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Monday, October 30, 2017

午後　テクニカルツアー（マツダミュージアム工場見学）/Afternoon Technical Tour to Mazda Museum Factory Tour

Tuesday, October 31, 2017

09:30-10:00　開会式　（A会場）/Opening Ceremony  (Hall A)

10:10-10:50　基調講演　（A会場）/Keynote Session  (Hall A)

Keynote 10/31/17 10:10-10:50 31am2-A-1
＜基調講演＞Microscale magnetic resonance detectors: a technology roadmap

for in vivo metabolomics
Jan G. Korvink カールスルーエ工科大学（独）マイクロシステム技術研究所　教授

11:00-12:40  ポスターセッションA　（P会場）/Poster Session A (Hall P)

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-1 S-082 電圧駆動型高分子ナノファイバーアクチュエータの駆動メカニズムの解析 *砂長谷 祐樹{1}, 天谷 諭{2}, 坂元 博昭{1}, 末 信一朗{1} {1}福井大学, {2}理化学研究所

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-3 S-090 ガラス製マイクロ流体デバイスを用いた単分散金ナノ粒子の合成 *田邉 悠, 鷹野 智, 柳生 裕聖 関東学院大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-5 S-097 不純物濃度によるエッチング速度の違いを利用したシリコン3次元構造体の製作 *田村 宣通, 安藤 妙子 立命館大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-7 S-101
フレキシブル基板上への高信頼チップ部品実装技術を用いた生体信号増幅可能な有

機トランジスタアンプ

*吉本 秀輔{1}, 植村 隆文{1}, 秋山 実邦子{1}, 井原 義博{2}, 大竹 智史{2},

藤井 朋治{2}, 荒木 徹平{1}, 関谷 毅{1}
{1}大阪大学, {2}新光電気工業

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-9 S-120 微細な表面形状と摩擦を用いたザラザラ感定量化モデル
*大西 智博{1}, 綿谷 一輝{1}, 佐藤 敬子{1}, 寺尾 京平{1}{2}, 下川 房男

{1}{2}, 高尾 英邦{1}{2}
{1}香川大学,{2}JST-CREST

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-11 S-204 ワイヤレス発振式水晶振動子型熱重量分析センサの開発と評価 *丸山 耕平, 坂口 淳, 寒川 雅之, 安部 隆 新潟大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-13 S-206 Neural Probe for Optical Stimulation and Electrical Recordings
*Lu Wenguang, Matsunaga Tadao, Tsuruoka Noriko, Mushiake

Hajime, Osanai Makoto, Ohshiro Tomokazu, Haga Yoichi
東北大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-15 S-252 Si薄膜被覆金ナノワイヤグレーティング構造の近赤外域光学特性評価 *新居 直之, 菅野 公二, 磯野 吉正 神戸大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-17 S-055
原子時計チップ開発に向けた卓上原子時計テストベンチによるMEMSガスセルおよ

びFBAR-VCOの評価

*原 基揚{1}, 矢野 雄一郎{1}, 梶田 雅稔{1}, 西野 仁{2}, 井端 泰大{2}, 朱

敏杰{2}, Latif Imran{2}, 戸田 雅也{2}, 小野 崇人{2}, 井戸 哲也{1}
{1}情報通信研究機構,  {2}東北大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-19 S-142
FABRICATION OF PMUT USING SILICON ON NOTHING PROCESS FOR

FINGERPRINT SENSOR

*HANG SHIM, Toan Nguyen Van, Toda Masaya, Inomata Naoki,

Kanamori Yoshiaki, Yunheub Song, Youngtaek Oh
東北大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-21 S-175
スプレーコーティングによるPVDF高分子圧電薄膜の成膜および特性評価とコイル

ばねへの適用
*瀧瀬 宏樹, 樋口 歩, 高橋 智一, 鈴木 昌人, 青柳 誠司 関西大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-23 S-184 TPMSを指向した面外振動型エナジーハーベスタへのNdFeB薄膜磁石の応用 *福永 彬人, 吉井 真一, 神田 健介, 藤田 孝之, 前中 一介 兵庫県立大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-25 S-292 静電駆動金ナノグレーティングを用いた光学位相変調器 *岩見 健太郎, 木下 卓哉, 志村 崇, 湖東 裕士, 城光寺 佑樹, 梅田 倫弘 東京農工大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-27 S-293 広帯域波長可変型-量子カスケードレーザーの開発 *杉山 厚志, 秋草 直大, 枝村 忠孝 浜松ホトニクス

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-29 S-313 2Dメカニカルメタマテリアル構造を用いた振動発電デバイスの開発 *海野 陽平, 塚本 拓野, 潮見 幸江, 山田 功, 鈴木 孝明 群馬大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-31 S-344 三次元光造形を用いたマイクロ歯車列の製作 新井 泰彦, *河口 大生 関西大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-33 S-051 電磁駆動型シリコンMEMSレゾネータ *渡部 善幸, 矢作 徹, 阿部 泰, 村山 裕紀 山形県工業技術センター
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Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-35 S-073 印刷形成プロセスによるプレナー型加速度センサ集積ウェアラブルデバイス *山本 大介, 中田 尚吾, 有江 隆之, 秋田 成司, 竹井 邦晴 大阪府立大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-37 S-150 チタン薄膜を接合材料として用いた高真空ウエハレベルパッケージ
*高畑 利彦{1}, 加藤 俊彦{1}, 平野 栄樹{2}, Joerg Froemel{2}, 田中 秀治

{2}, 高桑 雄二{2}
{1}デンソー, {2}東北大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-39 S-188 磁歪膜を用いた大変位切替型デュアルAFMカンチレバーの形成 *洪 振瑞, 三品 和樹, 峯田 貴 山形大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-41 S-201 マイクロミキサの評価を目的とした流路内キャビテーションセンサ *尾林 万里江, 神田 岳文 岡山大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-43 S-326 銀繊維起毛電極を用いたテキスタイル型多極心電ウェア
*竹下 俊弘{1}, 吉田 学{1}, 檜 顕成{2}, 大内 篤{1}, 内田 広夫{2}, 小林 健

{1}
{1}産業技術総合研究所, {2}名古屋大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-45 S-047 櫛歯電極における静電ポテンシャルを利用した共振型加速度センサの検討 *劉 健男, 室 英夫 千葉工業大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-47 S-071 植物AE測定に適したエレクトレットセンサの製作と特性評価 *魯 子暁, 蔭山 健介 埼玉大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-49 S-105 経気管支的に肺機能計測が可能な気管支径対応カテーテル型流量センサの開発 *藤範 知弘{1}, 長谷川 義大{1}, 松島 充代子{2}, 川部 勤{2}, 式田 光宏{1} {1}広島市立大学, {2}名古屋大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-51 S-127 Cu-Cr脱合金化法を用いた新規ナノポーラス膜の製作と油中水分センサへの応用 *吉井 雄佑, 櫻井 淳平, 溝尻 瑞枝, 秦 誠一 名古屋大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-53 S-194 接触面の静止摩擦係数と3軸力を同時計測可能なMEMS触覚センサ *岡谷 泰佑, 中井 亮仁, 高畑 智之, 下山 勲 東京大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-55 S-289 グラフェン素子を用いたインライン型圧力センサ *井上 渚紗, 尾上 弘晃 慶應義塾大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-57 S-333 建築物の安全性モニタリングのためのプリンテッドひずみセンサアレイ
*ジメルカ ダニエル{1}, 富樫 和義{2}, 山下 嵩博{3}, 高松 誠一{4}, 伊藤

寿浩{4}, 小林 健{3}

{1}NMEMS技術研究機構, {2}大日本印刷, {3}産業技術総合研究所, {4}

東京大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-59 S-062 金属置換クーロメトリーによる微量溶液中成分の高感度検出 *滝江 秀一, 土谷 信之介, 鈴木 博章 筑波大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-61 S-087 乱流存在下障害物のある環境における匂い源探知戦略 *ムタディ ムイス, 中本 高道 東京工業大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-63 S-108 小規模金採掘地域での水銀使用作業環境個人ばく露測定システムの開発
*野田 和俊{1}, 愛澤 秀信{1}, 丸本 幸治{2}, 丸本 倍美{2}, 冨安 卓滋{3}, 児

玉谷 仁{3}, 駒井 武{4}, 中村 謙吾{4}

{1}産業技術総合研究所, {2}環境省国立水俣病総合研究センター, {3}鹿

児島大学, {4}東北大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-65 S-141 無機半導体pn接合を用いたアレイ化電気化学センサの研究 *小杉 恵太, 長谷川 有貴, 内田 秀和 埼玉大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-67 S-159 ワイヤレス駆動可能なデュアルモード型QCMセンサの開発 *佐藤 育人, 坂口 淳, 寒川 雅之, 安部 隆 新潟大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-69 S-180 植物生体電位を用いた収穫後果実の熟度評価 *石田 亮太{1}, 長谷川 有貴{1}, 庵原 啓司{2}, 小泉 大輔{2}, 内田 秀和{1} {1}埼玉大学, {2}マルハニチロ

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-71 S-249
水中ロボットの開発に向けたザリガニの嗅覚探索行動の解明―噴流による流体の引

き寄せ効果の調査―
*石田 華子, 三石 健暉, 竹村 龍一, 松倉 悠, 石田 寛 東京農工大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-73 S-089 Au/Ag交互積層による局在表面プラズモン共鳴光学特性のチューニング
*遠藤 達郎, 西口 輝一, 山田 大空, 前野 権一, 安藝 翔馬, 末吉 健志, 久本

秀明
大阪府立大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-75 S-255 柔軟基板上に形成された3Dマイクロニードルによるin vivo神経電位計測
*山際 翔太{1}, 澤畑 博人{1}, 沼野 利佳{1}, 石田 誠{1}, 鯉田 孝和{2}, 河野

剛士{1}
{1}豊橋技術科学大学, {2}エレクトロニクス先端融合研究所

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-77 S-272 イオン応答性電界効果トランジスタを用いたアクティブ細胞膜障害性測定法の開発 *今泉 祐輝, 合田 達郎, 松元 亮, 宮原 裕二 東京医科歯科大学
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Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-79 S-295 自己組織化ナノ構造を用いたLSPRセンサ *伊藤 健, 松田 裕貴, 西村 翼, 清水 智弘, 新宮原 正三 関西大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-81 S-298 自己組織化ナノ構造を用いたLSPRとQCMのハイブリッドセン サの開発 *寺沢 秀章, 清水 智弘, 新宮原 正三, 伊藤 健 関西大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-83 S-106 ナノメートル精度の画像解析を用いた微小管の曲げ剛性と伸長速度の評価
*浮田 一輝{1}, 磯崎 直人{1}, 新宅 博文{1}, 小寺 秀俊{1}, Taviare

Hawkins{2}, Jennifer Ross{3}, 横川 隆司{1}
{1}京都大学, {2}ウィスコンシン大学, {3}マサチューセッツ大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-85 S-107 金ナノピラーとSAMによるモータタンパク質パターニング技術の開発 *大庭 將太郎, 金子 泰洸ポール, 新宅 博文, 小寺 秀俊, 横川 隆司 京都大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-87 S-137 超撥水性二重凹型ピラーアレイデバイスによるZn(II)錯体含有リゾチームの結晶化
*田中 大器{1}, 川久保 渉{1}, 尹 棟鉉{1}, 関口 哲志{1}, 秋津 貴城{2}, 庄子

習一{1}
{1}早稲田大学, {2}東京理科大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-89 S-212 真空紫外光によるSAMエッチングを利用した細胞パターニング 森迫 勇, 善明 祐介, *安田 隆 九州工業大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-91 S-247
樹状突起スパイン内の空間混み合い効果によるシグナル分子のサイズ依存的センシ

ング機構
*松田 惇志, 井上 康博, 安達 泰治 京都大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-93 S-264 三次元立体露光法を用いて作製したがん細胞浸潤過程観察用マイクロ流体デバイス
*立川 冴子{1}, 金田 祥平{1}, 久米村 百子{1}, 佐藤 竜偉{2}, 塚本 拓野{2},

藤井 輝夫{1}, 鈴木 孝明{2}, 藤田 博之{1}
{1}東京大学, {2}群馬大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-95 S-268 水蒸気プラズマによるCOPとガラス系基板の異種材料接合 *寺井 弘和{1}, 舩橋 理佐{1}, 橋本 泰知{1}, 角田 正也{2} {1}サムコ, {2}シスメックス

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PS-97 S-322 走光性藻類の並列運動制御に用いる多点光照射システムの開発 *長羅 優幸, 中水 泰輝, 永井 萌土, 柴田 隆行 豊橋技術科学大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PLN-1 L-354 プトレシン可視化検知において分子鋳型テクニック *英 暁光{1}, 林 健司{2}, 吉岡 大貴{2}, 佐々 文洋{2} {1}福州大学, {2}九州大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PLN-2 L-356 発振型容量検出回路を用いたAu錘CMOS-MEMS加速度センサの検討
*折原 恒祐{1}, 高安 基大{1}, 道正 志郎{1}, 伊藤 浩之{1}, 山根 大輔{1}, 小

西 敏文{2}, 石原 昇{1}, 町田 克之{1}, 益 一哉{1}
{1}東京工業大学, {2}NTTアドバンステクノロジ

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PLN-3 L-362 UWBセンサを用いた 心拍動の検出手法に関する一考察 *山下 大地{1}, 有本 和民{1}, 横川 智教{1}, 茅野 功{2} {1}岡山県立大学, {2}川崎医療福祉大学

Poster 10/31/17 11:00-12:40 31am3-PLN-4 L-367 MEMS CO2センサの作製とその応答への影響因子の検討 *岩田 達哉, 松田 恭輔, 髙橋 一浩, 澤田 和明 豊橋技術科学大学
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13:50-15:05　センサシンポジウム 若手賞（五十嵐賞・奨励賞）候補者発表セッション　（A会場）/Sensor Symposium: Finalists Session for Igarashi Award and Youth Encouraging Award  (Hall A）

Oral 10/31/17 13:50-15:05 31pm1-A-1 S-213
単一金ナノ粒子二量体を用いた表面増強ラマン分光によるDNAオリゴマー1分子検

出
*丸岡 克成, 菅野 公二, 磯野 吉正 神戸大学

Oral 10/31/17 13:50-15:05 31pm1-A-2 S-211 マイクロマジックテープ構造を有する末梢神経用フィルム電極デバイス
*関 勇介, 山際 翔太, 森川 雄介, 澤畑 博人, 沼野 利佳, 鯉田 考和, 石田 誠,

河野 剛士
豊橋技術科学大学

Oral 10/31/17 13:50-15:05 31pm1-A-3 S-171
光干渉型表面応力センサのバイオ・化学センシングへの応用と差分測定に関する検

討
*丸山 智史, 飛沢 健, 高橋 一浩, 澤田 和明 豊橋技術科学大学

Oral 10/31/17 13:50-15:05 31pm1-A-4 S-305
フレキシブルエレクトロニクスデバイスへ向けたメッシュパターンを有するフレキ

シブル酸化インジウムスズ電極
*坂本 暁祐, 桑江 博之, 小林 直史, 登 惇輝, 庄子 習一, 水野 潤 早稲田大学

Oral 10/31/17 13:50-15:05 31pm1-A-5 S-136 MEMS力センサアレイを用いたiPS細胞に由来する心筋細胞群の拍動力計測
*松平 謙英, グェン タンヴィン, 正路(平山) 佳代子, 塚越 拓哉, 髙畑 智之,

下山 勲
東京大学

13:50-15:05 電子情報通信学会企画セッション1　（B会場）/ IEICE(The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers）Session 1 (Hall B)

Invited 10/31/17 13:50-15:05 31pm1-B-1 ＜招待講演＞車載向け低ノイズMEMS慣性センサの開発 小埜 和夫
株式会社 日立製作所 研究開発グループ エレクトロニクスイノベー

ションセンタ 情報エレクトロニクス研究部 主任研究員

15:15-16:15 電子情報通信学会企画セッション2　（B会場）/ IEICE(The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers）Session 2 (Hall B)

Invited 10/31/17 15:15-16:15 31pm2-B-1
＜招待講演＞バイオ発電素子と低消費電力CMOS集積回路を用いた 電力自立・発電

センシング一体型集積センサ
新津 葵一 名古屋大学大学院工学研究科 講師、科学技術振興機構 さきがけ研究者

16:25-18:05 ポスターセッションB　（P会場）/Poster Session B (Hall P)

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-2 S-114 マイクロスケールガスタービンエンジン要素の空気力学マッチング解析 *角 宙樹, 陸野 晃平, 鈴木 涼馬, 鳥山 寿之 立命館大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-4 S-117 マイクロスケール超音速風洞の幾何学形状補正に関する研究 *村井 尚樹, 陸野 晃平, 山本 凌音, 鳥山 寿之 立命館大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-6 S-123 異なる形状の切欠きを持つナノスケールシリコンのき裂進展挙動 *中村 真也, 岡田 光平, 安藤 妙子 立命館大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-8 S-160 PVAハイドロゲル血管モデルの光弾性応力測定
*安部 修平{1}, 粂野 勇貴{1}, 池田 誠一{2}, 齊藤 梓{3}, 川上 勝{3}, 古川

英光{3}, 溝尻 瑞枝{1}, 櫻井 淳平{1}, 秦 誠一{1}
{1}名古屋大学, {2}ファイン・バイオメディカル, {3}山形大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-10 S-165 非線形項を含む運動方程式の解析モデル化手法の提案 *佐々木 光{1}, 橋口 原{2} デンソー{1}, 静岡大学{2}

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-12 S-225 Bi2Te3とSb2Te3に基づいたY型フレキシブル熱電発素子のシミュレーションと製作 *Nguyen Huu Trung, Ono Takahito 東北大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-14 S-301 チタン基板の光機能化が細胞動態に与える影響の実験的検証

*神之浦 雅輝{1}, アフマド アイマン ビン アフマド カマル{1}, 岩田 沙絵

{2}, 渡辺 菜歩{2}, 森田 金市{3}, 久原 哲{2}, 田代 康介{2}, 中西 義孝{1},

中島 雄太{1}

{1}熊本大学, {2}九州大学, {3}ウシオ電機

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-16 S-323 コルゲート加工による微小波構造を利用したストレッチャブル配線の検討 *唐澤 龍, 高松 誠一, 伊藤 寿浩 東京大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-18 S-078
AN ELECTRET-BASED IMPLANTABLE ENERGY HARVESTER WITH LIQUID

CELLS (MEMS vs. 3D PRINTING FABRICATION)
*Chen Yu-Fan{1}, Inoue Satoshi{2}, Toshiyoshi Hiroshi{2} {1}National Taiwan University, {2}東京大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-20 S-139 MEMS可変メタマテリアルを用いたテラヘルツ・バンドパスフィルタ *市川 和秀{1}, 韓 正利{2}, 高橋 巧也{1}, 年吉 洋{1} {1}東京大学, {2}理化学研究所

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-22 S-163 皮膚性状計測へ向けた光・力複合MEMSセンサの研究 *佐藤 周平{1}, 阿部 祐太{1}, 安部 隆{1}, 野間 春生{2}, 寒川 雅之{1} {1}新潟大学, {2}立命館大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-24 S-182 振動型エナジーハーベスタのための磁気反発力を用いた耐衝撃構造 *吉井 真一, 北川 雄基, 藤田 孝之, 神田 健介, 前中 一介 兵庫県立大学
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Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-26 S-191 静電型ピストンアレイ駆動MEMS可変形状ミラーの変位特性評価 *江間 稔起, 宇野 亜季子, 平井 義和, 土屋 智由, 田畑 修 京都大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-28 S-207 超音波照射による極低侵襲体表細胞採取デバイスの開発 上地 達哉, 鶴岡 典子, 松永 忠雄, *葉 炀, 芳賀 洋一 東北大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-30 S-288 Core-shell構造を有した3Dマイクロニードル神経電極 *井戸川 槙之介, 久保田 吉博, 大井 英生, 石田 誠, 河野 剛士 豊橋技術科学大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-32 S-299 液体の混合過程をTEMで観察するための圧力を利用した液体輸送デバイス
*メノン ヴィヴェーク{1}, マチュー ドゥヌアル{2}, 佐藤 隆昭{1}, 藤田 博

之{1}
{1}東京大学, {2}LIMMS/CNRS-IIS(UMI 2820)

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-34 S-332 Auプラズモニック構造を用いた温度応答性ゲルの生体透過光駆動変形 *田端 航, 後藤 美嵐司, 西山 宏昭 山形大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-36 S-343 三次元光造形を用いたマイクロロータの製作 新井 泰彦, *佐野 弘人 関西大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-38 S-147 並列設置型積層圧電素子を用いた振動発電による加速度センサの駆動 *諸星 陽裕{1}, 藤本 滋{1}, 一木 正聡{2} {1}神奈川大学, {2}産業技術総合研究所

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-40 S-162 プローブ型共焦点内視鏡用2次元レーザー走査ユニットによる細胞画像の取得
*石河 範明{1}, 河村 幸則{1}, 窪田 正雄{1}, 兵藤 文紀{2}, 江藤 比奈子{2},

村田 正治{2}, 澤田 廉士{2}, 橋爪 誠{2}
{1}富士電機, {2}九州大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-42 S-172 真空凍結乾燥装置向けサファイア隔膜真空計の開発 *関根 正志, 添田 将, 石原 卓也 アズビル

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-44 S-208 脳圧排定量化のための光ファイバセンサを搭載した脳べら
*川端 友徳{1}, 松永 忠雄{1}, 森田 明夫{2}, 原田 香奈子{3}{4}, 鶴岡 典子

{1}, 芳賀 洋一{1}
{1}東北大学, {2}日本医科大学, {3}JST, {4}東京大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-46 S-258 消化管内への留置を目的とした飲み込み型デバイスの検討 *中村 亮太{1}, 和泉 慎太郎{1}, 川口 博{1}, 太田 英敏{2}, 吉本 雅彦{1} {1}神戸大学, {2}札幌整形循環器病院

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-48 S-068 液体向けMEMS 微小流量センサの開発 *中野 正志, 池 信一, 湯山 まゆみ, 矢吹 紘久 アズビル

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-50 S-084 酸化バナジウム薄膜のピエゾ抵抗評価と圧力センサ応用 *猪股 直生, 小野 崇人 東北大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-52 S-102 乳幼児の口元気流計測を目的とした熱式チューブ型マイクロ流量センサの開発 *光成 勇樹, 長谷川 義大, 松島 充代子, 川部 勤, 式田 光宏 広島市立大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-54 S-115 発振器型熱式マイクロ・フローセンサの検討 *星野 敬亮, 劉 健男, 室 英夫 千葉工業大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-56 S-130 高温域で安定な高ゲージ率を示すCr-Al-N薄膜ひずみセンサ *丹羽 英二 電磁材料研究所

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-58 S-257 生体情報の半連続免疫計測のための表面弾性波(SAW)イムノセンサに関する研究
*大石 紘希{1}, 當麻 浩司{1}, 吉村 直之{2}, 荒川 貴博{1}, 谷津田 博美

{2}{3}, 三林 浩二{1}
{1}東京医科歯科大学, {2}日本無線, {3}OJ-Bio

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-60 S-308 磁性薄膜の磁気歪みを利用した歪み・振動センサの開発 *久保 結人, 枦 修一郎, 横井 甫, 荒井 薫, 石山 和志 東北大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-62 S-121 匂いセンシングのための逆オパール型フォトニック結晶アレイの開発 *小森 雄仁, 村上 弘明, 小野寺 武, 都甲 潔 九州大学
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Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-64 S-143 対面型吸着層を用いた半導体式薄膜ガスセンサの開発 笹川 大輔, *木下 亮輔, 山口 富治, 原 和裕 東京電機大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-66 S-205 ミネラルウォーターの品質評価のための非接触型水分析センサの開発 *小黒 悠, 矢田 直人, 清水 健司, 寒川 雅之, 安部 隆 新潟大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-68 S-210 金属酸化膜を用いた微小電気化学センサ用イオンブロッキング電極の研究 *泉山 朋也, 長谷川 有貴, 内田 秀和 埼玉大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-70 S-222 くし型電極を用いたススの検出とその再生方法の検討 *安藤 毅, 小林 佳弘, 篠田 宏之, 六倉 信喜 東京電機大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-72 S-250
TiO2/ポリマーハイブリッド型フォトニック結晶スラブを用いた高感度蛍光イオン

センサの開発
*安藝 翔馬{1}, 権一 前野{1}, 末吉 健志{1}, 久本 秀明{1}, 遠藤 達郎{1}{2} {1}大阪府立大学, {2}JST さきがけ

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-74 S-095
可視光領域における高感度バイオセンサー応用を指向したプラズモニック結晶の構

造検討及び光学特性評価
*山田 大空, 安藝 翔馬, 前野 権一, 久本 秀明, 末吉 健志, 遠藤 達郎 大阪府立大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-76 S-164 微小流体回路融合型水晶発振回路式容量センサを用いた微小液滴のモニタリング *江端 亮, 坂井 了, 寒川 雅之, 安部 隆 新潟大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-78 S-167 プローブ修飾ナノ粒子を利用したMRSAの高感度バイオセンシングシステムの構築 *一木 啓志, 坂元 博昭, 末 信一朗 福井大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-80 S-197 単一細胞分析を指向したナノインプリント製フォトニック結晶ナノ共振器
*前野 権一{1}, 安藝 翔馬{1}, 佐藤 和郎{2}, 村上 修一{2}, 山東 悠介{2}, 金

岡 祐介{2}, 末吉 健志{1}, 久本 秀明{1}, 遠藤 達郎{1}
{1}大阪府立大学, {2}大阪産業技術研究所

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-82 S-219 Droplet-free Digital ELISA法によるたんぱく質の高感度同時多項目検出 *赤間 健司, 白井 健太郎, 鈴木 誓吾 シスメックス

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-84 S-099 ATPSを用いた異種モータタンパク質の選択的固定とその評価 *中川 倫宏{1}, 大原 駿平{2}, 新宅 博文{1}, 小寺 秀俊{1}, 横川 隆司{1} {1}京都大学, {2}旭化成

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-86 S-133 アライメント機構による先端分離型マイクロニードル作製プロセス *鍋倉 悠希, 福湯 仁志, 長谷川 義大, 式田 光宏 広島市立大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-90 S-218 160nm真空紫外光照射による高分子材料の表面改質と固体間直接接合法 *橋本 優生, 山本 貴富喜 東京工業大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-92 S-228
微細キャピラリーを用いた静電インクジェットによる 大腸菌および乳酸菌の細菌1

細胞分離
*村田 遼介, 山本 貴富喜 東京工業大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-94 S-234 細胞外微小環境スクリーニングデバイスの開発 *亀井 謙一郎{1}, 眞下 泰正{2} {1}京都大学, {2}東京工業大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-96 S-246 SiN多孔膜を有するマイクロウェルを用いたオータプスニューロンの長期培養 *善明 祐介, 森迫 勇, 安田 隆 九州工業大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-98 S-302
CMOSイメージセンサを用いたFRETシグナル計測用 2色イメージング対応型オン

チップ計測システム
*中元 健太, W. S. Hee, 春田 牧人, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳 奈良先端科学技術大学院大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PS-100 S-320
超並列単一細胞プリンタ開発に向けた多点光照射を用いた細胞アセンブリ技術の構

築
*平塚 翔太, 棚木 健太郎, 北河 佳隆, 永井 萌土, 柴田 隆行 豊橋技術科学大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PLN-5 L-364 多相流マイクロ流体デバイスを用いた金ナノ粒子の合成 *王 遠偉, 田邉 悠, 柳生 裕聖 関東学院大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PLN-6 L-360 液体供給孔を有する集束超音波を用いた液滴吐出デバイスの試作 *中岡 佑太{1}, 神田 岳文{1}, 田沼 千秋{2} {1}岡山大学, {2}法政大学

Poster 10/31/17 16:25-18:05 31pm3-PLN-7 L-353
Macroporous Mesh of Nanoporous Gold, a Universal Platform for Ultrasensitive

Enzyme-Immobilized and Cell-based Bioelectrodes
*Banan Sadeghian Ramin{1}{2}, Han Jiuhui{2} {1}Kyoto University, {2}Tohoku University
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9:00-10:30 センサシンポジウム 若手賞（五十嵐賞・奨励賞）候補者発表セッション　（A会場）/Sensor Symposium: Finalists Session for Igarashi Award and Youth Encouraging Award  (Hall A）

Oral 11/01/17 9:00-10:30 01am1-A-1 S-307
On-Chip MEMSアクチュエータ駆動のためのMEMS後加工5 V標準CMOS素子を利

用した30 Vスイッチング回路
*岡本 有貴, 三田 吉郎 東京大学

Oral 11/01/17 9:00-10:30 01am1-A-2 S-170 スマート材料を用いた分子鋳型ガスセンサの光による動的特性制御 *中西 慶伍, 佐々 文洋, 林 健司 九州大学

Oral 11/01/17 9:00-10:30 01am1-A-3 S-242 3D血管網を用いた剪断応力の知覚と伝達による血管新生評価システム

*寺岡 佑佳子{1}, 中山 雅宗{1}, 梨本 裕司{1}, 中益 明子{2}, 花田 三四郎

{3}, 有馬 侑一郎{3}, 鳥澤 勇介{1}, 新宅 博文{1}, 小寺 英俊{1}, 西山 功一

{3}, 三浦 岳{2}, 横川 隆司{1}

{1}京都大学, {2}九州大学, {3}熊本大学

Oral 11/01/17 9:00-10:30 01am1-A-4 S-178 スクイーズフィルムダンピング抵抗の制御によるMEMSマイクロフォンの高SNR化 *井上 匡志, 内田 雄喜, 石本 浩一, 堀本 恭弘 オムロン

Oral 11/01/17 9:00-10:30 01am1-A-5 S-145 灌流可能な血管を有するオンチップ腫瘍モデルの創出
*梨本 裕司{1}, 寺岡 佑佳子{1}, 有馬 勇一朗{2}, 花田 三四郎{2}, 中益 朗

子{3}, 鳥澤 勇介{1}, 小寺 秀俊{1}, 西山 功一{2}, 三浦 岳{3}, 横川 隆司{1}
{1}京都大学, {2}熊本大学, {3}九州大学

Oral 11/01/17 9:00-10:30 01am1-A-6 S-329 銅表面の酸化および炭素汚染抑制のための水素ラジカル処理 *申 盛斌{1}, 日暮 栄治{1}{2}, 古山 洸太{1}, 須賀 唯知{1} {1}東京大学, {2}産業技術総合研究所

10:40-12:20 ポスターセッションC　（P会場）/Poster Session C  (Hall P)

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-99 S-126 複合エッチング加工技術を用いた基板表面への微小3次元構造アレイの作製 *山本 秀介, 荒木 一宏, 村上 直, 伊藤 高廣 九州工業大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-101 S-128 導電性酸化膜と金属膜を下部電極に併用したPZT薄膜の結晶成長 *水嵜 英明{1}, 佐藤 敏郎{2}, 曽根原 誠{2} {1}長野県工業技術総合センター, {2}信州大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-103 S-154 計測部位の違いによる脈波波形の比較分析―指尖脈波と耳部脈波― *森川 善富 産業技術総合研究所

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-105 S-169 電解式塩素発生用電極触媒のコンビナトリアル探索 *高木 進吾, 溝尻 瑞枝, 秦 誠一, 櫻井 淳平 名古屋大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-107 S-253 共通流路分岐点を特徴とする分注流路選抜デバイス *中渕 翼, 小西 聡 立命館大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-109 S-291
グラフェン/ルテニウム酸化物のハイブリッド電極に基づいた3Dマイクロスーパー

キャパシタ
LI JINHUA, *小野 崇人 東北大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-111 S-321 高機能木質系炭素材料に向けた真空紫外光表面処理における酸素分圧の影響 *前田 世蓮, 桑江 博之, 庄子 習一, 水野 潤 早稲田大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-113 S-132
高い波長選択性を有するMEMS可変カラーフィルタに向けた 自立金属-誘電体-金属

サブ波長格子によるプラズモニックカラーフィルタ
*満留 将人, 澤田 和明, 高橋 一浩 豊橋技術科学大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-115 S-161 MEMS触覚センサによる布の接触温冷感と風合いを合わせた評価
*志和 昂{1}, 佐藤 文哉{1}, 高橋 賢太{1}, 安部 隆{1}, 寒川 雅之{1}, 野間

春生{2}
{1}新潟大学,{2}立命館大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-117 S-174
光・ひずみ複合触覚センサを用いたポリオキシメチレン樹脂の表面形状・色計測に

よる質感評価
*難波 勇太, 安部 隆, 寒川 雅之 新潟大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-119 S-200
Capacitive silicon nanomechanical resonators capable of selective vibration of

high-order mode
*Nguyen Van Toan, Tsuyoshi Shimazaki, Naoki Inomata, Takahito Ono 東北大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-121 S-245 間欠駆動型MEMSジャイロセンサにおけるキャッチ及びリリース条件の最適化検討
*前田 舜太, 久保 悠, 丸藤 竜之介, 増西 桂, 冨澤 泰, 小川 悦治, 畠山 庸平,

板倉 哲朗, 池橋 民雄
東芝

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-123 S-248 LSI一体集積のためのシリコン上PbS量子ドット赤外フォトダイオードの試作
*肥後 昭男, Wang Haibin, 久保 貴哉, 宇佐美 尚人, 岡本 有貴, 山田 健太

郎, 瀬川 浩司, 杉山 正和, 三田 吉郎
東京大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-125 S-269 高性能コールター計測のための局所電極付きナノポア構造の作製
*竹城 雄大{1}, 宇佐美 尚人{1}, 高田 武晃{2}, 池野 理門{1}, 鷲津 信栄{2},

浅田 邦博{1}, 三田 吉郎{1}
{1}東京大学, {2}アドバンテスト
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Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-127 S-282
Rapid molecular sensing based on on-chip size-separation process of DNA

origami
*朴 晟洙, 馬 志鵬, 平井 義和, 土屋 智由, 田畑 修 京都大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-129 S-334 ナノ電気機械ロジックスイッチの作製と評価 *Zhao Dong, Nguyen Van Toan, Takahito Ono 東北大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-131 S-185 植物生体電位と畳み込みニューラルネットワークによる人感センサシステム *南保 英孝, 中野 毅郎, 金山 裕太 金沢大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-133 S-214 マルチセンサ・プラットフォームLSIを用いた複数物理量の測定システム *室山 真徳{1}, 中山 貴裕{2}, 畑 良幸{3}, 田中 秀治{1} {1}東北大学, {2}トヨタ自動車, {3}豊田中央研究所

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-135 S-260
ウェアラブルデバイスのための圧電素子を用いたマルチモーダルな心血管情報の計

測
*岡野 孝昭, 和泉 慎太郎, 勝浦 巧, 川口 博, 吉本 雅彦 神戸大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-137 S-284 筋活動解析のための2チャンネルウエアラブ積層型センサの検討 *大石 裕也, 木本 晃 佐賀大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-139 S-074 圧電MEMS超音波センサ用ダイアフラムの静的撓み量が振動モードに与える影響 *西岡 知記, 山下 馨, 野田 実 京都工芸繊維大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-141 S-086 高感度磁区観察をめざしたAuギャップ光学フィルタの作製
*長谷川 拓己{1}, 溝尻 瑞枝{1}, 櫻井 淳平{1}, 秦 誠一{1}, 高木 健太{2}, 尾

崎 公洋{2}
{1}名古屋大学, {2}産業技術総合研究所

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-143 S-098 光減衰膜を用いた無電源による長距離伝送可能な風向測定手法 *領木 慎一{1}, 服部 鉄範{1}, 国藤 隆{1}, 大小原 健{2} {1}東日本旅客鉄道, {2}ホリー

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-145 S-125 気流検出機能付気管チューブシステムとそれによるその場呼吸計測法に関する研究 *渡辺 瞬{1}, 長谷川 義大{1}, 松島 充代子{2}, 川部 勤{2}, 式田 光宏{1} {1}広島市立大学, {2}名古屋大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-147 S-152 布地の摩擦計測と摩擦感評価との関係
*三島 伊吹{1}, 井上 祐輔{1}, 八幡 拓真{1}, 中山 貴裕{2}, 室山 真徳{3},

野々村 裕{1}
{1}名城大学, {2}トヨタ自動車, {3}東北大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-149 S-216
極薄絶縁層を有するシリカ凝集体エレクトレットを用いた空中超音波センサーの製

作と特性評価
*ビンジャマルディン アハマドザリフアフィック, 陰山 健介 埼玉大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-151 S-112 Pt触媒を用いたWO3系多層薄膜NH3ガスセンサの研究 森田 翼, *佐野 晃司, 山口 富治, 原 和裕 東京電機大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-153 S-140 金属錯体を用いたLB膜味覚センサによるビールの劣化度評価 *矢澤 正好, 長谷川 有貴, 内田 秀和 埼玉大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-155 S-203 小型軽量な口臭識別器の構築 *大松 繁 大阪工業大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-157 S-215 食品鮮度測定のためのセンサ技術の開発
*渡邊 裕樹, 市原 勲己, 龍神 康大, 吉田 雄貴, 浜地 凌平, 刀根 健冴, 礒田

隆聡
北九州市立大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-159 S-266 室温硬化ガラスを基材としたフォトニック結晶導波路の設計と作製

*町野 泰基{1}, 孫 佳儀{1}, 前野 権一{1}, 安藝 翔馬{1}, 佐藤 和郎{2}, 村上

修一{2}, 山東 悠介{2}, 金岡 祐介{2}, 末吉 健志{1}, 久本 秀明{1}, 遠藤 達

郎{1}

{1}大阪府立大学, {2}大阪産業技術総合研究所

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-161 S-296 水晶振動子式水素センサにおける鍍金白金触媒の最適化 *大井川 寛{1}, 播磨 幸一{1}, 幸坂 扶佐夫{2}, 津野 徹{2}, 植田 敏嗣{2} {1}KOA,{2}早稲田大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-163 S-312 有機溶剤検知センサ利用を目指した銅(I)錯体のソルバトクロミズム現象 早川 拓弥, 南山 知花, *阪田 知巳 城西大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-165 S-134
マルチモーダル神経伝達物質イメージセンサのためのイオン拡散防止MEMS構造体

の作製
*魚返 勇太, 満留 将人, 李 宥奈, 岩田 達也, 高橋 一浩, 澤田 和明 豊橋技術科学大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-167 S-157
化学発光酵素免疫測定を用いた超高感度小型診断システムの構築～回転撹拌技術と

磁性粒子マニピュレーション技術～

*堀井 和由, 能勢 智之, 長岡 加奈子, 友田 小百合, 三井田 佑輔, 楊 永健,

中本 竣, ナンビガリラゴバ バルン, 前川 泰範
シスメックス

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-169 S-190 微小電極とイメージングによる単一細胞内外 [Ca2+]同時測定系の開発 *増山 絢子{1}, 合田 達郎{2}, 松元 亮{2}, 青柳 隆夫{1}, 宮原 裕二{2} {1}日本大学, {2}東京医科歯科大学
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Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-171 S-330 フィルタフリー蛍光イメージセンサの開発 *田中 清嗣, 崔 容俊, 木村 安行, 岩田 達哉, 高橋 一浩, 澤田 和明 豊橋技術科学大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-173 S-337 嗅上皮細胞トランジスタによるがん関連物質の検出 広瀬 雄一, 齋藤 暁子, *坂田 利弥 東京大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-175 S-061 MEMS中枢神経刺激用多電極インターフェースの作製とその評価 *村上 修一{1}, 高橋 壮太{2}, 佐藤 和郎{1}, 舘野 高{2} {1}大阪産業技術研究所, {2}北海道大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-177 S-151 臓器解析の実現に向けた貫通孔Siブレードアレイデバイスの開発 *塩見 太朗{1}, 香川 大地{1}, 高尾 英邦{1}, 下川 房男{1}, 寺尾 京平{1}{2} {1}香川大学, {2}JST-さきがけ

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-179 S-237 骨細管内部構造が流れによる骨細胞メカノセンシングに及ぼす影響 *小笹 正裕, 亀尾 佳貴, 武石 直樹, 安達 泰治 京都大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-181 S-259
連続的サンプリング機構の実現に向けたリキッドゲートによる目詰まり抑止効果の

評価
*坂田 健士郎, 楊 路, 山本 貴富喜 東京工業大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-183 S-273
Reconstitutive analyses of intraluminal pressure on angiogenic morphogenesis

using a microfluidic device

有馬 勇一郎{1}, 花田 三四郎{1}, 福原 茂朋{2}, 山口 佳美{3}, 内川 道江

{1}, 梨本 裕司{4}, 中益 朗子{3}, 横川 隆司{4}, 三浦 岳{3}, *西山 功一{1}
{1}熊本大学, {2}日本医科大学, {3}九州大学, {4}京都大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-185 S-318 マクロスケール組織構築のための血管内包ひも状肝組織 *佐藤 龍, 尾上 弘晃 慶應義塾大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PS-187 S-327 真空紫外光による合成樹脂の微細パターニング法の研究 *土井 智尭, 橋本 優生, 山本 貴富喜 東京工業大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PLN-8 L-361 静電容量型MEMSセンサにおけるブラウニアン・ノイズ評価手法の検討(2)
*新島 宏文{1}, 高安 基大{1}, 山根 大輔{1}, 小西 敏文{2}, 佐布 晃昭{2}, 伊

藤 浩之{1}, 年吉 洋{3}, 町田 克之{1}, 益 一哉{1}
{1}東京工業大学, {2}NTT アドバンステクノロジ, {3}東京大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PLN-9 L-363 自立構造型可変メタマテリアル *磯崎 瑛宏{1}, 菅 哲朗{2}, 高橋 英俊{1}, 松本 潔{3}, 下山 勲{1} {1}東京大学, {2}電気通信大学, {3}東洋大学

Poster 11/01/17 10:40-12:20 01am2-PLN-10 L-368 外部磁場を利用した水晶発振回路式濃度センサに関する基礎研究 *富樫 裕基, 矢田 直人, 寒川 雅之, 安部 隆 新潟大学

13:30-15:00　エレクトロニクス実装学会連携セッション：センサ・MEMS のための実装技術　（B会場）/JIEP (The Japan Institute of Electronics Packaging) Session

Oral 11/01/17 13:30-15:00 01pm1-B-1 S-300 極薄圧電ひずみセンサアレイによる橋梁劣化診断のための動ひずみモニタリング
*山下 崇博{1}, 高松 誠一{2}, ジメルカ ダニエル{3}, 富樫 和義{4}, 岡田

浩尚{1}, 伊藤 寿浩{2}, 小林 健{1}

{1}産業技術総合研究所, {2}東京大学, {3}NMEMS技術研究機構, {4}大

日本印刷

Oral 11/01/17 13:30-15:00 01pm1-B-2 S-311 接合転写表面平坦化による SUS 基板の大気圧常温接合 *倉島 優一, 松前 貴司, 高木 秀樹 産業技術総合研究所

Oral 11/01/17 13:30-15:00 01pm1-B-3 S-319
NANOTRANSFER METHOD FOR THE FERROELECTRIC FILMS ONTO THE

POLYMER SUBSTRAT
*一木 正聡, 牧野 翔 産業技術総合研究所

Oral 11/01/17 13:30-15:00 01pm1-B-4 S-261 汎用ディープX線リソグラフィーシステム (BL11)を用いた微細加工特性の検討 *竹内 雅耶, 山口 明啓, 内海 裕一 兵庫県立大学

Oral 11/01/17 13:30-15:00 01pm1-B-5 S-240 POCTを指向した自律型遠心マルチアッセイデバイスの開発 *岡本 俊哉, 浮田 芳昭 山梨大学

Oral 11/01/17 13:30-15:00 01pm1-B-6 S-256
金ナノ粒子の自己集合化ボトムアッププロセスを利用したプラズモニックナノセン

サー
*福岡 隆夫, 内海 裕一, 山口 明啓 兵庫県立大学

15:10-16:40　基調講演／一般公開セッション　（A会場）/Keynote Session (Open to the public)  (Hall A)

Keynote 11/01/17 15:10-15:50 01pm2-A-1 ＜基調講演＞SKYACTIVエンジン開発の志 人見 光夫 マツダ株式会社 常務執行役員，シニア技術開発フェロー

Keynote 11/01/17  16:00-16:40 01pm3-A-1 ＜基調講演＞夢をビジネスに変える力 戸田 拓夫 株式会社キャステム 代表取締役社長 折り紙ヒコーキ協会 会長

16:40-18:20 ポスターセッションD　（P会場）/Poster Session D  (Hall P)

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-102 S-075 圧縮空気を利用したMEMSマイクロホンの機械的強度評価 *笠井 隆, 内田 雄喜, 中野 優, 佐野 浩二, 中河 佑将, 桃谷 幸志, 奥川 晃宏 オムロン
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Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-104 S-080
ガラス製マイクロ流体デバイスを用いたBrust法による有機溶媒分散金ナノ粒子の

合成
*浜本 真央, 柳生 裕聖 関東学院大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-106 S-093 二重螺旋DNA粗視化モデルの力学物性評価とDNAナノ構造体への応用 *柳生 裕聖{1}, Lee Jae-Young{2}, Kim Do-Nyun{2}, 田畑 修{3} {1}関東学院大学, {2}ソウル国立大学, {3}京都大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-108 S-155 TiNを用いたMEMSガスセンサ用マイクロヒータの作製と評価 *伊藤 浩, 新國 広幸 東京工業高等専門学校

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-110 S-173 バナジウムドープ二硫化モリブデン二次元膜の合成に関する研究 *朱 敏杰, 猪股 直生, 小野 崇人 東北大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-112 S-179 画像処理を用いたDNデザイナブルゲルの光弾性応力測定
*粂野 勇貴{1}, 安部 修平{1}, 池田 誠一{2}, 齊藤 梓{3}, 川上 勝{3}, 古川

英光{3}, 溝尻 瑞枝{1}, 櫻井 淳平{1}, 秦 誠一{1}
{1}名古屋大学, {2}ファイン・バイオメディカル, {3}山形大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-114 S-285 金回折格子を有するショットキー型光検出器による近赤外分光器 陳 文静{1}, *菅 哲朗{2}, 安食 嘉晴{3}, 松本 潔{4}, 下山 勲{1}
{1}東京大学, {2}電気通信大学, {3}マイクロマシンセンター, {4}東洋大

学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-116 S-287 外部磁場駆動型人工繊毛による3次元的な繊毛運動の再現 *津守 不二夫, 丸目 隆真, 工藤 健太郎, 品川 一成 九州大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-118 S-088 Cu-Ni熱電薄膜を用いたフレキシブル発電デバイスの作製 *清水 悠希{1}, 溝尻 瑞枝{1}, 三上 祐史{2}, 櫻井 淳平{1}, 秦 誠一{1} {1}名古屋大学, {2}産業技術総合研究所

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-120 S-103 実環境における高出力静電型エナジーハーベスタの充電特性
*古賀 英明{1}, 三屋 裕幸{1}, 杉山 達彦{2}, 藤田 博之{3}, 年吉 洋{3}, 橋口

原{2}
{1}鷺宮製作所, {2}静岡大学, {3}東京大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-122 S-193 多層PZT薄膜による圧電MEMSエナジーハーベスタの提案 *中西 亮介, 神田 健介, 藤田 孝之, 前中 一介 兵庫県立大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-124 S-199 PZTの焦電効果を利用した積層型静電アクチュエータの出力評価 *橋本 航, 尾﨑 隼人, 神田 岳文 岡山大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-126 S-275
3D自己加熱ステージを用いたマイナーメタルの深掘り反応性イオンエッチング技術

の開発
*韓 剛, 村田 祐貴, 大川 太基, 今井 純一, 寒川 雅之, 安部 隆 新潟大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-128 S-309 導波路型微小光共振器における光周波数コム発生の閾値検討 *古澤 健太郎, 関根 徳彦, 笠松 章史, 鵜澤 佳徳 情報通信研究機構

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-130 S-324 超臨界流体薄膜形成技術によるSiトレンチ基板へのCu製膜の検討 *太田 悦子, Hurtaud Xavier, 百瀬 健, 三田 吉郎 東京大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-132 S-339 フレキシブル基板上に実装された極薄MEMS光スキャナデバイス *竹下 俊弘, 山下 崇博, 牧本 なつみ, 小林 健 産業技術総合研究所

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-134 S-065 人工膝関節置換術中支援に向けたフレキシブル圧力センサアレイシステム *田邊 史夏, 吉本 秀輔, 野田 祐樹, 荒木 徹平, 植村 隆文, 関谷 毅 大阪大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-136 S-131
SiGeモノリシックコンボセンサに向けたラピッドプロトタイピング -3軸加速度セ

ンサと振動型磁気センサ-
*廣田 朝地, 横松 得滋, 神田 健介, 藤田 孝之, 前中 一介 兵庫県立大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-138 S-279 MEMSセンサ付き気管内チューブの無線化に関する研究 *波田 拓馬, 谷口 和弘, 長谷川 義大, 式田 光宏 広島市立大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-140 S-281 無線聴診システムによる子牛の健康モニタリング *諸田 裕紀{1}, 増田 誉{1}, 宮本 亨{2}, 新井 鐘蔵{2}, 伊藤 寿浩{1} {1}東京大学, {2}動物衛生研究所

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-142 S-283
SU8微細機構/形状記憶合金厚膜アクチュエータアレイ型触覚ディスプレイ素子形

成と動作特性評価

*峯田 貴{1}, 辻 一樹{1}, 梁取 大{1}, 日吉 健太{1}, 小野 泰弘{2}, 阿部 喜

{2}
{1}山形大学, {2}東海理化

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-144 S-331 ポンプ状態モニタリング用無線センサのための自立発電デバイスの検討 *寺原 洋希 東京大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-146 S-053 パーマロイコンセントレータによる磁場勾配を用いた共振型磁気センサ *諏訪 亘, 猪股 直生, 戸田 雅也, 小野 崇人 東北大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-148 S-054 低消費電力性・耐腐食性を有するフローセンサデバイスの特性改善 *山岡 英彦, 永田 晃基 東京都立産業技術研究センター
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Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-150 S-067 指紋・指腹の表面質感検知能を集積したマルチスケール型MEMS触覚センサ *綿谷 一輝{1}, 寺尾 京平{1}{2}, 下川 房男{1}{2}, 高尾 英邦{1}{2} {1}香川大学, {1}香川大学/{2}JST-CREST

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-152 S-100 円形ダイヤフラムを有するシリコン基板光導波型圧力センサ *新國 広幸, 伊藤 浩 東京工業高等専門学校

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-154 S-198 高温クリープ立体成形技術による極小MEMS触覚センサの開発研究 *大坂 憲司, 中田 悟史, 山本 賢祐, 菅野 公二, 磯野 吉正 神戸大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-156 S-217 可視化計測システム(探嗅カメラ)を用いた 生体ガスの非侵襲計測への応用 *荒川 貴博, 飯谷 健太, 佐藤 敏征, ナセデン ムニラ, 當麻 浩司, 三林 浩二 東京医科歯科大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-158 S-064 ボトムゲート型a-InGaZnO TFT pHセンサの微小pH変化への応答
*岩松 新之輔{1}, 竹知 和重{2}, 阿部 泰{1}, 今野 俊介{1}, 村上 穣{1}, 矢作

徹{1}, 加藤 睦人{1}, 田邉 浩{2}, 渡部 善幸{1}
{1}山形県工業技術センター, {2}NLTテクノロジー

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-160 S-119
フォーカシングATR法を用いた表面プラズモン励起増強蛍光分光による低分子化合

物の検出
*本多 俊裕, 伊藤 智, 矢田部 塁, 小野寺 武, 都甲 潔 九州大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-162 S-176 植物生体電位による栽培環境制御に向けたリアルタイム生理活性評価 *室橋 郁也, 長谷川 有貴, 内田 秀和 埼玉大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-164 S-183
自己組織化膜を被覆したSAWデバイスを用いた匂い濃縮及びアンペロメトリックセ

ンサ
*Chakraborty Parthojit, 中本 高道 東京工業大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-166 S-270
画像センシング‐IoT(インターネット化)技術の開発と 皮膚炎症の遠隔検査システ

ムへの利用

高尾 凌太郎{1}, 市原 勲己{2}, 龍神 康大{2}, 吉田 雄貴{2}, 渡邊 裕樹{2},

浜地 凌平{2}, 刀根 健冴{2}, 清水 孝雄{3}, 漆原 育子{3}, 竹下 聡{4}, 尾池

哲郎{4}, 岡本 圭史{5}, 欧陽 琛璨{5}, *礒田 隆聡{2}

{1}東洋ゴム工業, {2}北九州市立大学, {3}アーズ, {4}FILTOM, {5}カネ

カ

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-168 S-303 粒子径の大きなゼオライトを用いたガスセンシングに向けた衝撃試験

*山田 健太郎{1}, Julien Grand{2}, 岡本 有貴{1}, Reddy Ranga{1},

Matthieu Denoual{2}, Sveltana Mintova{2}, Agnès Tixier-Mita{1}, 三田

吉郎{1}

{1}東京大学, {2}University of Mormandie

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-170 S-304 マイクロ流体デバイスによる高効率かつ安全なブロモ基付加操作
*川久保 渉{1}, 田中 大器{1}, 尹 棟鉉{1}, 関口 哲志{1}, 高橋 啓太{2}, 秋津

貴城{2}, 庄子 習一{1}
{1}早稲田大学, {2}東京理科大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-172 S-096 糖鎖修飾導電性高分子を用いたインフルエンザウイルスの電気的検出 *合田 達郎, 海 文峰, 堀口 諭吉, 松元 亮, 宮原 裕二 東京医科歯科大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-174 S-135
バイオマーカー検出のためのエラストマーナノ薄膜を利用したMEMS光干渉型表面

応力センサ

*寺元 玲奈{1}, 丸山 智史{1}, 藤枝 俊宣{2}, 佐藤 信孝{2}, 武岡 真司{2}, 澤

田 和明{1}, 高橋 一浩{1}
{1}豊橋技術科学大学, {2}早稲田大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-176 S-189 pH応答性電界効果トランジスタを用いた上皮タイトジャンクション評価系の構築 *波多野 豊晃, 合田 達郎, 松元 亮, 宮原 裕二 東京医科歯科大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-178 S-244 ナノプローブ神経電極の特性評価と細胞内電位計測
*久保田 吉博, 澤畑 博人, 牛流 章弘, 安東 頼子, 沼野 利佳, 石田 誠, 河野

剛士
豊橋技術科学大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-180 S-290 ナノ構造を用いたQCMセンサの開発 *浅井 直人, 清水 智弘, 新宮原 正三, 伊藤 健 関西大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-182 S-297
ポリジメチルシロキサンを用いたナノインプリント技術による無線・無電極水晶振

動子バイオセンサの開発

*小高 廉斉{1}, 酒井 悠希{1}, 有賀 崚{1}, 小塚 俊哉{1}, 野口 裕之{1}, 加藤

史仁{1}, 荻 博次{2}
{1}日本工業大学, {2}大阪大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-184 S-069 分子パターニングを用いたキネシンの協働性の評価
*金子 泰洸ポール{1}, 大庭 将太郎{1}, 古田 健也{2}, 大岩 和弘{2}, 新宅

博文{1}, 小寺 秀俊{1}, 横川 隆司{1}
{1}京都大学,  {2}情報通信研究機構

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-186 S-092 脂質が塗布された有孔隔壁の浸漬よる脂質二重膜の形成
*三澤 宣雄{1}, 藤井 聡志{1}, 神谷 厚輝{1}, 大崎 寿久{1}{2},竹内 昌治

{1}{2}
{1}神奈川県立産業技術総合研究所, {2}東京大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-188 S-158 On-chip Cell Gymの設計と動作確認実験 *洞出 光洋, 伊藤 弘明, 蔡 佳宏, 高山 俊男, 金子 真 大阪大学
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Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-190 S-221 異種細胞灌流共培養のための2 層コラーゲンチューブデバイス *板井 駿, 尾上 弘晃 慶應義塾大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-192 S-239 マイクロ流体デバイスを用いたiPS細胞由来心筋細胞の純化方法に関する研究 *Yu Leqian{1}, LI Xin{2}, LI JUNJUN{1}, Liu Li{1}, Kotera Hidetoshi{1} {1}京都大学, {2}East China Normal University

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-194 S-278
藻類を利用した環境光応答デバイスアレイの開発 ―並列的な構造物駆動手法の確立

―
*中水 泰輝, 長羅 優幸, 永井 萌土, 柴田 隆行 豊橋技術科学大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-196 S-316 スフェロイドを対象としたがん細胞結合ペプチド探索の洗浄過程デバイス *池田 匡利, 石田 忠, 小俣 透 東京工業大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PS-198 S-057 誘電泳動による高次ナノ構造体創製と分子センシングへの適用 *山口 明啓, 福岡 隆夫, 内海 裕一 兵庫県立大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PLN-11 L-365 Ir/YSZ/Si上に成膜したダイヤモンドを用いた振動子の作製と評価 *持丸 裕矢, 戸田 雅也, 小野 崇人 東北大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PLN-12 L-370 磁性粒子分散表面層による自己組織型しわ構造の制御 *西山 令, 徳丸 和樹, 工藤 健太郎, 品川 一成, 津守 不二夫 九州大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PLN-13 L-373 ZnO単結晶層を用いたUVセンサ感度向上のための電極間距離依存性の検討 *信太 智貴, 小倉 康平, 水野 愛, 安藤 毅, 篠田 宏之, 六倉 信喜 東京電機大学

Poster 11/01/17 16:40-18:20 01pm4-PLN-14 L-369 全血での血液検査パッチを目的とした採血用マイクロニードルの開発 *黒川 祥太郎, 高間 信行, 金 範埈 東京大学

16:40-18:20　紙ヒコーキ滞空時間コンテスト（一般公開）　（A会場）/Papercraft Airplane Flight Duration Contest  (Hall A)

16:40-18:20　日本酒の科学と実践　（B会場）/Science of "SAKE"   (Hall B)

18:30-19:30　Mixer＆セレモニー　（A会場）/ Mixer & Ceremony  (Hall A)

20:00-22:00　３シンポ合同若手交流会（別会場）/Youth Generation Networking (at a restraurant in Hiroshima City)
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9:00-9:40　基調講演　（A会場）/ Keynote Session  (Hall A)

Keynote 11/02/17 9:00-9:40 02am1-A-1
＜基調講演＞人々をエンパワーするウェアラブル・センシングとフィードバック技

術
鈴木 健嗣

筑波大学 システム情報系 教授, 科学技術振興機構 (JST) CREST 研究

代表者

9:50-11:05　センサシンポジウム：優秀技術論文賞候補者発表セッション　（B会場）/Finalists Sessiion for Best Paper Awards (Hall B)

Oral 11/02/17 9:50-11:05 02am2-B-1 S-238 Pd系金属ガラスを用いた容量型MEMS水素センサー *山﨑 宏明, 林 裕美, 増西 桂, 小野 大騎, 池橋 民雄 東芝

Oral 11/02/17 9:50-11:05 02am2-B-2 S-153 金アンテナ構造によるプラズモン共鳴を用いた中赤外シリコンフォトディテクタ *菅 哲朗{1}, 安食 嘉晴{2} {1}電気通信大学, {2}マイクロマシンセンター

Oral 11/02/17 9:50-11:05 02am2-B-3 S-052 超音波診断用CMUTの積層薄膜構造の検討 *青野 宇紀, 吉村 保廣, 町田 俊太郎 日立製作所

Oral 11/02/17 9:50-11:05 02am2-B-4 S-056
ゲージファクター5,000を有する超高感度スピン歪検知素子およびスピンMEMSマ

イクロフォンのデモンストレーション

*藤 慶彦, 原 通子, 東 祥弘, 加治 志織, 増西 桂, 永田 友彦, 湯澤 亜希子, 大

津 賢治, 岡本 和晃, 馬場 祥太郎, 小野 富男, 堀 昭男, 福澤 英明
東芝

Oral 11/02/17 9:50-11:05 02am2-B-5 S-254 皮質脳波活動の水平伝搬ベクトル検出技術 *澤畑 博人, 西川 魁, 山際 翔太, 鯉田 孝和, 沼野 利佳, 石田 誠, 河野 剛士 豊橋技術科学大学

13:30-15:10　ポスターセッションE　（P会場）/ Poster Session E  (Hall P)

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-199 S-072 MEMSミラーを用いたスマートグラス型眼底検査装置の製作 *高橋 佳希, 佐々木 敬, Kaushik Neelam, 中澤 徹, 羽根 一博 東北大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-200 S-085 自己組織化DNAナノワイヤの直径と配列の制御に向けたプロセス検討 *神谷 昌吾, 高尾 英邦, 下川 房男, 寺尾 京平 香川大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-201 S-091
小型パッチ式乳酸モニタリングシステムの運動時における代謝状態のリアルタイム

評価への応用
*榎本 圭吾, 高山 健人, 工藤 寛之 明治大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-202 S-109 犠牲DNAオリガミ技術とナノギャップを有する金ナノ粒子二量体作製への応用 *山下 直輝, 朴 晟洙, 馬 志鵬, 川合 健太郎, 平井 義和, 土屋 智由, 田畑 修 京都大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-203 S-224 Structural robustness of different crossover/nick designs of 2D DNA origami *馬 志鵬, 山下 直輝, 朴 晟洙, 川合 健太郎, 平井 義和, 土屋 智由, 田畑 修 京都大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-204 S-267 超電導電力貯蔵装置を小型化するための渦巻溝形成と壁面の低スキャロップ化
許 哲瑋{1}, 熊谷 慎也{1}, 鈴木 康広{2}, 日置 辰視{2}, 盧 柱亨{3}, 高井 治

{3}, 元廣 友美{2}, *佐々木 実{1}
{1}豊田工業大学, {2}名古屋大学,{3}関東学院大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-205 S-338 左右対称エレクトレットくし歯電極による広帯域振動エナジーハーベスタ応用
*三屋 裕幸{1}, 芦澤 久幸{1}, 穴井 大輔{1}, 橋口 原{2}, 本間 浩章{3}, 藤田

博之{3}, 年吉 洋{3}
{1}鷺宮製作所, {2}静岡大学, {3}東京大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-206 S-340 フェムト秒レーザ照射による温度応答性ゲル内部への金属粒子析出プロセスの開発 *小田島 駿, 阿相 克, 西山 宏昭 山形大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-207 S-063 環境汚染物質の除去を目指したゲル型マイクロモータの構築 *横手 生成, 鈴木 博章 筑波大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-208 S-076 Q値に依存しない広帯域特性を示す振動発電素子の開発
*杉山 達彦,{1} 芝田 泰{1}, 古賀 英明{2}, 藤田 博之{3}, 年吉 洋{3}, 橋口

原{1}
{1}静岡大学,{2}鷺宮製作所, {3}東京大学 , ,

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-209 S-148 磁歪材料を用いた共振型磁気センサ *江面 大河, 猪股 直生, 小野 崇人 東北大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-210 S-195 減圧ドライ転写技術を用いた真空キャビティ構造をもつグラフェン共振器の製作 石田 隼斗, 岩田 達哉, 澤田 和明, *髙橋 一浩 豊橋技術科学大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-211 S-196 超音波ねじり振動子による単分散液滴を用いたナノ粒子生成
*藤本 望夢{1}, 神田 岳文{1}, 勝田 将矢{1}, 阪田 祐作{1}, 山田 嘉昭{1}, 妹

尾 典久{1}, 中崎 義晃{2}, 音山 貴史{2}
{1}岡山大学, {2}ナノ・キューブ・ジャパン

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-212 S-277 道路インフラモニタリング用MEMS歪みセンサの開発
*後藤 慎太郎{1}, 高松 誠一{1}, 伊藤 寿浩{1}, 小林 健{2}, 山下 崇博{2}, 牧

本 なつみ{2}
{1}東京大学, {2}産業技術総合研究所
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Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-213 S-294
レーザ加工とインプリント加工の複合プロセスによる セラミック3次元マイクロ流

路の開発
*徳丸 和樹, ハント 載紋, 津守 不二夫, 工藤 健太郎, 品川 一成 九州大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-214 S-336 応力補償構造を用いたScAlN振動発電デバイス *武井 亮平, 牧本 なつみ, 田原 竜夫, 秋山 守人, 伊藤 寿浩, 小林 健 産業技術総合研究所

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-215 S-050 簡易検波回路を用いた磁気センサ(フラックスゲートマグネトメータ:FGM)の開発 *松田 真吾, 平間 淳司 金沢工業大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-216 S-144
小型電動マニピュレータによる柔軟物把持制御のための 近接・接触・滑り検知触覚

センサ
*菅 史賢{1}, 荒木 凌馬{1}, 安部 隆{1}, 寒川 雅之{1}, 野間 春生{2} {1}新潟大学, {2}立命館大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-217 S-168 多層化圧電膜によるMEMS触覚デバイス *遠山 蒼, 神田 健介, 大久保 昂, 藤田 孝之, 前中 一介 兵庫県立大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-218 S-181 複数の三軸加速度センサを用いた小型無線波浪観測ブイの提案と試作 *倉本 大輔, 石崎 哲, 三浦 剛弥, 濱崎 利彦 広島工業大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-219 S-286 静電気センシングによる湿潤分布測定の検討 *豊福 一仁, 木本 晃 佐賀大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-220 S-094
土壌培地内計測を目指した土中水分量・イオン濃度センサ用 インピーダンス計測回

路チップの製作と評価
*長屋 昇吾, 安富 啓太, 平野 陽豊, 川人 祥二, 二川 雅登 静岡大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-221 S-124
末梢気道におけるその場観察と呼吸量計測を可能とする光ファイバースコープ搭載

型流量センサの開発
*沖原 千明{1}, 長谷川 義大{1}, 松島 充代子{2}, 川部 勤{2}, 式田 光宏{1} {1}広島市立大学, {2}名古屋大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-222 S-149 MEMS圧力センサを用いた液滴粘度計 *高橋 英俊, グェン タンヴィン, 下山 勲 東京大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-223 S-223 極薄シリコンピエゾ抵抗素子を用いたフレキシブルな圧力センサ *竹井 裕介{1}, 後藤 慎太郎{2}, 高松 誠一{2}, 伊藤 寿浩{2}, 小林 健{1} {1}産業技術総合研究所, {2}東京大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-224 S-328 印刷カンチレバーを用いたヘッドマイク式呼吸センサーの開発 *金澤 周介, 堀井 美徳, 日下 靖之, 牛島 洋史 産業技術総合研究所

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-225 S-335 静電容量式フレキシブル近接センサの応答性の曲率半径依存
*野村 健一{1}, 堀井 美徳{1}, 鍛冶 良作{1}, 岩田 史郎{2}, 大峠 忍{2}, 今若

直人{2}, 吉野 勝美{2}, 牛島 洋史{1}
{1}産業技術総合研究所, {2}島根県産業技術センター

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-226 S-345 ホール素子による微小磁場計測の検討 眞砂 卓史{1}, 笠原 健司{1}, 西村 和浩{2}, *柴崎 一郎{3} {1}福岡大学, {2}旭化成エレクトロニクス, {3}野口研究所

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-227 S-058 汗中pHと皮膚温度の常時計測に向けたフレキシブル健康管理パッチの開発 *中田 尚吾, 有江 隆之, 秋田 成司, 竹井 邦晴 大阪府立大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-228 S-059 積層セラミック技術を用いたガスセンサの要素技術開発 *小宮 一毅, 山岡 英彦 東京都立産業技術研究センター

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-229 S-113 イオン液体液滴の表面張力波を用いたガスセンサ *齋藤 宏, Thanh-Vinh Nguyen, 下山 勲 東京大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-230 S-122 水晶振動子によるメチルメルカプタンガス及びアンモニアガスの同時測定 *都倉 勇貴, 中田 弦徳, 森山 友加里, 緒明 佑哉, 今井 宏明, 白鳥 世明 慶應義塾大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-231 S-187 光成長による金属ナノ粒子間ギャップ制御とSERS活性評価 *李 景韶, 渡邊 真司, 荒木 聡, 佐々 文洋, 林 健司 九州大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-232 S-262 低濃度乳酸モニタリングのための酵素プリンティングによる酵素電極センサ *鶴岡 典子, 松永 忠雄, 井上 久美, 末永 智一, 芳賀 洋一 東北大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-233 S-280 室内の熱流体環境を計測するロボットの研究 瀬戸 匠{1}, 後藤 奈緒子{1}, *松倉 悠{2}, 石田 寛{1} {1}東京農工大学,  {2}大阪大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-234 S-317 半導体型pH センサによる低水分量土壌pH 計測に関する研究
*上村 渓介{1}, 許山 久美子{1}, 平野 陽豊{1}, 渡辺 実{2}, 小松 満{3}, 二川

雅登{1}
{1}静岡大学, {2}ラピスセミコンダクタ, {3}岡山大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-235 S-081 分子間相互作用測定のための多サンプル同時蛍光偏光測定システムの開発
*若尾 摂{1}, 住吉 研{2}, 溝口 親明{2}, 真栄城 正寿{1}, 石田 晃彦{1}, 谷

博文{1}, 重村 幸治{2}, 火原 彰秀{3}, 渡慶次 学{1}
{1}北海道大学, {2}NLTテクノロジー, {3}東北大学
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Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-236 S-116 pH検出に基づく核酸の増幅と検出を行う小型デバイスの創製 *田畑 美幸, 合田 達郎, 松元 亮, 宮原 裕二 東京医科歯科大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-237 S-118
In Situ Monitoring of Cell Adhesion on Thermally Responsive Nanofiber Coatings

Using Quartz Crystal Microbalance

*Jiatu Li{1}, Mizuki Tenjimbayashi{1}, Yuki Tokura{1}, Ko

Matsukawa{2}, Kenta Homma{2}, Aya Akimoto Mizutani{2}, Seimei

Shiratori{1}

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

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-238 S-138 表面弾性波を用いた攪拌効果による微量サンプルの電気化学的高感度検出
*坂元 博昭{1}, 北西 裕紀{1}, 天谷 諭{2}, 才木 常正{3}, 内海 裕一{3}, 末

信一朗{1}
{1}福井大学, {2}理化学研究所, {3}兵庫県工業技術センター

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-239 S-177
非標識バイオセンシングに向けた高い波長選択性を持つ MEMS光干渉型表面応力

センサの製作

*高橋 利昌{1}, 飛沢 健{1}, 三澤 宣雄{2}, 瀧 美樹{1}, 澤田 和明{1}{3}, 高

橋 一浩{1}{4}

{1}豊橋技術科学大学, {2}神奈川科学技術アカデミー, {3}JST CREST,

{4}JST さきがけ

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-240 S-315 濾紙を用いたサンプリング法に基づく簡易型唾液中尿酸計測システム *高木 優樹, 林 周平, 工藤 寛之 明治大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-241 S-070
キネシンによる微小管運動における蛍光ATP結合・解離の LZMWsを用いた1分子観

察

*藤本 和也{1}, 飯野 亮太{2}, 富重 道雄{3}, 新宅 博文{1}, 小寺 秀俊{1}, 横

川 隆司{1}
{1}京都大学, {2}分子科学研究所, {3}青山学院大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-242 S-083 酵素機能を融合した光駆動分子加工ツールの開発 *増田 晃士, 高尾 英邦, 下川 房男, 寺尾 京平 香川大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-243 S-104 環状DNA1分子トラップデバイスを利用した分子ダイナミクスの計測 *土肥 大輝{1}, 平野 研{2}, 寺尾 京平{1}{3} {1}香川大学, {2}産業技術総合研究所, {3}JST-さきがけ

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-244 S-166 迅速な宇宙放射線リスク評価のためのマイクロ流体チップの開発 *田村 隆大{1}, 中村 麻子{2}, 高橋 健太{2}, 山田 功{1}, 鈴木 孝明{1} {1}群馬大学, {2}茨城大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-245 S-227 低X線散乱ノイズ観測チャンバー開発による蛋白質1分子構造変化計測
*清水 啓史{1}, 田渕 友樹{2}, 田原 樹生{2}, 岩本 真幸{1}, 平井 義和{2}, 土

屋 智由{2}, 田畑 修{2}
{1}福井大学, {2}京都大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-246 S-251 張力センシングを介した骨芽細胞様細胞の能動的配向 *石川 敬一, 須長 純子, 亀尾 佳貴, 安達 泰治 京都大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-247 S-314 表面粗さ構造に対する微小管運動特性の評価 *宮﨑 勇{1}, 中原 佐{1}, 小寺 秀俊{2}, 横川 隆司{2}, 南 和幸{1} {1}山口大学, {2}京都大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PS-248 S-156 マイクロメッシュを基板とする共培養システムを用いた生体内組織挙動の再現 *オケヨ ケネディ{1}, 山田 快{2}, 小穴 英廣{2}, 鷲津 正夫{2} {1}京都大学, {2}東京大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PLN-15 L-371 薄膜金属ガラスを用いた微小ダイアフラム構造体の張力制御法 *上嶋 祥平, 秦 誠一, 櫻井 淳平 名古屋大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PLN-16 L-366
Serial Communication Performance of Networked Sensor Platform LSIs with

Differential Signaling for Multi-Sensor System Implementation
*邵 晨鍾{1}, 田中 秀治{1}, 中山 貴裕{2}, 室山 真徳{1} 東北大学{1}, 東北大学, トヨタ自動車{2}, 東北大学

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PLN-17 L-355 3軸MEMS加速度センサにおける単一Au錘および電極分割方式の検討
*乙部 翔太{1}, 高安 基大{1}, 山根 大輔{1}, 小西 敏文{2}, 佐布 晃昭{2}, 伊

藤 浩之{1}, 道正 志郎{1}, 石原 昇{1}, 町田 克之{1}, 益 一哉{1}
{1}東京工業大学, {2}NTTアドバンステクノロジ

Poster 11/02/17 13:30-15:10 02pm1-PLN-18 L-372 嗅覚アシストマスクにおけるガスセンサの取付け位置の検討 奥田 翔吾{1}, *松倉 悠{2}, 石田 寛{1} {1}東京農工大学, {2}大阪大学

15:20-16:00　基調講演　（A会場）/ Keynote Session  (Hall A)

Keynote 11/02/17 15:20-16:00 02pm2-A-1 ＜基調講演＞非冷却赤外線イメージセンサの最近の動向 木股 雅章 立命館大学  理工学部 機械工学科 特任教授

16:10-16:50　閉会式／表彰式　（A会場）/Closing & Award Ceremony  (Hall A)
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