PS-228
積層セラミック技術を用いたガスセンサの要素技術開発
小宮 一毅 *，山岡 英彦
東京都立産業技術研究センター

02pm1-PS-229
イオン液体液滴の表面張力波を用いたガスセンサ
齋藤 宏 *，Thanh-Vinh Nguyen，下山 勲
東京大学

02pm1-PS-230
水晶振動子によるメチルメルカプタンガス及びアンモニアガスの同
時測定
都倉 勇貴 *，中田 弦徳，森山 友加里，緒明 佑哉，今井 宏明，白鳥 世明
慶應義塾大学

02pm1-PS-231
光成長による金属ナノ粒子間ギャップ制御と SERS 活性評価
李 景韶 *，渡邊 真司，荒木 聡，佐々 文洋，林 健司
九州大学

02pm1-PS-232
低濃度乳酸モニタリングのための酵素プリンティングによる酵素電
極センサ
鶴岡 典子 *，松永 忠雄，井上 久美，末永 智一，芳賀 洋一
東北大学

02pm1-PS-233
室内の熱流体環境を計測するロボットの研究
瀬戸 匠 {1}，後藤 奈緒子 {1}，松倉 悠 *{2}，石田 寛 {1}
{1} 東京農工大学， {2} 大阪大学

02pm1-PS-234
半導体型 pH センサによる低水分量土壌 pH 計測に関する研究
上村 渓介 *{1}，許山 久美子 {1}，平野 陽豊 {1}，渡辺 実 {2}， 
小松 満 {3}，二川 雅登 {1}
{1} 静岡大学，{2} ラピスセミコンダクタ，{3} 岡山大学

02pm1-PS-235
分子間相互作用測定のための多サンプル同時蛍光偏光測定システム
の開発
若尾 摂 *{1}，住吉 研 {2}，溝口 親明 {2}，真栄城 正寿 {1}，石田 晃彦 {1}， 
谷 博文 {1}，重村 幸治 {2}，火原 彰秀 {3}，渡慶次 学 {1}
{1} 北海道大学，{2}NLT テクノロジー，{3} 東北大学

02pm1-PS-236
pH 検出に基づく核酸の増幅と検出を行う小型デバイスの創製
田畑 美幸 *，合田 達郎，松元 亮，宮原 裕二
東京医科歯科大学

02pm1-PS-237
In Situ Monitoring of Cell Adhesion on Thermally Responsive 
Nanofiber Coatings Using Quartz Crystal Microbalance
Jiatu Li*{1}，Mizuki Tenjimbayashi{1}，Yuki Tokura{1}，Ko Matsukawa{2}，
Kenta Homma{2}，Aya Akimoto Mizutani{2}，Seimei Shiratori{1}
{1}Keio University，{2}The University of Tokyo

02pm1-PS-238
表面弾性波を用いた攪拌効果による微量サンプルの電気化学的高感
度検出
坂元 博昭 *{1}，北西 裕紀 {1}，天谷 諭 {2}，才木 常正 {3}，内海 裕一 {3}， 
末 信一朗 {1}
{1} 福井大学，{2} 理化学研究所，{3} 兵庫県工業技術センター

02pm1-PS-239
非標識バイオセンシングに向けた高い波長選択性を持つ MEMS 光干
渉型表面応力センサの製作
高橋 利昌 *{1}，飛沢 健 {1}，三澤 宣雄 {2}，瀧 美樹 {1}， 
澤田 和明 {1}{3}，高橋 一浩 {1}{4}
{1} 豊橋技術科学大学，{2} 神奈川科学技術アカデミー， 
{3}JST CREST，{4}JST さきがけ

02pm1-PS-240
濾紙を用いたサンプリング法に基づく簡易型唾液中尿酸計測システム
高木 優樹 *，林 周平，工藤 寛之
明治大学

02pm1-PS-241
キネシンによる微小管運動における蛍光 ATP 結合・解離の LZMWs
を用いた 1 分子観察
藤本 和也 *{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} 分子科学研究所，{3} 青山学院大学

02pm1-PS-242
酵素機能を融合した光駆動分子加工ツールの開発
増田 晃士 *，高尾 英邦，下川 房男，寺尾 京平
香川大学

02pm1-PS-243
環状 DNA1 分子トラップデバイスを利用した分子ダイナミクスの計測
土肥 大輝 *{1}，平野 研 {2}，寺尾 京平 {1}{3}
{1} 香川大学，{2} 産業技術総合研究所，{3}JST- さきがけ

02pm1-PS-244
迅速な宇宙放射線リスク評価のためのマイクロ流体チップの開発
田村 隆大 *{1}，中村 麻子 {2}，高橋 健太 {2}，山田 功 {1}，鈴木 孝明 {1}
{1} 群馬大学，{2} 茨城大学

02pm1-PS-245
低 X 線散乱ノイズ観測チャンバー開発による蛋白質 1 分子構造変化
計測
清水 啓史 *{1}，田渕 友樹 {2}，田原 樹生 {2}，岩本 真幸 {1}，平井 義和 {2}，
土屋 智由 {2}，田畑 修 {2}
{1} 福井大学，{2} 京都大学

02pm1-PS-246
張力センシングを介した骨芽細胞様細胞の能動的配向
石川 敬一 *，須長 純子，亀尾 佳貴，安達 泰治
京都大学

02pm1-PS-247
表面粗さ構造に対する微小管運動特性の評価
宮﨑 勇 *{1}，中原 佐 {1}，小寺 秀俊 {2}，横川 隆司 {2}，南 和幸 {1}
{1} 山口大学，{2} 京都大学

02pm1-PS-248
マイクロメッシュを基板とする共培養システムを用いた生体内組織
挙動の再現
オケヨ ケネディ *{1}，山田 快 {2}，小穴 英廣 {2}，鷲津 正夫 {2}
{1} 京都大学，{2} 東京大学

02pm1-PLN-15
薄膜金属ガラスを用いた微小ダイアフラム構造体の張力制御法
上嶋 祥平 *，秦 誠一，櫻井 淳平
名古屋大学

02pm1-PLN-16
Serial Communication Performance of Networked Sensor Platform 
LSIs with Differential Signaling for Multi-Sensor System 
Implementation
邵 晨鍾 *{1}，田中 秀治 {1}，中山 貴裕 {2}，室山 真徳 {1}
東北大学 {1}，東北大学，トヨタ自動車 {2}，東北大学

02pm1-PLN-17
3 軸 MEMS 加速度センサにおける単一 Au 錘および電極分割方式の
検討
乙部 翔太 *{1}，高安 基大 {1}，山根 大輔 {1}，小西 敏文 {2}，佐布 晃昭 {2}，
伊藤 浩之 {1}，道正 志郎 {1}，石原 昇 {1}，町田 克之 {1}，益 一哉 {1}
{1} 東京工業大学，{2}NTT アドバンステクノロジ

02pm1-PLN-18
嗅覚アシストマスクにおけるガスセンサの取付け位置の検討
奥田 翔吾 {1}，松倉 悠 *{2}，石田 寛 {1}
{1} 東京農工大学，{2} 大阪大学
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第 8 回マイクロ・ナノ工学シンポジウム
ポスターセッション

10月31日（火）

31am3-PN-1
静電力を用いたすきま制御可能な摩擦力顕微鏡用マイクロプローブ
の開発
堀 佑輔 *，福澤 健二，伊藤 伸太郎，張 賀東
名古屋大学

31am3-PN-3
干渉縞を用いた動的濡れの観察
李 賀 *，田中 健太郎，岩本 勝美
東京海洋大学

31am3-PN-5
伸縮基板上の波形状金属配線に生じるき裂の観察
古志 知也 *{1}，Löher Thomas{2}，岩瀬 英治 {1}
{1} 早稲田大学，{2}Fraunhofer IZM

31am3-PN-7
レーザー誘起熱泳動によるマイクロ粒子フィルタの開発
笹井 雄太 *，辻 徹郎，川野 聡恭
大阪大学

31am3-PN-9
対向する円筒面との間に働く引力による液膜表面の変形
久光 和輝 *，佐伯 文浩
津山工業高等専門学校

31am3-PN-11
液体用熱式流量センサ周りの伝熱解析
原 惇也 {1}*，山本 憲 {1}，池 信一 {2}，中野 正志 {1}，元祐 昌廣 {1}
{1} 東京理科大学，{2} アズビル

31am3-PN-13
針電極によるプラズマと有機材料の相互作用に関する研究
宮川 力 *，角田 直人
首都大学東京

31am3-PN-15
酸化シリコン膜上に PLD で堆積された厚膜永久磁石のレーザ局所加
熱による微細着磁
吾妻 範栄 *{1}，田中 駿也 {1}，藤原 良元 {1}，進士 忠彦 {1}，清水 大 {2}，
近藤 秀俊 {2}，山口 雄太 {2}，山下 昂洋 {2}，柳井 武志 {2}，福永 博俊 {2}，
中野 正基 {2}
{1} 東京工業大学，{2} 長崎大学

31am3-PN-17
CuO/NiO 混合ナノ粒子のフェムト秒レーザ還元を用いた pn 熱電対
の選択描画
溝尻 瑞枝 *，櫻井 淳平，秦 誠一
名古屋大学

31am3-PN-19
モードミスマッチ補償機構を組み込んだ CW/CCW モード分離型
MEMS 積分ジャイロスコープ
塚本 貴城 *，田中 秀治
東北大学

31am3-PN-21
微小孔アレイデバイスを用いたヒトリンパ球細胞からの細胞外ベシ
クル生成分離
櫻田 一歩 *，安田 隆
九州工業大学

31am3-PN-23
均一径リポソームを電気融合するためのマイクロ流体デバイス
菅原 啓亮 *，吉田 昭太郎，竹内 昌治
東京大学

31am3-PN-25
垂直配向 CNTs を用いた神経細胞伸展刺激と伸展ひずみの影響
伊藤 充彦 *{1}，小野田 淳吾 {2}，清水 徹英 {1}，坂元 尚哉 {1}，楊 明 {1}
{1} 首都大学，{2} アルバック

11:00-12:40（P会場）
ポスターセッション A

31am3-PN-27
多チャネルパッチクランプを目的とした微小流体デバイスの作製お
よび評価
青木 崇 *{1}，肥田 博隆 {1}，神野 伊策 {1}，Maturana Andres{2}
{1} 神戸大学，{2} 名古屋大学

31am3-PN-29
f-DLC-PES 膜の製作および in vitro 系血液濾過実験
大田 能士 *，中山 正光，菅野 義彦，鈴木 哲也，三木 則尚
慶應義塾大学

31am3-PN-31
超並列の細胞核内デリバリのためのレーザ誘起プラズマ発生デバイ
スの開発
舟橋 圭佑 *{1}，澤井 慎 {1}，Tuhin Santra{2}，永井 萌土 {1}，柴田 隆行 {1}
{1} 豊橋技術科学大学，{2} インド工科大学マドラス校

31am3-PN-33
Assembled Micro-tube Resonator for Mass Analysis of Flowing 
Liquid
Indianto Mohammad Akita*，戸田 雅也，小野 崇人
Tohoku University

31am3-PN-35
添加剤を加えた N- メチル -2- ピロリドンによる SU8 の剥離
安井 学 *{1}，中野 一史 {2}，黒内 正仁 {1}，川野 伸一 {2}，金子 智 {1}
{1} 神奈川県立産業技術総合研究所，{2} 野村マイクロ・サイエンス

31am3-PN-37
着色マイクロ液滴のパターニングによるマルチカラー反射型ディス
プレイ
小林 和弘 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学

31am3-PN-39
誘電率の異なるポリマレイヤ積層による静電容量型センサの寄生容
量低減技術
長友 竜帆 *，三木 則尚
慶應義塾大学

31am3-PN-41
微小針電極を用いた脳波計測による人間の認知活動の評価
吉田 有里 *，工藤 優汰，皆川 泰代，三木 則尚
慶應義塾大学

31am3-PN-43
微細構造を利用したサンプル定量採取ストリップ
紙屋 はるか *，大月 斐南子，大田 能士，矢菅 浩規，三木 則尚
慶応義塾大学

31am3-PN-45
EWOD を利用した液滴排出制御デバイスの開発
白石 成 *，鈴木 健司，髙信 英明，三浦 宏文
工学院大学

31am3-PN-47
微細構造を有する撥水性表面の水滴挙動
大窄 翔 *，鈴木 健司，髙信 英明，三浦 宏文
工学院大学

31am3-PN-49
脳波計測用微小針電極の頭部固定器具の開発
工藤 優汰 *，吉田 有里，三木 則尚
慶應義塾大学

31am3-PN-51
背面露光による微小錐型構造の簡易作製
海保 実則 *，澤山 淳，竹内 昌治
東京大学

31am3-PN-53
OHA セラミックスエレクトレットを用いた環境振動発電
三好 智也 *{1}，糸賀 千瑛 {2}，袴田 健斗 {2}，田中 優実 {2}，鈴木 雄二 {1}
{1} 東京大学，{2} 東京理科大学

31am3-PN-55
走査型プローブ顕微鏡におけるアコースティックエミッションの検
出方法の研究
藤澤 悟 *，間野 大樹，三宅 晃司
産業技術総合研究所

31am3-PN-57
マイクロ流体デバイス内の非混和多相流の可視化に関する研究
梁 毅楊 *，浜本 真央，柳生 裕聖
関東学院大学
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31pm3-PN-2
ファブリ・ペロー干渉計によるマイクロ片持ち梁熱振動の計測
辻家 祐介 *，河村 良行，日野 史也，丸林 真也
福岡工業大学

31pm3-PN-4
水和ポリマー薄膜コーティングの摩擦特性計測における摩耗過程の
その場観察
伊藤 伸太郎 *，戸田 達輝，福澤 健二，張 賀東
名古屋大学

31pm3-PN-6
圧電アクチュエータを統合した人工聴覚上皮の感度向上評価
中山 明日佳 *，辻 徹郎，川野 聡恭
大阪大学

31pm3-PN-8
低電圧駆動が可能な PZT 薄膜型マイクロポンプの作製
肥田 博隆 *，神野 伊策
神戸大学

31pm3-PN-10
蛍光偏光法を用いたジェル型温度センサの開発　－蛍光分子混合ゲ
ル状水溶液の蛍光偏光度と温度の関係－
堀井 悟史 *，巽 和也，栗山 怜子，中部 主敬，小寺 秀俊
京都大学

31pm3-PN-12
発熱ペレットの発熱特性に関する研究
若槻 涼太 *，和泉 大晟，三宅 修吾
神戸市立工業高等専門学校

31pm3-PN-14
フェムト秒レーザ誘起液中集積法による Au ナノロッド含有 SiO2 構
造の形成
小川 雄也 *，木村 開登，梅津 寛，西山 宏昭
山形大学

31pm3-PN-16
フェムト秒レーザ還元直接描画法を用いた Cu メッシュ型温度セン
サの作製
伊藤 恭章 *，溝尻 瑞枝，櫻井 淳平，秦 誠一
名古屋大学

31pm3-PN-18
対向スパッタによる圧電膜の成膜 -2
曽根 順治 *
東京工芸大学

31pm3-PN-20
微小孔アレイを用いた細胞組織の局所薬剤刺激
浜崎 紘輝 *，安田 隆
九州工業大学

31pm3-PN-22
誘電泳動ピンセットを用いた細胞サイズリポソームの選択的電気融合
吉田 昭太郎 *，竹内 昌治
東京大学

31pm3-PN-24
垂直配向 CNTs を用いた細胞刺激デバイスの作製と神経細胞電気刺
激への応用
今井 友樹 *，清水 徹英，金子 新，楊 明
首都大学東京

31pm3-PN-26
非対称人工細胞膜間における生体分子の拡散運動観察のための手法
開発
五反田 真秀 *{1}，神谷 厚輝 {2}，大崎 寿久 {2}，藤井 聡志 {2}，三澤 宣雄 {2}，
三木 則尚 {1}，竹内 昌治 {3}
{1} 慶應義塾大学，{2} 神奈川県立産業技術総合研究所，{3} 東京大学

31pm3-PN-28
楕円形状マイクロ吸盤アレイの吸着力評価
中島 広夢 *，土肥 健純，桑名 健太
東京電機大学

16:25-18:05（P会場）
ポスターセッション B

31pm3-PN-30
アルギン酸ゲル構造の 3 次元組み立て
横溝 晃世 *，小田 悠加，森本 雄矢，竹内 昌治
東京大学

31pm3-PN-32
原子間力顕微鏡を用いた細胞外小胞に対するイオン枯渇領域の斥力
影響の評価手法の開発
茂木 克雄 *{1}，林田 佳 {2}，山本 貴富喜 {1}
{1} 東京工業大学，{2} キヤノン

31pm3-PN-34
自動液体ハンドリング装置における熱膨張起因吐出量変動の補正技術
保富 アンドレ裕二 *
日立製作所

31pm3-PN-36
EWOD を利用した液滴生成デバイスの開発
許 夢璇 *，白石 成，鈴木 健司，高信 英明，三浦 宏文
工学院大学

31pm3-PN-38
柔軟な 3 次元メッシュ構造を有するバイモルフ型振動発電デバイス
の開発
塚本 拓野 *{1}，海野 陽平 {1}，潮見 幸江 {1}，山田 功 {1}，鈴木 孝明 {1}{2}
{1} 群馬大学，{2}JST さきがけ

31pm3-PN-40
遠心駆動流体デバイスによる温度応答性ヤヌスマイクロゲルビーズ
の作製
宮原 英生 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学

31pm3-PN-42
マイクロチューブを用いた微生物培養システムの光触媒による培養
促進
斎藤 薫 *，藤本 和真，東 和彦，尾上 弘晃，三木 則尚
慶應義塾大学

31pm3-PN-44
アリを規範とした壁面歩行ロボットの研究　- 液滴供給機構パッド
の開発 -
鈴木 凜陽 *，鈴木 健司，髙信 英明，三浦 宏文
工学院大学

31pm3-PN-46
鎖状アルギン酸ゲルファイバを犠牲材料として用いた微小流路の構築
西村 啓吾 *，森本 雄矢，森 宣仁，竹内 昌治
東京大学

31pm3-PN-48
ゴム材料の 3 次元印刷を利用したヘルスケアスマートデバイスの開発
太田 裕貴 *{1}，Chao Minghan{2}，Gao Yuji{3}，Lin Liwei{2}，Javey Ali{2}
{1} 横浜国立大学，{2} カリフォルニア大学バークレー校，
{3} シンガポール国立大学

31pm3-PN-50
マイクロ流体デバイスを用いた深海環境中 ATP 濃度の現場計測
福場 辰洋 *{1}，岡村 慶 {2}，藤井 輝夫 {3}
{1} 海洋研究開発機構，{2} 高知大学，{3} 東京大学

31pm3-PN-52
パリレンを用いた MEMS ガスセンサの性能評価
Yeh Cheng-Han*，Suzuki Yuji，Morimoto Kenichi
The University of Tokyo

31pm3-PN-54
液体架橋破断に伴い生成される微小液滴の大きさ
浅野 卓馬 *，田中 健太郎，岩本 勝美
東京海洋大学

31pm3-PN-56
外部総和型セルオートマトンモデルによる自己組織パターン制御の
可能性
石田 武志 *
水産大学校

18:05-19:00（P会場）
え〜まっぷ @ 広島
大学・公的研究機関の研究室紹介および交流のためのポ
スターセッション
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11月1日（水）

01am2-PN-59
格子定数変化が摩擦力に及ぼす影響に関する研究
木村 柊 *，安藤 泰久
東京農工大学

01am2-PN-61
伸縮基板の剛性と波状金属配線の形状による配線の伸縮性の設計と
評価
石井 智之，古志 知也 *，岩瀬 英治
早稲田大学

01am2-PN-63
モジュール組み立てによる同軸マイクロ流体デバイスの実現
森本 雄矢 *，竹内 昌治
東京大学

01am2-PN-65
バルブレスマイクロポンプ内の非定常流による圧力損失がポンプ性
能に及ぼす影響
竹内 悠人 *，穴田 祐一朗，田中 誠一，藤原 誠之
明石工業高等専門学校

01am2-PN-67
薄膜センサーを用いた固体高分子形燃料電池カソード流路内湿度分
布の非定常測定
長谷川 実慶 *，南 凌太郎，荒木 拓人
横浜国立大学

01am2-PN-69
プロパンベースアルコールの熱伝導率に及ぼす水酸基の影響 : 分子
動力学シミュレーションによる検討
Manjunatha Likhith*，Takamatsu Hiroshi，Cannon James
九州大学

01am2-PN-71
MEMS 電気接点の通電による接触面変化
若林 一貴 *，ヘムタビー パソムポーン，齊藤 滋規，高橋 邦夫
東京工業大学

01am2-PN-73
液中フェムト秒レーザ照射による TiO2 ナノ粒子の集積とマイクロ
パターン形成
梅津 寛 *，西山 宏昭
山形大学

01am2-PN-75
ばね形状への真空蒸着による低抵抗な MRI 用マイクロコイル
曾 俊皓 *，田中 恒士郎，土肥 徹次
中央大学

01am2-PN-77
内部パターンを有する刺激応答性マイクロゲルファイバ
中島 駿介 *{1}，川野 竜司 {2}，尾上 弘晃 {1}
{1} 慶應義塾大学，{2} 東京農工大学

01am2-PN-79
ファイバ状管腔組織への送液システム
立花 宏司 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学

01am2-PN-81
組織構築のためのマイクロ流体バイオプリンティング技術
Nie Minghao*，Nagata Shogo，Oda Haruka，Takeuchi Shoji
東京大学

01am2-PN-83
マイクロ生化学分析におけるマイクロピラー構造を有するフィルム
積層型反応場の開発と有効性評価
鈴木 悠午 *{1}，森岡 和大 {2}，清水 徹英 {1}，中嶋 秀 {1}，内山 一美 {1}，
楊 明 {1}
{1} 首都大学東京，{2} 東京薬科大学

01am2-PN-85
流路と統合された刺激応答性ゲルセンサ
新部 健太 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学

10:40-12:20（P会場）
ポスターセッション C

01am2-PN-87
高い装着再現性を持った血圧脈波計測デバイス
志村 光一 *，堀 正峻，土肥 徹次
中央大学

01am2-PN-89
大面積細胞パターニングのための空圧マイクロコンタクトプリント
技術の開発
岩崎 真己 *，峰村 俊輝，永井 萌土，柴田 隆行
豊橋技術科学大学

01am2-PN-91
IoT 指向ポータブル光計測システムとオープンソースクラウドデー
タ処理の開発
興 雄司 {2}，森田 金市 *{1}，三上 裕也 {2}，吉岡 宏晃 {2}，廖 冬陽 {2}
{1} ウシオ電機，{2} 九州大学

01am2-PN-93
交差選択原理を用いた尿測定装置の開発
IOLLER Benjamin*，MIKI Norihisa
KEIO University

01am2-PN-95
電界誘起マイクロバブルを用いた直接凝着めっき法の創生
市川 啓太 *{1}，福山 雄大 {2}，前田 真吾 {1}，山西 陽子 {2}
{1} 芝浦工業大学，{2} 九州大学

01am2-PN-97
バイモルフ型 PZT 圧電薄膜 MEMS マイクロフォンの作製
福本 尚輝 *，肥田 博隆，神野 伊策
神戸大学

01am2-PN-99
光インプリントを用いた紫光励起可変プラズモニック素子の高効率化
遅澤 伸宏 *，池田 一畝，西山 宏昭
山形大学

01am2-PN-101
視線情報を用いたヒトの逆転視への順応過程の評価
小笠原 鵬人 *，堀内 亮吾，三木 則尚
慶應義塾大学

01am2-PN-103
微小針電極大面積アレイを用いた情報提示
石丸 慧 *，三木 則尚
慶應義塾大学

01am2-PN-105
自己組織化単分子膜を用いた撥水性表面の創成
阿久津 祥一 *，鈴木 健司，髙信 英明，三浦 宏文
工学院大学

01am2-PN-107
卓上型熱アシスト式反応性イオンエッチングシステムの開発
大川 太基 *{1}，韓 剛 {1}，人母 岳 {2}，寒川 雅之 {1}，安部 隆 {1}
{1} 新潟大学，{2} 立山マシン

01am2-PN-109
環境変動に対する植物の頑健性解明のための局所的施肥システムの
開発
笠間 敏博 *{1}，Wojciech Piotr Bula{1}，遠藤 喜重 {1}，岡本 拓巳 {2}，
Hoang Anh Tuan{2}，曽根 千晴 {3}，小峰 正史 {3}，小出 哲士 {2}，小川 敦史 {3}，
三宅 亮 {4}
{1} 東京大学，{2} 広島大学，{3} 秋田県立大学，{4} 東京大学

01am2-PN-111
光トラップ法により捕捉した微小液滴の観察
浜口 凱 *，田中 健太郎，岩本 勝美
東京海洋大学

01pm4-PN-58
AFM 測定によるナノストライプ表面の潤滑特性の解明
溜 愛奈 *，安藤 泰久
東京農工大学

16:40-18:20（P会場）
ポスターセッション D
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01pm4-PN-60
電気流体現象を用いたマイクロレンズの研究
佐藤 匡 *{1}，前田 真吾 {1}，山西 陽子 {2}
{1} 芝浦工業大学，{2} 九州大学

01pm4-PN-62
マイクロ流路内振動流を利用した粘度・密度同時測定法の開発
中山 梨穂 *，田中 誠一，藤原 誠之
明石工業高等専門学校

01pm4-PN-64
低融点金属を複合した機能性発熱材料の発熱挙動に関する研究
和泉 大晟 *{1}，若槻 涼太 {1}，三宅 修吾 {1}，金築 俊介 {2}，生津 資大 {3}
{1} 神戸市立工業高等専門学校，{2} コベルコ科研，{3} 愛知工業大学

01pm4-PN-66
アルミ超薄膜による薄膜シリコン熱電材料の高性能化
ジョージ アントニー *，柳沢 亮人，野村 政宏
東京大学

01pm4-PN-68
銀サーメットによる波長選択的太陽吸収膜の生成
大野 史希 *，井原 康，氷室 天，矢吹 智英，Laurent Tranchant，宮崎 康次
九州工業大学

01pm4-PN-70
PDMS 微小パーツの自己配列による二次元周期構造形成
飯嶋 勇樹 *，溝尻 瑞枝，櫻井 淳平，秦 誠一
名古屋大学

01pm4-PN-72
マイクロ構造物周りの振動誘起流を利用したポンプレス混合器
金子 完治 *{1}，大澤 崇行 {2}，長谷川 洋介 {2}，鈴木 宏明 {1}
{1} 中央大学，{2} 東京大学

01pm4-PN-74
ハイドロゲル膨潤検知のための単層カーボンナノチューブ歪センサ
井山 瑛里加 *{1}，尾上 弘晃 {1}，桐谷 乃輔 {2}
{1} 慶應義塾大学，{2} 大阪府立大学

01pm4-PN-76
繊細な把持制御に向けた近接触覚複合マイクロカンチレバーセンサ
の小型化・多素子化
荒木 凌馬 *{1}，寒川 雅之 {1}，野間 春生 {2}，安部 隆 {1}
{1} 新潟大学，{2} 立命館大学

01pm4-PN-78
鶏胚由来心筋細胞駆動バイオアクチュエータの開発
古池 香里 *，島 亜衣，吉田 昭太郎，森本 雄矢，竹内 昌治
東京大学

01pm4-PN-80
遠心力を用いた 3 次元集積リポソームの形成
申 東哲 *{1}，森本 雄矢 {1}，神谷 厚輝 {2}，竹内 昌治 {1}
{1} 東京大学，{2} 神奈川県立産業技術総合研究所

01pm4-PN-82
メンテナンス術式簡略化のための人工血管接続系のコネクタ評価
渡邊 藍 *，大田 能士，三木 則尚
慶應義塾大学

01pm4-PN-84
生化学物質検出のための DNA アプタマー修飾ゲルセンサ
林 知希 *{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

01pm4-PN-86
細胞サイズのリポソームを用いた試薬操作・徐放システム
勝田 翔太 *，岡野 太治，鈴木 宏明
中央大学

01pm4-PN-88
3 次元レーン形状マイクロチャンバによる血管内皮細胞の形態制御
池澤 雄己 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学

01pm4-PN-90
フッ化物マイクロ粒子分散シリコーンによる波長選択的散乱・透過
フィルター
興 雄司 {1}，朱 峻鋒 *{1}，中窪 奎喬 {1}，吉岡 宏晃 {1}，森田 金市 {2}
{1} 九州大学，{2} ウシオ電機

01pm4-PN-92
EWOD を利用したマイクロマニピュレーションの研究〜表面特性が
把持・分離に及ぼす影響〜
三隅 秀樹 *，白石 成，鈴木 健司，髙信 英明，三浦 宏文
工学院大学

01pm4-PN-94
電界誘起気泡インジェクションチップの高効率化の研究
福山 雄大 *，山西 陽子
九州大学

01pm4-PN-96
静電容量式瞬目検出センサの開発
堀内 亮吾 *，小笠原 鵬人，三木 則尚
慶應義塾大学

01pm4-PN-98
有限要素解析を用いたイオン液体型圧力センサの感度特性評価
辻 勇亮 *，中野 優，平井 義和，亀井 謙一郎，土屋 智由，田畑 修
京都大学

01pm4-PN-100
電気力学的操作による細菌細胞の単離と破砕の研究
鈴木 翔 *，山本 貴富喜
東京工業大学

01pm4-PN-102
複数種部品のセルフアセンブリに向けた親疎水パターニングデザイ
ンの検討
奥山 大樹 *，鈴木 宏明，岡野 太治
中央大学

01pm4-PN-104
トンボを規範としたはばたき型飛翔ロボットの研究
川崎 大我 *，三浦 宏文，鈴木 健司，髙信 英明
工学院大学

01pm4-PN-106
マイクロ流路内に形成したナノスリットによる DNA 試料のオンチッ
プ濃縮
東 直輝 *，伊藤 伸太郎，福澤 健二，張 賀東
名古屋大学

01pm4-PN-108
表面コーティング技術による徐放性水質分析試薬の開発
廣濱 尚毅 *，笠間 敏博，Wojciech Piotr Bula，遠藤 喜重，三宅 亮
東京大学

01pm4-PN-110
液体微小流量校正装置における高速切換バルブの導入と評価
Cheong Kar-Hooi*，土井原 良次，嶋田 隆司
産業技術総合研究所
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11月2日（木）

02pm1-PN-112
マルチスケール製品設計システムによる相転移シミュレーション
先田 和弘 *

02pm1-PN-113
SiGe 膜の機械的物性及び信頼性評価
上杉 晃生 *，生津 資大
愛知工業大学

02pm1-PN-114
同軸三層流を用いたハイドロゲルマイクロチューブの生産
藤本 和真 *，東 和彦，尾上 弘晃，三木 則尚
慶應義塾大学

02pm1-PN-115
MRI 内で使用可能な液体封入型 3 軸力センサ
芥川 大貴 *，堀 正峻，土肥 徹次
中央大学

02pm1-PN-116
フレキシブル熱電発電デバイスのための基板伸縮性の設計
福家 加奈 *，岩田吉丘，岩瀬 英治
早稲田大学

02pm1-PN-117
マイクロ・ナノ構造を用いたミニチャネル内流動沸騰熱伝達促進
藤井 翔大 *，南 翔太，宮崎 康次，矢吹 智英
九州工業大学

02pm1-PN-118
SiNx 自立薄膜上積層型熱電マイクロジェネレータの製作及びその性
能評価
伊勢田 啓伍 *，吉田 博愛，矢吹 智英，Tranchant Laurent，宮崎 康次
九州工業大学

02pm1-PN-119
DyScO3 基板を用いた BFO 薄膜の基礎特性
今泉 文伸 *
小山工業高等専門学校

02pm1-PN-120
多光子リソグラフィによって作製されたマイクロサイズ人工細胞骨
格によるリポソーム変形
五反田 真秀 *{1}，神谷 厚輝 {2}，井上 晃佑 {1}，大崎 寿久 {2}，藤井 聡志 {2}，
三澤 宣雄 {2}，三木 則尚 {1}，竹内 昌治 {3}
{1} 慶應義塾大学，{2} 神奈川県立産業技術総合研究所，{3} 東京大学

02pm1-PN-121
マイクロ流路ノズルよる刺激応答性ゲルの 3 次元印刷
内田 拓也 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学

02pm1-PN-122
共通ひずみセンサチップを用いた圧力計測プラットフォームのため
のダイアフラム設計
風間 敦 *{1}，太田 裕之 {1}，小貫 洋 {2}
{1} 日立製作所，{2} 日立オートモーティブシステムズ

02pm1-PN-123
積層した細胞をセンサ素子とする携帯型匂いセンサ
平田 優介 *，森本 雄矢，竹内 昌治
東京大学

02pm1-PN-124
多様な 3 次元形状の神経組織におけるニューロン分化率の評価
松代 悠暉 *{1}，根岸 - 加藤 みどり {2}，尾上 弘晃 {1}
{1} 慶應義塾大学，{2} 東京大学

02pm1-PN-125
SD ラットを対象とした長期凝固能管理とヘパリン投与量の適正化
小屋 慶彦 *，大田 能士，三木 則尚
慶應義塾大学

13:30-15:10（P会場）
ポスターセッション E

02pm1-PN-126
絶対圧センサを用いた高さ変化を較正可能な血圧脈波計測デバイス
佐藤 翔吾 *，堀 正峻，土肥 徹次
中央大学

02pm1-PN-127
3 軸力センサにより体動の影響を低減した血圧脈波計測デバイス
深堀 俊 *，堀 正峻，土肥 徹次
中央大学

02pm1-PN-128
人工細胞モデルへの低侵襲的な繰り返し基質供給のためのマイクロ
流体デバイス
岡野 太治 *，鈴木 宏明
中央大学

02pm1-PN-129
プラズマ CVD により DLC 全面成膜したシリコン薄膜の引張強度と
ばらつきの解析
張 文磊 *，平井 義和，土屋 智由，田畑 修
京都大学

02pm1-PN-130
Si 深掘りプロセスの高精度化、高速化の最新改善動向
金尾 寛人 *，野沢 善幸，山本 孝，笹倉 昌浩，田中 雅彦，神永 晋
SPP テクノロジーズ

02pm1-PN-131
血液凝固を防ぐための植込み型無電源血漿分離デバイスの開発
大月 斐南子 *，大田 能士，三木 則尚
慶應義塾大学

02pm1-PN-132
赤外光で駆動可能な刺激応答性ゲルアクチュエータ
黒田 敬弥 *， 尾上 弘晃
慶應義塾大学

02pm1-PN-133
シリコンナノワイヤ製ねじれ梁を用いた静電櫛歯駆動 MEMS ミラー
の作製
中村 友哉 *，平井 義和，土屋 智由，田畑 修
京都大学

02pm1-PN-134
縦振動型エレクトレット発電器における接触時の電極間距離と発電
量の関係
岩田 紘明 *，高橋 智一，鈴木 昌人，青柳 誠司
関西大学

02pm1-PN-135
触覚ディスプレイのための触覚サンプル
柳橋 啓一朗 *，石丸 慧，大月 斐南子
慶應義塾大学

02pm1-PN-136
溶液把持機構を有するポータブル生体ナノポア電気計測デバイスの
開発
伊沢 友佑 *{1}，大崎 寿久 {2}，神谷 厚輝 {2}，藤井 聡志 {2}，三澤 宣雄 {2}，
三木 則尚 {1}，竹内 昌治 {3}
{1} 慶應義塾大学，{2} 神奈川県立産業技術総合研究所，{3} 東京大学

02pm1-PN-137
透明な 3D プリント微小部品の 3 次元形状計測
小山 恵嗣 *，高倉 雅之，前川 卓，丸尾 昭二
横浜国立大学

02pm1-PN-138
マイクロタービンを実装したファイバー型マイクロツールの開発
丸尾 昭二 *，久保田 将，椿 大志
横浜国立大学

02pm1-PN-139
小型 MRI のための 3 次元冶具を用いた勾配磁場マイクロコイル
土屋 大 *，土肥 徹次
中央大学
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第 9 回
集積化 MEMS シンポジウム
ポスターセッション

10月31日（火）

11月1日（水）

01am2-PM-1
スパッタエッチングによる表面平坦化の活性化接合への応用
永田 将大 *，白浜 亮弥，ドゥアンチャン セタヴット，馬場 昭好
九州工業大学

01am2-PM-2
新規 MEMS 位相シフタを用いた広帯域可変周波数共鳴トンネルダイ
オード発振器
山下 貴士 *，中野 大輔，森 雅之，前澤 宏一
富山大学

01am2-PM-3
CV 特性による MEMS マイクロホンの音響感度の見積もり手法
笠井 隆 *，堀本 恭弘，笠井 誠朗，石本 浩一，井上 匡志，村上 歩，塩﨑 真良
オムロン

01am2-PM-4
準ミリ波帯ハイブリッド MEMS フェイズドアレイアンテナの作製
伴野 友彦 *，檜垣 嵩之，古塚 岐，鈴木 健一郎
立命館大学

01am2-PM-5
周波数可変流体 MEMS アンテナの基礎研究
仕田中 悠吾 *，古塚 岐，鈴木 健一郎
立命館大学

18:05-19:00	（P 会場）
え〜まっぷ @ 広島
大学・公的研究機関の研究室紹介および交流のための 
ポスターセッション

10:40-12:20（P会場）
ポスターセッション C

01am2-PM-6
流路付き流体可変キャパシタの開発
吉田 賀津貴 *，金澤 翔太，古塚 岐，鈴木 健一郎
立命館大学

01am2-PM-7
Tuning Fork 型 MEMS 共振器の発振器への応用
山木 勇作 *，金内 俊也，谷川 紘，古塚 岐，鈴木 健一郎
立命館大学

01am2-PM-8
液中半導体センサーパッシベーション膜の厚膜化による配線腐食低減
馬場 祐輔 *，種吉 郁文，山口 隆貴，二宮 尚輝， ，馬場 昭好
九州工業大学

01am2-PM-9
機械振動式 MEMS アンテナのアンテナ搭載についての基礎検討
矢本 勇樹 *，西尾 駿，元木 悠平，谷川 紘，古塚 岐，鈴木 健一郎
立命館大学

01am2-PM-10
触角 MEMS センサを用いた画像処理による物質表面形状検査モデル
の作成
江見 拓哉 *，小椋 清孝，横川 智教，佐藤 洋一郎，山内 仁，
高尾 英邦，有本 和民
岡山県立大学

01am2-PM-11
積層メタル技術を用いた MEMS 慣性センサの構造設計のための粘性
定数モデルの検討
小西 敏文 *{1}，山根 大輔 {2}，佐布 晃昭 {1}，曽根 正人 {2}，年吉 洋 {3}， 
益 一哉 {2}，町田 克之 {2}
{1}NTT アドバンステクノロジ，{2} 東京工業大学，{3} 東京大学

01am2-PM-12
積層メタル MEMS 慣性センサの長期振動特性評価
山根大輔 *{1}{2}，小西 敏文 {1}{2}{3}，佐布 晃昭 {3}，橘 航一朗 {1}{2}，
寺西 美波 {1}{2}，Chang Tso-Fu Mark{1}{2}，Chen Chun-Yi{1}{2}，
曽根 正人 {1}{2}，町田 克之 {1}{2}，益 一哉 {1}{2}
{1} 東京工業大学，{2}JST-CREST，{3}NTT アドバンステクノロジ

第34回目となる「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムでは，次の企業に，今年のスポンサーとなって
頂きました。ご協力御礼申し上げます。

スポンサーシップ

スポンサーシップ ストラップスポンサーシップ
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技術展示会期：
10月31日（火）10：50〜19：00
11月 1 日（水）09：00〜18：20
11月 2 日（木）09：00〜15：10

広島国際会議場
フェニックスホールホワイエ

技術展示プレゼンテーション場所：コスモス（B2F）

時間 出展社名 プレゼンテーションタイトル プレゼンター

10月31日（火）
12:40-12:45 株式会社エス・イー・アール μTAS&LOC （Lab On a Chip） バイオ・チップ評価システム "RYURO"& MEMSソケット 中川 隼平

12:47-12:52 一般財団法人 
マイクロマシンセンター MNOICが提供するMEMSオープンイノベーション 渡辺 秀明

12:54-12:59 フォームファクター株式会社 MEMSデバイス・オンウェーハ測定技術のご紹介 湯本 治仁

13:01-13:06 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を電源とした設備モニタリングシステム 小西安株式会社 
高橋 智宏

13:08-13:13 Coventor Japan 合同会社 Coventor, a Lam Research company Overview Yoshiyuki 
Kinoshita

13:15-13:20 株式会社イングスシナノ 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 島田 照男

13:22-13:27 ネオアーク株式会社 マスクレス露光装置の紹介 勝野 雄輝

13:29-13:34 株式会社ティ・ディ・シー 精密なものづくりで先端技術に貢献する 藤野 健一

11月 1 日（水）
12:20-12:25 SPPテクノロジーズ株式会社 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 金尾 寛人

12:27-12:32 浜松ホトニクス株式会社 スマートフォンサイズの超小型ラマン分光分析モジュール 望月 亮典 

12:34-12:39 株式会社テクニスコ ガラス/シリコンの最新加工技術の紹介 尼田 卓也

12:41-12:46
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

「共用施設が拓くデバイスイノベーション」　～微細加工プラットフォームの概要～ 島本 直伸

12:48-12:53 ローツェ株式会社 スマートセンシングシステムによる新世代の予防保全 玉造 大悟

プレゼンテーションスケジュール

シンポジウムに併催される技術展示では，出展者のご協力
によって，センサ，MEMSデバイス関係およびその応用システ
ム製品，各種設計ツール，製造装置，テスト評価装置，測定機
器，実装技術関連，材料，書籍等を広くシンポジウム参加者に
紹介いたします。また，出展社による技術プレゼンテーション
が10月31日（火），11月1日（水）に予定されております。

技術展示
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位置 ブース# 出展社名 出展概要

① B-1 SPPテクノロジーズ株式会社
SPP Technologies, Co., Ltd.

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
装置をご紹介します。

② A-1 株式会社デンソー
DENSO Corporation デンソーにおける安心・安全分野と環境分野の取組を紹介します。

③ A-2 フォームファクター株式会社
FormFactor, Inc. MEMS型プローブカード，デバイス特性評価用プローバおよびプローブ

④ A-3 株式会社テクニスコ
TECNISCO, LTD.

テクニスコは，独創の微細MEMS技術で，センサ各種の部品製造の開発をサ
ポートします。（例：圧力，加速度，発電，バイオセンサー，C-MOS用のガラス
キャップ，ミラーデバイス，ディスプレイ，HUD，ヒートシンクなど）

⑤ A-4 オムロン株式会社
OMRON Corporation

・環境センサ
・振動発電デバイス
・人感センサ
・絶対圧センサ

⑥ A-5 エレクトレット環境発電アライアンス
Electret Energy Harvester Alliance

・エレクトレット振動発電器
・異常振動検知モジュール

⑦ A-6 ローツェ株式会社
RORZE CORPORATION

・センサを応用したロボット・装置の劣化予兆診断と異常検出
・ローツェグループのご紹介

⑧ A-7 ローム株式会社
ROHM Co., Ltd.

・パネル：会社概要／加速度センサ／MIセンサ／カラーセンサ/センサメダル/
センサシールド/センサネットワーク

・デモ機：センサメダル，センサシールド

⑨ A-8 Coventor Japan 合同会社
Coventor Japan GodoKaisha

Coventor MP
SEMulator3D

⑩ A-9 浜松ホトニクス株式会社
HAMAMATSU PHOTONICS K.K.

ラマン分光モジュール
2Dスキャンエンジン

⑪ B-2 田中貴金属工業株式会社
TANAKA KIKINZOKU KOGYO

SQ 工法(新工法)による MEMS WAFER 向AuSn 半田施工技術
用途：気密封止，接合(Bump 用途，電極用途) 

⑫ B-3 株式会社エス・イー・アール
S.E.R. CORPORATION

・センサ，MEMSデバイスの評価，検証用ソケット製品
・同軸端子構造を持つ高周波デバイス対応ICソケット
・Lab-on-chip，マイクロ化学システム(microTAS)，DNAチップに対応したイン

ターフェースユニット製品”RYURO"

⑬ B-4 株式会社島津製作所
Shimadzu Corporation

・自動不良解析システム
・材料試験機
・非破壊検査装置

⑭ B-5 NTTアドバンステクノロジ株式会社
NTT Advanced Technology Corporation

静電容量型 MEMS 加速度センサ：高密度の金を基板上に積層した，微小な機
械構造を有する高分解能（0.5 μG/√Hz）MEMS 加速度センサ。一般的なシリ
コンMEMS 加速度センサと比べて，デバイスのノイズレベルを大幅に小さくす
ることが可能。実物の展示有り。 

⑮ B-6 株式会社イングスシナノ
INGS SHINANO Co., Ltd.

・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）
　上記作業の受託事業

⑯ B-7 ネオアーク株式会社
NEOARK Corporation ・レーザードップラ振動計・マスクレス露光装置

⑰ B-8 株式会社ティ・ディ・シー
TDC Corporation

・超精密鏡面加工品（金属・セラミックス・樹脂・ガラス）
・超精密鏡面ロール（SUS304）
・超精密鏡面長尺金属箔（SUS304）
・超精密シム・スペーサー

⑱ C-1

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
Nanotechnology Platform Japan, 
Nanofabrication Platform Consortium

微細加工プラットフォームは全国16大学，研究機関の保有する最先端のマイク
ロ・ナノ加工，評価装置を公開し，皆様の研究開発の支援を行っている。展示
では，プラットフォームの概要と利用事例などを紹介する。

⑲⑳ C-2／C-3
ナノテクキャリアアップアライアンス (Nanotech 
CUPAL)
Nanotech Career-up Alliance (Nanotech CUPAL)

科学技術人材育成費補助事業「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事
業」に基づいてナノテクノロジー分野において実施している人材育成のための
教育プログラムの概要と具体的なコース内容について紹介する。

㉑ C-4 MEMS Engineer Forum (MEF)
MEMS Engineer Forum (MEF)は，21世紀のキーテクノロジーとされるMEMS
技術の現状と，向こう10年までの技術の将来に迫る，この分野のキープレイ
ヤーの中でもエンジニアを中心に運営されるユニークな場を提供している。

㉒ D-1 一般財団法人マイクロマシンセンター
Micromachine Center MNOIC(MicroNano Open Innovation Center)の活動をパネルで紹介する。

出展社リスト

技術展示
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◆第 34 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」実行委員会

実行委員長 田畑　修 京都大学
実行副委員長 野田　和俊 産業技術総合研究所
幹事 内田　秀和 埼玉大学
副幹事兼会場委員長 式田　光宏 広島市立大学
副幹事 工藤　寛之 明治大学
論文委員長 横川　隆司 京都大学
論文副委員長 神田　岳文 岡山大学
論文副委員長 峯田　貴 山形大学
論文委員会オブザーバー 河野　剛士 豊橋技術科学大学
財務委員長 島岡　敬一 豊田中央研究所
財務副委員長 平井　義和 京都大学
併設行事担当委員長 積　知範 オムロン
併設行事担当副委員長 竹内　幸裕 デンソー
講演会企画担当 藤田　孝之 兵庫県立大学
広報担当 松永　忠雄 東北大学
若手企画主担当 安藤　毅 東京電機大学
若手企画副担当 長谷川　有貴 埼玉大学
応用物理学会シンポ担当 田中　秀治 東北大学
機械学会シンポ担当 三木　則尚 慶應義塾大学
通信学会企画セッション担当 飯塚　哲也 東京大学
実装学会企画セッション担当 山口　明啓 兵庫県立大学
顧問 庄子　習一 早稲田大学
顧問 古賀　章浩 東芝メディカルシステムズ

◆第 34 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」論文委員会

論文委員長 横川　隆司 京都大学
論文副委員長 神田　岳文 岡山大学
論文副委員長 峯田　貴 山形大学
論文委員会オブザーバー 河野　剛士 豊橋技術科学大学
分野 1
設計・製作技術 , 材料
主査 伊藤　寿浩 東京大学
副査 菅　哲朗 電気通信大学
 安藤　妙子 立命館大学
 入江　康郎 みずほ情報総研
 岩瀬　英治 早稲田大学
 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
 小西　聡 立命館大学
 小西　敏文 NTT-AT
 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
 菅野　公二 神戸大学
 積　知範 オムロン
 相馬　伸一 富士電機システムズ
 高橋　智一 関西大学
 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 三田　吉郎 東京大学
副査 高橋　一浩 豊橋技術科学大学
 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
 田中　秀治 東北大学
 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 土屋　智由 京都大学
副査 佐々木　敬 東北大学
 和泉　慎太郎 神戸大学
 才木　常正 兵庫県立工業技術センター
 櫻井　淳平 名古屋大学
 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
 室山　真徳 東北大学
 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 荒川　貴博 東京医科歯科大学
副査 池沢　聡 九州大学
 赤井　大輔 豊橋技術科学大学
 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
 寒川　雅之 新潟大学
 竹井　裕介 産業技術総合研究所
 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 九州大学
 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 長谷川　有貴 埼玉大学
副査 小野寺　武 九州大学
 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
 関口　哲志 早稲田大学
 竹井　義法 金沢工業大学
 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 内田　諭 首都大学東京
副査 河野　剛士 豊橋技術科学大学
 遠藤　達郎 大阪府立大学
 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
 安田　隆 九州工業大学
 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 尾上　弘晃 慶應義塾大学
副査 永井　萌土 豊橋技術科学大学
 石田　忠 東京工業大学
 鈴木　孝明 群馬大学
 竹内　昌治 東京大学
 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
 堀池　重吉 島津製作所
 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
実装学会連携
主査 山口　明啓 兵庫県立大学
副査 高木　秀樹 産業技術総合研究所
 伊藤　高廣 九州工業大学
 野上　大史 九州大学
 萩原　啓 NHK 放送技術研究所
 枦　修一郎 東北大学
 日暮　栄治 東京大学
 藤野　真久 東京大学

◆第 8 回マイクロ・ナノ工学シンポジウム実行委員会

実行委員長 三木　則尚 慶應義塾大学
プログラム委員長 宮崎　康次 九州工業大学
実行委員 井上　修平 広島大学
 太田　裕貴 横浜国立大学
 尾上　弘晃 慶應義塾大学
 角田　直人 首都大学東京
 菅　哲朗 電気通信大学
 桑名　健太 東京電機大学
 米谷　玲皇 東京大学
 鈴木　宏明 中央大学
 巽　和也 京都大学
 長澤　純人 芝浦工業大学
 長藤　圭介 東京大学
 生津　資大 愛知工業大学
 森本　雄矢 東京大学

委員会
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◆第 9 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 田中　秀治 東北大学
論文委員長 積　知範 オムロン

◆第 9 回集積化 MEMS シンポジウム論文委員会

委員長 積　知範 オムロン
委員 金谷　晴一 九州大学
 後藤　正英 NHK 放送技術研究所
 佐々木　実 豊田工業大学
 島内　岳明 富士通研究所
 鈴木　健一郎 立命館大学
 曽根　正人 東京工業大学
 土屋　智由 京都大学
 永瀬　雅夫 徳島大学
 馬場  昭好 九州工業大学
 町田  克之 東京工業大学
 町田　俊太郎 日立製作所
 望月　俊輔 NTT データ数理システム
 山西　良樹 東京エレクトロン
 李　相錫 鳥取大学
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R&Dから製造ラインまで 
一貫したサポート

フォームファクターは、キャラクタライゼーション、モデリング、 
信頼性とデザインデバッグから品質、生産テストまで、ICの 

ライフサイクル全体に沿った必須のテストおよび測定技術を 
提供するリーディングカンパニーです。MEMS技術を活用 

した高性能のプローブカード、および高周波プロービング、 
パワー･デバイス測定、シリコン・フォトニクス測定用の 

プローブおよびプローブを提供します。

www.formfactor.com

〒240-0005 
神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 神戸町134

横浜ビジネスパーク・イーストタワー 
（２階/11階） 

TEL　045-338-1286
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広島国際会議場B2F　フロアレイアウト

ポスターセッション
え～まっぷ（大学・
公的機関の研究室
紹介ポスター）

A

P

B

フェニックスホール（B2F） コスモス（B2F） ダリア（B2F） ホワイエ（B2F）

A B P E

1 日目
10/31（火）

9:30-10:00
開会式

学会挨拶 ポスター
掲示

え～まっぷ @
広島

（大学・公的
機関の研究

室紹介
ポスター）

10:10-10:50
基調講演

（Prof. Dr. Jan G. Korvink , KIT）

11:00-12:40
ポスター

セッション A

技術展示

12:40-13:50 技術展示の発表セッション

ポスター
掲示

13:50-15:05
電気学会センサシンポジウム
若手賞（五十嵐賞・奨励賞）

候補者発表セッション
電子情報通信学会企画セッション I

15:15-16:15
応用物理学会

集積化 MEMS シンポジウム
センサ回路設計 / エネルギー

電子情報通信学会企画セッション II

16:25-18:05
ポスター

セッション B

18:05-19:00
え～まっぷ @ 広島 

ポスター 
プレゼンテーション

2 日目
11/1（水）

9:00-10:30
電気学会センサシンポジウム
若手賞（五十嵐賞・奨励賞）

候補者発表セッション

機械学会
マイクロ・ナノ工学部門　レビュー１

ポスター
掲示

え～まっぷ @
広島

（大学・公的
機関の研究

室紹介
ポスター）

技術展示

10:40-12:20
ポスター

セッション C
12:20-13:20 技術展示の発表セッション

ポスター
掲示

13:30-15:00
応用物理学会

集積化 MEMS シンポジウム
プロセス / 異種機能集積化

センサ・MEMS のための
実装技術 （実装学会連携）

15:10-15:50
基調講演 / 一般公開

（マツダ　人見 光夫様）

16:00-16:40
基調講演 / 一般公開

( キャステム　戸田 拓夫様）

16:40-18:20
Mixer

「紙ヒコーキ滞空時間
コンテスト」

日本酒の科学と実践
ポスター

セッション D

18:30-19:30 Mixer ＆セレモニー

20:00-22:00
３シンポ合同
若手交流会
（別会場）

3 日目
11/2（木）

9:00-9:40
基調講演

( 筑波大学　鈴木 健嗣様 )

ポスター
掲示

え～まっぷ @
広島

（大学・公的
機関の研究

室紹介
ポスター）

技術展示

9:50-11:20
機械学会

マイクロ・ナノ工学部門　レビュー２
電気学会センサシンポジウム

優秀技術論文賞候補者発表セッション

11:30-12:30
機械学会

マイクロ・ナノ工学部門　表彰式

応用物理学会
集積化 MEMS シンポジウム
バイオ / マイクロロボット

12:30-13:30

13:30-15:10
ポスター

セッション E

15:20-16:00
基調講演

( 立命館大学　木股 雅章様）

16:10-16:50
閉会式
表彰式

◆フロアレイアウト◆ ◆2018案内◆

Future Technologies from 
SAPPORO 2018

第35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10回集積化MEMSシンポジウム

化学とマイクロ・ナノシステム学会第38回研究会
2018年10月30日（火）～11月1日（木）

札幌市民交流プラザ
札幌でお会いしましょう。


