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Program Outline

電気学会 センサ・マイクロマシン部門主催　
第36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10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11回集積化MEMSシンポジウム

化学とマイクロ・ナノシステム学会主催
第40回研究会・20周年記念シンポジウム

エレクトロニクス実装学会，応用物理学会，化学
工学会，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，電気学会，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，日本表面真空学会，
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

浜 松 市
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実行委員長からのご挨拶

Future Technologies from HAMAMATSU

1981年に第1回が開催されてから，「センサ・マイクロマシ
ンと応用システム」シンポジウムも今回で36回となり，歴史の
あるシンポジウムとなりました。現在は電気学会E部門大会と
して開催されています。投稿された発表論文にはそれぞれの
分野の専門家による厳正な審査が行われ，国内のシンポジウ
ムではありながら，毎回，ハイレベルな発表が行われていま
す。今回も多くの論文が集まりました。投稿してくださいまし
た参加者の皆様方にはお礼を申し上げます。

このシンポジウムは例年10月末から11月はじめにかけて行
われてきましたが，今回は諸般の事情により，11月中旬開催と
なりました。来年は東京オリンピックが開催されますが，自治
体のイベントが入る可能性があったため，シンポジウムの会場
と時期は2年以上前に決定しました。時期の決定に際しては，
もう一つ問題がありました。今月初旬まで日本国中で盛り上り
ましたラグビーのワールドカップです。浜松の近くのスタジア
ムでも試合が行われることが2年前には決定していたものの，
スケジュールが未定で，シンポジウム参加者のホテルの確保
が懸念されました。このため，他学会と調整し，安全な11月中
旬に開催することに至りました。しかし，これにより，関係学
会の会員が参加する主要な国際会議との日程の重複は避け
ることができました。また，近年のシンポジウムは，西日本，
北日本で開催されることが多かったですが，今回は日本列島
のほぼ中央の浜松を選びました。会場のアクトシティー浜松
も浜松駅に隣接していて，会場へのアクセスという点では，参
加者への負担を軽減できたのではないかと思います。

このシンポジウムでは，社会貢献の一つとして，セッション
の一部を一般市民の方々にも公開しています。今回は世界的
に注目を集めている小惑星探査機「はやぶさ2」の開発を進
めてこられた宇宙航空研究開発機構の久保田孝先生の講演
の他，「音楽の街　浜松の技術と未来」と題した楽器の街浜
松の技術を紹介するセッションを企画しています。実行委員
が知恵を絞った企画ですので，一般セッションに加え，こちら
の方もぜひ聴講していただければと思います。

今回のシンポジウムも日本機械学会マイクロ・ナノ工学部
門，応用物理学会集積化MEMS技術研究会化学とマイクロ・
ナノシステム学会との共同開催となりました。同様のテーマで
も，学会が異なると，研究開発の視点も変わってきます。E部
門関係だけでなく，他学会の発表もぜひご覧いただき，今後
の研究開発の参考にしていただければと思います。活発な議
論をお願いします。

今秋は台風15号，19号と続く台風の大きな被害が続きまし
た。被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。浸水
で大変な影響があったにもかかわらず，このたびのシンポジウ
ム開催にご協力いただきました関係者の方々に心より感謝申
し上げます。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・ナノ工学部門も部門講演会として定着しはじめ，
多様な分野から140件を超える発表が予定されております。
参加者の皆様に実行委員会を代表致しまして厚く御礼申し上
げます。

本シンポジウムでは，株式会社エクサウィザース代表取締
役社長　石山　洸　氏による基調講演「高齢化社会－世界
の戦略的ラボとしての日本」を企画しております。優秀な人材
を惹きつけるトップスタートアップ（LinkedIn）で日本一とな
るなど，注目を集める企業がどのように将来を見据えている
か，研究者としても参考になることが多いと考えています．さ
らにマイクロ・ナノ工学部門がカバーする研究分野の代表的
な研究者によるキーノートセッション，昨年度功績賞（研究功
績賞）を受賞された静岡大学　橋口　原　教授に「カリウム
イオンエレクトレット技術の開発」についてご講演いただく
表彰セッションを企画しました。第36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11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40回研究会が
併催するFuture Technologies from HAMAMATSUで，広い
分野を横断する透明感あるマイクロ・ナノ工学の進展を感じ
ていただけるものと存じます。

本シンポジウムでは近年，他国内会議では見られない運営
として，一般講演を全てポスター発表形式としています。超最
新の成果を発表頂きたいだけでなく，短い時間で膨大な成果
を見れるポスターセッションで多岐にわたる領域の研究情報
を獲得して頂きたいと考えています。シンポジウムを横断する
若手企画も用意されており，マイクロ・ナノ工学が開拓する融
合領域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。

第36回「センサ・マイクロマシンと応用
システム」シンポジウム開催にあたり
一般社団法人電気学会　E部門
第36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　鈴木 博章

第10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10回マイクロ・ナノ工学シンポジウム
実行委員長　宮崎 康次
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「Future Technologies from HAMAMATSU」にご参加頂
き誠にありがとうございます。

応用物理学会集積化MEMS技術研究会が主催する集積化
MEMSシンポジウムは今回節目である第11回を数えることと
なります。本シンポジウムは関連する各学協会との連携を図
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すための活動の一つと位置付け活
発な議論を重ねてきました。これまで支えていただきました
多くの関係者各位に心より感謝いたします。今年も論文委員
長のリーダーシップのもと，魅力的なセッションが組まれてお
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。

そして一般講演に加え，新日邦　アグリ事業部部長の甲斐
剛様に，「完全人工光植物工場でのリーフレタス大規模周年
栽培」の題目で基調講演をお願いしています。閉鎖環境で太
陽光を一切使わずにLEDの光のみを利用して植物栽培を行
う人工光型植物工場について，実際に静岡県で大規模植物
工場「808FACTORY」の立ち上げを行った事例をご紹介頂き
ます。

「Future Technologies from HAMAMATSU」は関連学協
会である電気学会センサ・マイクロマシン部門主催の「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・ナノ工学部門主催の「マイクロ・ナノ工学シンポ
ジウム」，化学とマイクロ・ナノシステム学会主催の研究会とと
もに開催する複合シンポジウムとして，国内随一最大のとて
もユニークで有意義な議論の場であり，ここの一員に加わる
ことができることは一参加者としてとても楽しみにしていると
ともに，ここでの議論をきっかけに，ご参加の皆様におかれま
してはますます盛んなネットワーク構築の一助になることを
期待しているところです。

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。

化学とマイクロ・ナノシステム学会（CHEMINAS）が主宰す
る第40回研究会を，Future Technologiesの一員として皆様
と共に開催できることに，関係者，参加者の皆様に心より感
謝申し上げます。

CHEMINASは，前身の化学とマイクロ・ナノシステム研究会
が2000年に創設されたばかりの若い学会です。設立当初から
ご尽力頂いた第一世代に続き，その当時は研究員や学生であっ
た次の世代が学会運営に携わるようになって，今年で20周年を
迎えました。今年度は，これを記念してCHEMINAS二十周年記
念シンポジウム（実行委員長：CHEMINAS会長・北大 渡慶次 
学 先生）を11月20日に開催致します。国内外から当分野を代
表する研究者のご講演を中心に構成しました。CHEMINASとし
て，この記念すべき年をFuture Technologiesご参加の皆様と
一緒にお祝いできることは，大変喜ばしい限りでございます。

この20年間，国際会議MicroTAS（Micro Total Analysis 
Systems）やISMM（Internat iona l  Symposium on 
Microchemistry and Microsystems）との連携も強くなり，
年2回の研究会での成果が成熟してこれらの国際会議で発表
され，最終的に国内外の学術論文誌に掲載されるという流れ
ができあがっています。設立当初から，化学，生命科学，医学
分野へ向けたマイクロ・ナノスケールの材料・加工，計測・制
御，システム構築を志向した様々な分野の研究者が集まる異
分野融合の場を提供し，オープンな議論ができる土壌が育っ
てきた所以と考えます。このようなCHEMINASが，昨年度の
Future Technologies from SAPPORO（CHEMINASとしては
第38回研究会）より，Future Technologiesに参画させて頂く
ことでさらに広範囲にわたる研究者と交流の場が持てること
となりました。

今回の研究会では，まず19日午後の若手企画（実行委員
長：東大 生研 南 豪 先生）において「CHEMINASにおけるク
リエイティビティとこれから」と題して，パネルディスカッショ
ンを開催します。次に，CHEMINASの特長であるショートプ
レゼンに続き，合同ポスターセッション（セッションII）となっ
ております。3日目のショートプレゼンと合同ポスターセッショ
ン（セッションIV）を合わせると，過去最大の150件の研究
発表が予定されています。実行委員会を代表しまして参加
者の皆様に御礼を申し上げますとともに，活発な議論をお願
いいたします。また，第40回研究会の参加者だけでなく二十
周年記念シンポジウムの参加者にもFuture Technologies
のセッションや懇親会にご参加頂き，これからのFuture 
TechnologiesやCHEMINASのあり方について考え，皆様の親
睦をはかって頂く機会が持てるものと確信しております。

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，各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。　

第11回集積化MEMSシンポジウムの 
開催を迎えて
公益社団法人応用物理学会　
集積化MEMS技術研究会
第11回集積化MEMSシンポジウム
実行委員長　秦 誠一

化学とマイクロ・ナノシステム学会・ 
第40回研究会開催にあたり
一般社団法人
化学とマイクロ・ナノシステム学会
第40回研究会
実行委員長　横川 隆司
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Program-at-a-glance

コード 開始
時刻 

Ｔ会場 A会場 B会場 C会場 P会場 技術展示会場 T会場ロビー 懇親会 若手交流会
中ホール コングレスセンター コングレスセンター コングレスセンター コングレスセンター コングレスセンター 中ホール

マインシュロス 酒と和みと
肉と野菜オーラルセッション、

フォトコン 43+44会議室（4F） 52,53,54会議室（5F） 41会議室（4F）
2Fロビー 

21,21,23会議室（2F） 
31会議室（3F）

3Fロビーおよび
31会議室

総合受付 
フォトコンテスト

1
日
目（
11
／
19（
火
））

8:30 受付開始 受付開始

9:00

会場設営
19am1 9:15 開会式

19am2 9:45
基調講演 
静岡大学 

川人 祥二氏

10:25

技術展示 
10:25-18:35

フォトコンテスト 
10:30-20:00

19am3 10:35 ポスターセッションⅠ 
90分

19pm1 12:05
技術展示

プレゼンテーション 
（軽食100名様にご提供）

19pm2 13:05 電気学会センサシンポジ
ウム（設計・製作技術・材料）

化学とマイクロ・ナノシ
ステム学会　若手企画

14:05

19pm3 14:15
電気学会センサシンポジ
ウム（マイクロナノシステ

ム、実装技術）

応用物理学会集積化
MEMS

化学とマイクロ・
ナノシステム学会

若手企画

15:30

19pm4 15:40
機械学会

マイクロ・ナノ工学 
シンポジウム

応用物理学会集積化
MEMS

センサマイクロシステム 
実装技術（エレクトロニクス
実装学会連携セッション）

化学とマイクロ・ナノシ
ステム学会ポスター

ショートプレゼン

16:55

19pm5 17:05 ポスターセッションⅡ 
90分

18:35

19pm6 18:45
研究者交流企画 

今こそ語る，下町ボブスレーの真実 
〜過去，現在，そして未来〜

20:15

2
日
目（
11
／
20（
水
））

8:45

技術展示 
9:00-16:25

受付開始

20am1 9:10
電気学会センサシン

ポジウム（ケミカルセン
サ，バイオセンサ）

センサマイクロシステム実
装技術（エレクトロニクス
実装学会連携セッション）

化学とマイクロ・
ナノシステム学会 

20周年記念 
シンポジウム

フォトコンテスト 
9:00-18:00

10:25

20am2 10:35 ポスターセッションⅢ 
90分

20pm1 12:05
技術展示

プレゼンテーション 
（軽食100名様にご提供）

13:05

20pm2 13:05 機械学会マイクロ・ナノ
工学部門　表彰講演

応用物理学会集積化
MEMS

電気学会センサシンポジウ
ム（センサ・アクチュエータシ
ステム，フィジカルセンサ）

14:35

20pm3 14:45 ポスターセッションⅣ 
90分

16:15

20pm4 16:25
一般市民参加企画

セッション「宇宙から
のハーモニー」

★基調講演　
JAXA　久保田 孝氏
★音楽の街浜松の 

技術と未来
20pm5 17:05

18:00

20pm6 18:15 懇親会

20:00

20pm7 20:15 若手交流会

3
日
目（
11
／
21（
木
））

8:50 受付開始

21am1 9:20
基調講演 

エクサウィザーズ 
石山 洸氏

技術展示 
9:20-14:30

フォトコンテスト 
9:00-14:30

10:00

21am3 10:10 機械学会マイクロ 
ナノ工学シンポジウム

応用物理学会集積化
MEMS

電気学会センサシンポ
ジウム（バイオマイクロ

システム）

化学とマイクロ・ナノ
システム学会ポスター

ショートプレゼン

11:40

11:50
技術展示

プレゼンテーション 
（軽食100名様にご提供）

21pm1 12:50 ポスターセッションⅤ 
90分

14:20

21pm2 14:30
基調講演 

新日邦 
甲斐 剛氏

21pm3 15:10 閉会式

15:50

Future Technologies from HAMAMATSU 2019
電気学会センサ・マイクロマシン部門全国大会　第36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10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11回「集積化MEMSシンポジウム」
化学とマイクロ・ナノシステム学会主催　第40回研究会，20周年記念シンポジウム
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Keynote Speakers-Future Technologies from HAMAMATSU

会場：T会場

11月19日（火） 9:45-10:25
19am2-T-1

高分解能イメージセンサ ─ ノイズとの戦い ─
静岡大学　
電子工学研究所　教授
川人 祥二氏

High Resolution Image Sensors - enabled by fighting against the noise -
Prof. Shoji KAWAHITO
Professor, Dr. Eng., Imaging Devices Laboratory
Research Institute of Electronics
Shizuoka University

11月20日（水） 16:25-17:05（一般公開）
20pm4-T-1

世界初の挑戦　小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」に見る最先端技術と困難
を乗り越えるマネジメント
宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所　
宇宙機応用工学研究系　教授
久保田 孝氏

The World's First Challenge, Advanced Technology and Management in Asteroid 
Explorers Hayabusa and Hayabusa2
Prof. Takashi KUBOTA
Professor, Institute of Space and Astronautical Science （ISAS）
Japan Aerospace Exploration Agency （JAXA）

11月21日（木） 9:20-10:00
21am1-T-1 

超高齢社会 ─ 世界の戦略的ラボとしての日本
株式会社エクサウィザーズ　
代表取締役社長
石山 洸氏

Mr. Ko ISHIYAMA
Representative Director & President
ExaWizards Inc.

11月21日（木） 14:30-15:10
21pm2-T-1

完全人工光型植物工場でのリーフレタス大規模周年栽培
有限会社新日邦
アグリ事業部　部長
甲斐 剛氏

Commercial Large-scale Plant Factory with Artificial Lighting (PFAL)
Mr. Katashi KAI
General Manager, Agribusiness Department
Shinnippou Ltd.



6 Future Technologies from HAMAMATSU

Future Technologies フォトコンテスト
日　　時： 11月19日（火）10:30-20:00 

11月20日（水） 9:00-18:00 
11月21日（木） 9:00-14:30

場　　所：T会場（中ホール）ロビー
参加費用：無料

研究分野の異なる研究者や，MEMS，微細加工等を知らない一般の方が興味を持ちそうな写真を募集し，作品を掲示，表彰する

ことで，研究分野の異なる研究者間交流や，一般の方への広報活動の一環として，昨年度よりフォトコンテストを開催してきました。

今年は光学写真部門・SEM写真部門の2部門で作品を募集し全20作品のご応募を頂きました。アートの様な写真が撮影されるまで

の工程や原理を理解することで，作品をもっと興味深く閲覧できるのではないでしょうか。是非，中ホールロビーにお越しください。

フォトコン企業展示協賛出展企業：

ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社，GenISys株式会社，株式会社日立ハイテクノロジーズ，株式会社アドバンテスト

テクニカルツアー
日　　時：11月18日（月）13:10〜17:45
参加費用：無料
シンポジウム前日，11月18日，2種のテクニカルツアーをご用意しました。（参加費用無料，各定員50名）

テクニカルツアーA

JR東海ツアーでは，普段，見学が難しい新幹線の工場，JR東海浜松工場を見学します。（下記予定）鉄道マニアには欠かせない内

容です。JR東海浜松工場見学の後は，浜松名物「うなぎパイファクトリー」の見学があります。

テクニカルツアーB

YAMAHAツアーでは，感動をともに創るためにYAMAHAが歩んできた挑戦やイノベーションの歴史を，技術や素材のつながり

の視点から，ロードマップとして紹介します。音楽ファンには魅力的なツアーです。YAMAHA見学の後は，浜松名物「うなぎパイファ

クトリー」の見学があります。

研究者交流企画　今こそ語る，下町ボブスレーの真実 〜過去，現在，そして未来〜
日　　時：11月19日（火）18:45〜20:15
場　　所：A会場，コングレスセンター　4F　43-44会議室
参加費用：無料

ゲスト：株式会社フルハートジャパン&株式会社ハーベストジャパン　代表取締役　國廣 愛彦氏

氷上のF1，ボブスレー。時速140kmを超える速度で駆け下る高速競技におい

て，その車体の出来・不出来は，試合の成否を決定付ける最重要要素の1つとい

えます。究極のボディの製作に向け，東京都大田区の町工場集団がその技術を

結集させた下町ボブスレープロジェクトは，様々な側面で広く国民の知るところ

となりました。本研究者交流企画では，同プロジェクトの前委員長，國廣 愛彦氏

をお招きし，その全貌を熱く語っていただきます。お飲み物をご用意しておりま

す。飲み物を飲みながら気軽にご参加ください。（事前予約不要）

4 シンポジウム共同企画プログラム

今年も，4シンポジウム共同企画による多彩なプログラムでシンポジウムの交流を深めます。
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若手交流会 in 浜松
日　　時： 11月20日（水）20:30〜22:30（全体の懇親会の後に開催します。現地集合）
場　　所： 個室居酒屋　酒と和みと肉と野菜　浜松駅前店 

〒430-0928 静岡県浜松市中区板屋町110-17　ホテルクラウンパレスB1
参加費用：3,000円

Future Technologies from HAMAMATSUに参加されている若手（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））研究者が，シンポジウムの枠を超え，さまざまな分野の方と交流を深めていただける場をご提供します。全体の懇親会の後，浜

松駅近くの会場で行います。奮ってご参加ください。

定員80名（先着順）。当日受付は，空きがある場合のみ受付ます。（3,000円）

懇親会　浜松の地ビールとともに
日　　時：11月20日（水）18:15〜20:15（現地集合）　参加：有料
場　　所： 浜松地ビールレストラン　マイン・シュロス　 

〒430-0929 静岡県浜松市中区中央3丁目8−1（アクトシティ浜松より徒歩5分）
参加費用：一般　7,000円，学生　5,000円

3年ぶりに復活した懇親会です。会場のマイン・シュロスは，ドイツのビアホールを再現しています。マイン・シュロスで提供してい

る地ビールは，すべてレストラン内の醸造施設で真心を込めて丁寧につくっています。ネットワーキングを是非お楽しみください。
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The World's First Challenge, Advanced Technology and Management 
in Asteroid Explorers Hayabusa and Hayabusa2

音楽の街 
浜松の技術と未来
鹿島建設株式会社　村松 繁紀氏／ヤマハ株式会社　田邑 元一氏，武田 文光氏／静岡理工科大学　村上 裕二氏

本セッションは一般に公開されるセッションです。

第36回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム

11/20 16:25-18:00アクトシティ浜松 中ホール

電気学会 日本機械学会、応用物理学会、化学とマイクロ・ナノシステム学会 浜松市

世界初の挑戦
小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ２」に見る
最先端技術と困難を乗り越えるマネジメント

宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所
宇宙機応用工学研究系 教授

 久保田 孝氏

事前登録をお願いします　https://www.semiconportal.com/r/47/?d=1 sensorsympo_2019@semiconportal.com

入場無料（16:00開演）
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11月19日（火）

19am3-PS3-1
Improving Thermoelectric Properties of Bi2Te3 film 
with Carbon Black Nanoparticles Inclusion for Micro 
Thermoelectric Generator Application
Bin Samat Khairul Fadzli*，Li Yijie，Ono Takahito
Tohoku University

19am3-PS3-3
反応性スパッタリング法を用いた光導波路用 SiCO 薄膜にお
ける光学的・機械的特性の評価
沼田 千鶴 *，山路 涼斗，新國 広幸，伊藤 浩，川又 由雄
東京工業高等専門学校

19am3-PS3-5
深紫外 LED 向けシリコンパッケージング技術の開発
千葉 広文 *｛1｝，鈴木 裕輝夫｛2｝，安田 喜昭｛1｝，熊谷 光恭｛1｝，
小山 孝明｛1｝，田中 秀治｛2｝

｛1｝スタンレー電気，｛2｝東北大学

19am3-PS3-7
2 段階パラメータランピングによる高アスペクト垂直深掘
りトレンチの作製
栗山 大成 *｛1｝，ルブラッスール エリック｛1｝，平川 顕二｛2｝，
岩瀬 正幸｛2｝，小笠原 宗博｛2｝，依田 孝｛2｝，三田 吉郎｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝東京工業大学

19am3-PS3-9
シリコンマイグレーションシール（SMS）ウェハレベル真
空パッケージング技術
鈴木 裕輝夫 *｛1｝，DUPUIT Victor｛2｝，小島 俊哉｛1｝，
金森 義明｛1｝，田中 秀治｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝INSA Lyon

19am3-PS3-11
大気圧プラズマ局所エッチングによるトリミング法の基礎
検討
中澤 謙太 *，岩田 太
静岡大学

19am3-PS3-13
フレキシブル基板上での MEMS 流量センサと信号処理回路
との一体化に関する研究
加藤 絢美 *｛1｝，藤綱 伊織｛1｝，長谷川 義大｛1｝，谷口 和弘｛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

9:15-9:45　T 会場（中ホール）
開会式

9:45-10:25　19am2-T-1
基調講演セッション　T 会場（中ホール）

【基調講演】高分解能イメージセンサ ─ ノイズとの戦い ─
静岡大学　電子工学研究所　教授
川人 祥二氏

10:25-18:35
技術展示会場（コングレスセンター 3F ロビーおよび 31会議室）
ドリンクコーナー 32 会議室

10:25-20:15
フォトコンテスト掲示（中ホール　ロビー）

10:35-12:05　ポスター会場（コングレスセンター 3F 31 会議室）
ポスターセッションⅠ
2F 21-23 会議室では化学とマイクロ・ナノシステム学会第 40 回研究会の
ポスターセッションが開催されます。

第 36 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

19am3-PS3-15
La 添加積層 PZT 素子を用いた振動発電による無線加速度セ
ンサの駆動特性評価
小島 翔 *｛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

19am3-PS3-17
エレクトレットを利用した低消費電力静電マイクロスピーカー
佐野 智華子 *｛1｝，安宅 学｛1｝，橋口 原｛2｝，年吉 洋｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝静岡大学

19am3-PS3-19
静電型 MEMS 加速度センサにおける機械雑音の検討
礒部 敦 *，鎌田 雄大，田窪 千咲紀，佐久間 憲之，関口 知紀
日立製作所

19am3-PS3-21
3D ピラー型 Au 錘 MEMS 加速度センサ
市川 崇志 *｛1｝，乙部 翔太｛1｝，渥美 賢｛1｝，古賀 達也｛1｝，
山根 大輔｛1｝，飯田 慎一｛2｝，伊藤 浩之｛1｝，石原 昇｛1｝，
曽根 正人｛1｝，町田 克之｛1｝，益 一哉｛1｝

｛1｝東京工業大学，｛2｝NTT-AT

19am3-PS3-23
高アスペクト比深掘りトレンチの均一な電解めっきを可能と
する超臨界流体薄膜堆積法で作製された低抵抗銅薄膜種層
宇佐美 尚人 *，太田 悦子，肥後 昭男，百瀬 武，三田 吉郎
東京大学

19am3-PS3-25
点滴システムへの応用を目指したマイクロ流量センサの開発
下平 千尋 *｛1｝，長谷川 義大｛1｝，谷口 和弘｛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

19am3-PS3-27
非侵襲な尿意検知のためのパンツ一体型センサ
延島 大樹 *，野村 健一，金澤 周介，福田 伸子，吉田 学，植村 聖
産業技術総合研究所

19am3-PS3-29
経気管支的に呼吸および光学画像計測を可能とするカテー
テルセンサシステムに関する研究
前田 佳史 *｛1｝，長谷川 義大｛1｝，谷口 和弘｛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

19am3-PS3-31
静電植毛技術を用いた立体アクティブ起毛電極の開発
竹下 俊弘 *，吉田 学，竹井 裕介，小林 健
産業技術総合研究所

19am3-PS3-33
センサ分離型サファイア隔膜真空計の開発
添田 将 *，関根 正志，石原 卓也
アズビル

19am3-PS3-35
高感度・広帯域を両立させる応力集中型光 MEMS 圧力セン
サの理論解析
高橋 大翔 *｛1｝，藤井 大樹｛2｝，新國 広幸｛1｝，伊藤 浩｛1｝

｛1｝東京工業高等専門学校，｛2｝電気通信大学

19am3-PS3-37
積分型 MEMS ジャイロスコープの高性能化のための非対称
性補償の自動化方法
塚本 貴城 *，田中 秀治
東北大学

19am3-PS3-39
エレクトレットセンサを用いた植物 AE 測定における接触条
件が感度に及ぼす影響
豊岡 諭 *，蔭山 健介
埼玉大学

19am3-PS3-41
エレクレット超音波センサを用いた物体検出におけるパル
ス圧縮法の適用
大川 翼 *，蔭山 健介
埼玉大学
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19am3-PS3-43
スパッタリングにより堆積した（La，Y）2O3 膜を用いた積
層型 CO2 センサの湿潤雰囲気下での CO2 応答
大野 賢 *｛1｝，岩田 達哉｛2｝，高橋 一浩｛1｝，澤田 和明｛1｝

｛1｝豊橋技術科学大学，｛2｝富山県立大学

19am3-PS3-45
ガス拡散を用いた二次元化学センサ応答の較正
瀬政 康平 *，佐々 文洋，林 健司
九州大学

19am3-PS3-47
化学物質を辿る水中ロボットの開発に向けて ─ 7 方向迷路
におけるザリガニの嗅覚探索行動の観察 ─ 
石田 華子 *｛1｝，竹村 龍一｛1｝，松倉 悠｛2｝，石田 寛｛1｝

｛1｝東京農工大学，｛2｝大阪大学

19am3-PS3-49
深層学習を用いた屋外環境における自動ガス源探索 ─ 入力
するセンサデータの長さについての検討 ─
山本 晃史 *｛1｝，Bilgera Christian｛1｝，澤野 真樹｛1｝，松倉 悠｛2｝，
澤田 直輝｛3｝，Leow Chee-Siang｛3｝，西崎 博光｛3｝，石田 寛｛1｝

｛1｝東京農工大学，｛2｝大阪大学，｛3｝山梨大学

19am3-PS3-51
白金微粒子を坦持した酸化チタンナノチューブ薄膜を用い
た高感度ガスセンサの一酸化炭素応答特性
阿部 宏之 *｛1｝，馬 騰｛2｝，但木 大介｛2｝，平野 愛弓｛2｝，
木村 康男｛3｝，庭野 道夫｛4｝

｛1｝宮城県産業技術総合センター，｛2｝東北大学，｛3｝東京工科大学，
｛4｝東北福祉大学

19am3-PS3-53
Pt 超薄膜型水素センサの電流駆動方式の最適化による外乱
影響低減
合田 悠斗 *｛1｝，小部 寛斗｛1｝，堺 健司｛1｝，紀和 利彦｛1｝，
近藤 健二｛2｝，高橋 琢哉｛2｝，上田 尚宏｛2｝，塚田 啓二｛1｝

｛1｝岡山大学，｛2｝リコー電子デバイス

19am3-PS3-55
高電界による制御可能な多機能湿度 ─ ガスセンサ
植原 海 *，山口 富治，本間 和明，原 和裕
東京電機大学

19am3-PS3-57
超高感度非標識生体分子計測に向けたグラフェン光干渉型
表面応力センサ
喜種 慎 *，澤田 和明，高橋 一浩
豊橋技術科学大学

19am3-PS3-59
電気化学インピーダンス法を用いたナノ構造電極上での微
生物付着と抗菌作用の評価
増田 恭介 *｛1｝，神代 啓輔｛1｝，藤野 優佑｛1｝，小嶋 寛明｛2｝，
山下 一郎｛3｝，清水 智弘｛1｝，新宮原 正三｛1｝，伊藤 健｛1｝

｛1｝関西大学，｛2｝情報通信研究機構，｛3｝大阪大学

19am3-PS3-61
電気化学インピーダンス法を用いた免疫センサ 〜電極面積
に注目した電気化学応答〜
藤野 優佑 *｛1｝，増田 恭介｛1｝，山下 一郎｛2｝，韓 煥文｛2｝，
清水 智弘｛1｝，新宮原 正三｛1｝，伊藤 健｛1｝

｛1｝関西大学，｛2｝大阪大学

19am3-PS3-63
CNN モデルのファインチューニングによる顕微鏡画像から
の植物種判別
高野 郁弥 *，内田 秀和，長谷川 有貴
埼玉大学

19am3-PS3-65
マイクロセンサを搭載した脳血管モデル
芳賀 洋一 *｛1｝，吉田 洋｛1｝，松永 忠雄｛2｝，戴 晨鳴｛1｝，
清水 康智｛1｝，于 凱鴻｛3｝，庄島 正明｛4｝，太田 信｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝鳥取大学，｛3｝Blue Practice，｛4｝埼玉医科大学

19am3-PS3-67
前腕部動脈の径変化を用いたストレス計測と超音波血管径
センサシステムの評価
芳賀 洋一 *｛1｝，奥田 圭｛1｝，鈴木 大地｛2｝，鶴岡 典子｛1｝，
藤田 勝博｛2｝，川久保 大輔｛2｝，前平 謙｛2｝，不破 耕｛2｝

｛1｝東北大学，｛2｝アルバック

19am3-PS3-69
細胞の呼吸活性評価のためのマイクロ電気化学デバイス
佐藤 達哉 *｛1｝，朴 善浩｛1｝，薛 安汝｛1｝，木下 学｛2｝，
鈴木 博章｛1｝

｛1｝筑波大学，｛2｝防衛医科大学校

＜発表企業，プレゼン順に記載＞
カンタツ株式会社
ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社
株式会社ディスコ
九州工業大学　マイクロ化総合技術センター
ネオアーク株式会社
株式会社エス・イー・アール
一般財団法人マイクロマシンセンター
株式会社ティ・ディ・シー

13:05-13:20 19pm2-T-1
静的純ねじれ試験によるシリコントーションバーの破壊強
度向上法の探索
鈴木 裕輝夫 *｛1｝，大柳 英樹｛1｝，千葉 広文｛2｝，引地 広介｛3｝，
小島 俊哉｛1｝，金森 義明｛1｝，田中 秀治｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝スタンレー電気，｛3｝テクノファイン

13:20-13:35 19pm2-T-2
機械的変形可能な 3D キラル THz メタマテリアル
小菅 拓也 *，菅 哲朗
電気通信大学

13:35-13:50 19pm2-T-3
シリコン 3 次元構造を用いた低温・ウェハレベルのアルカ
リ金属ガスセル作製法
木元 雄一，中村 克生，平井 義和 *，土屋 智由，田畑 修
京都大学

13:50-14:05 19pm2-T-4
シリコン型 SPR センサへの効率的な近赤外光導入のための
モスアイ構造
榎 隆宏 *，齋藤 祥基，菅 哲朗
電気通信大学

14:15-14:30 19pm3-T-1
自励発振型原子時計のための注入同期型 MEMS 発振器の開発
原 基揚 *｛1｝，矢野 雄一郎｛1｝，梶田 雅稔｛1｝，原 紳介｛1｝，
笠松 章史｛1｝，伊藤 浩之｛2｝，井戸 哲也｛1｝

｛1｝情報通信研究機構，｛2｝東京工業大学

14:30-14:45 19pm3-T-2
1.3 mW 級 MEMS 環境振動発電素子と IoT 応用大容量キャ
パシタへの高速充電
本間 浩章 *，年吉 洋
東京大学

14:45-15:00 19pm3-T-3
モノリシック高電圧駆動回路集積 CMOS-MEMS 電気浸透流
マイクロポンプ
岡本 有貴 *｛1｝，良尊 弘幸｛2｝，藤本 興治｛2｝，大場 隆之｛2｝，
三田 吉郎｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝東京工業大学

15:00-15:15 19pm3-T-4
エネルギー回収効率 92% の MEMS 振動エナジーハーベスタ
三屋 裕幸 *｛1｝，芦澤 久幸｛1｝，本間 浩章｛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

12:05-13:00　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
技術展示者によるプレゼンテーション

（軽食を先着 100 名様に準備いたします）

13:05-14:05　T 会場（中ホール）
設計・製作技術・材料セッション
座長：菅野 公二（神戸大学），佐々木 実（豊田工業大学）

14:15-15:30　T 会場（中ホール）
マイクロナノシステム，実装技術セッション
座長：肥後 昭男（東京大学），山根 大輔（東京工業大学）
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15:15-15:30 19pm3-T-5
核スピン偏極度検出のための低弾性率共振子
李 春洋 *｛1｝，戸田 雅也｛1｝，TOAN NGUYEN Van｛1｝，林 育菁｛2｝，
Tsai Yao-Chuan｛3｝，小野 崇人｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝Goertek Technology Japan，
｛3｝National Chung Hsing University

15:40-15:55 19pm4-B-1
微小縦波構造を持つストレッチャブル配線の開発
奥田 真司 *，山本 道貴，唐澤 龍，高松 誠一，伊藤 寿浩
東京大学

15:55-16:25 19pm4-B-2
【招待講演】3D プリンター技術を応用したセンサモジュー

ルのオンデマンド製造
富永 亮二郎 *
富士機械製造

16:25-16:40 19pm4-B-3
接触圧同時測定式血流量センサの開発と運動への応用
白石 隆太 *，平田 智暉，冨田 圭史，野上 大史，澤田 廉士
九州大学

16:40-16:55 19pm4-B-4
TM110 モードマイクロ波磁場加熱による低耐熱性基板上へ
の電子部品実装
金澤 賢司 *，中村 考志，西岡 将輝，植村 聖
産業技術総合研究所

19pm5-PS3-2
白金ナノ粒子の表面分布を制御した活性酸素種分解ポリウ
レタンナノ繊維の開発
目細 太一 *，髙村 映一郎，坂元 博昭，末 信一朗
福井大学

19pm5-PS3-4
CFD を援用した MEMS ガスタービン用遠心ウェーブロータ
の空力性能解析
田口 翔理 *，鳥山 寿之
立命館大学

19pm5-PS3-6
マイクロスケールガスタービン用回転要素の構造と空気力
学の相互作用に関する研究
中井 貴彬 *，田中 秋成，鳥山 寿之
立命館大学

19pm5-PS3-8
結晶 Se 薄膜マイクロフォトダイオードを用いたフィルム型
フレキシブル光センサの作製とその応用
足立 悠輔 *，小林 大造
立命館大学

19pm5-PS3-10
Parylene 接合技術を用いた封止キャビティ構造を有する 
MEMS 光干渉型表面応力センサの製作・評価
高橋 利昌 *，Choi Yong Joon，丸山 智史，瀧 美樹，澤田 和明，
髙橋 一浩
豊橋技術科学大学

19pm5-PS3-12
Se/TiO2 光電池を用いた電圧印加による光触媒表面の光誘起
親水化反応の促進
瀬川 悠太 *，小林 大造
立命館大学

19pm5-PS3-14
切り紙構造を利用した発光デバイス
武居 淳 *，塚本 志帆，駒﨑 友亮，吉田 学
産業技術総合研究所

15:40-16:55　B 会場（コングレスセンター 5F 52-54 会議室）
エレクトロニクス実装学会連携セッション
座長：石河 範明（富士電機），⻘野 宇紀（日立製作所）

17:05-18:35　ポスター会場（コングレスセンター 3F 31 会議室）
ポスターセッションⅡ
2F 21-23 会議室では化学とマイクロ・ナノシステム学会第 40 回研究会の
ポスターセッションが開催されます。

19pm5-PS3-16
ソフトマイクロアクチュエータを目指す P（VDF-TrFE）圧
電薄膜加工
山口 龍太郎 *｛1｝，宇佐美 尚人｛1｝，松下 裕司｛2｝，吉村 武｛2｝，
肥後 昭男｛1｝，三田 吉郎｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝大阪府立大学

19pm5-PS3-18
圧電高分子を用いた筋音センサの等尺性収縮による評価
石塚 博章 *，柏原 斉佳，神田 岳文，脇元 修一，岡 久雄
岡山大学

19pm5-PS3-20
P（VDF-TrFE）薄膜と CMOS のモノリシック構造による広
帯域超音波トランスデューサアレイ
中山 雄太 *｛1｝，鈴木 謙次｛1｝，金川 いづる｛2｝，松下 裕司｛2｝，
水野 隆｛1｝，三田 吉郎｛3｝，吉村 武｛2｝

｛1｝コニカミノルタ，｛2｝大阪府立大学，｛3｝東京大学

19pm5-PS3-22
圧電ポリマーの多層コートによる振動発電デバイスの作製
栗山 頌明 *｛1｝，中嶋 宇史｛2｝，鈴木 孝明｛1｝

｛1｝群馬大学，｛2｝東京理科大学

19pm5-PS3-24
集積圧電アクチュエータによる自己変形を利用した可変焦
点大面積 MEMS 光スキャナ
稲垣 俊典 *，岡本 有貴，肥後 昭男，三田 吉郎
東京大学

19pm5-PS3-26
高出力触覚ディスプレイのための形状記憶合金厚膜アク
チュエータアレイの形成および特性評価
徐 嘉楽 *｛1｝，木村 友翼｛1｝，辻 一樹｛1｝，阿部 喜｛2｝，
清水 智巨｛2｝，長谷川 博康｛2｝，峯田 貴｛1｝

｛1｝山形大学，｛2｝東海理化

19pm5-PS3-28
Ti-Ni-Cu 高成形性形状記憶合金を用いた，受動型触覚ディ
スプレイ用触知ピンの作製と評価
南原 圭汰 *，伊木 啓一郎，岡 智絵美，秦 誠一，櫻井 淳平
名古屋大学

19pm5-PS3-30
パートナーロボットへの応用を目指した集積化力覚センサ
によるモーメント検知
藤吉 基弘 3*｛1｝，畑 良幸｛1｝，美馬 一博｛2｝，平野 栄樹｛3｝，
室山 真徳｛3｝，田中 秀治｛3｝，中山 貴裕｛2｝

｛1｝豊田中央研究所，｛2｝トヨタ自動車，｛3｝東北大学

19pm5-PS3-32
Development of A Serial Bus Rerouting System with Real-
Time Failure Detection and Reconstruction for Event-
Driven Sensor Network Systems
邵 晨鍾 *｛1｝，中山 貴裕｛2｝，畑 良幸｛3｝，藤吉 基弘｛3｝，
室山 真徳｛1｝，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

19pm5-PS3-34
マウスガード型グルコースセンサのための唾液夾雑物の抑
制に関する研究
大石 琢史 *，戸本 佳祐，横田 くみ，當麻 浩司，荒川 貴博，
三林 浩二
東京医科歯科大学

19pm5-PS3-36
二次元掃引型摩擦感テスタによる布地の織目方向検知
岩﨑 亮太 *，三島 伊吹，大橋 祐也，野々村 裕
名城大学

19pm5-PS3-38
微細凹凸感・摩擦感・硬軟感の同時取得を可能にする指腹
曲面型 MEMS 触覚アレイセンサ
綿谷 一輝 *，寺尾 京平，下川 房男，高尾 英邦
香川大学

19pm5-PS3-40
エラストマ封止カンチレバー型触覚センサの検出エリア評価
阿部 由杜 *｛1｝，菅 史賢｛1｝，安倍 隆｛1｝，野間 春生｛2｝，
寒川 雅之｛1｝

｛1｝新潟大学，｛2｝立命館大学
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19pm5-PS3-42
さまざまな洗浄に耐えるフッ素エラストマ封止カンチレ
バー型触覚センサ
髙橋 拓海 *｛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

19pm5-PS3-44
外部磁場を利用した多周波水晶発振回路式液体センサによ
るイオン種分析
藤森 弘貴 *，富樫 裕基，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

19pm5-PS3-46
水耕栽培用養液評価のためのマルチイオンセンサの開発
阿部 凌大 *，内田 秀和，長谷川 有貴
埼玉大学

19pm5-PS3-48
酵素の酸化・還元反応を用いた呼気中エタノールとアセト
アルデヒドの同時可視化計測に関する研究
水越 直樹 *，早川 悠暉，飯谷 健太，當麻 浩司，荒川 貴博，
三林 浩二
東京医科歯科大学

19pm5-PS3-50
水道メーター用全固体型残留塩素センサの開発
岡村 昂汰 *｛1｝，氏家 俊太郎｛1｝，吉田 和之｛1｝，岡崎 慎司｛1｝，
田中 善人｛2｝，五明 智夫｛2｝

｛1｝横浜国立大学，｛2｝愛知時計電機

19pm5-PS3-52
水処理プロセスの非接触モニタリング用水晶発振回路式液
体センサの開発
吉田 晃 *，小黒 悠，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

19pm5-PS3-54
多周波水晶発振回路式液体センサによる多成分イオンの非
接触分析
庄司 拓人 *，吉田 晃，小黒 悠，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

19pm5-PS3-56
海水中における IS-FET イオンセンサのヒステリシス特性の
原因調査と抑制方法
大西 浩輝 *｛1｝，Sethavut Duangchang｛2｝，野口 科端稀｛1｝，
佐々木 翼｛1｝，馬場 昭好｛1｝

｛1｝九州工業大学，｛2｝キングモンクット工科大学

19pm5-PS3-58
局所糖負荷試験用極低侵襲針の投与・計測機能評価
鶴岡 典子 *｛1｝，松永 忠雄｛2｝，芳賀 洋一｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝鳥取大学

19pm5-PS3-60
外力支援近接場照明バイオセンサによる血漿中タンパク質
の高感度検出
芦葉 裕樹 *，藤巻 真
産業技術総合研究所

19pm5-PS3-62
運動負荷による唾液中尿酸計測への影響に関する研究
齋藤 晴名 *｛1｝ 池本 有輝｛1｝，野村 健一｛2｝，古志 知也｛2｝，
堀井 美徳｛2｝，吉田 学｛2｝，工藤 寛之｛1｝

｛1｝明治大学，｛2｝産業技術総合研究所

19pm5-PS3-64
抗原抗体検査のための 3D 型ウェルセンサの設計と性能評価
鈴木 音弥 *，今泉 瑠菜，佐藤 理夏，礒田 隆聡
北九州市立大学

19pm5-PS3-66
モノリシック集積多層電極による細胞電気回転測定の垂直
位置制御
槌屋 拓 *｛1｝，岡本 有貴｛1｝，Moslonka Charles｛2｝，
Lin Yu-Sheng｛3｝，Tsang Sung｛4｝，Marty Frédéric｛5｝，
水島 彩子｛1｝，Sun Chen-li｛4｝，Wang Hsiang-Yu｛3｝，
Français Olivier｛5｝，Le Pioufle Bruno｛2｝，三田 吉郎｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝École normale supérieure Paris-Saclay，
｛3｝National Tsing Hua University，
｛4｝National Taiwan University，｛5｝ESIEE Paris

19pm5-PS3-68
半導体ひずみゲージ搭載型マイクロマニピュレータを用い
た細胞変形性能計測
洞出 光洋 *｛1｝，田畑 修｛2｝

｛1｝防衛大学校，｛2｝京都先端科学大学

19pm5-PS3-70
吸着固定機能と薬剤供給・保持機能を備えたフィルム型ド
ラッグデリバリーデバイス
平池 三奈美 *｛1｝，渡邊 美穂｛2｝，小西 聡｛1｝

｛1｝立命館大学，｛2｝大阪大学

11月20日（水）

9:10-9:25 20am1-T-1
微小バブル含有ミスト噴霧による匂い物質高速溶解手法の
構築と匂いバイオセンサへの応用
照月 大悟 *｛1｝，光野 秀文｛1｝，仁科 裕樹｛2｝，飯尾 卓也｛2｝，
櫻井 健志｛3｝，佐藤 浩平｛2｝，間瀬 暢之｛2｝，神崎 亮平｛1｝,

｛1｝東京大学，｛2｝静岡大学，｛3｝東京農業大学

9:25-9:40 20am1-T-2
ヒト由来 VOC 測定用フルプリンテッド MIP ケミレジスタの
作製
河野 寛貴 *，葛 霊普，佐々 文洋，林 健司
九州大学

9:40-9:55 20am1-T-3
MEMS 光干渉型表面応力バイオセンサの検出下限評価
崔 容俊 *，丸山 智史，瀧 美樹，澤田 和明，高橋 一浩
豊橋技術科学大学

9:55-10:10 20am1-T-4
高感度・高ダイナミックレンジを実現する集積化ハイブリッ
ド MEMS 水素センサ
林 裕美 *，山﨑 宏明，増西 桂，小野 大騎，齋藤 友博，中村 直文，
小島 章弘
東芝

10:10-10:25 20am1-T-5
マイクロ流路中の電極間に固定化した DNA によるセンシン
グデバイスの開発
氷室 貴大 *，塚本 翔太，飯島 智史，小倉 翔太，齋藤 洋司
成蹊大学

9:10-9:25 20am1-B-1
導電性ペーストの引張時の導電率モデリングに関する研究 
─ 多種類の導体粒子を混合したモデルの構築 ─
平岡 和記 *，高松 誠一，伊藤 寿浩
東京大学

9:25-9:40 20am1-B-2
剥離・転写による強誘電性 PZT 薄膜の樹脂基板上への作製
一木 正聡 *
産業技術総合研究所

18:45-20:15　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
Future Technologies from HAMAMATSU 研究者交流会
今こそ語る，下町ボブスレーの真実 〜過去，現在，そして未来〜
事前登録は不要です。

9:00-16:25
技術展示会場（コングレスセンター 3F ロビーおよび 31会議室）
ドリンクコーナー 32 会議室

9:25-18:00
フォトコンテスト掲示（中ホール　ロビー）

9:10-10:25　T 会場（中ホール）
ケミカルセンサ・バイオセンサセッション
座長：小野寺 武（九州大学），外山 滋（国立障害者リハビリセンター）

9:10-10:25　B 会場（コングレスセンター 5F 52-54 会議室）
エレクトロニクス実装学会連携セッション
座長：高木 秀樹（産業技術総合研究所），荒川 貴博（東京医科歯科大学）
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9:40-9:55 20am1-B-3
Pulse waver sensor for cow health monitoring system
野上 大史 *，白石 隆太，大形 悟
九州大学

9:55-10:10 20am1-B-4
強誘電体基板上に形成した人工ナノ磁性体の物性評価
山口 明啓 *｛1｝，三枝 峻也｛1｝，中村 遼｛1｝，中尾 愛子｛1｝，
内海 裕一｛1｝，山田 啓介｛2｝，大浦 正樹｛3｝，大河内 拓雄｛4｝

｛1｝兵庫県立大学，｛2｝岐阜大学，｛3｝理化学研究所，
｛4｝高輝度光科学センター

10:10-10:25 20am1-B-5
立体ドライ電極を用いた心電測定ウェアの開発
竹下 俊弘 *｛1｝，吉田 学｛1｝，竹井 裕介｛1｝，大内 篤｛1｝，
檜 顕成｛2｝，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

20am2-PS3-1
ナノスケールシリコン応力測定用デバイスに用いるピエゾ
抵抗素子の検証
田中 秀悟 *，安藤 妙子
立命館大学

20am2-PS3-3
環境チャンバ内でのマイクロスケールシリコンの強度測定
嶋村 健一郎 *，安藤 妙子
立命館大学

20am2-PS3-5
微細化シリコンの破壊形態おける切欠き形状の影響
中田 健介 *，安藤 妙子
立命館大学

20am2-PS3-7
Strain sensitivity evaluation of polymer / porous carbon 
black conductive nanocomposites
Huang Yi-Te*｛1｝，猪股 直生｛1｝，Wang Zhuqing｛1｝，Lin Irene｛2｝，
小野 崇人｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝Goertek Technology Japan

20am2-PS3-9
マイクロブラスト加工シミュレーションにおける投射材サ
イズの影響
長瀬 徳孝 *，柳生 裕聖
関東学院大学

20am2-PS3-11
円筒形状のエレクトレットを用いた空中超音波センサの検討
齋藤 正宏｛1｝，蔭山 健介
埼玉大学

20am2-PS3-13
極性分子配向薄膜を備えたエレクトレット振動発電器の開発
田中 有弥 *，松浦 寛恭，石井 久夫
千葉大学

20am2-PS3-15
MEMS 振動発電素子の浮遊容量削減法の検証
池野 翔，本間 浩章，遠山 幸也，年吉 洋
東京大学

20am2-PS3-17
NdFeB 薄膜磁石と磁界による振動型ワイヤレス電力伝送の
基礎的考察
藤本 匠 *，福永 彬人，藤田 孝之，神田 健介，前中 一介
兵庫県立大学

20am2-PS3-19
NdFeB 薄膜磁石の磁気反発力を用いた非接触 面外面内振動
変向機構の基礎研究
杉野 裕輝，福永 彬人，藤田 孝之，神田 健介，前中 一介
兵庫県立大学

20am2-PS3-21
架橋成長 Si ナノワイヤの熱電特性評価に関する研究
北川 諒 *，岸本 卓巳，小國 凌，上杉 晃生，菅野 公二，磯野 吉正
神戸大学

10:35-12:05　 ポスター会場 
（コングレスセンター 2F 21-23 会議室 3F 31 会議室）

ポスターセッションⅢ
論文番号 20am2 の次に PS3 の記載があるポスターは 3F 掲示，同様に
LN2 の記載があるポスターは 2F 掲示です

20am2-PS3-23
耐熱合金を用いた狭ギャップ熱電子発電素子
乙咩 勇太 *，池沢 聡，岩見 健太郎
東京農工大学

20am2-PS3-25
マイクロモジュラーロボットに向けたサブミリメートルス
ケール静電着脱機構の検証
三角 啓 *｛1｝，宇佐美 尚人｛1｝，肥後 昭男｛1｝，Piranda Benoit｛2｝，
Bourgeois Julien｛2｝，三田 吉郎｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝ブルゴーニュ - フランシュコムテ大学

20am2-PS3-27
指先に温度センサを集積化したマイクロフィンガーロボッ
トによる多点温度計測とその空間温度分布推定への応用
平田 暁也 *，小西 聡
立命館大学

20am2-PS3-29
フラクタル次元を用いたポンプの音波による状態把握
領木 慎一 *｛1｝，柴田 克彦｛2｝，伊藤 寿浩｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝高砂熱学工業

20am2-PS3-31
コアシェル SiC ナノワイヤの電気伝導性に及ぼすシェル表
面電位
井ノ山 滉大 *，仲田 進哉，上杉 晃生，菅野 公二，磯野 吉正
神戸大学

20am2-PS3-33
PCR 法による DNA 増幅用微細流路デバイスの基礎的研究
冀 翼 *｛1｝，栃木 卓｛1｝，山本 和輝｛1｝，木村 千捷｛1｝，
小森 圭太｛1｝，増本 憲泰｛1｝，野口 裕之｛1｝，加藤 史仁｛1｝，
古田 耕太郎｛2｝，松本 大｛2｝，松本 輝義｛2｝

｛1｝日本工業大学，｛2｝パール光学工業

20am2-PS3-35
Fabrication of Cantilever with FeGa/PZT Layers for 
Magnetic Field Sensor
Indianto Mohammad Akita*，戸田 雅也，小野 崇人
東北大学

20am2-PS3-37
薄膜磁気インピーダンスセンサの強磁場中における特性と
磁区変化
中居 倫夫 *
宮城県産業技術総合センター

20am2-PS3-39
金ナノグレーティング構造の光吸収ピーク波長制御による
高感度レーザ波長計測マイクロ振動子デバイス
竹上 航平 *，新居 直之，上杉 晃生，菅野 公二，磯野 吉正
神戸大学

20am2-PS3-41
液体電解質を用いた新しいシート型トルクセンサ
渡辺 健太 *｛1｝，原 和裕｛1｝，外山 滋｛2｝

｛1｝東京電機大学，
｛2｝国立障害者リハビリテーションセンター研究所

20am2-PS3-43
生化学式ガスセンサとガス濃縮装置を用いた経皮エタノー
ルガス計測システム
荒川 貴博 *，⻘田 崇志，鈴木 翔太，當麻 浩司，三林 浩二
東京医科歯科大学

20am2-PS3-45
ナプスレベルの活動観察に向けた 2µm ピッチイオンイメー
ジセンサの開発と海馬スライス微小領域への応用
川上 千夏 *｛1｝，李 宥奈｛1｝，土井 英夫｛1｝，堀尾 智子｛1｝，
木村 安行｛1｝，繁冨 英治｛1｝，篠崎 陽一｛2｝，野田 俊彦｛1｝，
岩田 達也｛1｝，高橋 一浩｛1｝，小泉 修一｛2｝，澤田 和明｛1｝

｛1｝豊橋技術科学大学，｛2｝山梨大学

20am2-PS3-47
Pt-WO3 膜と Si マイクロリング共振器を用いた水素ガスセ
ンサー
松浦 壮佑 *，山作 直貴，西島 喜明，岡崎 慎司，荒川 太郎
横浜国立大学
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20am2-PS3-49
ウシ血清アルブミンの蛍光を用いたダイズ根圏のダイゼイ
ン計測シートの開発
李 心竹 *｛1｝，王 ジン｛1｝，矢田部 塁｛1｝，田原 祐助｛1｝，
鰺坂 大樹｛1｝，細木 藍｛2｝，櫻井 望｛2｝，杉山 暁史｛3｝，
小野寺 武｛1｝

｛1｝九州大学，｛2｝国立遺伝学研究所，｛3｝京都大学

20am2-PS3-51
面内圧縮塑性変形スパッタ法によるパラジウム薄膜の水素
吸蔵特性の向上
高橋 眞揮 *，高橋 友博，石井 祐樹，増本 憲泰，加藤 史仁
日本工業大学

20am2-PS3-53
呼気中アセトン・イソプロパノールの間欠繰返し計測のた
めのバイオスニファに関する研究
鈴木 翔太 *，辻井 誠人，當麻 浩司，荒川 貴博，三林 浩二
東京医科歯科大学

20am2-PS3-55
深さ方向成分分析に対応した非接触型水晶発振回路式複素
容量センサの開発
灰野 貴晶 *，江端 亮，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

20am2-PS3-57
光励起ナノギャップ電極を用いた DNA オリゴマーの光ト
ラップおよび 1 分子検出
森田 明宏 *，上杉 晃生，菅野 公二，磯野 吉正
神戸大学

20am2-PS3-59
金ナノ粒子二量体表面増強ラマン分光による DNA オリゴ
マーの 1 塩基検出
金谷 恭臣 *，丸岡 克成，森田 明宏，上杉 晃生，菅野 公二，
磯野 吉正
神戸大学

20am2-PS3-61
レドックス型非標識乳酸イメージセンサの製作と薬剤刺激
による海馬からの乳酸放出のイメージング
土井 英生 *｛1｝，堀尾 智子｛1｝，繁富 英治｛2｝，篠崎 陽一｛2｝，
Lee You-Na｛1｝，吉見 立也｛1｝，岩田 達哉｛1｝，野田 俊彦｛1｝，
高橋 一浩｛1｝，服部 敏明｛1｝，小泉 修一｛2｝，澤田 和明｛1｝

｛1｝豊橋技術科学大学，｛2｝山梨大学

20am2-PS3-63
皮膚表面の乳酸分泌量リアルタイムモニタリングによる運
動負荷の評価
今野 栄 *，鈴木 正信，鈴木 悠亮，工藤 寛之
明治大学

20am2-PS3-65
イネの根の屈性解析に向けたマイクロ流体デバイス
福澤 滉平 *｛1｝，山崎 清志｛2｝，Marcel Beier｛2｝，藤原 徹｛2｝，
神野 伊策｛1｝，肥田 博隆｛1｝

｛1｝神戸大学，｛2｝東京大学

20am2-PS3-67
生体適合性マイクロ電池のための微細加工プロセスの開発
シュタウス スヴェン *，宮嵜 竜一，雁部 ，本間 格
東北大学

20am2-PS3-69
寒天マイクロ流路デバイスを用いた流路内細菌培養
安藤 瑞基 *，石田 忠
東京工業大学

20am2-LN2-71
面内磁気異方性の方向制御による磁区転移を利用した高周
波機能デバイス
中居 倫夫 *
宮城県産業技術総合センター

20am2-LN2-73
Investigation of Mechanical and Electrical Properties of 
Electroplated Aluminum Film from AlCl3-[EMIm]Cl Ionic 
Liquid
Al Farisi Muhammad Salman*，塚本 貴城，田中 秀治
東北大学

20am2-LN2-75
Sputter Epitaxy of Sm-Doped Pb（Mg1/3Nb2/3）O3-
PbTiO3 Thin Film on Si for High-performance Piezoelectric 
MEMS Actuator
Qi Xuanmeng*，吉田 慎哉，田中 秀治
東北大学

20am2-LN2-77
ロール・ピッチ積分ジャイロスコープのための動的バラン
ス面外振動子
ワン シーホ *，Al Farisi Muhammad Salman，塚本 貴城，田中 秀治
東北大学

20am2-LN2-79
PN ダ イ オ ー ド 温 度 セ ン サ を 集 積 化 し た Tuning Fork 型
MEMS 共振器の周波数安定性
川上 航輝 *，谷川 紘，古塚 岐，鈴木 健一郎
立命館大学

20am2-LN2-81
親水性パターンを用いた局所決壊式マイクロバルブの開発
石浦 史也 *，石田 忠
東京工業大学

20am2-LN2-83
暑熱下での体調管理のためのウェアラブル温湿度センサ
橋本 優生 *｛1｝，石原 隆子｛1｝，登倉 明雄｛1｝，桑原 啓｛1｝，
大冢 陽右｛2｝，越田 まなみ｛2｝，鵜澤 大樹｛2｝，田川 武弘｛2｝

｛1｝日本電信電話，｛2｝アシックス

20am2-LN2-85
航空機用透過型光学式油量計の基礎研究
池上 幸紀 *，菊池 良巳，篠﨑 厚志，曽根原 誠，佐藤 敏郎
信州大学

20am2-LN2-87
永久レジストにより via を保護した MEMS 移相器をもつ準ミ
リ波帯シリコンハイブリッドフェイズドアレイアンテナの開発
山本 崇広 *｛1｝，古塚 岐｛1｝，柴田 大介｛2｝，柴﨑 陽子｛2｝，
宮部 英和｛2｝，鈴木 健一郎｛1｝

｛1｝立命館大学， ｛2｝太陽インキ製造

20am2-LN2-89
レーザプリントパターンをエッチングマスクとするフレキ
シブル電極作製法
中島 潤 *｛1｝，外山 滋｛2｝，手嶋 吉法｛1｝

｛1｝千葉工業大学，
｛2｝国立障害者リハビリテーションセンター研究所

20am2-LN2-91
P Z T  t h i n  f i l m  a c t u a t o r  w i t h  i n t e g r a t e d  b u r i e d 
piezoresistive sensors for high precision and stability
Vergara Andrea｛1｝*，塚本 貴城｛1｝，Fang Weileun｛2｝，
田中 秀治｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝National Tsing Hua University

20am2-LN2-93
パリレンコートによる常温真空封止を用いた CMOS-MEMS
圧力センサ
野口 駿太 *，小松 聡
東京電機大学

20am2-LN2-95
小型・低コスト構造の非腐食性液体用ピエゾ抵抗型圧力セ
ンサー
西田 将志 *｛1｝，伊藤 秀文｛1｝，五明 智夫｛1｝，田畑 修｛2｝

｛1｝愛知時計電機，｛2｝京都先端科学大学

20am2-LN2-97
水晶振動子を利用した個人ばく露用高感度ロガーの検知特性
野田 和俊 *｛1｝，愛澤 秀信｛1｝，丸本 幸治｛2｝，冨安 卓滋｛3｝，
駒井 武｛4｝，丸本 倍美｛2｝，児玉谷 仁｛3｝，中村 謙吾｛4｝

｛1｝産業技術総合研究所，｛2｝国立水俣病総合研究センター，
｛3｝鹿児島大学，｛4｝東北大学

20am2-LN2-99
Characterization of Room Temperature Ionic Liquids as 
sensing materials on Quartz Crystal Microbalance 
gravimetric gas sensors
Aleixandre Manuel*，中本 高道
Tokyo Institute of Technology
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20am2-LN2-101
タンパク質検出のための移流集積法を用いた二次元プラズ
モニック結晶チップの開発
三枝 健吾 *，木村 大樹，小野寺 武
九州大学

20am2-LN2-103
尿中バイオマーカーの分光電気化学的検出に向けた基礎的
検討 ─ 微量アルブミンの高感度定量法の構築 ─
横山 徹 *，古谷 大輔，菅原 俊継，相川 武司，渡邉 翔太郎，
清水 久恵，山下 政司，印藤 智一，三浦 寛子，木村 主幸
北海道科学大学

20am2-LN2-105
医療診断を目的とした TEMPO 酸化セルロースナノファイ
バーフィルムの作製
中山 晴菜 *｛1｝，山口 淳｛1｝，森田 祐子｛2｝，北村 武大｛2｝，
坂元 博昭｛1｝，末 信一朗｛1｝

｛1｝福井大学，｛2｝第一工業製薬

＜発表企業，プレゼン順に記載＞
SPP テクノロジーズ株式会社
計測エンジニアリングシステム株式会社
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
株式会社アドバンストテクノロジー
株式会社テクニスコ
株式会社アイテス
株式会社マトリクソーム
パルステック工業株式会社
ASTI 株式会社

13:05-13:20 20pm2-B-1
実験動物における気道内流量計測を目的としたステント型
流量センサの開発
野間 颯斗 *｛1｝，長谷川 義大｛1｝，谷口 和弘｛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

13:20-13:35 20pm2-B-2
繊細な触感の客観的評価を可能とする「手触り感スキャ
ナー」の開発
西田 吉広 *｛1｝，中光 孝太｛1｝，綿谷 一輝｛1｝，寺尾 京平｛1｝，
下川 房男｛1｝，有本 和民｛2｝，高尾 英邦｛1｝

｛1｝香川大学，｛2｝岡山県立大学

13:35-13:50 20pm2-B-3
単結晶ニオブ酸リチウムを用いた圧電ディスク型振動ジャイロ
帯谷 和敬 *｛1｝，土屋 智由｛1｝，荒屋 和貴｛2｝，谷内 雅紀｛3｝

｛1｝京都大学，｛2｝多摩川精機，｛3｝多摩川モバイル電装

13:50-14:05 20pm2-B-4
光量積分回路を用いた低消費電力光電式容積脈波センサ
笹井 香菜 *，和泉 慎太郎，渡辺 健斗，矢野 裕二，川口 博，
吉本 雅彦
神戸大学

14:05-14:20 20pm2-B-5
超低消費電力間欠駆動型 MEMS3 軸ジャイロセンサの実証
湯澤 亜希子 *｛1｝，丸藤 竜之介｛1｝，増西 桂｛1｝，小川 悦治｛1｝，
平賀 広貴｛1｝，冨澤 泰｛1｝，板倉 哲朗｛1｝，池橋 民雄｛2｝

｛1｝東芝，｛2｝早稲田大学

14:20-14:35 20pm2-B-6
MEMS ピエゾ抵抗型カンチレバーを用いた高感度脈波センサ
Nguyen Thanh-Vinh*｛1｝，水木 佑哉｛2｝，高畑 智之｛2｝，
下山 勲｛3｝

｛1｝産業技術総合研究所，｛2｝東京大学，｛3｝富山県立大学

12:05-13:00　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
技術展示者によるプレゼンテーション

（軽食を先着 100 名様に準備いたします）

13:05-14:35　B 会場（コングレスセンター 5F 52-54 会議室）
センサ・アクチュエータシステム，フィジカルセンサセッション
座長：橋口 原（静岡大学），高橋 英俊（慶應義塾大学）

14:45-16:15　 ポスター会場 
（コングレスセンター 2F 21-23 会議室 3F 31 会議室）

ポスターセッション IV
論文番号 20am2 の次に PS3 の記載があるポスターは 3F 掲示，同様に
LN2 の記載があるポスターは 2F 掲示です

20pm3-PS3-2
小型モータ用 Pr-Fe-B 系磁石膜のステンレス鋼への成膜と特性
竹市 蕉 *，井上 皓司，高嶋 恵佑，山下 昂洋，柳井 武志，中野 正基，
福永 博俊
長崎大学

20pm3-PS3-4
シリカ /PTFE 混合コロイド溶液を用いた極薄エレクトレット
の作製と電荷保持特性の評価
佐々木 琴美 *，蔭山 健介
埼玉大学

20pm3-PS3-6
MEMS マイクロロボットの脚部リンク機構に対する検討
平尾 聡志 *，長田 元気，水本 明日也，金子 美泉，内木場 文男，
齊藤 健
日本大学

20pm3-PS3-8
触覚情報フィードバック用振動デバイスの試作法と評価
若林 克弥 *，伊藤 寿浩，高松 誠一
東京大学

20pm3-PS3-10
Ⅲ族窒化物半導体湾曲片持ち梁構造を利用した MEMS デバ
イスの検討
吉里 穣 *，中村 成志
首都大学東京

20pm3-PS3-12
触覚ディスプレイ用の Ni 厚膜バイアスばね /SU-8 マイクロ
機構の一括形成および剛性評価
辻 一樹 *｛1｝，徐 嘉楽｛1｝，丸山 顕｛1｝，阿部 喜｛2｝，
清水 智巨｛2｝，長谷川 博康｛2｝，峯田 貴｛1｝

｛1｝山形大学，｛2｝東海理化

20pm3-PS3-14
Al および Ni 薄膜の熱処理による塑性変形を用いた MEMS
カンチレバーのたわみ調整法
飯島 陽太 *，増田 雄介，田中 勝，峯田 貴
山形大学

20pm3-PS3-16
Thermal and electrical properties of porous silicon formed 
by metal-assisted chemical etching
リ イジェイ *，Zhuqing Wang，小野 崇人
東北大学

20pm3-PS3-18
敗血症感染腎微小環境の解析を目指したマイクロ流体デバ
イスの開発
小山 哲哉 *，高尾 英邦，下川 房男，中野 大介，寺尾 京平
香川大学

20pm3-PS3-20
マイクロ流路を用いた微小液滴生成・急冷によるフロー式
ナノ粒子生成システム
藤本 望夢 *｛1｝，神田 岳文｛1｝，大森 健太郎｛1｝，田原 尚宙｛1｝，
阪田 祐作｛1｝，妹尾 典久｛1｝，脇元 修一｛1｝，中崎 義晃｛2｝，
音山 貴文｛2｝

｛1｝岡山大学，｛2｝ナノ・キューブ・ジャパン

20pm3-PS3-22
PDMS ダイアフラム上へのマッシュルーム型ナノピラーアレイ
の形成
村上 雄志 *，三井 秀之，佐藤 翼，峯田 貴
山形大学

20pm3-PS3-24
マイクロ流路での分級を目的とした超音波振動による液滴
操作
瀬尾 祥子 *，神田 岳文，針田 和樹，小野 努，渡邉 貴一
岡山大学

20pm3-PS3-26
ニューラルネットワークを利用した重心位置の高速な検出
寺村 正広 *｛1｝，重井 徳貴｛1｝，下尾 浩正｛1｝

｛1｝佐世保工業高等専門学校，｛2｝鹿児島大学

20pm3-PS3-28
機械学習によるニオイデータの識別
大松 繁 *，木下 拓矢，山本 透
広島大学
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20pm3-PS3-30
大規模マススペクトルデータと機械学習を用いた匂い印象予測
伊藤 慶祐 *，中本 高道
東京工業大学

20pm3-PS3-32
触覚フィードバックを用いたバスケットボールシュート疑
似体験システム
黄 啓新 *，藤井 光雪，蛭間 大介
神奈川工科大学

20pm3-PS3-34
地下足袋型ウェアラブルセンサのプロトタイピング
甲斐 洋行 *｛1｝，Legese Kebere｛2｝，井上 雄太｛3｝，田中 利和｛1｝

｛1｝東北大学，｛2｝Woliso Leather Kebere Legese，
｛3｝Duke University Fuqua School of Business

20pm3-PS3-36
信号伝達機構を備えた静電容量センサによる呼吸センシング
岩田 史郎 *｛1｝，柴川 晋一郎｛1｝，今若 直人｛1｝，野村 健一｛2｝，
堀井 美徳｛2｝，鍛冶 良作｛2｝，牛島 洋史｛2｝

｛1｝島根県産業技術センター，｛2｝産業技術総合研究所

20pm3-PS3-38
K 帯ドップラーセンサを用いた非接触腸音センサの開発
渡邉 郁弥 *，村松 拓実，村上 裕二
静岡理工科大学

20pm3-PS3-40
マルチ TSV 構造電流端子を有する MEMS ロゴスキーコイル
渡部 善幸 *｛1｝，加藤 睦人｛1｝，矢作 徹｛1｝，村山 裕紀｛1｝，
九里 伸治｛2｝，吉田 賢一｛2｝，指田 和之｛2｝，新井 大輔｛2｝，
池田 克弥｛2｝，池田 康亮｛2｝，竹森 俊之｛2｝

｛1｝山形県工業技術センター，｛2｝新電元工業

20pm3-PS3-42
単結晶 InSb ホール素子を用いたプリント配線中を流れる電
流の非接触計測
笠原 健司 *｛1｝，柴﨑 一郎｛2｝，眞砂 卓史｛1｝

｛1｝福岡大学，｛2｝野口研究所

20pm3-PS3-44
犠牲 DNA オリガミ技術によって形成した金ナノ粒子二量体
を用いた表面増強ラマン分光法による分子検出
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

20pm3-PS3-46
二次元電気化学センサ LAAS 測定における酸化還元電流値
算出方法の最適化
神地 花丸 *，内田 秀和
埼玉大学

20pm3-PS3-48
金属錯体混合 LB 膜を用いたビールの劣化度評価用センサの
開発
辨野 和馬 *，内田 秀和，長谷川 有貴
埼玉大学

20pm3-PS3-50
感度向上のため裏面電界を用いた二次元電気化学アレイセ
ンサの研究
小杉 恵太 *，内田 秀和
埼玉大学

20pm3-PS3-52
微小電気化学デバイスにおける金属接続の効果
佐藤 優成 *，假屋 洸希，栗原 寿明，鈴木 博章
筑波大学

20pm3-PS3-54
Control of the Potential on Bipolar Electrodes for 
Mutiplexed Detection
Ab Mutalib Nurul Asyikeen*，Kariya Koki，Kurihara Toshiaki，
Suzuki Hiroaki
University of Tsukuba

20pm3-PS3-56
高密度マイクロニードル電極アレイによるマウス脳内スパ
イク信号の空間分解能評価
小谷 裕太 *｛1｝，澤畑 博人｛2｝，山際 翔太｛1｝，河野 剛士｛1｝，
鯉田 孝和｛1｝，沼野 利佳｛1｝

｛1｝豊橋技術科学大学，｛2｝茨城工業高等専門学校

20pm3-PS3-58
SiN 製多孔膜を介した階層型共培養と微小電極アレイを用い
た培養ニューロンの細胞外電位計測
吉田 悟志 *，安田 隆
九州工業大学

20pm3-PS3-60
単一培養細胞の熱挙動観察ための高感度温度センシングデ
バイス
稲岡 凌平 *，猪股 直生，岡部 弘基，船津 高志，小野 崇人
東北大学

20pm3-PS3-62
脳内神経活動計測のための角度選択画素を搭載したレンズ
レスイメージセンサ
杉江 謙治 *｛1｝，笹川 清隆｛1｝，ギント マーク｛1｝，春田 牧人｛1｝，
徳田 崇｛2｝，太田 淳｛1｝

｛1｝奈良先端科学技術大学院大学，｛2｝東京工業大学

20pm3-PS3-64
マイクロノズル統合型流体デバイスを用いた細胞導入コ
ラーゲンチューブの作製
佐伯 琴音 *，榎本 紗希子，矢嶋 祐也，鵜頭 理恵，山田 真澄，関 実
千葉大学

20pm3-PS3-66
SU-8/Cu 複合材料を用いた微小管運動の速度および方向制御
伊勢 一貴 *，中原 佐，南 和幸
山口大学

20pm3-PS3-68
粘弾性溶液中におけるキネシンによる微小管双方向運動の
解析
古川 眞之 *，金子 泰洸ポール，Tamanna Ishratfarhana，横川 隆司
京都大学

20pm3-PS3-70
2 種類の圧電材を積層した弾性表面波デバイスの周波数特性
力丸 真也 *，北村 奏人，村上 直，伊藤 高廣
九州工業大学

20pm3-LN2-72
マルチスケール製品の環境配慮設計のための CAD システム
先田 和弘

20pm3-LN2-74
弾性異方性固体中の孤立転位の応力場に基づく単結晶 Si の
混合モード破壊力学解析
池添 克哉 *，宇田川 健吾，鳥山 寿之
立命館大学

20pm3-LN2-76
赤外光を用いた斜光照明による眼底撮影装置の製作
竹山 佳那 *，Kaushik Neelam，佐々木 敬，中澤 徹，羽根 一博
東北大学

20pm3-LN2-78
マイクロ流体電気化学発光ディスプレイに向けたアントラ
セン誘導体ホストの検討
鯉沼 祐伍｛1｝，水野 潤｛2｝，笠原 崇史｛1｝

｛1｝法政大学，｛2｝早稲田大学

20pm3-LN2-80
エアギャップ式可動 MIM メタマテリアルによるフォースセ
ンシング
金森 義明 *，関口 将太，羽根 一博
東北大学

20pm3-LN2-82
高 FQ 積を備えたナノメカニカル共振器に向けた架橋グラ
フェンへの引っ張り歪印加構造の作製
上坂 淳平 *，郷 幸佑，喜種 慎，澤田 和明，高橋 一浩
豊橋技術科学大学

20pm3-LN2-84
指向性ビームアンテナ要素を集積化した機械振動式シリコ
ン MEMS アンテナの開発
安平 幸太郎 *，古塚 岐，谷川 紘，鈴木 健一郎
立命館大学

20pm3-LN2-86
差動回路を用いた 500kHz 静電型 MEMS 発振器の特性評価
石橋 興 *，古塚 岐，鈴木 健一郎
立命館大学
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20pm3-LN2-88
周波数分割多重によるロックイン検出の集積化磁気センサ
アレイへの導入
山根 康平 *，木村 孝之，増澤 徹
茨城大学

20pm3-LN2-90
熱式 MEMS 流量センサの呼吸計測応用に関する研究
川本 祐士 *，長谷川 義大，谷口 和弘，式田 光宏
広島市立大学

20pm3-LN2-92
静電型マイクロ振動子トランスデューサを用いたシリコン
近赤外光強度センサ
中藤 康太 *，上杉 晃生，菅野 公二，磯野 吉正
神戸大学

20pm3-LN2-94
Vibration Mode Study of Buckled Diaphragm Structures 
for Piezoelectric Ultrasonic Microsensors
Kaoru Yamashita*｛1｝，Tomoki Nishioka｛1｝，Minoru Noda｛1｝，
Paul Muralt｛2｝

｛1｝Kyoto Institute of Technology，
｛2｝Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne

20pm3-LN2-96
脂質高分子膜センサを用いた市販医薬品の官能予測に関す
る研究
千々岩 建 *｛1｝，田原 祐助｛1｝，矢田部 塁｛1｝，羽賀 雅俊｛2｝，
髙田 洋平｛2｝，清林 由佳｛1｝，都甲 潔｛1｝

｛1｝九州大学，｛2｝ロート製薬 ,

20pm3-LN2-98
Study of Quartz Crystal Microbalance behavior with 
viscous sensing film
Na songkhla Sawit*，中本 高道
Tokyo Institute of Technology

20pm3-LN2-100
Insulation Layer Improvement for Efficient Mammalian 
Cell Dielectrophoresis on Thin-Film-Transistor Device
EILER Anne-Claire*｛1｝，SATOSHI Ihida｛1｝，
BLANCHARD Damien｛2｝，LEVI Timothée｛2｝，
TOSHIYOSHI Hiroshi｛1｝，TIXIER-MITA Agnès｛1｝

｛1｝The University of Tokyo，｛2｝University of Bordeaux

20pm3-LN2-102
マイクロ作業時の接触力検出が可能な双腕光ピンセット
田中 芳夫 *，藤本 憲市

｛1｝産業技術総合研究所四国センター，｛2｝香川大学

20pm3-LN2-104
光ピンセットを用いた流路内物体操作とその電子顕微鏡観
察のための開放型マイクロ流路デバイスの開発
仁木 彰太 *，石田 忠
東京工業大学

16:25-18:00　T 会場（中ホール）
一般公開セッション「宇宙からのハーモニー」
★センサシンポジウムで宇宙へ飛び出す夢を語ろう★。
本セッションは一般に公開されるセッションです。

16:25-17:05　20pm4-T-1
★【基調講演】世界初の挑戦
小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ 2」に見る最先端技
術と困難を乗り越えるマネジメント
The World's First Challenge，Advanced Technology and 
Management in Asteroid Explorers Hayabusa and 
Hayabusa2
宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所　
宇宙機応用工学研究系 教授
久保田 孝氏

17:05-18:00　20pm5-T-5
★音楽の街 浜松の技術と未来
鹿島建設株式会社 村松 繁紀氏，
ヤマハ株式会社 田邑 元一氏，武田 文光氏，
静岡理工科大学 村上 裕二氏

1

11月21日（木）

10:10-10:25 21am3-B-1
二重細胞層近位尿細管チップにおける灌流流れを用いた上
皮細胞層の成熟化の向上
バナン サデギャン ラミン *，上野 遼平，楊 劉，横川 隆司
京都大学

10:25-10:40 21am3-B-2
ドーナツ型 Kirigami 構造を有した伸縮性筋電計測電極の開
発と特性評価
森川 雄介 *｛1｝，山際 翔太｛1｝，澤畑 博人｛2｝，沼野 利佳｛1｝，
鯉田 孝和｛1｝，河野 剛士｛1｝

｛1｝豊橋技術科学大学，｛2｝茨城工業高等専門学校

10:40-10:55 21am3-B-3
低侵襲な慢性ニューロン計測のためのフローティング電極
デバイス
山下 幸司 *，澤畑 博人，山際 翔太，沼野 利佳，鯉田 孝和，
河野 剛士
豊橋技術科学大学

10:55-11:10 21am3-B-4
腎臓オルガノイドー血管床結合のための培地条件検討
岡田 龍 *｛1｝，亀田 良一｛1｝，薮内 研佑｛2｝，荒岡 利和｛1｝，
山下 潤｛1｝，榎 竜｛3｝，高里 実｛2｝，横川 隆司｛1｝

｛1｝京都大学，｛2｝理化学研究所，｛3｝タカラバイオ

11:10-11:25 21am3-B-5
誘電泳動プローブアレイの開発と超並列単一細胞操作への展開
永井 萌土 *，坂本 良作，柴田 隆行
豊橋技術科学大学

＜発表企業，プレゼン順に記載＞
Blacktrace Japan 株式会社
Xperi Invensas
株式会社アイカムス・ラボ
ポリテックジャパン株式会社
マイクロ化学技研株式会社
ジオマテック株式会社
ハイソル株式会社

18:15-20:15　
Future Technologies from HAMAMATSU 懇親会
浜松地ビールレストラン マイン・シュロス　現地集合

（浜松市中区中央 3 丁目 8 − 1）
事前登録の方のみご参加可能です。

20:15-22:15
Future Technologies from HAMAMATSU 若手交流会
個室居酒屋 酒と和みと肉と野菜 浜松駅前店

（浜松市中区板屋町 110-17）
当日参加はお席に余裕がある場合のみお受付いたします

9:20-14:30
技術展示会場（コングレスセンター 3F ロビーおよび 31会議室）
ドリンクコーナー 32 会議室

9:00-15:50
フォトコンテスト掲示（中ホール　ロビー）

9:20-10:00　21am1-T-1　T 会場（中ホール）
【基調講演】（マイクロ・ナノ工学シンポジウム基調講演）

超高齢社会 ─ 世界の戦略的ラボとしての日本
株式会社エクサウィザーズ　代表取締役社長
石山 洸氏

10:10-11:25　B 会場（コングレスセンター 5F 52-54 会議室）
バイオマイクロシステムセッション
座長：尾上 弘晃（慶應義塾大学），山本 貴富喜（東京工業大学）

11:50-12:50　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
技術展示者によるプレゼンテーション

（軽食を先着 100 名様に準備いたします）
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21pm1-PS3-1
土壌過渡応答特性を利用した土中水分量・イオン濃度計測
システムの開発
寺岡 佑起 *，長屋 昇吾，安富 啓太，大多 哲史，平野 陽豊，
川人 祥二，二川 雅登
静岡大学

21pm1-PS3-2
ワイヤレス発振式水晶振動子型薄膜用熱重量分析センサの
開発
千野 輝弥 *，丸山 耕平，内木 舜也，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

21pm1-PS3-3
分離機能の向上を目指した四角錐先端分離型マイクロニー
ドルの開発
坂本 瑞生 *，長谷川 義大，谷口 和弘，式田 光宏
広島市立大学

21pm1-PS3-4
貼付式漏血検出センサとその作製手法の開発
野村 健一 *，古志 知也，堀井 美徳，吉田 学，牛島 洋史
産業技術総合研究所

21pm1-PS3-5
神経インターフェース用多機能マイクロチューブモジュー
ルデバイスの製作と実装技術
小野崎 健人 *｛1｝，Liyana｛1｝，山際 翔太｛1｝，澤畑 博人｛2｝，
河野 剛士｛1｝

｛1｝豊橋技術科学大学，｛2｝茨城工業高等専門学校

21pm1-PS3-6
TiN マイクロヒータを用いた中空ヒータ構造の検討
伊藤 浩 *，川又 由雄，新國 広幸
東京工業高等専門学校

21pm1-PS3-7
銅張積層板を用いた流路構造一体型 MEMS 流量センサの
開発
瀧川 流成 *｛1｝，長谷川 義大｛1｝，谷口 和弘｛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

21pm1-PS3-8
熱式 MEMS 流量計の感度に関するシミュレーション解析
張 荷沁 *，馬 賽，伊藤 寿浩
東京大学

21pm1-PS3-9
良好な絶縁性を有する c 軸配向 PZT 系単結晶薄膜の Si 基板
上への形成
海老原 凌 *，吉田 慎哉，田中 秀治
東北大学

21pm1-PS3-10
デバイス応用を鑑みた真空アーク蒸着法による Nd-Fe-B 系
厚膜磁石の開発
井上 直哉 *，桃崎 瑞貴，高嶋 恵佑，山下 昂洋，柳井 武志，
中野 正基，福永 博俊
長崎大学

21pm1-PS3-11
Electrochemical Deposited Tbxdy（1-X） Fey Thin Film 
Evaluated from Microactuator
Shim Hang*｛1｝，Sakamoto Kei｛1｝，Inomata Naoki｛1｝，
Toda Masaya｛1｝，Van Toan Nguyen｛1｝，Song Yunheub｛2｝，
Ono Takehito｛1｝

｛1｝Tohoku University，｛2｝Hanyang University

21pm1-PS3-12
2 段電極一体化構造のイオン液体エレクトロスプレースラ
スタの試作
松本 有紀子 *｛1｝，橘 郁哉｛2｝，土屋 智由｛1｝，鷹尾 祥典｛2｝

｛1｝京都大学，｛2｝横浜国立大学

12:50-14:20　ポスター会場（コングレスセンター 3F 31 会議室）
ポスターセッションⅤ
2F 21-23 会議室では化学とマイクロ・ナノシステム学会第 40 回研究会の
ポスターセッションが開催されます。

21pm1-PS3-13
MEMS プロセスを用いた斜め微細多段フィン構造の形成と
樹脂への形状転写
矢作 徹 *｛1｝，村山 裕紀｛1｝，渡部 善幸｛1｝，峯田 貴｛2｝

｛1｝山形県工業技術センター，｛2｝山形大学

21pm1-PS3-14
静電面外駆動型金ナノグレーティングに関する研究
湖東 裕士 *，志村 崇，池沢 聡，岩見 健太郎
東京農工大学

21pm1-PS3-15
Al サブ波長格子を形成したプラズモニックナノシートの製作
熊谷 隼人 *｛1｝，高橋 功｛2｝，武岡 真司｛2｝，澤田 和明｛1｝，
藤枝 俊宣｛2｝，髙橋 一浩｛1｝

｛1｝豊橋技術科学大学，｛2｝早稲田大学，｛3｝東京工業大学

21pm1-PS3-16
10MHz 以下のバンドギャップを持つフォノニック結晶の作
製と評価
頓所 侑夏 *，猪股 直生，小野 崇人
東北大学

21pm1-PS3-17
Au ナノフィンを応用した面内駆動型光位相差変調素子の開発
城光寺 佑樹 *，岩見 健太郎
東京農工大学

21pm1-PS3-18
金属 ─ 誘電体 ─ 金属サブ波長格子を利用した可変プラズモ
ニックフィルタの動作検証
平田 敦也 *，熊谷 隼人，澤田 和明，髙橋 一浩
豊橋技術科学大学

21pm1-PS3-19
ギャップ変化に基づくプラズモン共鳴シフトを用いた感圧
膜の開発
竹林 永人 *，池沢 聡，岩見 健太郎
東京農工大学

21pm1-PS3-20
地中に埋設したエレクトレットセンサを用いた根圏 AE の検出
工藤 雄一郎 *，蔭山 健介
埼玉大学

21pm1-PS3-21
確率共鳴現象におけるオーバーサンプリングを用いた検出
感度の向上
川口 友暉 *，竹井 義法，平澤 一樹，南戸 秀仁
金沢工業大学

21pm1-PS3-22
人の皮膚機能を模倣した電子皮膚とソフトロボットの融合
山口 貴文 *，有江 隆之，秋田 成司，竹井 邦晴
大阪府立大学

21pm1-PS3-23
グルコースをエネルギー源とする空気バイオ電池の高出力化
郝 再晨 *，瀬島 史也，杉山 武，當麻 浩司，荒川 貴博，三林 浩二
東京医科歯科大学

21pm1-PS3-24
液体を薄膜で封止したカンチレバー構造のエナジーハーベ
スタの研究
望月 賢輝 *，領木 慎一，高松 誠一，伊藤 寿浩
東京大学

21pm1-PS3-25
スクイーズ膜圧力分布計測用センサアレイの開発
高崎 正也 *｛1｝，原 智大｛1｝，岡本 有貴｛2｝，三田 吉郎｛2｝，
山口 大介｛1｝，石野 裕二｛1｝，水野 毅｛1｝

｛1｝埼玉大学，｛2｝東京大学

21pm1-PS3-26
反応性スパッタリング法による CTR サーミスタ用 VO2 薄膜
の作製と評価
松岡 耕平 *，露木 達朗，小林 宏樹，木村 勲，神保 武人，鄒 弘綱
アルバック
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21pm1-PS3-27
Accuracy improvement of infrared monitoring for body 
temperature in cattle based on posture classification and 
machine learning
姚 沁坪 *｛1｝，馬 賽｛1｝，増田 誉｛1｝，吉岡 耕治｛2｝，
檜垣 彰吾｛2｝，伊藤 寿浩｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝農業・食品産業技術総合研究機構

21pm1-PS3-28
シリコンマイクロ振動子光センサにおける共振周波数特性
の形状依存性
竹上 航平 *，新居 直之，上杉 晃生，菅野 公二，磯野 吉正
神戸大学

21pm1-PS3-29
疑似 Au ナノ粒子プラズモン光学フィルタを用いた高感度磁
区観察
富樫 琢実 *｛1｝，溝尻 瑞枝｛1｝，長谷川 拓己｛2｝，高木 健太｛3｝，
尾崎 公洋｛3｝

｛1｝長岡技術科学大学，｛2｝名古屋大学，｛3｝産業技術総合研究所

21pm1-PS3-30
高温ひずみセンサ用 Cr-Al-N 薄膜
丹羽 英二 *
電磁材料研究所

21pm1-PS3-31
銅（I）イソシアニド錯体を含有する PMMA 薄膜の光学特性
南山 知花 *，髙澤 頼昌，阪田 知巳
城西大学

21pm1-PS3-32
多層半導体薄膜を用いたアセトンガスセンサの研究
木下 亮輔 *，亀山 隆介，山口 富治，原 和裕
東京電機大学

21pm1-PS3-33
延長ゲート型 a-InGaZnO TFT イオンセンサの応答特性評価
岩松 新之輔 *｛1｝，竹知 和重｛2｝，村上 穣｛1｝，田邉 浩｛2｝，
渡部 善幸｛1｝

｛1｝山形県工業技術センター，｛2｝Tianma Japan

21pm1-PS3-34
ストライプゲート電極型半導体 pH センサによるドリフト
抑制の実現
谷村 圭一 *，上村 渓介，大多 哲史，平野 陽豊，二川 雅登
静岡大学

21pm1-PS3-35
金属酸化物メモリスタのアナログリセットを利用したセン
サ過渡特性取得によるガス識別
岩田 達哉 *｛1｝，大野 賢｛2｝，吉河 武文｛1｝，澤田 和明｛2｝

｛1｝富山県立大学，｛2｝豊橋技術科学大学

21pm1-PS3-36
誘電泳動集積法により作製した CNT-FET ガスセンサの NO2
曝露ガス応答におけるオンオフ比向上の効果
尾崎 圭祐 *，行部 晃生，稲葉 優文，中野 道彦，末廣 純也
九州大学

21pm1-PS3-37
優れた結晶性と緻密な表面を有する SnO2 薄膜を用いた高
感度ガスセンサ
安藤 毅 *，篠田 宏之，六倉 信喜
東京電機大学

21pm1-PS3-38
ZnO を用いた有機系浮遊粒子センサの花粉検出特性評価
堀内 蓮 *，山口 富治，原 和裕
東京電機大学

21pm1-PS3-39
分子インプリントゾルゲル法によるインドールの認識膜の
開発
丁 立 *，陳 燦思，朱 天野，矢田部 塁，小野寺 武，都甲 潔
九州大学

21pm1-PS3-40
化学センシングのためのマルチモード導波路干渉計
海老原 恵都 *｛1｝，大久保 喬平｛2｝，浅川 潔｛1｝，鈴木 博章｛1｝

｛1｝筑波大学，｛2｝東京理科大学

21pm1-LN3-41
SPR の電気的計測法による物質識別
野田 堅太郎 *，塚越 拓哉，下山 勲
富山県立大学

21pm1-PS3-42
液体封止型診断カートリッジにおける試薬液封止構造の開発
堀井 和由 *｛1｝，中本 竣｛1｝，Pratiksha Govil｛1｝，戸田 泰広｛2｝，
岩堀 公昭｛2｝，小粥 教幸｛2｝

｛1｝シスメックス，｛2｝ASTI

21pm1-PS3-43
ISFETs の pH 感度に影響するタンタルオキサイドゲート表
面の化学的機能化
カムヘンリト チャッタリカ *，田畑 美幸 , 合田 達郎，松元 亮，
宮原 裕二
東京医科歯科大学

21pm1-PS3-44
ポリマー製フォトニック結晶ナノ共振器の設計・作製と高
感度光センサへの応用
遠藤 達郎 *，孫 佳儀，前野 権一，安藝 翔馬，末吉 健志，久本 秀明
大阪府立大学

21pm1-PS3-45
味覚センサを用いたコーヒーの味の数値化
山岡 孝平 *｛1｝，巫 霄｛1｝，田原 祐助｛1｝，藤本 浩史｛2｝，
岩井 和也｛2｝，成田 優作｛2｝，半澤 拓｛2｝，小林 司｛2｝，
垣内 美紗子｛2｝，有木 真吾｛2｝，福永 泰司｛2｝，池崎 秀和｛3｝，
都甲 潔｛1｝

｛1｝九州大学，｛2｝UCC 上島珈琲，
｛3｝インテリジェントセンサーテクノロジー

21pm1-PS3-46
化学的原理による人工微生物の集団運動制御
鷲田 桂悟 *，椎名 瞳，馬 成睿，佐藤 達哉，佐藤 優成，鈴木 博章
筑波大学

21pm1-PS3-47
マイクロピラーを用いた粗微動切替可能な水圧バルーンア
クチュエータの開発
山内 凱偉 *，石田 忠
東京工業大学

21pm1-PS3-48
吐出吸引開口アレイを有する積層型マイクロ流体プローブ
の開発
神谷 昌吾 *，高橋 昂生，高尾 英邦，下川 房男，寺尾 京平
香川大学

21pm1-PS3-49
貫通電極 Si 基板型と SMA 厚膜アクチュエータによる触覚
ディスプレイの形成
木村 友翼 *，丸山 顕，徐 嘉楽，峯田 貴
山形大学

21pm1-PS3-50
カーシート埋め込み型 MEMS センサの検討
佐藤 優 *，高松 誠一，伊藤 寿浩
東京大学

21pm1-PS3-51
スクリーンオフセット印刷を用いた極薄 MEMS のフィルム
実装
竹井 裕介 *，野村 健一，堀井 美徳，Zymelka Daniel，牛島 洋史，
小林 健
産業技術総合研究所

21pm1-PS3-52
自動・遠隔インフラモニタリングのための印刷歪センサ及
びセンシングシステム
ジメルカ ダニエル *，小林 健
産業技術総合研究所

14:30-15:10　21pm2-T-1　T 会場（中ホール）
【基調講演】（集積化 MEMS シンポジウム基調講演）

完全人工光型植物工場でのリーフレタス大規模周年栽培
有限会社新日邦　アグリ事業部　部長
甲斐 剛氏

15:10-15:50　T 会場（中ホール）
【開会式および表彰式】
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11月19日（火）

19am3-PN3-1
静電力と弾性力による隙間制御機構を付与した表面力測定
用マイクロプローブの開発
稲川 賢人 *，福澤 健二，伊藤 伸太郎，張 賀東
名古屋大学

19am3-PN3-3
粒子整列と同期制御技術を用いた粒子カプセル化の収率向
上の検討
馬淵 研一 *，巽 和也，栗山 怜子，中部 主敬
京都大学

19am3-PN3-5
SiC 微粒子を添加したポリイミド絶縁膜の高熱伝導率化によ
る 3 ω法の高精度化
森 凌太郎 *｛1｝，比嘉 優希｛1｝，黒川 拓也｛1｝，則正 雄賀｛1｝，
田中 三郎｛2｝，宮崎 康次｛3｝，高尻 雅之｛1｝

｛1｝東海大学，｛2｝日本大学，｛3｝九州工業大学

19am3-PN3-7
フレキシブル熱電発電デバイスのための折り紙放熱フィン
の形状の検討
肥土 百絵 *，岩瀬 英治
早稲田大学

19am3-PN3-9
フェムト秒レーザーを用いた複合ハイドロゲル微細構造の
作製
寺川 光洋 *，佐野 諒，常光 兼人
慶應義塾大学

19am3-PN3-11
チタン MEMS のためのアルミナ絶縁層の評価
大塚 善久 *，安部 隆，寒川 雅之
新潟大学

19am3-PN3-13
ストレスマイグレーションを活用した AL ウィスカの作製と
その電気的特性評価について
Ludwig Thomas*，燈明 泰成
東北大学

19am3-PN3-15
超音波モータを用いたホロノミック自走ロボットの開発
周 鈞天 *
横浜国立大学

9:15-9:45　T 会場（中ホール）
開会式

9:45-10:25　19am2-T-1
基調講演セッション　T 会場（中ホール）

【基調講演】高分解能イメージセンサ ─ ノイズとの戦い ─
静岡大学　電子工学研究所　教授
川人 祥二氏

10:25-18:35
技術展示会場（コングレスセンター 3F ロビーおよび 31会議室）
ドリンクコーナー 32 会議室

10:25-20:15
フォトコンテスト掲示（中ホール　ロビー）

10:35-12:05　ポスター会場（コングレスセンター 3F 31 会議室）
ポスターセッションⅠ
2F 21-23 会議室では化学とマイクロ・ナノシステム学会第 40 回研究会の
ポスターセッションが開催されます。

第 10 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

19am3-PN3-17
熱駆動式イモムシ型ソフトロボットの作製
宋 子豪 *，松田 涼佑，松原 健，太田 裕貴
横浜国立大学

19am3-PN3-19
嗅覚受容体発現細胞を用いた無線匂いセンサの開発
大岸 憲人 *，平田 優介，澤山 淳，竹内 昌治
東京大学

19am3-PN3-21
がんの転移におけるせん断応力の役割の解明に向けたマイ
クロ流体デバイスの開発
植田 啓太 *，萩原 健，平井 義和，近藤 純平，井上 正宏，土屋 智由，
亀井 謙一郎，田畑 修
京都大学

19am3-PN3-23
再使用可能な比色バイオセンサのための DNA アプタマー架
橋構造色ゲル
林 知希 *｛1｝，瀧ノ上 正浩｛2｝，吉田 光輝｛1｝，土谷 澪｛1｝，
尾上 弘晃｛1｝

｛1｝慶應義塾大学，｛2｝東京工業大学

19am3-PN3-25
SiN 多孔膜上での単一ニューロン培養を目指した細胞外マト
リックスのマイクロパターニング
仲摩 綾香 *，安田 隆
九州工業大学

19am3-PN3-27
眼内血栓直接除去法の確立へ向けた電界誘起気泡デバイス
の開発
市川 啓太 *｛1｝，住本 芽衣｛1｝，王 英泰｛2｝，森泉 康裕｛3｝，
山西 陽子｛1｝

｛1｝九州大学，｛2｝兵庫県立尼崎総合医療センター，｛3｝ベックス

19am3-PN3-29
分岐血管組織の構築のための多連結コラーゲンチューブ
板井 駿 *，尾上 弘晃
慶應義塾大学

19am3-PN3-33
液体材料を用いた光反応性電子素子の開発
神崎 崇志 *，斉藤 聖，小槻 耀太，松田 涼佑，磯田 豊，遠藤 拓馬，
中村 史香，荒木 拓人，古川 太一，丸尾 昭二，渡邉 正義，上野 和英，
太田 裕貴
横浜国立大学

19am3-PN3-35
液体金属ばねを用いた電気制御可能なゲルアクチュエータ
松原 健 *，太田 裕貴
横浜国立大学

19am3-PN3-37
4 相流マイクロ流体デバイスを用いた金ナノ粒子の合成に
おける流動相の流量差の影響
王 遠偉 *，小川 隼人，柳生 裕聖
関東学院大学

19am3-PN3-39
生分解性材料を用いた有機電気デバイス
稲見 文香 *，板井 駿，井山 瑛里加，尾上 弘晃
慶應義塾大学

19am3-PN3-41
接触界面に着目した PDMS ベース摩擦発電デバイスの開発
飯田 泰基 *，柳田 幸祐，鈴木 孝明
群馬大学

19am3-PN3-43
シリコンナノホール内の銅共鳴構造を用いた赤外線ディテクタ
安永 竣 *｛1｝，菅 哲朗｛2｝，高橋 英俊｛3｝，高畑 智之｛1｝，
下山 勲｛4｝

｛1｝東京大学，｛2｝電気通信大学，｛3｝慶應義塾大学，
｛4｝富山県立大学

19am3-PN3-45
PET を基材としたキャンドル型微小針電極の製作
善場 祐貴 *，三木 則尚，吉田 有里，小野本 壮志，川名 拓巳
慶應義塾大学
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19am3-PN3-47
音波を利用した簡易観測法による根の生長検出〜根の生長
可視化画像との比較検証〜
薄井 恒平 *｛1｝，笠間 敏博｛1｝，小出 哲士｛2｝，小川 敦史｛3｝，
三宅 亮｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝広島大学，｛3｝秋田県立大学

19am3-PN3-49
ペルチェ素子の温度提示による感覚の生成
杉本 義弥 *
東洋大学

＜発表企業，プレゼン順に記載＞
カンタツ株式会社
ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社
株式会社ディスコ
九州工業大学　マイクロ化総合技術センター
ネオアーク株式会社
株式会社エス・イー・アール
一般財団法人マイクロマシンセンター
株式会社ティ・ディ・シー

19pm5-PN3-2
多モード共振法によるマグネシウム合金の弾性定数の異方
性解析
三原 崇明 *，平野 元久
法政大学

19pm5-PN3-4
光ピンセットの力場形状がブラウン運動する粒子を捕捉す
る時間に与える影響
花崎 逸雄 *｛1｝，根本 孝裕｛2｝，田中 嘉人｛3｝

｛1｝東京農工大学，
｛2｝Ecole Normale Superieure and PSL Research University，
｛3｝東京大学

19pm5-PN3-6
高熱伝導性シリコーンと伸縮性シリコーンを組合わせた熱
電発電素子用基板の作製と評価
山田 駿介 *，肥土 百絵，谷山 広樹，岩瀬 英治
早稲田大学

19pm5-PN3-8
ルミノール反応を利用したマイクロチャンネル内の局所物
質伝達率の定量評価
指物谷 大地 *，松本 亮介
関西大学

19pm5-PN3-10
MEMS 熱流束センサを用いたミニチャネル内流動沸騰熱伝
達の計測
南 翔太 *，宮﨑 康次，矢吹 智英
九州工業大学

12:05-13:00　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
技術展示者によるプレゼンテーション

（軽食を先着 100 名様に準備いたします）

15:40-16:40　T 会場（中ホール）
機械学会マイクロ・ナノ工学シンポジウム　招待講演

15:40-16:10　19pm4-T-1
【招待講演】機能性液体を用いた Liquid-state electronics

横浜国立大学　大学院工学研究院
太田 裕貴氏

16:10-16:40　19pm4-T-2
【招待講演】マイクロ金属の引張圧縮疲労

京都大学　工学研究科
澄川 貴志氏

17:05-18:35　ポスター会場（コングレスセンター 3F 31 会議室）
ポスターセッションⅡ
2F 21-23 会議室では化学とマイクロ・ナノシステム学会第 40 回研究会の
ポスターセッションが開催されます。

19pm5-PN3-12
PZT 薄膜を用いた圧電型 MEMS スピーカーの作製
辻 悠太 *，神野 伊策，肥田 博隆，Kweon SangHyo
神戸大学

19pm5-PN3-14
高周波スパッタリングにより形成された BiFeO3 薄膜への熱
処理効果
今泉 文伸 *，仲田 陸人
小山工業高等専門学校

19pm5-PN3-16
液体材料のための角度可変回転傾斜 UV 露光装置の開発
杉本 匠 *，高橋 英俊
慶應義塾大学

19pm5-PN3-18
PZT 圧電薄膜を用いた圧電トランスの設計，試作および評価
谷 和樹 *，Kweon SangHyo，神野 伊策，肥田 博隆
神戸大学

19pm5-PN3-20
鉄ナノ粒子のネール緩和による発熱を用いた両生類の個体
識別法の検討
大熊 航平 *｛1｝，佐藤 匡｛1｝，川原 知洋｛2｝，原本 悦和｛3｝，
山西 陽子｛1｝

｛1｝九州大学，｛2｝九州工業大学，｛3｝産業技術総合研究所

19pm5-PN3-22
微小孔を通じて生成分離される細胞外ベシクルの粒径分布
計測
西畑 光 *，安田 隆
九州工業大学

19pm5-PN3-24
新生児向けウェアラブルマルチバイタルモニターの作製
稲森 剛 *，磯田 豊，嘉本 海大，魚住 梓，伊藤 秀一，太田 裕貴
横浜国立大学

19pm5-PN3-26
タイトジャンクションを介した細胞間輸送アッセイ用マイ
クロデバイス
中野 正義 *，佐久間 大地，須永 史子，津金 麻実子，鈴木 宏明
中央大学

19pm5-PN3-28
in vivo 性能評価に適した動物実験用 MEMS 人工内耳デバイ
スの開発
山崎 嘉己 *，土井 謙太郎，川野 聡恭
大阪大学

19pm5-PN3-30
骨幹皮質骨における弾性率とハイドロキシアパタイト結晶
ひずみの骨軸 - 円周方向異方性
川崎 佑太 *｛1｝，山田 悟史｛1｝，東藤 正浩｛1｝，但野 茂｛2｝

｛1｝北海道大学，｛2｝函館工業高等専門学校

19pm5-PN3-32
揺動ガラスステージによる顕微鏡下の三次元立体画像の取得
井口 大輔 *，松本 潔
東洋大学

19pm5-PN3-34
圧電型振動発電デバイスの弾性層に適した 2 次元メタマテ
リアル構造の形状設計
市毛 亮 *，栗山 頌明，端倉 弘太朗，山田 功，鈴木 孝明
群馬大学

19pm5-PN3-36
マイクロヒータによる温度制御可能なマイクロ流体デバイ
スを用いた銅ナノ粒子合成
梁 毅楊 *，柳生 裕聖
関東学院大学

19pm5-PN3-38
多孔シリコーンゴムを用いたストレッチャブル三軸センサ
の開発
松田 涼佑 *，水口 覚，中村 史香，遠藤 拓馬，太田 裕貴
横浜国立大学
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19pm5-PN3-42
仮設支持柱構造を用いた水晶振動子の微細加工方法
Muhammad Jehanzeb Khan*，Tsukamoto Takashiro，
Muhammad Salman Al Farisi，Shuji Tanaka
東北大学

19pm5-PN3-44
切り紙構造を用いた多軸力センサの製作
山本 真史 *，岩瀬 英治
早稲田大学

19pm5-PN3-46
植物マイクロ流体系の生育パラメータ推定法の開発
三宅 亮 *｛1｝，笠間 敏博｛1｝，Godonoga Maia｛1｝，遠藤 喜重｛1｝，
Juangang Guan｛2｝，曽根 千晴｛3｝，小峰 正史｛3｝，矢治 幸夫｛2｝，
金田 吉弘｛3｝，小川 敦史｛3｝

｛1｝東京大学，｛2｝広島大学，｛3｝秋田県立大学

19pm5-PN3-48
W/O 界面を用いたテンプレートによるマイクロ部品の自己
組織化
濱野 凌 *，鈴木 宏明
中央大学

19pm5-PN3-50
帽子型脳波計を用いた事象関連電位の計測
川名 拓己 *，吉田 有里，三木 則尚
慶應義塾大学

11月20日（水）

20am2-PN2-1
液体架橋付着力における濡れの影響
李 賀 *｛1｝，崔 峻｛1｝，田中 健太郎｛1｝，岩本 勝美｛2｝

｛1｝日本機械学会，｛2｝日本トライボロジー学会

20am2-PN2-3
抗力を受ける並進気泡を多数含む水中超音波の非線形理論
解析
谷田部 貴大 *，鮎貝 崇広，金川 哲也
筑波大学

20am2-PN2-5
マイクロバブル気液界面における物質輸送を伴う超音波伝
播の理論解析
藤本 あや *，亀井 陸史，鮎貝 崇広，金川 哲也
筑波大学

20am2-PN2-7
しわ状構造を有する PDMS 面上での液滴移動に関する研究
山田 寛 *，飯尾 啓太，堀部 明彦
岡山大学

20am2-PN2-9
光電子収量分光装置の開発と評価
鈴木 裕太郎 *，井上 修平，松村 幸彦
広島大学

18:45-20:15　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
Future Technologies from HAMAMATSU 研究者交流会
今こそ語る，下町ボブスレーの真実 〜過去，現在，そして未来〜
事前登録は不要です。

9:00-16:25
技術展示会場（コングレスセンター 3F ロビーおよび 31会議室）
ドリンクコーナー 32 会議室

9:25-18:00
フォトコンテスト掲示（中ホール　ロビー）

10:35-12:05　 ポスター会場 
（コングレスセンター 2F 21-23 会議室 3F 31 会議室）

ポスターセッションⅢ
論文番号 20am2 の次に PS3 の記載があるポスターは 3F 掲示，同様に
LN2 の記載があるポスターは 2F 掲示です

20am2-PN2-11
熱弾性冷却のためのカーボンナノ材料
Enju Jirath*，Samat Khairul Fadzli，Nguyen Van Toan，小野 崇人
Tohoku University

20am2-PN2-13
遠赤外リング加熱による液滴操作を利用したマルチマテリ
アル 2 光子造形法の開発
平田 穂高 *，古川 太一，丸尾 昭二
横浜国立大学

20am2-PN2-15
磁場配向制御を用いた炭素繊維含有樹脂のマイクロ光造形
小林 拓登 *｛1｝，孫 尽一｛1｝，古川 太一｛1｝，高橋 拓実｛2｝，
多々見 純一｛1｝，丸尾 昭二｛1｝

｛1｝横浜国立大学，｛2｝神奈川県立産業技術総合研究所

20am2-PN2-17
コラーゲンゲルチューブ内でのアクトミオシン組織の構築
河野 賢志郎 *，瓦 脩生，尾上 弘晃
慶應義塾大学

20am2-PN3-1
X 線イメージングに用いる細胞含有ハイドロゲルマイクロ
ファイバ
髙倉 直輝 *｛1｝，尾上 弘晃｛1｝，太田 裕貴｛2｝，小松 鉄平｛2｝，
倉科 佑太｛3｝

｛1｝慶應義塾大学，｛2｝東京慈恵会医科大学，｛3｝東京工業大学

20am2-PN3-3
in vitro 血管モデルにおける力学刺激と細胞応答の可視化
橋本 健哉 *｛1｝，三浦 重徳｛2｝

｛1｝慶應義塾大学，｛2｝東京大学

20am2-PN3-5
二光子励起光造形による 3 次元神経回路構築のためのハイ
ドロゲルマイクロチャンバの作製
加藤 丈達 *｛1｝，根岸 みどり｛2｝，尾上 弘晃｛1｝

｛1｝慶應義塾大学，｛2｝武蔵野大学

20am2-PN3-7
マイクロ流路を用いた模擬血管壁への流体せん断応力負荷
森本 雄矢 *，長田 翔伍，島 亜衣，三浦 重徳，竹内 昌治
東京大学

20am2-PN3-9
機能化 AFM プローブを応用した生細胞のナノ加工・計測技
術の開発
内田 和孝 *｛1｝，筒井 舜平｛1｝，手島（石井） 美帆 ,｛1｝ 林 照剛｛2｝，
永井 萌土｛1｝，柴田 隆行｛1｝

｛1｝豊橋技術科学大学，｛2｝九州大学

20am2-PN3-11
フレキシブル基板と 3 次元冶具を用いた低寄生容量な折り
畳みマイクロコイル
泉崎 友彦 *，堀 正峻，土肥 徹次
中央大学

20am2-PN3-13
2 重カンチレバー電極をもつエレクトレット振動発電デバ
イスの試作
島岡 宏行 *，高橋 智一，鈴木 昌人，⻘柳 誠司
関西大学

20am2-PN3-15
高感度化のための SnO2 ガスセンサの表面応答性に関する
研究
米谷 玲皇 *｛1｝，上木 瞭太郎｛1｝，Penekwong Khemnat｛1｝，
吉原 健太｛1｝，九里 伸治｛2｝，池田 克弥｛2｝，指田 和之｛2｝，
吉田 賢一｛2｝，山田 一郎｛2｝，三田 吉郎｛1｝，割澤 伸一｛1｝

｛1｝東京大学 ,｛2｝新電元工業

20am2-PN3-17
原子摩擦モデルの摩擦エネルギー散逸における非線形動力
学効果
長谷部 真也，平野 元久 *
法政大学

20am2-PN3-19
製造法の異なる単層カーボンナノチューブに界面活性剤を
添加した熱誘起 n 型熱電薄膜
関 侑平 *
東海大学
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20am2-PN3-21
液体架橋破断に伴い生成される微小液滴
熊澤 壮良 *，田中 健太郎，岩本 勝美
東京海洋大学

20am2-PN3-23
伸縮変形下における布上印刷配線の抵抗変化メカニズム
古志 知也 *，野村 健一，吉田 学
産業技術総合研究所

20am2-PN3-25
サブピクセルを有する微小ドット反射型流路ディスプレイ
村松 淳平 *
慶應義塾大学

20am2-PN3-27
熱溶融積層 3D プリンタを用いた導電性を有する自己折り畳
みデバイス
山村 俊介 *，岩瀬 英治
早稲田大学

20am2-PN3-29
伸縮電子デバイスのための電子基板の自己折り畳み手法の
提案
江田 篤史 *，岩瀬 英治
早稲田大学

20am2-PN3-31
切り紙構造の延伸時における局所的な傾き角の評価
谷山 広樹 *，岩瀬 英治
早稲田大学

20am2-PN3-33
位置揺らぎの無い AFM/FFM 複合顕微鏡の粗動機構の開発
藤澤 悟 *
産業技術総合研究所

20am2-PN3-35
チタン合金製マイクロ金型の作製および評価
韓 剛 *，劉 若愚，寒川 雅之，安部 隆
新潟大学

20am2-PN3-37
角度可変 MEMS による検出波長走査可能なプラズモニック
金回折格子型光検出器
大下 雅昭 *｛1｝，高橋 英俊｛2｝，菅 哲朗｛1｝

｛1｝電気通信大学 ,｛2｝慶應義塾大学

20am2-PN3-39
非接触可視化手法を用いた Electrohydrodynamic について
の研究
佐藤 匡 *｛1｝，前田 真吾｛2｝，山西 陽子｛1｝

｛1｝九州大学，｛2｝芝浦工業大学，九州大学

20am2-PN3-43
Cr-N 薄膜ひずみゲージ触覚センサにおける感度・温度特性
の熱処理温度依存性
本間 遼 *｛1｝，寒川 雅之｛1｝，米原 洸平｛1｝，丹羽 英二｛2｝

｛1｝新潟大学，｛2｝電磁材料研究所

20am2-PN3-45
誘電泳動力を用いた 1 細菌カウンターの研究
山口 悠弘 *，山本 貴富喜
東京工業大学

20am2-PN3-47
液体金属を用いた電子部品実装における電気的接続の検討
佐藤 峻 *｛1｝，橋本 道尚｛2｝，岩瀬 英治｛1｝

｛1｝早稲田大学，
｛2｝Singapore University of Technology and Design

20am2-PN3-49
触覚サンプルを用いた触感の定量化による触感曼荼羅の製作
柳橋 啓一朗 *，三木 則尚
慶應義塾大学

20am2-PN3-51
キャンドル型微小針電極を用いた 2 者同時脳波計測による

we-mode の評価
吉田 有里 *，小野本 壮志，川名 拓己，星野 英一，皆川 泰代，
三木 則尚
慶應義塾大学

＜発表企業，プレゼン順に記載＞
SPP テクノロジーズ株式会社
計測エンジニアリングシステム株式会社
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
株式会社アドバンストテクノロジー
株式会社テクニスコ
株式会社 アイテス
株式会社マトリクソーム
パルステック工業株式会社
ASTI 株式会社

20pm3-PN2-2
バンドル構造カーボンナノチューブの強度
別府 幸 *｛1｝，福井 章人｛1｝，高倉 章｛2｝，西原 大志｛2｝，
宮内 雄平｛2｝，伊丹 健一郎｛3｝，生津 資大｛1｝

｛1｝愛知工業大学，｛2｝京都大学，｛3｝名古屋大学

20pm3-PN2-4
非一様交流電界下の金ナノ粒子分散液における粒子挙動と
架橋時間の周波数依存性
黄 平 *，岩瀬 英治
早稲田大学

20pm3-PN2-6
1 細胞解析のためのオンチップ電気泳動システムの開発
土田 新 *｛1｝，横川 隆司｛1｝，新宅 博文｛2｝

｛1｝京都大学，｛2｝理化学研究所

20pm3-PN2-8
パラジウムとカーボンナノチューブ複合材による水素ガス
センサーの開発
ZOU MUXUAN*，井上 修平，松村 幸彦
広島大学

20pm3-PN2-10
曲面貼り付け型熱電発電デバイスにおける基板の熱的およ
び機械的特性の検討
反町 竜二 *，岩瀬 英治
早稲田大学

20pm3-PN2-12
光ファイバーマイクロ光造形法によるマイクロピラーアレ
イの作製
藤本 隼太 *，古川 太一，丸尾 昭二
横浜国立大学

20pm3-PN2-14
磁気駆動液柱を用いたマルチマテリアル 2 光子造形法の開発
田所 寛進 *，古川 太一，丸尾 昭二
横浜国立大学

20pm3-PN2-16
MEMS 差圧センサ素子を利用した波高センサ
和田 路加 *，高橋 英俊
慶應義塾大学

12:05-13:00　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
技術展示者によるプレゼンテーション

（軽食を先着 100 名様に準備いたします）

13:05-14:35　T 会場（中ホール）
機械学会マイクロ・ナノ工学部門　表彰講演

13:05-14:35　20pm2-T-1
【表彰講演】カリウムイオンエレクトレット技術の開発

静岡大学　電子工学研究所
橋口 原氏

14:45-16:15　 ポスター会場 
（コングレスセンター 2F 21-23 会議室 3F 31 会議室）

ポスターセッション IV
論文番号 20am2 の次に PS3 の記載があるポスターは 3F 掲示，同様に
LN2 の記載があるポスターは 2F 掲示です
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20pm3-PN2-18
フレキシブルセンサ素子を利用したピトー管
大土井 航 *，高橋 英俊
慶應義塾大学

20pm3-PN3-2
血圧脈波と心電図の同時計測から得られる特徴量の抽出と
その比較
大澤 陽介 *，堀 正峻，土肥 徹次
中央大学

20pm3-PN3-4
垂直に配置された配線を持つ MRI 用マイクロコイル
仁多見 悠斗 *，堀 正峻，土肥 徹次
中央大学

20pm3-PN3-6
複数の 3 軸力センサを用いた血圧脈波計測のための体動の
影響の低減手法
端 智士 *，堀 正峻，土肥 徹次
中央大学

20pm3-PN3-8
血圧脈波計測における平均脈波を用いた体動ノイズ除去
浦田 尚 *，堀 正峻，土肥 徹次
中央大学

20pm3-PN3-10
マルチプレックス遺伝子診断デバイスのためのマイクロ流
体制御技術の開発
夏原 大悟 *｛1｝，瀧下 啓介｛1｝，田中 輝介｛1｝，鹿毛 あずさ｛1｝，
永井 萌土｛1｝，水上 優子｛2｝，坂 紀邦｛2｝，柴田 隆行｛1｝

｛1｝豊橋技術科学大学，｛2｝愛知県農業総合試験場

20pm3-PN3-12
細菌 1 細胞計測に向けたブラウン運動による細菌捕捉法の
研究
伊藤 健地 *，山本 貴富喜
東京工業大学

20pm3-PN3-14
外有毛細胞模倣におけるフィードバック制御機構の高速化
に関する研究
山中 檀 *，山崎 嘉己，川野 聡恭
大阪大学

20pm3-PN3-16
ハイドロゲルチューブ内で培養する微細藻類 Botryococcus 
braunii の増殖に及ぼす光量の影響評価
海川 健太 *，斎藤 薫，三木 則尚
慶應義塾大学

20pm3-PN3-18
ハ イ ド ロ ゲ ル チ ュ ー ブ を 用 い た 微 細 藻 類 Botryococcus 
braunii の培養において初期細胞数が増殖速度に及ぼす影響
斎藤 薫 *，海川 健太，三木 則尚
慶應義塾大学

20pm3-PN3-20
歩行運動から発電するための回転型エレクトレットエネル
ギーハーベスタの開発
三好 智也 *，田中 佑樹，鈴木 雄二
東京大学

20pm3-PN3-22
マイクロ流路への Diamond Like Carbon コーティング法
佐藤 友美 *
東京大学

20pm3-PN3-24
平面らせん構造の垂直変形特性評価
武田 湧希 *，岩瀬 英治
早稲田大学

20pm3-PN3-26
磁気アルキメデス効果を用いた磁気走査型細胞パターニング
秋山 佳丈 *，菱田 豊
信州大学

20pm3-PN3-28
面内磁気異方性の方向制御による磁区転移を利用した機能
デバイス
中居 倫夫 *
宮城県産業技術総合センター

20pm3-PN3-30
SiO_2 エレクトレット表面へのナノドットアレイ形成によ
る小型振動発電デバイスの電極貼り付き力低減効果の評価
大西 優希 *，鈴木 昌人，高橋 智一，⻘柳 誠司
関西大学

20pm3-PN3-32
ナノギャップ間熱輸送特性評価のための間隔制御 MEMS デバイス
霜降 真希 *，平井 義和，土屋 智由，田畑 修
京都大学

20pm3-PN3-34
微小バブルによる脂質二重膜の再形成
橋本 和泉 *｛1｝，杉浦 広峻｛2｝，大崎 寿久｛2｝，山田 哲也｛2｝，
三村 久敏｛2｝，三木 則尚｛1｝，竹内 昌治｛3｝

｛1｝慶應義塾大学，｛2｝神奈川県立産業総合研究所，｛3｝東京大学

20pm3-PN3-36
金属ナノ粒子の電界トラップを用いた厚い銅配線の自己修
復の検討
川名 洋平 *，岩瀬 英治
早稲田大学

20pm3-PN3-38
半透明物体における内部散乱光強度の計測方法の検討
小川 太雅 *，岩瀬 英治
早稲田大学

20pm3-PN3-40
たわみ変形をする面に貼付するための吸盤構造の検討
藤田 正希 *，岩瀬 英治
早稲田大学

20pm3-PN3-42
金属ナノ粒子分散ゲルを用いた自己修復型金属配線の評価
白藤 肇 *，岩瀬 英治，古志 知也
早稲田大学

20pm3-PN3-44
ひずみ・圧電触覚センサのための PDMS 封止カンチレバー
による荷重・振動検知
高橋 春暁 *｛1｝，安部 隆｛1｝，神田 健介｛2｝，寒川 雅之｛1｝

｛1｝新潟大学，｛2｝兵庫県立大学

20pm3-PN3-46
Si 基板上金回折格への背面照射と電気的検出による SPR 化
学量センサの小型化
齋藤 祥基 *，菅 哲朗
電気通信大学

20pm3-PN3-48
青色レーザーを用いた導電性金属パターンの直接描画法
古川 太一 *，小森 拓真，飯島 志行，丸尾 昭二
横浜国立大学

20pm3-PN3-50
キャンドル型微小針電極を用いた逆転視における長期的順
応過程の脳波計測
小野本 壮志 *，吉田 有里，三木 則尚
慶應義塾大学

20pm3-PN3-52
記憶力向上のための脳波フィードバック方法の探索
阿原 秋貴子 *，三木 則尚，吉田 有里，川名 拓己，小野本 壮志
慶應義塾大学

16:25-18:00　T 会場（中ホール）
一般公開セッション「宇宙からのハーモニー」
★センサシンポジウムで宇宙へ飛び出す夢を語ろう★。
本セッションは一般に公開されるセッションです。

16:25-17:05　20pm4-T-1
★【基調講演】世界初の挑戦
小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ 2」に見る最先端技
術と困難を乗り越えるマネジメント
The World's First Challenge，Advanced Technology and 
Management in Asteroid Explorers Hayabusa and 
Hayabusa2
宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所　
宇宙機応用工学研究系 教授
久保田 孝氏
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11月21日（木）

＜発表企業，プレゼン順に記載＞
Blacktrace Japan 株式会社
Xperi Invensas
株式会社アイカムス・ラボ
ポリテックジャパン株式会社
マイクロ化学技研株式会社
ジオマテック株式会社
ハイソル株式会社

17:05-18:00　20pm5-T-5
★音楽の街 浜松の技術と未来
鹿島建設株式会社 村松 繁紀氏，
ヤマハ株式会社 田邑 元一氏，武田 文光氏，
静岡理工科大学 村上 裕二氏

18:15-20:15　
Future Technologies from HAMAMATSU 懇親会
浜松地ビールレストラン マイン・シュロス　現地集合

（浜松市中区中央 3 丁目 8 − 1）
事前登録の方のみご参加可能です。

20:15-22:15
Future Technologies from HAMAMATSU 若手交流会
個室居酒屋 酒と和みと肉と野菜 浜松駅前店

（浜松市中区板屋町 110-17）
当日参加はお席に余裕がある場合のみお受付いたします

9:20-14:30
技術展示会場（コングレスセンター 3F ロビーおよび 31会議室）
ドリンクコーナー 32 会議室

9:00-15:50
フォトコンテスト掲示（中ホール　ロビー）

9:20-10:00　21am1-T-1　T 会場（中ホール）
【基調講演】（マイクロ・ナノ工学シンポジウム基調講演）

超高齢社会 ─ 世界の戦略的ラボとしての日本
株式会社エクサウィザーズ　代表取締役社長
石山 洸氏

10:10-11:40 T 会場（中ホール）
機械学会マイクロ・ナノ工学シンポジウム 招待講演

10:10-10:40　21am3-T-1
【招待講演】マイクロ・ナノ材料の接合・改質・評価

東北大学　工学研究科
燈明 泰成氏

10:40-11:10　21am3-T-2
【招待講演】超音速・超高粘度マイクロジェットの生成手

法開発とその医工学応用
東京農工大学　工学研究院
田川 義之氏

11:10-11:40　21am3-T-3
【招待講演】誘電エラストマーを用いた柔らかいトランス

デューサーとロボット
電気通信大学　情報理工学系研究科
新竹 純氏

11:50-12:50　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
技術展示者によるプレゼンテーション

（軽食を先着 100 名様に準備いたします）

21pm1-PN3-1
Al 膜への SEM 内応力印加と結晶構造解析
北村 遼太郎 *｛1｝，西脇 剛｛2｝，生津 資大｛1｝

｛1｝愛知工業大学，｛2｝トヨタ自動車

21pm1-PN3-2
微小薄膜電極によるナノ粒子流動の局所計測
藤森 和哉，土井 謙太郎 *，川野 聡恭
大阪大学

21pm1-PN3-3
HPT 加工を施した半導体材料の熱・電気特性
松田 賢亮 *｛1｝，樫藤 瑞紀｛1｝，SHENGHONG Ju｛2｝，
SIVASANKARAN Harish｛1｝，生駒 嘉史｛1｝，有田 誠｛1｝，
塩見 淳一郎｛2｝，堀田 善治｛3｝，高田 保之｛1｝，河野 正道｛1｝

｛1｝九州大学，｛2｝東京大学，｛3｝九州工業大学

21pm1-PN3-4
ハロゲン化ぺロブスカイト薄膜の熱伝導率
西尾 僚馬 *｛1｝，宮崎 康次｛1｝，矢吹 智英｛1｝，SAINI Shirikant｛1｝，
Branwal Ajay Kumar｛2｝，早瀬 修二｛2｝

｛1｝九州工業大学，｛2｝電気通信大学

21pm1-PN3-5
機械的特性の異なるエラストマ基板に印刷形成したスト
レッチャブル配線の電気および機械的特性評価
細野 雄太 *，井上 雅博，渡辺 輝
群馬大学

21pm1-PN3-6
光ファイバーマイクロ光造形法によるヒドロキシアパタイ
ト微小構造体の作製
陳 元依 *，渕野 京介，竹中 康祐，古川 太一，飯島 一智，丸尾 昭二
横浜国立大学

21pm1-PN3-7
メカニカル・メタマテリアルを用いた構造色ゲルにおける
構造色変化の増幅
山脇 翔太 *
慶應義塾大学

21pm1-PN3-8
外部磁場駆動型人工繊毛を用いたマイクロポンプの開発
篠田 隼人 *，津守 不二夫
九州大学，九州大学

21pm1-PN3-9
血管内皮細胞メカノトランスダクションメカニズムの解明 

：一次繊毛の力学特性
大橋 俊朗 *
北海道大学

21pm1-PN3-10
インプラント型透析装置のアクリル製マイクロ流路におけ
るタンパク質付着
伊藤 貴裕 *，三木 則尚
慶應義塾大学

21pm1-PN3-11
誘電泳動力に基づいた健常皮膚由来細胞とがん細胞の判別
技術
宮田 昌悟 *，尾島 雄太
慶應義塾大学

21pm1-PN3-12
多点光照射によるゼラチンの光硬化を用いた自動単一細胞
回収技術の開発
鈴木 裕也 *，福永 健，鹿毛 あずさ，柴田 隆行，永井 萌土
豊橋技術科学大学

21pm1-PN3-13
ウェアラブル端末を用いた心拍の触覚的バイオフィードバック
立花 岳志 *，Janis Theiss，鈴木 奈々，皆川 泰代，三木 則尚
慶應義塾大学

21pm1-PN3-14
液体マイクロフロー領域の流量精度評価
土井原 良次 *，チョン カーウィー，古市 紀之
産業技術総合研究所

12:50-14:20　ポスター会場（コングレスセンター 3F 31 会議室）
ポスターセッションⅤ
2F 21-23 会議室では化学とマイクロ・ナノシステム学会第 40 回研究会の
ポスターセッションが開催されます。
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第 11 回集積化 MEMS シンポジウムプログラム
プログラムスケジュール

11月19日（火）

＜発表企業，プレゼン順に記載＞
カンタツ株式会社
ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社
株式会社ディスコ
九州工業大学　マイクロ化総合技術センター
ネオアーク株式会社
株式会社エス・イー・アール
一般財団法人マイクロマシンセンター
株式会社ティ・ディ・シー

19pm3-A-1
ガンマ線照射ダメージその場回復のためのメンブレン型
ヒータ集積化 LSI
Gong Tianjiao*，鈴木 裕輝夫，田中 秀治
東北大学

19pm3-A-2
2 自由度系圧電 MEMS 振動発電素子における出力特性の向上
吉村 武 *｛1｝，荒牧 正明｛1｝，村上 修一｛2｝，神田 健介｛3｝，
藤村 紀文｛3｝ 

｛1｝大阪府立大学大学院，｛2｝大阪産業技術研究所，
｛3｝兵庫県立大学

19pm3-A-3
3 次元構造撮像デバイスの多層積層化に向けたウェハ接合
による多層積層技術
本田 悠葵 *｛1｝，後藤 正英｛1｝，渡部 俊久｛1｝，難波 正和｛1｝，
井口 義則｛1｝，更屋 拓哉｛2｝，小林 正治｛2｝，日暮 栄治｛3｝，
年吉 洋｛2｝，平本 俊郎｛2｝  

｛1｝NHK 放送技術研究所，｛2｝東京大学 ,
｛3｝産業技術総合研究所

19pm3-A-4
計測表面の保護を目指した高分解能 MEMS 触覚センサ上へ
のパリレン蒸着
榊原 佑樹 *，綿谷 一輝，寺尾 京平，下川 房男，高尾 英邦 
香川大学

19pm3-A-5
チタン薄膜を用いたウェハ常温接合 ーキャップ層とナノシ
リコン層の導入ー
日暮 栄治 *｛1｝，東 颯人｛2｝，山本 道貴｛2｝，松前 貴司｛1｝，
倉島 優一｛1｝，高木 秀樹｛1｝，須賀 唯知｛3｝  

｛1｝産業技術総合研究所，｛2｝東京大学，｛3｝明星大学

9:15-9:45　T 会場（中ホール）　
開会式

9:45-10:25　19am2-T-1
基調講演セッション　T 会場（中ホール）

【基調講演】高分解能イメージセンサ ─ ノイズとの戦い ─
静岡大学　電子工学研究所　教授
川人 祥二氏

10:25-18:35
技術展示会場（コングレスセンター 3F ロビーおよび 31会議室）
ドリンクコーナー 32 会議室

10:25-20:15
フォトコンテスト掲示（中ホール　ロビー）

12:05-13:00　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
技術展示者によるプレゼンテーション

（軽食を先着 100 名様に準備いたします）

14:15-15:30　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
集積化 MEMS シンポジウム　セッション 1

21pm1-PN3-15
形状記憶ポリマフィルムを用いた変形および形状固定可能
な電子デバイスの提案
石上 直哉 *，岩瀬 英治
早稲田大学

21pm1-PN3-16
濃縮液肥を搭載した自走式施肥装置の開発
笠間 敏博 *｛1｝，遠藤 喜重｛1｝，曽根 千晴｛2｝，小峰 正史｛2｝，
矢治 幸夫｛2｝，金田 吉弘｛2｝，小出 哲士｛3｝，小川 敦史｛2｝，
三宅 亮｛1｝

｛1｝東京大学，｛2｝秋田県立大学，｛3｝広島大学

21pm1-PN3-17
小型デバイス領域と収束レンズを使用した Au/Si ナノアン
テナ光検出器の S/N 改善
小林 和樹 *，菅 哲朗
電気通信大学

21pm1-PN3-18
MEMS リング型共振器のための熱弾性損失を用いた Q 値ト
リミング
HAMZA ABDELLI*，Takashiro Tsukamoto，Shuji Tanaka
Tohoku University

21pm1-PN3-19
DNA 分子濃縮を用いたナノ隙間手前の分子のトラップ時間
の測定
東 直輝 *，福澤 健二，伊藤 伸太郎，張 賀東
名古屋大学

21pm1-PN3-20
機械学習を用いた触覚サンプルの官能評価の導出
山中 秀斗 *，三木 則尚
慶應義塾大学

14:30-15:10　21pm2-T-1　T 会場，中ホール
【基調講演】（集積化 MEMS シンポジウム基調講演）

完全人工光型植物工場でのリーフレタス大規模周年栽培
有限会社新日邦　アグリ事業部　部長
甲斐 剛氏

15:10-15:50　T 会場（中ホール）
【開会式および表彰式】
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19pm4-A-1
熱電性イオン液体を用いた液体熱電対型温度センサ
猪股 直生 *，Toan Nguyen，小野 崇人 
東北大学

19pm4-A-2
60μN の摩擦力感度と 0.5µm の空間分解能を有するナノ領
域触覚センサの製作と評価
中島 翼 *，綿谷 一輝，寺尾 京平，下川 房男，高尾 英邦 
香川大学

19pm4-A-3
微弱筋音計測に向けた高分解能 MEMS 慣性センサモジュー
ルの検討
古賀 達也 *，市川 崇志，田中 直登，緒方 大樹，大良 宏樹，
山根 大輔，石原 昇，伊藤 浩之，曽根 正人 町田 克之，三宅 美博，
益 一哉 
東京工業大学

19pm4-A-4
積層メタル技術で作製した MEMS 加速度センサの衝撃特性
評価
市川 崇志 *｛1｝，古賀 達也｛1｝，山根 大輔｛1｝，飯田 慎一｛2｝，
石原 昇｛1｝，伊藤 浩之｛1｝,Chang Tso-Fu Mark｛1｝，曽根 正人｛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

19pm4-A-6
光励振法を用いたグラフェン共振器の固有振動数評価
髙橋 一浩 *，石田 隼斗，喜種 慎，岩田 達哉，澤田 和明
豊橋技術科学大学

11月20日（水）

＜発表企業，プレゼン順に記載＞
SPP テクノロジーズ株式会社
計測エンジニアリングシステム株式会社
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
株式会社アドバンストテクノロジー
株式会社テクニスコ
株式会社 アイテス
株式会社マトリクソーム
パルステック工業株式会社
ASTI 株式会社

15:40-16:35　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
集積化 MEMS シンポジウム　セッション 2

18:45-20:15　A 会場（コングレスセンター 4F（43-44 会議室）
Future Technologies from HAMAMATSU 研究者交流会
今こそ語る，下町ボブスレーの真実 〜過去，現在，そして未来〜
事前登録は不要です。

9:00-16:25
技術展示会場（コングレスセンター 3F ロビーおよび 31会議室）
ドリンクコーナー 32 会議室

9:25-18:00
フォトコンテスト掲示（中ホール　ロビー）

12:05-13:00　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
技術展示者によるプレゼンテーション

（軽食を先着 100 名様に準備いたします）

16:25-17:05　20pm4-T-1
★【基調講演】世界初の挑戦
小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ 2」に見る最先端技
術と困難を乗り越えるマネジメント
The World's First Challenge，Advanced Technology and 
Management in Asteroid Explorers Hayabusa and 
Hayabusa2
宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所　
宇宙機応用工学研究系 教授
久保田 孝氏

1

11月21日（木）

21am3-A-1
抗体修飾済みシートの転写による光干渉型表面応力バイオ
センサの製作
金森 亮人 *，丸山 智史，崔 容俊，高橋 利昌，澤田 和明，高橋 一浩 
豊橋技術科学大学

21am3-A-2
内視鏡手術における把持状態の無線計測に向けた構造色変
化を用いた力覚センサの開発
前田 祐作 *，寺尾 京平，下川 房男，高尾 英邦 
香川大学

21am3-A-3
フォトゲート型蛍光センサによるレジオネラ属菌の菌種識別
田中 佐和子 *｛1｝，崔 容俊｛1｝，石田 誠｛1｝，澤田 和明｛1｝，
石井 仁｛1｝，町田 克之｛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

21am3-A-4
ノイズスペクトルの圧力依存性に基づくモデルパラメータ
の系統的導出
井上 匡志 *，内田 雄喜 
オムロン株式会社

21am3-A-5
増倍膜積層用 CMOS イメージセンサの変換ゲイン向上
渡部 俊久 *，本田 悠葵，新井 俊希，難波 正和，島本 洋
NHK 放送技術研究所

21am3-A-6
ダブルデッキ構造による MEMS 振動発電素子の小型化
本間 浩章 *，年吉 洋
東京大学

17:05-18:00　20pm5-T-5
★音楽の街 浜松の技術と未来
鹿島建設株式会社 村松 繁紀氏，
ヤマハ株式会社 田邑 元一氏，武田 文光氏，
静岡理工科大学 村上 裕二氏

18:15-20:15　
Future Technologies from HAMAMATSU 懇親会
浜松地ビールレストラン マイン・シュロス　現地集合

（浜松市中区中央 3 丁目 8 − 1）
事前登録の方のみご参加可能です。

20:15-22:15
Future Technologies from HAMAMATSU 若手交流会
個室居酒屋 酒と和みと肉と野菜 浜松駅前店

（浜松市中区板屋町 110-17）
当日参加はお席に余裕がある場合のみお受付いたします

9:20-14:30
技術展示会場（コングレスセンター 3F ロビーおよび 31会議室）
ドリンクコーナー 32 会議室

9:00-15:50
フォトコンテスト掲示（中ホール　ロビー）

9:20-10:00　21am1-T-1　T 会場（中ホール）
【基調講演】（マイクロ・ナノ工学シンポジウム基調講演）

超高齢社会 ─ 世界の戦略的ラボとしての日本
株式会社エクサウィザーズ　代表取締役社長
石山 洸氏

10:10-11:40　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
集積化 MEMS シンポジウム　セッション 3
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化学とマイクロ・ナノシステム学会
第 40 回研究会

11月19日（火）

＜発表企業，プレゼン順に記載＞
カンタツ株式会社
ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社
株式会社ディスコ
九州工業大学　マイクロ化総合技術センター
ネオアーク株式会社
株式会社エス・イー・アール
一般財団法人マイクロマシンセンター
株式会社ティ・ディ・シー

【ファシリテーター】
南 豪（東大）

【パネリスト】
田澤 英克氏（マイクロ化学技研），南木創氏（産総研），太田 禎生氏 （東大），
福山 真央氏（東北大），川田 治良氏（Jiksak bioengineering），
末吉 健志氏（大阪府立大），小松 雄士氏（北大渡慶次研博士 2 年）

【招待講演兼領域紹介】
塩見 春彦氏（慶応大）
座長：池内 与志穂氏（東大）
演題： CREST・さきがけ研究領域の紹介　─ 2020 年度の課題採択に向

けて ─

【ゲノムスケールの DNA 設計・合成による細胞制御技術の創出】 
Large-scale genome synthesis and cell programming

9:15-9:45　T 会場（中ホール）
開会式

9:45-10:25　19am2-T-1
基調講演セッション　T 会場（中ホール）

【基調講演】高分解能イメージセンサ ─ ノイズとの戦い ─
静岡大学　電子工学研究所　教授
川人 祥二氏

10:25-18:35
技術展示会場（コングレスセンター 3F ロビーおよび 31会議室）
ドリンクコーナー 32 会議室

10:25-20:15
フォトコンテスト掲示（中ホール　ロビー）

10:35-12:05　ポスター会場（コングレスセンター 2F 21-23 会議室）
ポスターセッションⅠ
3F 31 会議室では，センサシンポジウムとマイクロ・ナノ工学シンポジウ
ムのポスターセッションが開催されます。

12:05-13:00　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
技術展示者によるプレゼンテーション

（軽食を先着 100 名様に準備いたします）

13:05-15:30　C 会場（コングレスホール 4F 41 会議室） 
Welcome to young investigators' session
化学とマイクロ・ナノシステム学会 第 40 回研究会 若手企画 

「CHEMINAS におけるクリエイティビティとこれから」
実行委員長　南 豪（東大）
実 行 委 員　池内 与志穂（東大），金 秀炫（東大）

15:40-16:55　C 会場（コングレスホール 4F 41 会議室）
化学とマイクロ・ナノシステム学会　第 40 回研究会 
ポスター発表フラッシュプレゼンテーション　グループ 1，2

17:05-18:35　ポスター会場（コングレスセンター 2F 21-23 会議室）
ポスターセッションⅡ
3F 31 会議室では，センサシンポジウムとマイクロ・ナノ工学シンポジウ
ムのポスターセッションが開催されます。

＜発表企業、プレゼン順に記載＞
Blacktrace Japan 株式会社
Xperi Invensas
株式会社アイカムス・ラボ
ポリテックジャパン株式会社
マイクロ化学技研株式会社
ジオマテック株式会社
ハイソル株式会社
Sensors

11:50-12:50　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
技術展示者によるプレゼンテーション

（軽食を先着 100 名様に準備いたします）

14:30-15:10　21pm2-T-1　T 会場，中ホール
【基調講演】（集積化 MEMS シンポジウム基調講演）

完全人工光型植物工場でのリーフレタス大規模周年栽培
有限会社新日邦　アグリ事業部　部長
甲斐 剛氏

15:10-15:50　T 会場（中ホール）
【開会式および表彰式】
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●ポスターセッション グループ 1
1P01

hiPSC 由来糸球体上皮細胞を用いた生体外での糸球体過障
壁機構の再構築検討
劉楊｛1｝，田渕史｛1｝，佐原義基｛3｝，谷口純一｛3｝，籔内研佑｛3｝，
荒岡利和｛4｝，高里実｛3｝，長船健二｛4｝，横川隆司｛1｝

｛1｝京都大学大学院工学研究科，｛2｝京都大学工学部，
｛3｝理化学研究所生命機能科学研究センター（BDR），
｛4｝京都大学 iPS 細胞研究所

1P02 
Bioprinting of  cel l  f iber  based 3D construct  for 
regenerative medicine
Minghao Nie｛1｝，長田翔伍｛2｝，Shoji Takeuchi｛1,2｝

｛1｝東京大学大学院情報理工学系研究科，
｛2｝東京大学生産技術研究所

1P03 
粒子内包溶解性マイクロニードルの作製プロセス開発
石倉悠矢｛1｝，早瀬仁則｛1｝，平間宏忠｛2｝

｛1｝東京理科大学大学院理工学研究科，
｛2｝産業技術総合研究所センシングシステム研究センター

1P04 
蛍光偏光免疫分析法による H5 亜型鳥インフルエンザウィル
スの検出
西山慶音｛1｝，武田洋平｛2｝，真栄城正寿｛3｝，石田晃彦｛3｝，
谷博文｛3｝，重村幸治｛4｝，火原彰秀｛5｝，小川晴子｛6｝，
渡慶次学｛3｝

｛1｝北海道大学大学院総合化学院，
｛2｝帯広畜産大学グローバルアグロメディシン研究センター，
｛3｝北海道大学大学院工学研究院，｛4｝Tianma Japan 株式会社，
｛5｝東北大学多元物質科学研究所，｛6｝帯広畜産大学畜産学部

1P05
Rapid diagnosis and evaluation of bacterial infections in 
body fluids through two chemical-based assays
Chao-Min Cheng
Institute of Bioengineering，National Tsing Hua University

1P06 
力学的刺激を与えるマイクロデバイスを用いた血液細胞分
化の研究
前田桃子｛1｝，鎌田絵里子｛1｝，北島健二｛2｝，原孝彦｛2｝，
佐藤香枝｛1｝

｛1｝日本女子大学大学院理学研究科，｛2｝東京都医学総合研究所

1P07 
デジタルマイクロフルイディクスと紙デバイスを組み合わ
せた融合デバイスによる血中リチウムモニタリング
小松雄士｛1｝，Shih-Kang Fan｛2｝，渡慶次学｛3｝

｛1｝北海道大学大学院総合化学院，｛2｝National Taiwan University，
｛3｝北海道大学大学院工学研究院，

1P08 
単一細胞の非侵襲的な評価と標的細胞の回収を目指した誘
電泳動と電気回転の融合
鈴木雅登｛1｝，竹内梨乃｛1｝，波多美咲｛1｝，河合志希保｛1,2｝，
安川智之｛1｝

｛1｝兵庫県大院物質理，｛2｝パナソニック（株）

1P09 
精密農業の実現に向けた徐放性化学分析試薬の開発
東瑶子｛1｝，笠間敏博｛1｝，遠藤喜重｛1｝，小出哲史｛2｝，
曽根千晴｛3｝，小峰正史｛3｝，小川敦史｛3｝，三宅亮｛1｝

｛1｝東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻，
｛2｝広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所，
｛3｝秋田県立大学生物資源科学部

1P10 
技術的に容易な灌流可能な毛細血管網の作成手法とその応用
杉原圭｛1｝，山口佳美｛1｝，臼井詩織｛1｝，佐々木大貴｛1｝，
梨本裕司｛2｝，清川悦子｛3｝，花田三四郎｛4｝，横川隆司｛2｝，
西山功一｛4｝，三浦岳｛1｝

｛1｝九州大学大学院医学研究院，｛2｝京都大学大学院工学研究科，
｛3｝金沢医科大学大学院医学研究科，
｛4｝熊本大学国際先端医学研究機構

1P11 
マルチカラー DNA プローブ群を用いたミニチュア化タンパ
ク質認識システム
岡田摩利｛1,2｝，菅井祥加｛1｝，冨田峻介｛1｝，栗田僚二｛1,2｝

｛1｝産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門，
｛2｝筑波大学大学院数理物質科学研究科

1P12 
自己生成型コアシェルビーズを用いたドラッグリリース
倉科佑太｛1,2｝，土谷澪｛2｝，尾上弘晃｛2｝

｛1｝東京工業大学物質理工学院材料系，
｛2｝慶應義塾大学理工学部機械工学科

1P13 
拡張ナノ熱光学流体デバイスの開発と無標識生体分子の高
感度検出
和田直樹，馬渡和真，北森武彦
東京大学大学院工学系研究科

1P14 
金属メッシュフィルターを用いた人工脂質膜小胞のエクス
トルージョン法の評価
篠原啓佑，沖田勉，津金麻実子，鈴木宏明
中央大学理工学部

1P15 
微細加工薄膜を用いた血管平滑筋細胞の配向制御と血管内
皮細胞との共培養の検討
坂倉悠史｛1｝，佐藤香枝｛2｝，佐藤記一｛1｝

｛1｝群馬大学大学院理工学府，｛2｝日本女子大学理学部

1P16 
マイクロデバイス上での三次元毛細血管網構築のための培
養条件の検討
都丸淳也，佐藤 記一
群馬大学大学院理工学府

1P17 
ナノ粒子・紙デバイスを用いたアウトリーチ活動 〜研究室 
10 人 VS 子供 1,000 人〜
窪田琴音，桜庭幹太，Piangrawee Santivongskul，曽根ゆり，
Grasianto，福山真央，火原彰秀
東北大学多元物質科学研究所

1P18 
分子パターニング技術を用いた微小管すれ違い現象の解析
東條裕也｛1｝，金子泰洸ポール｛1｝，古田健也｛2｝，大岩和弘｛2｝，
横川隆司｛1｝

｛1｝京都大学大学院工学研究，｛2｝情報通信研究機構 （NICT）

1P19 
Micro sampling device for monitoring potassium 
concentration inside vegetable
Gao Panpan｛1｝，Toshihiro Kasama｛1｝，Maia godonoga｛1｝，
Yoshishige Endo｛1｝，Tetsushi Koide｛2｝，Atsushi Ogawa｛3｝，
Ryo Miyake｛1｝

｛1｝The University of Tokyo，｛2｝Hiroshima University，
｛3｝Akita Prefectural University

1P20 
強固な細胞膜接着能を有する材料界面構築に向けた短鎖化
ペプチド設計
齊藤彰吾，立松宗一郎，Lee Hua-Yun，田中祐圭，大河内美奈
東京工業大学大学院物質理工学院

1P21 
シクロオレフィンポリマーを用いた組織チップ開発
山中誠｛1｝，文小鵬｛2｝，寺田志穂｛2｝，〇亀井謙一郎｛2｝

｛1｝ウシオ電機，
｛2｝京都大学高等研究院物質 - 細胞統合システム拠点

1P22 
Effect of surfactant on the electric manipulation of 
microparticles
Marcos Masukawa｛1｝, Masayuki Hayakawa｛2｝,
Masahiro Takinoue｛1,2｝

｛1｝Tokyo Institute of Technology, Department of Computer Science，
｛2｝Tokyo Institute of Technology, Department of Computational 
Intelligence and Systems Science

1P23 
振動誘起流を用いた粒子捕捉の数値シミュレーション
氏川直人｛1｝，長谷川洋介｛2｝，鈴木宏明｛1｝

｛1｝中央大学理工学研究科，｛2｝東京大学生産技術研究所

1P24 
ポリサルコシン - ポリ乳酸ハイドロゲルによる細胞塊形成
と細胞塊配置制御を目指した基礎検討
井上泰彰｛1｝，榎本詢子｛2｝，小林幸子｛2｝，松井勇人｛2｝，
叶井正樹｛1,2｝

｛1｝奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科，
｛2｝株式会社島津製作所基盤技術研究所
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1P25 
スフェロイドを対象としたがん細胞結合ペプチド探索デバ
イスの自動化：洗浄過程の評価
濱井瞭，石田忠，小俣透
東京工業大学工学院

1P26 
膵島の ex vivo 機能評価のための流体システムの開発
堀武志｛1｝，山根佳｛2｝，穴澤貴行｛2｝，黒澤修｛1｝，岩田博夫｛1｝

｛1｝理化学研究所科技ハブ産連本部，
｛2｝京都大学医学部附属病院肝胆膵・移植外科

1P27 
iPS 細胞の分化誘導因子同定を目的とした細胞外微小環境制
御デバイスの開発
川城拓也，高尾英邦，下川房男，寺尾京平
香川大学

1P28  
輸送渦の時空間的生成によるオンチップマルチソーティング
佐久間臣耶｛1｝，笠井宥佑｛1｝，新井史人｛1,2｝

｛1｝名古屋大学大学院工学研究科，
｛2｝名古屋大学未来社会創造機構

1P29 
二方向観察可能な skin-on-a-chip による抗炎症剤評価
杉本茉莉花，佐々木直樹
東洋大学大学院理工学研究科応用化学専攻

1P30 
腫瘍細胞の血管外遊出を評価するマイクロデバイスの開発
浅海裕一郎，佐々木直樹
東洋大学大学院理工学研究科応用化学専攻

1P31 
電極集積ナノ流体デバイス加工法の開発
竹内智章，森川響二朗，北森武彦
東京大学大学院工学系研究科

1P32 
Study of collisions of microtubules on nano-patterned 
kinesin surface
Tamanna Ishrat Farhana，Taikopaul Kaneko，Ryuji Yokokawa
Department of Micro Engineering, Graduate School of Engineering, 
Kyoto University

1P33 
Microfluidics Projects of UNL Bio/Flow Lab 2.0 for 
Mechanobiology Research 
Sangjin Ryu
Department of Mechanical and Materials Engineering，University of 
Nebraska-Lincoln （UNL）

1P34 
PDMS マイクロチップへの疎水性小分子の浸透を抑制する
コーティング法の開発と細胞培養の検討
天野翔太，鈴木孝明，佐藤 記一
群馬大院理工

1P35 
インビトロ神経支配筋組織構築のためのマイクロデバイス
清水一憲｛1｝，山岡奈央｛1｝，長島拓則｛1｝，今泉裕｛1｝，
伊藤卓治｛2｝，岡田洋平｛2｝，本多裕之｛1,3｝

｛1｝名古屋大学大学院工学研究科，｛2｝愛知医科大学神経内科，
｛3｝名古屋大学予防早期医療創成センター

1P36 
Controlling Speed of Spontaneous Emulsification 
Enrichment in Microdroplet Array
Piangrawee Santivongskul｛1｝，Mao Fukuyama｛1,2｝，
Akihide Hibara｛1｝

｛1｝IMRAM, Tohoku University，｛2｝PRESTO JST

1P37 
エアロゾル捕集に向けたプロペラエアフィルターデバイス
の開発
佐藤僚祐｛1｝，小野島大介｛1｝，湯川博｛1｝，野平幸佑｛2｝，
閔弘圭｛2｝，馬場嘉信｛2｝

｛1｝名古屋大学大学院工学研究科，｛2｝Liberaware Co.，Ltd.

1P38 
がん細胞塊トランスクリプトーム解析を目的とした細胞塊
選別と液滴生成機能一体システムの開発
齊藤大哲｛1｝，金秀炫｛1｝，土屋一成｛2｝，関真秀｛2｝，永澤慧｛2｝，
駒崎友亮｛3｝，鳥居徹｛4｝，鈴木穣｛2｝，藤井輝夫｛1｝

｛1｝東京大学生産技術研究所，
｛2｝東京大学大学院新領域創成科学研究科，
｛3｝産業技術総合研究所，
｛4｝東京大学フューチャーセンター推進機構

●ポスターセッション グループ 2
2P01 

電極アレイを用いた多分岐高速液滴分取
磯崎瑛宏｛1,2｝，Dunhou Huang｛2｝，合田圭介｛2,3,4,5｝

｛1｝神奈川県立産業技術総合研究所，
｛2｝東京大学大学院理学系研究科，｛3｝UCLA，｛4｝JST，
｛5｝武漢大学

2P02 
生体流を模したオンチップ灌流システムの開発と生体現象
への応用
西山功一｛1｝，花田三四郎｛1｝，梨本裕司｛2｝，Peter Friedl｛3｝，
西中村隆一｛4｝，横川隆司｛5｝，三浦岳｛6｝

｛1｝熊本大学国際先端医学研究機構，
｛2｝東北大学学際科学フロンティア研究所，｛3｝ラドバウド大学，
｛4｝熊本大学発生医学研究所，｛5｝京都大学大学院工学系研究科，
｛6｝九州大学・大学院医学研究院

2P03 
オンチップ血管網を用いたヒト iPS 細胞由来脳オルガノイ
ドの分化誘導評価
一色庸平｛1｝，金子泰洸ポール｛1｝，玉田篤史｛2｝，六車恵子｛2｝，
横川隆司｛1｝

｛1｝京都大学大学院工学研究科，｛2｝関西医科大学医学部

2P04 
バイオインターフェイスのための塩橋型ハイドロゲル電極
の開発
西村文花｛1｝，諏訪部椋大｛2｝，荻原由佳｛2｝，吉田昭太郎｛2｝，
西澤松彦｛1,2｝

｛1｝東北大学大学院医工学研究科，｛2｝東北大学大学院工学研究科

2P05 
光照射したチタン基板上での細胞分化挙動
久本貴哉｛1｝，神之浦雅輝｛1｝，森田金市｛2｝，久原哲｛3｝，
田代康介｛3｝，興雄司｛4｝，森田康之｛5｝，中西義孝｛5｝，
中島雄太｛5｝

｛1｝熊本大学大学院自然科学教育部，｛2｝ウシオ電機株式会社，
｛3｝九州大学大学院農学研究院，
｛4｝九州大学大学院システム情報科学研究院，
｛5｝熊本大学大学院先端科学研究部

2P06 
三層ハイドロゲルマイクロファイバによる尿細管上皮組織
の構築
立花宏司，尾上弘晃
慶應義塾大学理工学部機械工学科

2P07 
熱刺激によるヒト多能幹細胞由来肝実質細胞の CYP 活性増
強効果
今村聡｛1｝，吉本昂希｛1,2｝，寺田志穂｛1｝，亀井謙一郎｛1｝

｛1｝京都大学高等研究院物質 - 細胞統合システム拠点（iCeMS），
｛2｝京都大学薬学部薬科学科

2P08 
電気化学デバイスを用いた血管内皮細胞の管形成能制御
日野翔太｛1｝，伊野浩介｛2｝，梨本裕司｛2,3｝，珠玖仁｛2｝

｛1｝東北大院環境，｛2｝東北大院工，｛3｝東北大学際研

2P09 
微小流体灌流培養チップを用いた胚発生の再現とシミュ
レーションによる機構解明
中谷衣里，山﨑渉，大沼清
長岡技術科学大学大学院工学研究科

2P10 
ナノバブルによる連続流化学プロセスの制御
古川隼，馬渡和真，北森武彦
東京大学工学系研究科応用化学専攻
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2P11 
ハイドロゲルを用いた三次元マイクロ尿細管モデル開発の
ための共培養法の検討
泉万祐子，佐藤記一
群馬大学大学院理工学府

2P12 
マイクロ消化吸収モデルを用いた性質の異なる薬剤の吸収
率評価
鈴木彩香，佐藤記一
群馬大学大学院理工府

2P13 
市販材料を用いた簡便な固体ナノポア作製手法の開拓
高井なつみ｛1｝，松下雅季｛1｝，庄司観｛1,2｝，牧禎｛3,4｝，
川野竜司｛1｝

｛1｝東京農工大学大学院生命工学科，
｛2｝Department of Chemistry University of Cincinnati，
｛3｝東京農工大学学術研究支援総合センター，
｛4｝日本電子株式会社 EM 事業ユニット

2P14 
マイクロ三次元ヒト脂肪組織における毛細血管網構築の検討
香西里咲，佐藤記一
群馬大学大学院理工学府

2P15 
合成ポリマー二分子膜を用いたナノポア計測
佐藤幹祥，髙井なつみ，川野竜司
東京農工大学工学部生命工学科

2P16 
マイクロサンプリング pH モニター
宮村和宏
株式会社堀場アドバンスドテクノ

2P17 
異種細胞間細胞質移植・経時観察マイクロ流体デバイスの
開発
小穴英廣｛1｝，飛矢地龍太｛1｝，オケヨケネディ｛2｝，
成田美和子｛3｝，鷲津正夫｛1｝

｛1｝東京大学工学系研究科，
｛2｝京都大学ウイルス・再生医科学研究所，
｛3｝新潟大学保健学研究科

2P18 
灌流可能なスフェロイド捕捉デバイス
西村啓吾｛1｝，聶銘昊｛2｝，竹内昌治｛1,2｝

｛1｝東京大学大学院総合文化研究科，
｛2｝東京大学大学院情報理工学系研究科

2P19 
ロボットを被覆可能な袋状皮膚組織の構築
河井理雄，聶銘昊，小田悠加，森本雄矢，竹内昌治
東京大学大学院情報理工系研究科

2P20 
低融点金属のパターニングを用いた立体モデルの自己組織化
國分太智，疋田達也，鈴木宏明
中央大学理工学部ナノバイオモデリング研究室

2P21 
溶液プロセスを用いた OCP バイオセンサ用酸化物 TFT アレ
イの作製
栗谷川翔，山田晃，Phan Trong Tue，廣瀬大亮，下田達也，
高村禅
北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科，
東京工業大学技術創成研究院フロンティア材料研究所

2P22 
Point-to-care 応用のための膜タンパクを用いた微小におい
センサ
杉浦広峻｛1｝，山田哲也｛1｝，三村久敏｛1｝，大崎寿久｛1,2｝，
竹内昌治｛1,2,3｝

｛1｝神奈川県立産業技術総合研究所人工細胞膜システムグループ，
｛2｝東京大学生産技術研究所，
｛3｝東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻

2P23 
近位尿細管上皮細胞の経上皮電気抵抗測定による腎毒性検出
上野遼平｛1｝，ラミン B. サデギヤン｛1｝，高田裕司｛1｝，辻清孝｛2｝，
横川隆司｛1｝

｛1｝京都大学大学院工学研究科，｛2｝パナソニック株式会社

2P24 
匂いセンサ開発に向けたガス導入システムの構築
山田哲也｛1｝，杉浦広峻｛1｝，三村久敏｛1｝，大崎寿久｛1｝，
竹内昌治｛1,2｝

｛1｝神奈川県立産業技術総合研究所人工細胞膜システムグループ，
｛2｝東京大学生産技術研究所

2P25 
単一細胞への光硬化性ゲル被覆機能を有したマイクロノズ
ルアレイの開発
見富佳祐，棚木健太郎，Bhardwaj Rohit，鹿毛あずさ，柴田隆行，
永井萌土
豊橋技術科学大学

2P26 
マイクロ構造によるリポソームの変形制御
大坪一輝｛1｝，古関薫｛1｝，髙谷優気｛1｝，岡野太治｛2｝，
鈴木宏明｛1｝

｛1｝中央大学理工学研究科，
｛2｝東京農工大学生物システム応用科学府

2P27 
マイクロデバイスを用いた圧縮刺激システムによる植物の
状態変化計測
宮代大樹，上杉薫，森島圭祐
大阪大学工学研究科機械工学専攻

2P28 
The effect of microtubules’ flexural rigidity on their 
collective motion
Hang Zhou, Yuya Tojo, Tamanna Ishrat Farhana, Ryuji Yokokawa
Department of Micro Engineering, Graduate School of Engineering, 
Kyoto University

2P29 
等速電気泳動と qPCR による抗菌ペプチドの検出
望月健汰，二井信行
芝浦工業大学工学部機械工学科

2P30 
ナノ流体デバイスにおける光圧によるナノ粒子間分子反応
ダイナミクスの解析
西岡賢史｛1｝，許岩｛1,2,3｝

｛1｝大阪府立大学大学院工学研究科物質・化学系専攻 化学工学分野，
｛2｝JST さきがけ，｛3｝大阪府立大学 NanoSquare 拠点研究所

2P31 
液体架橋力を利用した局所溶液置換による藍藻への浸透圧
ショック
金子真悟｛1｝，解良康太｛2｝，魚住信之｛2｝，新井史人｛1｝

｛1｝名古屋大学大学院工学研究科，｛2｝東北大学大学院工学研究科

2P32 
マイクロチャンバーを用いた植物寄生性線虫の集団行動の
分析
肥田博隆｛1｝，森仁志｛1｝，神野伊策｛1｝，古水千尋｛2｝，
澤進一郎｛2｝

｛1｝神戸大学大学院工学研究科，
｛2｝熊本大学大学院自然科学研究科

2P33 
神経スフェロイドの三次元電気生理計測デバイスの開発
大川慎治｛1｝，大崎達哉｛1｝，小森隆幸｛2｝，宮嶋慶一｛2｝，
池内与志穂｛1｝，金秀炫｛1｝，藤井輝夫｛1｝

｛1｝東京大学大学院工学系研究科，｛2｝NOK 株式会社

2P34 
試料液中の懸濁微小物質付着・滞留評価のためのマイクロ
流路評価実験系の構築
室岡駿，佐藤友美，笠間敏博，三宅亮
東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻

2P35 
無機酸化物を用いたタンパク質鋳化分子認識手法の構築
堀内雅文｛1,2｝，安井隆雄｛1,2,3｝，柳田剛｛4｝，長島一樹｛4｝，
馬場嘉信｛1,2｝

｛1｝名古屋大学大学院工学研究科，
｛2｝名古屋大学未来社会創造機構ナノライフシステム研究所，
｛3｝JST さきがけ，｛4｝九州大学先導物質化学研究所

2P36 
抗体固定化ビーズを用いたマイクロチップ電気泳動法によ
る複数タンパク質の分析
野中綾太，佐藤記一
群馬大学大学院理工学府
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2P37 
ガラスモールディング工法によるマイクロ流体デバイスの
作製
田澤英克｛1｝，北森武彦｛2｝

｛1｝マイクロ化学技研株式会社，｛2｝東京大学大学院工学系研究科

2P38 
イオンチャネル機能を備えた両親媒化 DNA ナノプレート集
積カプセルの創製
石川大輔｛1｝，鈴木勇輝｛2｝，黒川知加子｛3｝，大原正行｛4｝，
土屋美恵｛1｝，森田雅宗｛1｝，柳澤実穂｛3,5｝，川野竜司｛4｝，
遠藤政幸｛6｝，瀧ノ上正浩｛1｝

｛1｝東京工業大学情報理工学院情報工学系，
｛2｝東北大学学際科学フロンティア研究所，
｛3｝東京農工大学工学部物理システム工学科，
｛4｝東京農工大学工学研究院生命機能科学部門，
｛5｝東京大学大学院総合文化研究科，
｛6｝京都大学大学院理学研究科

11月20日（水）

9:20-9:30　
Opening Remarks
Manabu Tokeshi, President of CHEMINAS
Professor, Faculty of Engineering, Hokkaido University

9:30-10:10　
Invited Lecture: CHEMINAS in the Twilight
Takehiko Kitamori, Professor, Department of Applied Chemistry, 
School of Engineering, The University of Tokyo

10:10-10:50　
Invited Lecture: User-friendly microfluidic devices for 
point-of-care testing
Je-Kyun Park, 
Professor, Department tof Bio and Brain Engineering, 
Korea Advanced Institute of Science and Technology（KAIST）

10:50-11:00　
Break

11:00-11:40　
Invited Lecture: A Nano-Sensing/Micro-Fluidic System for 
Circulating Tumor Cells（ CTCs） Rapid Detection and 
Diagnosis/Prognosis
Fan-Gang Tseng, 
Vice President, Research and Development, Distinguished Professor, 
Engineering and System Science Department, 
National Tsing Hua University

11:40-12:20　
Invited Lecture: Automated Droplet-based Microfluidic 
Analysis and Screening Based on Sequential Operation 
Droplet Array Technique
Prof. Qun Fang, 
Professor, Microanalytical Systems, Department of Chemistry,
Zhejiang University

12:20-13:30　
Lunch Time

18:45-20:15　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
Future Technologies from HAMAMATSU 研究者交流会
今こそ語る，下町ボブスレーの真実 〜過去，現在，そして未来〜
事前登録は不要です。

9:00-16:25
技術展示会場（コングレスセンター 3F ロビーおよび 31会議室）
ドリンクコーナー 32 会議室

9:25-18:00
フォトコンテスト掲示（中ホール　ロビー）

9:20-15:50　C 会場（コングレスホール 4F 41 会議室）
20th Anniversary Symposium of the Society for 
Chemistry and Micro-Nano Systems （CHEMINAS） 
Cheminas 二十周年記念シンポジウム

13:30-14:10　
Invited Lecture: Microfluidic Technologies for Liquid 
Biopsy & Precision Medicine
Prof. Chwee Teck Lim, 
Professor, Department of Biomedical Engineering, 
Institute for Health Innovation & Technology, 
National University of Singapore

14:10-14:50　
Invited Lecture: Interdisciplinarity: What is Nice with 
Microfluidics
Teruo Fujii, Professor, Institute of Industrial Scinece, The University 
of Tokyo

14:50-15:00　
Break

15:00-15:40　
Invited Lecture: Microfluidics for Biohybrid Devices
Shoji Takeuchi, Professor, Department of Mechano-Informatics, 
Graduate School of Information Science and Technology, 
The University of Tokyo

15:40-15:50
Closing remarks
Takashi Yasuda, Vice President of CHEMINAS
Professor, Department of Biological Functions Engineering, 
Kyushu Institute of Technology

＜発表企業，プレゼン順に記載＞
SPP テクノロジーズ株式会社
計測エンジニアリングシステム株式会社
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
株式会社アドバンストテクノロジー
株式会社テクニスコ
株式会社 アイテス
株式会社マトリクソーム
パルステック工業株式会社
ASTI 株式会社

12:05-13:00　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
技術展示者によるプレゼンテーション

（軽食を先着 100 名様に準備いたします）

16:25-18:00　T 会場（中ホール）
一般公開セッション「宇宙からのハーモニー」
★センサシンポジウムで宇宙へ飛び出す夢を語ろう★。
本セッションは一般に公開されるセッションです。

16:25-17:05　20pm4-T-1
★【基調講演】世界初の挑戦
小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ 2」に見る最先端技
術と困難を乗り越えるマネジメント
The World's First Challenge，Advanced Technology and 
Management in Asteroid Explorers Hayabusa and 
Hayabusa2
宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所　
宇宙機応用工学研究系 教授
久保田 孝氏

17:05-18:00　20pm5-T-5
★音楽の街 浜松の技術と未来
鹿島建設株式会社 村松 繁紀氏，
ヤマハ株式会社 田邑 元一氏，武田 文光氏，
静岡理工科大学 村上 裕二氏

18:15-20:15　
Future Technologies from HAMAMATSU 懇親会
浜松地ビールレストラン マイン・シュロス　現地集合

（浜松市中区中央 3 丁目 8 − 1）
事前登録の方のみご参加可能です。
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11月21日（木）

＜発表企業，プレゼン順に記載＞
Blacktrace Japan 株式会社
Xperi Invensas
株式会社アイカムス・ラボ
ポリテックジャパン株式会社
マイクロ化学技研株式会社
ジオマテック株式会社
ハイソル株式会社

●ポスターセッション グループ 3
3P01 

表面修飾かつ 3 次元造形可能な界面架橋ゲル
阿部博弥｛1,2｝，藪浩｛2｝

｛1｝東北大学学際科学フロンティア研究所，
｛2｝東北大学材料科学高等研究所

3P02 
マイクロ流体デバイスを用いたイオン濃度分極に基づくナ
ノ粒子濃縮の条件検討
大田原隆太郎｛1｝，鳥居徹｛2｝，早瀬仁則｛1｝，茂木克雄｛3｝，
平間宏忠｛4｝

｛1｝東京理科大学理工学研究科機械工学専攻，
｛2｝東京大学フューチャーセンター推進機構，
｛3｝産業技術総合研究所創薬分子プロファイリング研究センター，
｛4｝産業技術総合研究所センシングシステム研究センター

3P03 
汗を前濃縮するマイクロ流路
平間宏忠｛1｝，大田原隆太郎｛2｝，早瀬仁則｛2｝

｛1｝国立研究開発法人産業技術総合研究所，
｛2｝東京理科大学大学院理工学研究科

3P04 
生体内再生治療を目指した電気 ─ 機械的トランスフェク
ション法の研究
平尾秋穂｛1｝，三輪佳子｛1｝，森泉康裕｛2｝，山西陽子｛1,3｝

｛1｝九州大学大学院工学研究院機械工学部門，｛2｝株式会社 BEX，
｛3｝JST CREST

20:15-22:15
Future Technologies from HAMAMATSU 若手交流会
個室居酒屋 酒と和みと肉と野菜 浜松駅前店

（浜松市中区板屋町 110-17）
当日参加はお席に余裕がある場合のみお受付いたします

9:20-14:30
技術展示会場（コングレスセンター 3F ロビーおよび 31 会議室）
ドリンクコーナー　32 会議室

9:00-15:50
フォトコンテスト掲示（中ホール　ロビー）　

9:20-10:00　21am1-T-1　T 会場（中ホール）
【基調講演】（マイクロ・ナノ工学シンポジウム基調講演）

超高齢社会 ─ 世界の戦略的ラボとしての日本
株式会社エクサウィザーズ　代表取締役社長
石山 洸氏

10:10-11:40　C 会場（コングレスホール 4F 41 会議室）　
化学とマイクロ・ナノシステム学会 第 40 回研究会 
ポスター発表フラッシュプレゼンテーション　グループ 3，4

11:50-12:50　A 会場（コングレスセンター 4F 43-44 会議室）
技術展示者によるプレゼンテーション

（軽食を先着 100 名様に準備いたします）

12:50-14:20 ポスター会場（コングレスセンター 2F 21-23 会議室）
ポスターセッションⅤ
3F 31 会議室では，センサシンポジウムとマイクロ・ナノ工学シンポジウ
ムのポスターセッションが開催されます。

3P05 
3D プリントしたマイクロ格子構造中での自己デジタル化に
よる液滴生成
矢菅浩規｛1｝，岩瀬英治｛2｝

｛1｝早稲田大学理工学術院総合研究所，
｛2｝早稲田大学理工学術院基幹理工学研究科

3P06 
集積化ゲルアクチュエータを用いた単一細胞操作
小池優巴｛1｝，和田紘樹｛2｝，横山義之｛3｝，早川健｛1,2｝

｛1｝中央大学大学院理工学研究科，｛2｝中央大学精密機械工学科，
｛3｝富山産業技術開発センター

3P07 
微小針塩橋を用いる皮膚機能の電気的評価・制御デバイス
の開発
阿部結奈｛1｝，今野創｛1｝，瀧沢凌平｛1｝，吉田昭太郎｛1｝，
山内丈史｛2｝，山崎研志｛2｝，西澤松彦｛1｝

｛1｝東北大学大学院工学研究科，｛2｝東北大学大学院医学系研究科

3P08 
マイクロ流体デバイスを用いた物理刺激による多能性幹細
胞から肝細胞様細胞への分化促進
吉本昂希｛1,2｝，今村聡｛1｝，寺田志穂｛1｝，亀井謙一郎｛1｝

｛1｝京都大学高等研究院物質－細胞統合システム拠点，
｛2｝京都大学薬学部

3P09 
1 分子制御化学に向けたアトリットル液滴のアレイ化と混合
川岸啓人｛1｝，許岩｛1,2,3｝ 

｛1｝大阪府立大学院工学研究科，｛2｝JST さきがけ，
｛3｝NanoSquare 拠点研究所

3P10 
A microfluidic gut-liver on a chip for modeling the non-
alcoholic fatty liver disease
Jiandong Yang｛1｝, Yoshikazu Hirai｛1｝, Ken-ichiro Kamei｛2｝, 
Toshiyuki Tsuchiya｛1｝, Osamu Tabata｛1｝

｛1｝Department of Micro Engineering, Kyoto University，
｛2｝Institute for Integrated Cell-Material Sciences, Kyoto University

3P11 
スキンパッチ用ポーラスマイクロニードルの開発
松井裕矢，草間慎也，木村菜摘，瀧沢凌平，吉田昭太郎，西澤松彦 
東北大学大学院工学研究科

3P12 
経皮流体輸送のための皮膚パッチの開発
佐藤開人｛1｝，草間慎也｛1｝，水野貴也｛2｝，木村菜摘｛1｝，
吉田昭太郎｛1｝，西澤松彦｛1,2｝

｛1｝東北大学大学院工学研究科，｛2｝東北大学大学院医工学研究科

3P13 
遠心力を用いた迅速な細胞均一配列のための固定構造の設計
須賀海成，鈴木孝明
群馬大学大学院理工学府

3P14 
マルチチャネル表面プラズモン共鳴チップによる細胞特徴
パターン情報の獲得
菅井祥加｛1｝，冨田峻介｛1｝，石原紗綾夏｛1｝，吉岡恭子｛1｝，
栗田僚二｛1,2｝

｛1｝産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門，
｛2｝筑波大学大学院数理物質科学研究科

3P15 
酸素分圧を制御するハイドロゲルスポンジ連結型肝細胞か
ん流培養系
堀有音，鵜頭理恵，山田真澄，関実
千葉大学大学院工学研究院

3P16 
マイクロ流体デバイスにおける送液可能な血管化スフェロ
イドの作製および電気化学的な代謝評価の検討
寺井崇人｛1｝，梨本裕司｛2,3｝，伊野浩介｛3｝，西山功一｛4｝，
横川隆司｛5｝，三浦岳｛6｝，珠玖仁｛3｝

｛1｝東北大学環境，｛2｝東北大学際研，｛3｝東北大院工，
｛4｝熊本大国際先端医，｛5｝京都大院工，｛6｝九州大院医

3P17 
ヒト臍帯静脈内皮細胞および糸球体由来ヒト毛細血管内皮
細胞のバリア機能の比較
田渕史｛1｝，劉楊｛2｝，上野遼平｛2｝，Ramin Banan Sadeghian｛2｝，
横川隆司｛2｝

｛1｝京都大学工学部，｛2｝京都大学大学院工学研究科
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3P18 
モールドを用いた三次元リポソーム集積体の作製
古谷嘉崇｛1｝，森本雄矢｛2｝，竹内昌治｛3｝

｛1｝東京大学大学院総合文化研究科，
｛2｝東京大学大学院情報理工学系研究科，
｛3｝東京大学生産技術研究所

3P19 
MEMS を用いた単一細胞の機械特性計測
井上敦貴，久米村百子
九州工業大学大学院生命体工学研究科生体機能応用工学専攻

3P20 
二方向から観察可能な血管様流路デバイス
早田龍太郎｛1｝，西村啓吾｛2｝，竹内昌治｛1,2｝

｛1｝東京大学大学院情報理工学系研究科，
｛2｝東京大学大学院総合文化研究科

3P21 
ナノ多孔質ガラスデバイスによる疾患患者胆汁中エクソ
ソーム分離
武藤健悟｛1｝，湯川博｛1-3｝，山崎秀司｛4｝，小野島大介｛1,2｝，
小高秀文｛4｝，田中靖人｛5｝，馬場嘉信｛1-3｝

｛1｝名古屋大学大学院工学研究科，｛2｝名古屋大学未来社会創造機構，
｛3｝量子科学技術研究開発機構，｛4｝AGC 株式会社，
｛5｝名古屋市立大学大学院医学研究科

3P22 
遠心マイクロ流体デバイスの射出成形及び免疫測定の検討
阿部岳晃｛1｝，岡本俊哉｛1｝，谷口彰信｛3｝，福井道泰｛3｝，
山口明啓｛4｝，内海裕一｛4｝，浮田芳昭｛1｝

｛1｝山梨大学，｛2｝日本学術振興会特別研究員，
｛3｝宮川化成工業株式会社，｛4｝兵庫県立大学

3P23 
植物の根および菌糸の微細ネットワーク構造を転写したガ
ラス微小流路の開発
中島祥太｛1｝，徳丸和樹｛1｝，津守不二夫｛2｝

｛1｝九州大学大学院工学府機械工学専攻，
｛2｝九州大学工学研究院機械工学部門

3P24 
多孔質マイクロニードル電極の開発と電気化学センサへの
応用
甲斐洋行
東北大学材料科学高等研究所

3P25 
コンタクトプリンティングによるシルセスキオキサンを用
いた領域選択的接合
山上浩平，廣瀬大亮，高村禅
北陸先端科学技術大学院大学

3P26 
培養細胞の電気化学計測を目的としたマイクロ流体デバイ
スの作製
辻野智暉｛1｝，肥田博隆｛1｝，神野伊策｛1｝，柴山豪｛2｝，
Maturana Andres｛2｝

｛1｝神戸大学大学院工学研究科，
｛2｝名古屋大学大学院生命農学研究科

3P27 
櫛歯電極を有するマイクロ流路を適用した多段酵素カス
ケード反応による高出力バイオアノードの構築
天谷諭｛1｝，小松丈紘｛2｝，菱井和樹｛2｝，高村映一郎｛2｝，
田中陽｛1｝，坂元博昭｛2｝，里村武範｛2｝，末信一朗｛2｝

｛1｝理化学研究所，｛2｝福井大学

3P28 
栄養状態を反転させた細胞凝集体の形成を可能にするデバ
イス
小松和樹，小俣透
東京工業大学工学院

3P29 
Development of Paper-Based Immunoassay Microchannel 
Device 〜 Influence of device fabrication conditions on 
analytical characteristics 〜
Shin Jung Chan，Kasama Toshihiro，Miyake Ryo
School of Engineering，The University of Tokyo

3P30 
核酸ナノキャリア製造のための新規バッフルデバイスの開発
木村笑｛1｝，真栄城正寿｛2,3｝，石田晃彦｛2｝，谷博文｛2｝，
渡慶次学｛2｝

｛1｝北海道大学大学院総合化学院，｛2｝北海道大学大学院工学研究院，
｛3｝JST さきがけ

3P31 
脂質膜小胞の高効率電気融合デバイスの開発
沖田勉，津金麻実子，鈴木宏明
中央大学理工学部

3P32 
マイクロ流体デバイスによる細胞変形能計測
加地範匡｛1,2｝

｛1｝九州大学大学院工学研究院，｛2｝JST さきがけ

3P33 
ナノフルイディクス酵素リアクタの開発と性能評価
山本晃毅｛1｝，森川響二朗｛1｝，今中洋行｛2｝，今村維克｛2｝，
北森武彦｛1｝

｛1｝東京大学大学院工学系研究科，
｛2｝岡山大学大学院自然科学研究科

3P34 
Fabrication of Epithelial-Endothelial Bilayer on a 
B a s e m e n t  M e m b r a n e  M i m i c  f o r  O r g a n - o n - c h i p 
Applications
Kennedy Omondi Okeyo, Yuya Osonoi, Taiji Adachi
Kyoto University

3P35 
ゲル化剤含有マイクロピラー構造を用いた細胞包埋コラー
ゲンゲルの微細加工
加藤美咲，堀有音，山田真澄，鵜頭理恵，関実
千葉大学大学院工学研究院

3P36 
新奇ナノカーボン物質「グラフェンナノリボンネットワー
ク」の実現
⻘木佑樹｛1｝，山田悠貴｛1｝，福井暁人｛1｝，吉村武｛1｝，
芦田淳｛1｝，藤村紀文｛1｝，桐谷乃輔｛1,2｝

｛1｝大阪府大工，｛2｝科学技術振興機構さきがけ

3P37 
神経細胞分泌物測定のための多点分取デバイス
太田亘俊，佐藤麻子，田中陽
理化学研究所生命機能科学研究センター

3P38 
ラチェット型マイクロ流路を用いた BZ 反応液滴の自己推進
運動の制御
岡野太治｛1｝，大坪一輝｛2｝，和田隼弥｛2｝，鈴木宏明｛2｝

｛1｝東京農工大学大学院工学研究院，｛2｝中央大学理工学部

●ポスターセッション グループ 4
4P01 

塩基配列設計による DNA 液滴の融合 / 分裂制御とタンパク
質の集積
佐藤佑介，坂本哲郎，瀧ノ上正浩
東京工業大学情報理工学院

4P02 
核酸搭載脂質ナノ粒子の動的構造解析
真栄城正寿｛1,2｝，木村笑｛3｝，清水一樹｛3｝，石田晃彦｛1｝，
谷博文｛1｝，渡慶次学｛1｝

｛1｝北海道大学大学院工学研究室，｛2｝JST さきがけ，
｛3｝北海道大学大学院総合化学院

4P03 
細胞の電気回転速度に与える化学刺激の影響の同時モニタ
リング
河合志希保｛1,2｝，鈴木雅登｛1｝，有本聡｛2｝，是永継博｛2｝，
安川智之｛1｝

｛1｝兵庫県立大学大学院物質理学研究科，
｛2｝パナソニック株式会社

4P04 
光造形 3D プリンタによる誘電泳動用プローブ開発
茂木克雄｛1｝，安田玲子｛2,3｝，足達俊吾｛1｝，夏目徹｛1｝

｛1｝産業技術総合研究所創薬分子プロファイリング研究センター，
｛2｝神戸大学大学院農学研究科，｛3｝アイカムス・ラボ



35Future Technologies from HAMAMATSU

4P05 
Low-Loss Droplet Picking for High-Throughput Rare-Cell 
Sorting
Chenqi Zhang｛1｝, Mun Hong Loo｛1｝, Yuta Nakagawa｛1｝, 
Akihiro Isozaki｛1,2｝, Keisuke Goda｛1,3,4,5｝

｛1｝The University of Tokyo, 
｛2｝Kanagawa Institute of Industrial Science and Technology, 
｛3｝UCLA, 4Wuhan University, 
｛4｝Wuhan University, ｛5｝Japan Science and Technology Agency

4P06 
オンチップ血管床との直接接触を可能とする三次元組織培
養法の開発
亀田良一｛1｝，岡田龍｛1｝，薮内研佑｛2｝，荒岡利和｛3｝，
山下潤｛3｝，榎竜嗣｛4｝，高里実｛2｝，横川隆司｛1｝

｛1｝京都大学大学院工学研究科，
｛2｝理化学研究所生命機能科学研究センター，
｛3｝京都大学 iPS 細胞研究所，｛4｝タカラバイオ株式会社

4P07 
アレルギー検査用マイクロ流体チップの開発
西園寺嶺｛1｝，新内駿輔｛1｝，小林孝一朗｛2｝，柳瀬雄輝｛3｝，
秀道広｛3｝，三宅亮｛4｝，坂本憲児｛1｝

｛1｝九州工業大学，｛2｝大島商船高等専門学校，｛3｝広島大学，
｛4｝東京大学大学院工学系研究科

4P08 
振動誘起流れを用いた粒子分離手法の提案
北田尚暉
中央大学

4P09 
ペプチド修飾ナノワイヤを用いた物質捕捉法の創成
内藤寛貴｛1｝，安井隆雄｛1,2｝，嶋田泰佑｛1｝，長島一樹｛3｝，
田中祐圭｛4｝，塩谷暢貴｛5｝，下赤卓史｛5｝，柳田剛｛3｝，
大河内美奈｛4｝，長谷川健｛5｝，馬場嘉信｛1,2,6｝

｛1｝名古屋大学大学院工学研究科，
｛2｝名古屋大学未来社会創造機構ナノライフシステム研究所，
｛3｝九州大学先端物質化学研究所，
｛4｝東京工業大学大学院物質理工院，｛5｝京都大学化学研究所，
｛6｝産業技術総合研究所健康工学研究部門

4P10 
シリカナノ粒子のガラス・樹脂製マイクロ流路への吸着量
比較
銘苅春隆｛1｝，平間宏忠｛1｝，宮下振一｛2｝，朱彦北｛2｝，
稲垣和三｛2｝

｛1｝産業技術総合研究所センシングシステム研究センター，
｛2｝産業技術総合研究所物質計測標準研究部門

4P11 
3D リソグラフィ法による傾斜および液排出構造を付加した
重力沈降式マイクロウェルアレイ
福岡なるみ，鈴木孝明
群馬大学大学院理工学府

4P12 
PDMS と異種材料の水蒸気プラズマボンディング
松尾文晴｛1｝，小田悠加｛2｝，三宅史夏｛1｝，塚本匡秋｛1｝，
大槻秀夫｛1｝，竹内昌治｛2｝，辻理｛1｝

｛1｝サムコ株式会社，｛2｝東京大学大学院情報理工学系研究科

4P13 
混成単分子膜を用いた化学センサにおける分子認識能の系
統的調査
市川佑貴｛1,2｝，南木創｛2｝，栗田僚二｛1.2｝

｛1｝筑波大学大学院産業技術総合研究所，｛2｝産業技術総合研究所

4P14 
マイクロピラーアレイを用いたアルギン酸カルシウムゲル
粒子の連続生成
鳥取直友，西迫貴志
東京工業大学科学技術創成研究院

4P15 
インクジェットを用いた均一サイズ人工脂質膜小胞の作製
牛山諒太，鈴木宏明
中央大学理工学研究科ナノバイオモデリング研究室

4P16 
ナノ平行二相流を用いたフェムトリットルタンパク質精製
松浦柊，嘉副裕，北森武彦
東京大学大学院工学系研究科

4P17 
決定論的横置換法を用いたクルマエビ血球細胞のサイズ別
分離
村上友樹｛1｝，小祝敬一郎｛1.2｝，鈴木宏明｛1｝

｛1｝中央大学理工学研究科，｛2｝日本学術振興会特別研究員（PD）

4P18 
少数細胞から成るバリア構造の機能評価に向けた電気抵抗
値測定デバイス
山田拓実，聶銘昊，島亜衣，森本雄矢，竹内昌治
東京大学情報理工学系研究科知能機械情報学専攻

4P19 
異種血中循環がん細胞分離回収デバイスの開発
佐々木勇斗｛1｝，溝口美生｛1｝，山本憲｛2,3｝，元祐昌廣｛2,3｝

｛1｝東京理科大学工学部工学研究科，｛2｝東京理科大学工学部，
｛3｝東京理科大学総合研究院

4P20 
重力駆動式による一方向灌流細胞培養用マイクロ流体デバ
イス
桃原佳克｛1｝，杉浦慎治｛2｝，金森敏幸｛2｝，大沼清｛1｝

｛1｝長岡技術科学大学大学院工学研究科生物機能工学専攻，
｛2｝産業技術総合研究所生命工学領域創薬基盤研究部門

4P21 
人工細胞膜システムによる細胞内イオンチャネルのスク
リーニング
三村久敏｛1｝，杉浦広峻｛1｝，山田哲也｛1｝，神谷厚輝｛1,2｝，
三浦重徳｛3｝，大崎寿久｛1,3｝，竹内昌治｛1,3,4｝

｛1｝神奈川県立産業技術総合研究所人工細胞膜システムグループ，
｛2｝群馬大学大学院理工学府，｛3｝東京大学生産技術研究所，
｛4｝東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻

4P22 
Isolation of Lactic Acid Bacteria from Yogurt using a 
Deterministic Lateral Displacement Array
Guangchong Ji｛1｝, Naotomo Tottori｛2｝, Takasi Nisisako｛2｝

｛1｝School of Engineering, Tokyo Institute of Technology, ｛2｝
Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology

4P23 
多分散構造体配列を用いたカラム内の均一性が試料拡散に
与える影響の評価
安達天輝，内藤豊裕，久保拓也，大塚浩二
京都大学大学院工学研究科材料化学専攻

4P25 
低温対応オンチップインキューベーションデバイスにおけ
る細胞培養
伊藤広野｛1｝，關口知央｛1｝，二井信行｛2｝

｛1｝芝浦工業大学，｛2｝芝浦工業大学大学院理工学研究科

4P26 
細胞の凍結保存・回復培養のためのマイクロ流体デバイス
田中裕介｛1｝，Shahira Ramli｛1｝，高野温｛2｝，二井信行｛1｝

｛1｝芝浦工業大学，
｛2｝Singapore University of Technology and Design

4P27 
ナノ秒レーザ誘起衝撃波を用いた超並列細胞内デリバリ法
の開発
服部蓮，澤井慎，Gupta Harsh，鹿毛あずさ，柴田隆行，永井萌土
豊橋技術科学大学

4P28 
定在渦を用いたマイクロ流路の時空間的流体抵抗制御
齋藤真｛1｝，佐久間臣耶｛1｝，笠井宥佑｛1｝，新井史人｛1,2｝

｛1｝名古屋大学大学院工学研究科，
｛2｝名古屋大学未来社会創造機構

4P29 
表面粗さ構造パターンにおける微小管運動の挙動評価
中原佐，宮﨑勇，南和幸
山口大学大学院創成科学研究科

4P30 
超微細化した Nano-in-Nano 集積によるナノ流体表面増強
ラマン散乱（nanofluidic SERS）の開拓
釜井弘樹｛1｝，李笑瑋｛2｝，中嶋太一｛1｝，村越敬｛2｝，許岩｛1,3,4｝

｛1｝大阪府立大学大学院工学研究科，
｛2｝北海道大学大学院理学研究科，
｛3｝大阪府立大学 NanoSquare 拠点研究所，
｛4｝JST さきがけ
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4P31 
腎近位尿細管細胞のタイトジャンクションにおける細胞外
Ca2+ の影響
髙田裕司｛1｝，上野遼平｛1｝，辻清孝｛2｝，
Ramin Banan Sadeghian｛1｝，劉楊｛1｝，永沼香織｛2｝，横川隆司｛1｝

｛1｝京都大学大学院工学研究科，｛2｝パナソニック株式会社

4P32 
振動誘起流れを用いたマイクロミキサーの定量評価
松井駿幸，鈴木宏明，早川健
中央大学大学院理工学研究科

4P33 
振動誘起流れを利用した細胞スフェロイドの作製
簑島七海，早川健
中央大学大学院理工学研究科

4P34 
A droplet microfluidic platform for separation of cells with 
low proliferative activity
Yuta Nakagawa｛1｝, Mun Hong Loo｛1｝, Shinsuke Ohnuki｛2｝, 
Yoshikazu Ohya｛2,3｝, Akihiro Isozaki｛1,4｝, Keisuke Goda｛1,5,6,7｝

｛1｝The University of Tokyo, Graduate School of Science, 
｛2｝The University of Tokyo, Graduate School of Frontier Science, 
｛3｝AIST-UTokyo Advanced Operando-Measurement Technology 
Open Innovation Laboratory, AIST, 

｛4｝Kanagawa Institute Industrial Science and Technology, 
｛5｝Japan Science and Technology Agency, 
｛6｝University of California, Los Angeles, Department of Electrical 
Engineering, 

｛7｝Wuhan University, Institute of Technological Science

4P35 
ウェルプレートへのシングルセル分注に向けた細胞単離デ
バイスの開発
遠藤駿文，鈴木宏明
中央大学大学院理工学研究科

4P36 
低融点金属のパターニングによる相補的自己組織化系の構築
疋田達也，國分太智，鈴木宏明
中央大学大学院理工学研究科

4P37 
人工脂質膜小胞の水性二相界面への付着の評価
齊藤明日香，鈴木宏明
中央大学大学院理工学研究科精密工学専攻

14:30-15:10　21pm2-T-1　T 会場（中ホール）
【基調講演】（集積化 MEMS シンポジウム基調講演）

完全人工光型植物工場でのリーフレタス大規模周年栽培
有限会社新日邦　アグリ事業部　部長
甲斐 剛氏

15:10-15:50　T 会場（中ホール）
【開会式および表彰式】
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ポスターセッション会場レイアウト
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ポスターセッション会場レイアウト

「センサ・マイクロマシンと
応用システム」シンポジウム ケミナス第 40 回研究会マイクロ・ナノ工学シンポジウム
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Future Technologies フォトコンテスト

日　時：11月19日（火）10:30-20:00　11月20日（水）9:00-18:00　11月21日（木）9:00-14:30
場　所：T会場（中ホール）ホワイエ

研究分野の異なる研究者や，MEMS，微細加工等を知らない一般の方が興味を持ちそうな写真を募集し，作品を掲示，表彰する
ことで，研究分野の異なる研究者間交流や，一般の方への広報活動の一環として，昨年度よりフォトコンテストを開催してきました。
今年は光学写真部門・SEM写真部門の2部門で作品を募集し全20作品のご応募を頂きました。アートの様な写真が撮影されるまで
の工程や原理を理解することで，作品をもっと興味深く閲覧できるのではないでしょうか。

【作品一覧】（OPT-：光学写真部門，SEM-：SEM写真部門）

OPT-1．オンチップキラウエア火山
亀田良一 （京都大学）
デバイス内で構築した血管網を撮影した画像です。緑の草原 （ゲル内の蛍光ビーズ） に溶岩 （血管網） が流れ込んでいるかのよ
うです。11月なのに，血管がうずうずして，体が熱くなってきました。火山だけに。

OPT-2．ベルギーワッフルかキルティング生地か
岩田史郎（島根県産業技術センター）
高粘度インキをスクリーン印刷した時に残るメッシュ痕です。「ベルギーワッフルのような凹形状」なのですが，クレーター（凹凸）
錯視により「キルティングのような凸形状」にも見えます。貴方はどちらに見えますか？

OPT-3．米と自転車
株式会社ディスコ
半導体の加工装置として使われるレーザーダイシングソーを用いて，ガラス素材を自転車の形状に加工しました。直線だけでなく
曲線を精密に加工する技術です。お米と比較することでより小ささを感じることが出来ます。

OPT-4．金鉱脈
高根慧至，野田祐樹，和泉慎太郎 （大阪大学）
この写真は，アルミ箔両面テープに金ナノワイヤを塗布したものを光学顕微鏡で撮影したものである。テープに金ナノワイヤ入り
溶液を塗布し，その溶液が蒸発した際にテープにひびが入り岩石のような模様になった。

OPT-5．文字針-needletter-
鶴岡典子（東北大学）
採血や予防接種でおなじみの注射針の表面に非平面に銅配線を作製する技術を用いて文字を書きました。注射が怖くなくなる
メッセージ，あなたならどんな言葉を書きますか？

OPT-6．セカeイイ讃（QCMコフン群）
野田和俊 （産業技術総合研究所）
今まで，各種ガス検知特性向上を目指して，実験に用いた試作の水晶振動子を眺めるうちに，古墳の形に似ていると思い，使用し
た素子に対して敬意を表するとともに，今後もQCM研究の発展を願い応募しました。

OPT-7．温泉まんじゅう
ルブラッスール・エリック（1），ティティマナン・スリモンコン（2），清水諭（3），肥後昭男（1），三田吉郎（1）（（1）東京大学，（2）ハイデ
ルベルグ・インストルメンツ株式会社，（3）GenISys株式会社）
DWL66+のグレースケール露光の条件だしのために，Beamerを使ったグレースケールデータの作成および条件だしに使った形
状が開封後のおいしそうな温泉まんじゅうのように見えました。

OPT-8．脳内お花畑
一色庸平（京都大学）
ヒトiPS細胞より分化誘導し作製した脳組織を免疫染色した画像です。一面に広がる草原（細胞核，および細胞膜）にピンクの花々

（神経前駆細胞）が咲き乱れています。私たちの脳にも咲き乱れているのでしょうか。

SEM-1．身長5µmのパックマン
峯田貴，三浦嘉隆  （山形大学）
Si基板にトレンチを並列に形成して内部を等方性エッチングで広げて埋込型マイクロ流路形成・・・のはずが，なぜか断面形状が
TVゲームのパックマン顔になってしまいました。

SEM-2．0.1mmの高さの森の台風一過
上瀧英郎 （ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社）
リフトオフ用ネガレジの評価中に偶然できた構造物です。倒れていない条件の写真もあります。
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SEM-3．逆オパール型フォトニック結晶
木村大樹，小野寺武 （九州大学）
逆オパール型フォトニック結晶と呼ばれる人工結晶の写真です。シリカに約400 nm周期で球形の穴が開いた多層構造をしてい
ます。結晶に光を当てると，この構造に起因したCDの裏面のような鮮やかな色が見られます。

SEM-4．東京2020飛び込み台
洞出光洋  （防衛大学校）
オリンピックがまもなく開かれますが，ちょうど水泳の飛び込み台のような形状を製作して，SEMでとっておりました。水しぶきどこ
ろか水滴すら載らない，幅は5万分の1です。

SEM-5．荒波のMEMS
峯田貴，三浦嘉隆 （山形大学）
昔々あるところの研究室で，RIEと等方性エッチングで凝りに凝ったSiの超微細3D構造を作ろうとしたら，エッチングしすぎて全て
が荒波に飲み込まれてしまいましたとさ。MEMSプロセスの荒波は厳しいです。

SEM-6．念願の60nmCP
藤原誠（1），肥後昭男（1），ルブラッスール・エリック（1），水島彩子（1），工藤靖明（2），瀧澤昌弘（2），三田吉郎（1）（（1）東京大学，（2）

株式会社アドバンテスト）
F7000S-VD02で60nm八角形をキャラクタープロジェクション（CP）で三角配置でアルミ薄膜上に描画し，エッチングしたら，なん
と！！念願の60nmパターンが一発で作製できました！！ 

SEM-7．ムシャクシャしてやった
武居淳 （産業技術総合所）
なにかもうまくいかない。紙をクシャクシャに丸めて八つ当たりしたかったけど見当たらない。キムワイプもクリーンペーパーもな
かったから，高分子材料の薄膜をシリコーンゴムに貼りつけて二軸方向に圧縮してやった。

SEM-8．冬の蔵王で手をつなぐ人々
伊藤雅晃（1），藤原誠（2），三田吉郎（2），岡本有貴（2），安川雪子（1）（（1） 千葉工業大学，（2）東京大学）
微細パターンの条件出をしていて，プログラムで機械的に生成したため，意図したものとは，似ても似つかない形のものが含まれ
ていました。しかし何か魂が入ったのか，どこかで見たような美しい形になりました。

SEM-9．花火大会
岩見健太郎 （東京農工大学）
ネガレジストの柱状構造を六方格子として電子線描画したところ，柱が細い条件では現像後の乾燥時に柱どうしがスティッキング
によりくっついてしまいました。あたかも水平線上に多数の花火が打ちあがっているような不思議な光景ができました。

SEM-10．三角配置はいくつあるでしょう
肥後昭男（1），藤原誠（1），ルブラッスール・エリック（1），水島彩子（1），東又真麻（2），三田吉郎（1）（（1）東京大学，（2） 株式会社日
立ハイテクノロジーズ）
F7000S-VD02のキャラクタープロジェクション（CP）用50nm八角形パターンの三角配置の条件出しのために，Al薄膜上に描画
し，エッチングしたら八角形CPの不思議な配置ができました。

SEM-11．マイクロ日食
松永忠雄（鳥取大学）
直径125µmの光ファイバ先端に接合された直径120µmの円筒形状のSiです。ファイバは長く，流石のSEMでも先端以外には焦点
が合わずファイバ周辺にはアーチァクト。まるで太陽から放出されるコロナ！そう言われれば，日食！

SEM-12．シャープペンシルの芯のピラミッドとツインタワー
株式会社ディスコ
半導体の加工装置として使われるブレードダイシングソーと呼ばれる切る装置を用いて直径0.5 mmのシャープペンの芯をピラ
ミッド型に加工。弊社の装置がいかに精密に加工できるかを表現しました。

フォトコンテスト　サポーター

次の企業様から，フォトコンテストにスポンサーシップを頂きました。ご協力に感謝申し上げます。

ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社 GenISys 株式会社
株式会社日立ハイテクノロジーズ 株式会社アドバンテスト
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Future Technologies from HAMAMATSU 技術展示

技術展示日時：
 11月19日（火） 10:25〜18:35
 11月20日（水）  9:00〜16:25
 11月21日（木）  9:20〜14:30

場　所：
 コングレンスセンター 3F ロビーならびにP会場（31会議室）

技術プレゼンテーション：
 11月19日（火） 12:05〜13:00　
 11月20日（水） 12:05〜13:00　
 11月21日（木） 11:50〜12:40　

場　所：
 A会場（コングレスセンター 4F 43+44会議室）先着100名様に軽食をお配りします。

シンポジウムに併催される技術展示では，44社の出展機関のご協力によって，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，出展者による技術プレゼンテーションが，連日，昼食時間に開催されます。

ロビー31 31会議室32会議室

エスカレータホール

1 2 3 4 31 32 33 34 35 36 37 38

39 39 40 41 42 43 44 45

5 6 7 8
9 10 11 12

13 14 15 16
17 18 19 20

21 22 23 24
25 26 27

29 30

28

ドリンク
サービスコーナー

ポスターセッション

Future Technologies from HAMAMATSU Exhibitors Listing 出展社リスト

ブース# 出展社名 Company
1 株式会社クレステック Crestec Corporation

2 ジオマテック株式会社 GEOMATEC Co.,Ltd.

3 株式会社東京ウエルズ TOKYOWELD Co.,Ltd.

4 Sensors （MDPI） Sensors （MDPI）

5 株式会社新興精機 Shinkouseiki.Co.,Ltd.

6 ポリテックジャパン株式会社 Polytec Japan

7 マイクロ化学技研株式会社 Institute of Microchemical Technology

8 三木産業株式会社 MIKI & CO., LTD.

9 株式会社マトリクソーム MATRIXOME, Inc.

10 NTTアドバンステクノロジ株式会社 NTT Advanced Technology Corporation

11 山田精工株式会社 YAMADA SEIKO CO.,Ltd.

12 株式会社アイカムス・ラボ ICOMES LAB Co.,Ltd.

13 一般財団法人マイクロマシンセンター MICROMACHINE CENTER

14 株式会社テクニスコ TECNISCO，LTD.
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ブース# 出展社名 Company
15 株式会社 アイテス ITES：ITES Co.,Ltd.

16 株式会社宮原合成 Miyahara Gousei 

17 株式会社エイコー EIKO Corporation

18 株式会社アドバンストテクノロジー ADVANCED TECHNOLOGIES CO.,LTD.

19 株式会社エス・イー・アール S.E.R. Corporation

20 株式会社ティ・ディ・シー TDC Corporation

21 ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社 Heidelberg Instruments KK

22 GenISys 株式会社 GenISys K.K.

23 サムコ株式会社 Samco Inc.

24 ネオアーク株式会社 NEOARK CORPORATION

25 株式会社アドバンテスト ADVANTEST CORPORATION

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

28 カンタツ株式会社 Kantatsu Co., Ltd

29 日本電子株式会社 JEOL Ltd.

30 株式会社 三友製作所 Sanyu Co.,Ltd.

31 フコク物産株式会社 FUKOKU BUSSAN CO., LTD.

32 日本ゼオン株式会社 ZEON CORPORATION

33 Blacktrace Japan株式会社 Blacktrace Japan Inc.

34 株式会社デンソー DENSO CORPORATION

35 Xperi Invensas Xperi Invensas

36 ローム株式会社 ROHM Co., Ltd.

37 九州工業大学　マイクロ化総合技術センター Center for Microelectronic Systems, Kyushu Institute of Technology 

38 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

39 ハイソル株式会社 HiSOL, Inc.

40 株式会社ディスコ DISCO CORPORATION

41 浜松ホトニクス株式会社 HAMAMATSU PHOTONICS K.K.

42 計測エンジニアリングシステム株式会社 Keisoku Engineering System Co., Ltd.

43 株式会社リッチェル Richell Corporation

44 パルステック工業株式会社 Pulstec Industrial Co.,Ltd.

45 ASTI株式会社 ASTI CORPORATION
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Future Technologies from HAMAMATSU 出展者による技術プレゼンテーション

出展者による技術プレゼンテーションが，連日，昼食時間に開催されます。1機関が5分以内で，技術の見どころを語ります。
Laboratory to Market，研究開発から実用化への道を是非とも出展者のプレゼンテーションで感じ取ってください。（先着100名様
まで，軽食が準備されております）

開催場所：A会場（コングレスセンター 4F 43+44会議室）
日にち 順番 セッション時間 出展社名 プレゼンテーションタイトル プレゼンター

11月19日 1 12:05-13:00 カンタツ株式会社
1台2役3Dプリンター　SPACE ARTの
紹介（SPACE ART “Two-Way” high 
speed/precision 3D Printer）

登本 一孝

11月19日 2 12:05-13:00 ハイデルベルグ・インストルメンツ株
式会社 ハイデルベルグ直描装置のご紹介 齋藤 光徳

11月19日 3 12:05-13:00 株式会社ディスコ ディスコの切る・削る・磨く（KKM）技術
紹介 重松 孝一

11月19日 4 12:05-13:00 九州工業大学　
マイクロ化総合技術センター

マイクロデバイス試作オープンラボ 
〜あなたのアイデアをLSI・MEMSで実現
しませんか？〜 

　馬場 昭好

11月19日 5 12:05-13:00 ネオアーク株式会社

研 究 室 で 作 る オリジ ナ ル デ バ イス　
50 0万円からの マスクレス露光 装置
PALETによるラピッドプロトタイピング
のご提案

小宮 佑介

11月19日 6 12:05-13:00 株式会社エス・イー・アール MicroTAS評価環境を簡単構築 海老沼 茂典

11月19日 7 12:05-13:00 一般財団法人マイクロマシンセンター インフラモニタリングセンサネットワー
クシステム用パッケージング技術 原田 　武

11月19日 8 12:05-13:00 株式会社ティ・ディ・シー 精密な鏡面加工技術のご紹介 藤野 健一

11月20日 1 12:05-13:00 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

11月20日 2 12:05-13:00 計測エンジニアリングシステム株式会社 M E M S デ バ イス・セ ン サ の 開 発 に 
COMSOL Multiphysicsをお勧めします 崎山 　仁

11月20日 3 12:05-13:00
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ご紹介〜 富井 和志

11月20日 4 12:05-13:00 株式会社アドバンストテクノロジー MEMS用設計ツールIntelliSuite  ver9.0
最新情報の紹介 平出 隆一　

11月20日 5 12:05-13:00 株式会社テクニスコ センサ向け ガラス微細加工のご紹介 中井川 聡

11月20日 6 12:05-13:00 株式会社 アイテス 分析、解析、信頼性試験サービスのご
紹介 小谷 昌史

11月20日 7 12:05-13:00 株式会社マトリクソーム マトリクソーム　
〜細胞培養をデザインする会社〜 津山 陽一

11月20日 8 12:05-13:00 パルステック工業株式会社 バイオチップ・μTASに向けた光波センシ
ング技術紹介 西島 直樹

11月20日 9 12:05-13:00 ASTI株式会社 ASTI（株）におけるマイクロデバイスの
取り組み 小粥 教幸

11月21日 1 11:50-12:50 Blacktrace Japan株式会社
マイクロ流路チップを用いた単分散ド
ロップレットやナノ粒子作成，スケール
アップ

堀　 功造

11月21日 2 11:50-12:50 Xperi Invensas

Wafer  to Wafer  and Die to 
Wafer Hybrid Bonding Solutions 
for Sensors and 3D Memory 
Stacking

Abul Nuruzzaman

11月21日 3 11:50-12:50 株式会社アイカムス・ラボ MicroPhysiological Systemの構築に受
けたマイクロポンプシステムの提案 安田 玲子

11月21日 4 11:50-12:50 ポリテックジャパン株式会社 レーザドップラ振動計でのマイクロマシ
ンの動的計測について 石山 　亮

11月21日 5 11:50-12:50 マイクロ化学技研株式会社 最新のマイクロフルイディクス製品 田澤 英克

11月21日 6 11:50-12:50 ジオマテック株式会社 ジオマテックの薄膜技術を用いたセン
サ素子のご紹介 宮武 正平

11月21日 7 11:50-12:50 ハイソル株式会社 ハイソル株式会社 取り扱い製品のご
紹介 長島 健太

11月21日 8 11:50-12:50 Sensors （MDPI）
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◆ 第 36 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」 
委員会リスト（敬称略）

実行委員会
実行委員長 鈴木　博章 筑波大学
実行副委員長 積　　知範 オムロン
幹事 肥後　昭男 東京大学
副幹事 菅野　公二 神戸大学
副幹事 松永　忠雄 東北大学
若手企画主担当 野村　健一 産業技術総合研究所
若手企画副担当 鶴岡　典子 東北大学
会場委員長 橋口　　原 静岡大学
論文委員長 峯田　　貴 山形大学
論文副委員長 河野　剛士 豊橋技術科学大学
論文副委員長 安藤　妙子 立命館大学
論文委員会オブザーバー 荒川　貴博 東京医科歯科大学
財務委員長 米田　雅之 アズビル
財務副委員長 戸津健太郎 東北大学
企業展示委員長 柴山　勝己 浜松ホトニクス
企業展示副委員長 角田　正也 
　行事企画担当 村上　裕二 静岡理工科大学
　行事企画担当 二川　雅登 静岡大学
　行事企画担当 高橋　一浩 豊橋技術科学大学
　行事企画担当 繁富（栗林）　香織 
  北海道大学
広報委員長 味戸　克裕 日本電信電話
広報副委員長 岩見健太郎 東京農工大学
応用物理学会シンポ担当 秦　　誠一 名古屋大学
日本機械学会シンポ担当 宮崎　康次 九州工業大学
エレクトロニクス実装学会企画セッション担当 
 野上　大史 九州大学
顧問 田畑　　修 京都先端科学大学
顧問 野田　和俊 産業技術総合研究所

論文委員会
論文委員長 峯田　貴 山形大学
論文副委員長 河野　剛士 豊橋技術科学大学
論文副委員長 安藤　妙子 立命館大学
論文委員会オブザーバ 荒川　貴博 東京医科歯科大学
分野 1
設計・製作技術，材料 
主査 安藤　妙子 立命館大学
副査 岩瀬　英治 早稲田大学
 伊藤　寿浩 東京大学
 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 神奈川県立保健福祉大学
 菅　　哲朗 電気通信大学
 小西　敏文 NTT-AT
 小林　大造 立命館大学
 佐々木　実 豊田工業大学
 式田　光宏 広島市大学
 下川　房男 香川大学
 菅野　公ニ 神戸大学
 積　　知範 オムロン
 生津　資大 愛知工業大学
 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 肥後　昭男 東京大学
副査 山根　大輔 東京工業大学
 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
 齊藤　　健 日本大学
 島内　岳明 富士通研究所
 高橋　一浩 豊橋技術科学大学
 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
 古田　一吉 セイコーインスツル
 三田　吉郎 東京大学
 村上　賢治 オリンパス

分野 3　
センサ・アクチュエータシステム 
主査 橋口　　原 静岡大学
副査 高松　誠一 東京大学
 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
 桜井　淳平 名古屋大学
 佐々木　敬 東北大学
 高尾　英邦 香川大学
 土屋　智由 京都大学
 前中　一介 兵庫県立大学
 峰尾　圭忠 NHK 放送技術研究所
 室山　真徳 東北大学
 吉田　慎哉 東北大学
分野 4　
フィジカルセンサ 
主査 竹井　裕介 産業技術総合研究所
副査 高橋　英俊 慶應義塾大学
 赤井　大輔 豊橋技術科学大学
 荒川　貴博 東京医科歯科大学
 池沢　　聡 東京農工大学
 蔭山　健介 埼玉大学
 笠原　崇史 法政大学
 神田　健介 兵庫県立大学
 柴崎　一郎 野口研究所
 寒川　雅之 新潟大学
 中澤　寛一 デンソー
 野田　堅太郎　富山県立大学
 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 九州大学
 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 ⻘野　宇紀 日立製作所
副査 田原　祐助 九州大学
 安藤　　毅 東京電機大学
 石田　　寛 東京農工大学
 稲波　久雄 日立製作所
 小野寺　武 九州大学
 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
 長谷川有貴 埼玉大学
 林　　健司 九州大学
 二川　雅登 静岡大学
 松倉　　悠 大阪大学
 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 松永　忠雄 鳥取大学
副査 田畑　美幸 東京医科歯科大学
 内田　 首都大学東京
 遠藤　達郎 大阪府立大学
 笹川　清隆 奈良先端科学技術大学院大学
 末廣　純也 九州大学
 高村　　禅 北陸先端科学技術大学院大学
 鶴岡　典子 東北大学
 外山　　滋 国立障害者リハビリセンター
 野田　俊彦 豊橋技術科学大学
 三澤　宣雄 麻布大学
 村上　裕二 静岡理工科大学
 安田　　隆 九州工業大学

委員会
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分野 7　
バイオマイクロナノシステム 
主査 石田　　忠 東京工業大学
副査 肥田　博隆 神戸大学
 尾上　弘晃 慶應義塾大学
 木村　啓志 東海大学
 久米村百子 九州工業大学
 小西　　聡 立命館大学
 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
 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
 森本　雄矢 東京大学
 山本貴富喜 東京工業大学
 横川　隆司 京都大学
 吉田昭太郎 東北大学
分野 8　
実装学会連携 
主査 野上　大史 九州大学
副査 藤野　真久 産業技術総合研究所
 石河　範明 富士電機
 伊藤　高廣 九州工業大学
 倉島　優一 産業技術総合研究所
 小林　健 産業技術総合研究所
 五明　智夫 愛知時計電機工業
 高木　秀樹 産業技術総合研究所
 多喜川　良 九州大学
 野村　健一 産業技術総合研究所
 枦　修一郎 東北大学
 日暮　栄治 産業技術総合研究所
 村上　　直 九州工業大学
 山口　明啓 兵庫県立大学
 魯　　　健 産業技術総合研究所

第 10 回マイクロ・ナノ工学シンポジウム実行委員会リスト（敬称略）

実行委員長 宮崎　康次 九州工業大学
プログラム委員長 生津　資大 愛知工業大学
委員 太田　裕貴 横浜国立大学
 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
 森本　雄矢 東京大学

第 11 回集積化 MEMS シンポジウム委員会リスト（敬称略）

実行委員長 秦　　誠一 名古屋大学
論文委員長 高尾　英邦 香川大学
副論文委員長 森村　浩季 NTT
論文委員 林　　育⻘ Goer Tek Japan
 土屋　智由 京都大学
 馬場　昭好 九州工業大学
 金谷　晴一 九州大学
 松本　佳宣 慶應義塾大学
 日暮　栄治 産業技術総合研究所
 李　　相錫 鳥取大学
 町田　克之 東京工業大学
 山根　大輔 東京工業大学
 伊藤　浩之 東京工業大学
 曽根　正人 東京工業大学
 三田　吉郎 東京大学
 米谷　玲皇 東京大学
 田中　秀治 東北大学
 猪股　直生 東北大学
 永瀬　雅夫 徳島大学
 高藤　美泉 日本大学
 石井　　仁 豊橋技術科学大学
 高橋　一浩 豊橋技術科学大学
 河野　剛士 豊橋技術科学大学
 佐々木　実 豊田工業大学

CHEMINAS 40 実行委員会リスト（敬称略）

実行委員長 横川　隆司 京都大学
委員 永井　萌土 豊橋技術科学大学
 亀井謙一郎 京都大学
 Kennedy Omondi Okeyo　京都大学
 Ramin Banan Sadeghian　京都大学 
 Yang Liu（劉　楊）　京都大学◆2020案内◆



47Future Technologies from HAMAMATSU



48 Future Technologies from HAMAMATSU



49Future Technologies from HAMAMATSU



50 Future Technologies from HAMAMATSU

一括した工程管理と品質管理を

実現するトータルシステムの提供。

株式会社東京ウエルズ 〒 東京都大田区北馬込  お問い合わせ：中村修

Hybrid Bonding 
Solutions for Sensor & 
Memory Devices

DBI® Wafer to Wafer Hybrid Bonding DBI® Ultra Die to Wafer Hybrid Bonding

Stacked 3D DRAM with DBIImage Sensor and 3D NAND with DBI

Periphery Logic

DBI
DBI

Memory Array
(64, 96, 128 or more layers)

Logic

Pixel Array
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避難経路図と消火器等配置図 
①Aゾーン（大ホール・中ホール・コングレスセンター）
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防災・救護設備
①救護室

設置場所 階 設置物
コングレスセンター 2階バックヤード ベッド1台、救急箱

②AED（自動体外式除細動器）

ゾーン 設置施設 設置場所

A

大ホール B1F 市民ロビー
（大ホール下手側階段シャッ
ター左横）

中ホール

コングレスセンター

C 展示イベントホール
1F

エントランスロビー
（カウンター左横）

D 研修交流センター 2F ロビー
（屋外広場出口扉左横）

避難場所
①一次避難場所（アクトシティ浜松敷地内）

ゾーン 施設 避難場所

A

大ホール
B1F サンクンプラザ

（屋外広場）中ホール

コングレスセンター

C 展示イベントホール 1F バスプール（建物東側）

D 研修交流センター 1F カフェ（ロロサードカ
フェ）前

②二次避難場所（広域避難場所）
　浜松市立東小学校（徒歩約10分）
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第36回「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，次の企業様からスポンサーシップを
頂きました。ご協力に感謝申し上げます。

スポンサーシップ

スポンサーシップ

コングレンスセンター概略図

中ホールから
中ホールへ UP

EV

アズビル株式会社 浜松ホトニクス株式会社 Santec 株式会社日本フイルコン株式会社



〒430-7790
静岡県浜松市中区板屋町 111-1
TEL: 053-451-1111

https://www.actcity.jp/visitor/congress/access/

会場のご案内　アクトシティ浜松（ACTCITY HAMAMATSU）


