
第35回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム　発表論文リスト 2018.10.10

発表日にち 時間 論文番号 論文タイトル 著者 所属機関

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-1 チタンを反応性イオンエッチングで高速加工するための自己加熱式ステージの開 桐生 祐弥*, 韓 剛, 今井 純一, 寒川 雅之, 安部 隆 新潟大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-3 マイクロワイヤーのセルフアセンブリ技術による脳計測電極デバイスの開発
安井 大貴*, 山際 翔太, 澤畑 博人, 久保田 吉博, 井戸川 槙之介, 北

祐人, 山下 幸司, 沼野 利佳, 鯉田 孝和, 河野 剛士
豊橋技術科学大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-5 結晶セレン薄膜を用いたマイクロ可視光センサのための微細加工技術の開発 足立 悠輔*, 小林 大造 立命館大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-7 Si薄膜被覆金ナノグレーティング構造の近赤外域光吸収スペクトル偏光依存性 新居 直之*, 上杉 晃生, 菅野 公二, 磯野 吉正 神戸大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-9 微粒子計測センサ向け流路集積型ナノポアデバイス 石橋 史隆*, 濱崎 浩史, 王 萍, 中村 直文, 柴田 英毅 東芝

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-11 MEMS双安定光位相変調素子-スパッタ堆積Al薄膜による片持ち梁停止板設計 歸山 敏之*

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-13 3D core-shellマイクロニードル神経電極のin vivo応用
井戸川 槙之介*{1}, 久保田 吉博{1}, 澤畑 博人{2}, 山際 翔太{1},

石田 誠{1}, 河野 剛士{1}
{1}豊橋技術科学大学, {2}産業技術総合研究所

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-15 周波数変調・積分ジャイロスコープのための周波数・Q値の自動マッチング手法 塚本 貴城*, 田中 秀治 東北大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-17 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サイズの影響 王 遠偉*, 柳生 裕聖 関東学院大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-19 不混和マイクロ流体を用いた有機溶媒分散金ナノ粒子合成における粒子径制御技 浜本 真央*, 梁 毅楊, 柳生 裕聖 関東学院大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-21
高パワー密度(31mW/cm3/G2)を実現したMEMS環境振動発電素子とそのIoT応

用

本間 浩章*{1}, 山田 駿介{1}, 三屋 裕幸{2}, 橋口 原{3}, 年吉 洋

{1}
{1}東京大学, {2}鷺宮製作所, {3}静岡大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-23 公共インフラ監視における無線センサネットワークの開発 八木 章好* 三菱電機

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-25 PZT/PI積層構造を用いた圧電MEMS触覚デバイス 遠山 蒼*, 髙原 光將, 神田 健介, 藤田 孝之, 前中 一介 兵庫県立大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-27
ウェアラブルデバイスのための心拍変動モニタリングにおけるサンプリングレー

ト低減手法
西河 有貴*, 和泉 慎太郎, 矢野 祐二, 川口 博, 吉本 雅彦 神戸大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-29 筋肉電気刺激・筋活動モニタリング可能なスマートウェア 竹井 裕介*, 吉田 学, 竹下 俊弘, 小林 健 産業技術総合研究所

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-31
センサ・プラットフォームLSIを利用したイベントドリブン型ネットワークシス

テムの信号衝突と消費電力の解析

野本 宗鷹*{1}, 邵 晨鍾{1}, 宮口 裕{1}, 中山 貴裕{2}, 田中 秀治

{1}, 室山 真徳{1}
{1}東北大学, {2}トヨタ自動車

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-33 パワーデバイスにおける過電流検知用TSV構造MEMSロゴスキーコイル
渡部 善幸*{1}, 矢作 徹{1}, 阿部 泰{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}
{1}山形県工業技術センター, {2}新電元工業

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-35 標準CMOSプロセスを用いたマイクロシステム用太陽電池の設計 銭林 大悟*, 杉浦 隆弥, 中野 誠彦 慶應義塾大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-37 テキスタイル上に作る漏血検出センサ 野村 健一*, 堀井 美徳, 金澤 周介, 日下 靖之, 牛島 洋史 産業技術総合研究所

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-39
非晶質インジウム-ガリウム-亜鉛酸化物半導体薄膜トランジスタを用いた静電気

センサの開発

岩松 新之輔*{1}, 竹知 和重{2}, 阿部 泰{1}, 矢作 徹{1}, 村上 穣

{1}, 田邉 浩{2}, 加藤 睦人{1}
{1}山形県工業技術センター, {2}Tianma Japan

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-41
発電素子による電力自立マイクロエレクトロニクス 〜人工感覚受容体センサ e-

Nerve〜
山田 駿介*, 年吉 洋 東京大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-43 200℃自己加熱型13Paレンジサファイア隔膜真空計の開発 石原 卓也*, 添田 将, 関根 正志 アズビル

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-45 流通品質管理システムを可能にする温度センシングインク
會田 航平*, 多田 靖彦, 森 俊介, 荒谷 康太郎, 石田 智利, 徳田 勇

也, 川崎 昌宏
日立製作所

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-47 スパイラル管路とピエゾ抵抗型カンチレバー素子による角加速度センサ
高橋 英俊*{1}, 菅 哲朗{2}, 中井 亮仁{1}, 髙畑 智之{1}, 下山 勲

{1}
{1}東京大学, {2}電気通信大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-49 磁性積層膜における磁気光学キャビティ効果を利用した水素ガスセンサの開発
山根 治起*{1}, 高橋 慎吾{1}, 山川 清志{1}, 高橋 幸希{2}, 世古 暢

哉{2}, 住吉 研{2}, 重村 幸治{2}, 三浦 聡{2}
{1}秋田県産業技術センター, {2}Tianma Japan

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-51 塗布熱分解法で成膜したWO3のNOガス検出特性 岩田 知也*, 村上 聡, 亀井 龍馬, 小池 一歩, 大松 繁, 矢野 満明 大阪工業大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-53 プラズマ重合アリルアミン膜被覆水晶振動子によるフタルアルデヒド濃度測定
愛澤 秀信*{1}, 北尾 嘉章{1}{2}, 小澤 佑佳{1}{2}, 山田 和典{2},

野田 和俊{1}
{1}産業技術総合研究所, {2}日本大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-55 銅(I)イソシアニド錯体のサーモクロミズム 南山 知花, 高澤 頼昌, 阪田 知巳* 城西大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-57 1滴を評価できる水晶発振回路式粘度・濃度複合センサの作製と評価 庄司 拓人*, 江端 亮, 寒川 雅之, 安部 隆 新潟大学

ポスターセッションI　（P会場、5F)
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2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-59 凝集誘起発光物質を修飾した逆オパール型フォトニック結晶によるアンモニアの 村上 弘明*, 小森 雄仁, 木村 大樹, 小野寺 武 九州大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-61 表面プラズモン共鳴を利用した光導波型血糖値センサの理論解析 鈴木 碧*, 新國 広幸, 伊藤 浩 東京工業高等専門学校

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-63
長鎖アミノシランを用いて酵素を固定化した拡張ゲート電界効果トランジスター

のグルコース検出特性

大西 勇輔*, 池 広大, 小山 真由子, 広藤 裕一, 中村 吉伸, 小池 一

歩, 矢野 満明
大阪工業大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-65 紐状パリレン神経電極デバイス(PASTA) 山下 幸司*{1}, 澤畑 博人{2}, 山際 翔太{1}, 河野 剛士{1} {1}豊橋技術科学大学, {2}産業技術総合研究所

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-67
3次元誘電泳動デバイスを用いた血中循環型腫瘍細胞の分離検証 ―流路内速度分

布の数値解析による最適分離条件の特定―

川村 直弘*{1}, 内田 諭{1}, 杤久保 文嘉{1}, 円城寺 隆治{2}, 脇坂

嘉一{2}
{1}首都大学東京, {2}AFIテクノロジー

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-69 自立グラフェンを利用した光干渉型表面応力バイオセンサ 喜種 慎*{1}, 石田 隼人{1}, 澤田 和明{1}, 高橋 一浩{1}{2} {1}豊橋技術科学大学, {2}JSTさきがけ

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-71 マルチ神経伝達物質イメージセンサのクロストークを抑制するMEMS構造体の作 魚返 勇太*, 李 宥奈, 岩田 達也, 高橋 一浩, 澤田 和明,  ,  ,  ,  , 豊橋技術科学大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-73 レーザカット積層モールドを用いた規格化PDMSマイクロチップ作製法の開発 永井 萌土*{1}, 奥田 美幸{1}, Santra Tuhin{2}, 柴田 隆行{1} {1}豊橋技術科学大学, {2}インド科大学マドラス校

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-75 ナノ凹凸表面を利用した新規細胞パターニング方法の確立 洞出 光洋* 大阪大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-77
A biomimetic human proximal tubule-on-a-chip for online monitoring of

filtration efficiency and drug-induced nephrotoxicity

Banan Sadeghian Ramin*{1}, Sahara Yoshiki{2}, Liu Yang{1},

Araoka Toshikazu{1}, Yamashita Jun{1}, Enoki Tatsuji{3},

Takasato Minoru{2}, Yokokawa Ryuji{1}

{1}京都大学, {2}理研, {3}Takara Bio

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-79 MEMS液中セルと電子顕微鏡を用いた液試料のマイクロスケール動態観察 石田 忠* 東京工業大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PS-81 オンチップでの腎臓オルガノイドへの血管誘導条件の検討
亀田 良一*{1}, 岡田 龍{1}, 薮内 研佑{2}, 荒岡 利和{1}, 山下 潤

{1}, 榎 竜嗣{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

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PLN-83 マスク材の摩耗を考慮した3次元マイクロブラスト加工シミュレーション 長瀬 徳孝, 柳生 裕聖 関東学院大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PLN-85 熱アシスト反応性イオンエッチングを用いた Ti/Ti合金製マイクロモールドの開 劉 若愚*{1}, 韓 剛{1}, 人母 岳{2}, 寒川 雅之{1}, 安部 隆{1} {1}新潟大学, {2}立山マシン

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PLN-87 パッド印刷電極を用いたスロットイン型バイオセンサの開発 東條 良紀*, 齋藤 晴名, 工藤 寛之 明治大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PLN-89 Au単一錘平行平板型3軸MEMS加速度センサの検討

市川 崇志*{1}, 新島 宏文{1}, 古賀 達也{1}, 山根 大輔{1}, 小西 敏

文{2}, 佐布 晃昭{2}, 飯田 慎一{2}, 伊藤 浩之{1}, 石原 昇{1}, 町田

克之{1}

{1}東京工業大学, {2}NTT-AT

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PLN-91
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 ―ザリガニが作る噴

流の可視化手法の検討―

三石 健暉*{1}, 三宅 新人{1}, 石田 華子{1}, 松倉 悠{2}, 石田 寛

{1}
{1}東京農工大学, {2}大阪大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PLN-93 シリコンアンテナを搭載した機械振動式MEMSアンテナの開発 安平 幸太郎*, 矢本 勇樹, 古塚 岐, 谷川 紘, 鈴木 健一郎 立命館大学

2018/10/30 11:00-12:30 30am3-PLN-95 確率共鳴現象の回路シミュレータを用いた評価 高橋 英大*, 竹井 義法, 平澤 一樹, 南戸 秀仁 金沢工業大学

2018/10/30 14:20-14:35 30pm2-C-1 感応膜ドリフト抑制に向けたトストライプゲート型半導体pHセンサの開発 上村 渓介*, 大石 竜太, 大多 哲史, 平野 陽豊, 二川 雅登 静岡大学

2018/10/30 14:35-14:50 30pm2-C-2
心臓鼓動を模倣する流体キャパシタを集積した肝臓オルガノイド作製用マイクロ

流体デバイス
呉 家旭*, 平井 義和, 亀井 謙一郎, 土屋 智由, 田畑 修 京都大学

2018/10/30 14:50-15:05 30pm2-C-3 極薄Au薄膜を用いた大気中・常温ウェハ接合のためのプラズマ処理方法の検討
山本 道貴*{1}{2}, 松前 貴司{2}, 倉島 優一{2}, 高木 秀樹{2}, 須賀

唯知{1}, 伊藤 寿浩{1}, 日暮 栄治{1}{2}
{1}東京大学, {2}産業技術総合研究所

2018/10/30 15:05-15:20 30pm2-C-4
乳幼児の呼吸心拍一括計測を目指した気管挿管チューブ実装型MEMS流量センサ

システムに関する研究

光成 勇樹*{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

2018/10/30 15:30-16:00 30pm3-B-1 低温接合技術による有機-無機Hybrid材料への可能性 水野 潤* 早稲田大学　ナノ・ライフ創新研究機構　教授

2018/10/30 16:00-16:15 30pm3-B-2 点滴中の流量測定を目的としたマイクロレーザドップラ速度計による管内流速測 西垣内 雄大*, 吉永 健, 澤田 廉士, 野上 大史 九州大学

2018/10/30 16:15-16:30 30pm3-B-3 電鋳を用いて作製したヒートスプレッダの常温大気圧接合 松前 貴司*, 倉島 優一, 高木 秀樹 産業技術総合研究所

電気学会センサシンポジウム若手賞（五十嵐賞・奨励賞）候補者発表セッション　（C会場、SCARTSコート、1F)

実装学会連携セッション　（B会場、SCARTSスタジオ、2F)
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2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-2
MEMSマイクロホンの犠牲層エッチング後に発生する柱状異物の発生メカニズム

と抑制手法の検討

笠井 隆*, 小俣 輝明, 中島 康晴, 太田 貴文, 梶川 健太, 深尾 聡, 北

野 茜, 若尾 和年, 石本 浩一
オムロン

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-4 Si上c軸配向PZT系エピタキシャル薄膜を用いた高性能焦電MEMSセンサの開発 吉田 慎哉*{1}, 長谷川 幸弘{1}, 高山 了一{2}, 田中 秀治{1} {1}東北大学, {2}パナソニック

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-6
3Dプリンタを用いたSU-8モールディング法と裏面露光法を組み合わせた マイク

ロ・ミリスケール構造のシームレス作製
田村 隆大*, 鈴木 孝明 群馬大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-8 VLS成長SiNW単体に対する熱電変換特性評価 北川 諒*, 井本 大暉, 上杉 晃生, 菅野 公二, 磯野 吉正 神戸大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-10 エアロゾルデポジション法でステンレス基板上に形成したBaTiO3厚膜の振動発電 川上 祥広*{1}, 荒井 賢一{1}, 杉本 諭{2} {1}電磁材料研究所, {2}東北大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-12 並列設置型積層圧電素子を用いた振動発電による無線加速度センサ駆動 諸星 陽裕*{1}, 藤本 滋{1}, 一木 正聡{2}, 小島 翔{1} {1}神奈川大学, {2}産業技術総合研究所

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-14 High Gauge Factor AlN/FET Based Strain Sensor
朱 敏杰*{1}, 猪股 直生{1}, 安達 永純{2}, 櫻井 敦{2}, 野村 雅信

{2}, 小野 崇人{1}
{1}東北大学, {2}村田製作所

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-16 反射型マイクロ原子時計セル
西野 仁*{1}, 戸田 雅也{1}, 金森 義明{1}, 矢野 雄一郎{2}, 梶田 雅

稔{2}, 井戸 哲也{2}, 原 基揚{2}, 小野 崇人{1}
{1}東北大学, {2}情報通信研究機構

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-18 集束超音波を用いた微小液滴吐出デバイスの試作評価
上西 宏典*{1}, 神田 岳文{1}, 中岡 佑太{1}, 脇元 修一{1}, 田沼 千

秋{2}
{1}岡山大学, {2}法政大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-20 圧電高分子材料を用いた筋音センサの試作評価 石塚 博章*, 神田 岳文, 柏原 斉佳, 脇元 修一, 岡 久雄 岡山大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-22 多層PZT薄膜を用いた圧電エナジーハーベスタおよび回路シミュレータモデル 平井 翔太*, 神田 健介, 藤田 孝之, 前中 一介 兵庫県立大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-24 マイクロ流路を用いたDNA自己組織ナノ構造体の高速作製
原 啓太*{1}, 稲垣 達也{2}, 山下 直輝{2}, 有馬 健太{1}, 山村 和也

{1}, 田畑 修{2}, 川合 健太郎{1}
{1}大阪大学, {2}京都大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-26 靴底センサを用いた足裏剪断力計測 佐々木 祥弘*, 白川 究 電磁材料研究所

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-28 個別動作型の形状記憶合金厚膜アレイ触覚ディスプレイ素子の形成
木村 友翼*{1}, 辻 一樹{1}, 梁取 大{1}, 阿部 喜{2}, 岩崎 健二{2},

峯田 貴{1}
{1}山形大学, {2}東海理科大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-30 河川防災システムのためのミリ波センサによる非接触水位計測 寒川 雅之*{1}, ウィタカ アンドリュー{1}, 酒井 直樹{2} {1}新潟大学, {2}イートラスト

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-32 圧力駆動柔軟アクチュエータへの液体金属ひずみセンサの集積化と設計最適化 大竹 祥平*, 小西 聡 立命館大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-34
Development of Beam Forming System Based on Epitaxial-PZT Piezoelectric

Micromachined Ultrasonic Transducer (pMUT) Array

劉 子儀*{1}, 吉田 慎哉{1}, 堀江 寿彰{2}, 岡本 庄司{2}, 高山 了一

{2}, 田中 秀治{1}
{1}東北大学, {2}パナソニック

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-36 積層セラミック技術を用いたガスセンサの開発 小宮 一毅*, 山岡 英彦 東京都立産業技術研究センター

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-38 フィルム状相互容量型センサを用いた非接触電解液測定システム
岩田 史郎*{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

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-40 生化学式ガスセンサによる皮膚由来エタノールガスの連続計測に関する研究 荒川 貴博*, 鈴木 卓磨, 簡 伯任, 叶 明, 當麻 浩司, 三林 浩二 東京医科歯科大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-42
Development of Infrared Camera System for Body Temperature Monitoring of

Cattle

姚 沁坪*{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

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-44 反応性スパッタリング法による光導波路用SiCO薄膜の作製と評価 山路 涼斗*, 新國 広幸, 伊藤 浩 東京工業高等専門学校

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-46 高い熱安定性を有するCr-Al 、Cr-Al-B薄膜歪センサ 白川 究*, 佐々木 祥弘 電磁材料研究所

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-48 ワイヤレス駆動可能な多チャンネル型片面励起式QCMセンサの開発 内木 舜也*, 佐藤 育人, 寒川 雅之, 安部 隆 新潟大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-50 ハイブリッド型3軸荷重センサの開発 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

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-52 高精細な触覚情報の空間分布計測を可能にするアレイ型MEMS指紋触覚センサ 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, {2}JST-CREST

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-54 金属基材薄膜センサ素子用塗布型粘土絶縁膜
丹羽 英二*{1}, 林 晋也{2}, 須貝 一郎{2}, 野口 幸紀{2}, 飯島 高志

{3}, 棚池 修{3}, 蛯名 武雄{3}
{1}電磁材料研究所, {2}イチネンケミカルズ, {3}産業技術総合研究所

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-56 風防付きガスセンサを用いた領域絞込み法によるガス源探索 山本 晃史*{1}, ビルゲラ クリスチャン{1}, 松倉 悠{2}, 石田 寛{1} {1}東京農工大学, {2}大阪大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-58
Rough Classification of Essential Oil Groups Using Mass Spectra and

Multilayer Perceptron

Debnath Tanoy*, Nozaki Yuji, Prasetyawan Dani, Nakamoto

Takamichi
東京工業大学

ポスターセッションII　（P会場、5F)
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2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-60 マイクロアレイ型電気化学センサの研究 七條 雅人*, 長谷川 有貴, 内田 秀和 埼玉大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-62 光電効果を用いた電気化学センサによる酸化体メディエーター濃度測定の研究 小杉 恵太*, 長谷川 有貴, 内田 秀和 埼玉大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-64
液中レーザーアブレーションで作成したナノ粒子を用いたガスセンサーの ガス検

知特性評価
木下 理裕*{1}, Kulinich Sergei A.{1}, 野田 和俊{2}, 岩森 暁{1} {1}東海大学, {2}産業技術総合研究所

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-66
帯電の抑制を試みたエレクトロスプレー法によるプラスチック光ファイバ湿度セ

ンサの作成
一木 亮太*, 鈴木 裕, 森澤 正之 山梨大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-68 計測・投与用流路を備えた局所負荷試験用極低侵襲針 鶴岡 典子*, 松永 忠雄, 芳賀 洋一 東北大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-70
分子ふるい能を有する非標識バイオセンサを指向したハイドロゲル支持プラズモ

ニック素子の開発

山田 大空*, 川﨑 大輝, 井上 千種, 前野 権一, 末吉 健志, 久本 秀

明, 遠藤 達郎
大阪府立大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-72 NH4Cl 刺激による選択的かつ経時的な密着結合評価手法の開発 波多野 豊晃*, 合田 達郎, 松元 亮, 宮原 裕二 東京医科歯科大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-74 センサ応用を指向した金ナノコーンアレイの表面状態とLSPR応答との相関評価
川崎 大輝*, 山田 大空, 前野 権一, 井上 千種, 末吉 健志, 久本 秀

明, 遠藤 達郎
大阪府立大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-76 神経計測応用に向けた単一シリコンニードル電極と信号増幅器の実装
北 祐人*, 久保 寛, 澤畑 博人, 山際 翔太, Leong Angela, 沼野 利

佳, 鯉田 孝和, 石田 誠, 河野 剛士
豊橋技術科学大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-78 ツールストック型DNAトラップデバイスを利用したDNA1分子加工システムの開 増田 晃士*, 石塚 裕己, 高尾 秀邦, 下川 房男, 寺尾 京平 香川大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-80 Pneumatic-control Transparent Micronozzle Array for Parallel Ejection of パンディ グアラブ* 豊橋技術科学大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PS-82 微量骨格筋組織からの高収率mRNA抽出を目指したオンチップ破砕・回収技術 中川 健吾*, 冨山 祐樹, 中渕 翼, 佐瀬 晃平, 藤田 聡, 小西 聡 立命館大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PLN-84 音速測定により高速応答を実現した水素センサの開発 城川 政宜*, 今井 阿由子, 住吉 研 Tianma Japan

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PLN-86 下水道管渠ガスセンサ適用アンモニア選択透過膜 稲波 久雄*{1}, 阿部 千枝{2}, 佐藤 剛一{2}, 長谷川 泰久{2} {1}日立製作所, {2}産業技術総合所

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PLN-88 特殊加工用大ストローク5自由度制御型磁気浮上アクチュエータ 村田 賢志*, 劉 洋, 張 暁友 日本工業大学

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PLN-90 3次元双腕光ピンセットシステムによる微粒子の全自動マイクロ操作 田中 芳夫* 産業技術総合研究所四国センター

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PLN-92 電子装置の安全性を支える腐食センサシステム 南谷 林太郎*{1}, 箕輪 隆志{2}, 前田 徹{1}, 外岡 智行{1} {1}日立製作所, {2}日立ハイテクフィールデング

2018/10/30 16:55-18:25 30pm4-PLN-94 逆リフトオフ法のマイクロ加工特性
中川 優希*{1}, 山田 恭平{1}, 岡 智絵美{1}, 溝尻 瑞枝{2}, 櫻井 淳

平{1}, 秦 誠一{1}
{1}名古屋大学, {2}長岡技術科学大学

2018/10/31 10:10-11:10 31am2-B-1 機械学習のための土石流センサーネットワークの構築
倉島 優一*{1}, 叶 嘉星{1}, 樋口 哲也{1}, 小林 健{1}, 高原 晃宙

{2}, 泉山 寛明{3}, 桜井 亘{3}

{1}産業技術総合研究所,  {2}国土交通省砂防部, {3}国土技術政策総合

研究所

2018/10/31 10:10-11:10 31am2-B-2 放射光光化学反応による液相からの粒子生成と構造形成
山口 明啓*{1}, 桜井 郁也{2}, 岡田 育夫{2}, 石原 マリ{3}, 福岡 隆

夫{1}, 鈴木 哲{1}, 内海 裕一{1}
{1}兵庫県立大学, {2}名古屋大学, {3}兵庫県立工業技術センター

2018/10/31 10:10-11:10 31am2-B-3 伸縮性銀ペーストの銀フィラー体積濃度による インピーダンス特性変化 平岡 和記*, 高松 誠一, 伊藤 寿浩 東京大学

2018/10/31 10:10-11:10 31am2-B-4 誘電体薄膜の剥離手法に関する研究 末重 良宝{1}, 藤野 真久{2}, 須賀 唯知{1}, 一木 正聡*{2} {1}東京大学, {2}産業技術総合研究所

2018/10/31 10:10-11:10 31am2-C-1 バッファアンプを搭載した細胞内計測用ナノプローブアレイデバイス
鶴原 秋平*, 久保田 吉博, 久保 寛, 澤畑 博人, 山際 翔太, 井戸川

槙之介, 河野 剛士
豊橋技術科学大学

2018/10/31 10:10-11:10 31am2-C-2 酵素型高分解能非標識ATPイメージセンサの製作と海馬の細胞外イメージング

土井 英生*{1}, 堀尾 智子{1}, 奥村 弘一{1}, 岩田 達哉{1}, Bijay

Parajuli{2}, 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

2018/10/31 10:10-11:10 31am2-C-3 毛包細胞の機能を模した高感度MEMSシリコン毛デバイス 濱本 晃輝*{1}, 寺尾 京平{1}{2}, 下川 房男{1}{2}, 高尾 英邦{1}{2} {1}香川大学, {2}JST-CREST

2018/10/31 10:10-11:10 31am2-C-4 MEMS力センサを用いた液滴衝突の制御 Nguyen Thanh-Vinh*, 下山 勲 東京大学

電気学会センサシンポジウム若手賞（五十嵐賞・奨励賞）候補者発表セッション　（C会場、SCARTSコート、1F)

実装学会連携セッション　（B会場、SCARTSスタジオ、2F)
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2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-97 レーザー消去された0.13 μm CMOS-LSIマルチプロジェクトウェハへのTSV加工
鈴木 裕輝夫*{1}, 畑 良幸{2}, 中山 貴裕{3}, 藤吉 基弘{2}, 平野 栄

樹{1}, 室山 真徳{1}, 田中 秀治{1}
{1}東北大学, {2}豊田中央研究所, {3}トヨタ自動車

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-99
Regulating the collective motility of microtubules by controlling the spatial

arrangement of kinesins
Farhana Tamanna Ishrat*, Kaneko Taikopaul, Yokokawa Ryuji 京都大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-101 皮膚診断のための触覚センサによる多層柔軟物モデルの計測と有限要素解析
木藤 潤*{1}, 阿部 裕太{1}, 佐藤 周平{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

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-103 マイクロインデンテーション法を用いた高密度マイクロニードル作製手法の開発 長谷川 義大*, 安田 優花, 谷口 和弘, 式田 光宏 広島市立大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-105
フレキシブル発電素子への応用を想定したディップコーティングによるPEDOT高

分子導電性薄膜およびPVDF高分子圧電薄膜の成膜
瀧瀬 宏樹*, 鈴木 昌人, 高橋 智一, 青柳 誠司 関西大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-107
金属触媒シリコンエッチングによるナノポーラス構造を用いたマイクロクヌーセ

ンポンプ
猪股 直生*, 鎌倉 健太郎, Nguyen Toan, 小野 崇人 東北大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-109 ランダム環境振動加速度波形データを用いた振動発電素子の等価回路挙動解析 遠山 幸也*, 本間 浩章, 年吉 洋 東京大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-111 超音波ホーンにより収束した超音波を用いた体表からの極低侵襲細胞採取デバイ 葉 煬*, 上地 達哉, 鶴岡 典子, 松永 忠雄, 芳賀 洋一 東北大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-113 電磁走査による前方視超音波内視鏡 土井 洋人*, 松永 忠雄, 鶴岡 典子, 芳賀 洋一 東北大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-115 3次元微細構造を有するゲル化イオン液体を用いた振動発電デバイス 飯田 泰基*{1}, 三輪 一元{2}, 小野 新平{2}, 鈴木 孝明{1} {1}群馬大学, {2}電力中央研究所

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-117 デュアル・ファブリ・ペロー干渉計を用いた光ファイバ圧センサ計測システム 徐 暢*, 松永 忠雄, 鶴岡 典子, 芳賀 洋一 東北大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-119 植物生体電位を用いたセンシングシステムにおける深層学習手法の比較 南保 英孝*, 中野 毅郎 金沢大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-121 センサ付き圧電MEMS触覚提示デバイスによる接触実験およびそのモデル化 髙原 光將*, 遠山 蒼, 神田 健介, 藤田 孝之, 前中 一介 兵庫県立大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-123
静電植毛電極を用いた心電図測定における 接触圧力とモーションアーティファク

トの関係

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

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-125 超高分解能触覚センサによるサブミクロン領域の手触り感判別
中島 翼*{1}, 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, {2}JST-CREST

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-127 圧電MEMS評価用TEGの設計・評価 劉 健男*, 室 英夫 千葉工業大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-129 曲面表面を有する局所滑り覚センサの特性評価 岡谷 泰佑*, 下山 勲 東京大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-131
軟性内視鏡手術における送気圧・温度の同時モニタリングに向けた完全無線型光

学式センサの温度特性評価
前田 祐作*{1}{2}, 森 宏仁{1}, 大平 文和{1}{3}, 高尾 英邦{1} {1}香川大学,{2}香川高等専門学校,{3}放送大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-133 SiGeによるコンボセンサを指向した共振型磁気センサ 本郷 裕之*, 月山 元貴, 神田 健介, 藤田 孝之, 前中 一介 兵庫県立大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-135 シリコン直接接合プロセスを用いたフロア検知が可能なMEMS圧力センサ 野口 駿太*, 小松 聡 東京電機大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-137 触覚神経網チップを用いた温力感センサスティックによる熱流測定
土屋 駿斗*{1}, 大島 慧斗{1}, 菅沼 雄介{1}, 室山 真徳{2}, 野々村

裕{1}
{1}名城大学, {2}東北大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-139 水晶発振回路式液体濃度センサの炭酸濃度非接触測定への応用 小黒 悠*, 谷村 実紀, 矢田 直人, 寒川 雅之, 安部 隆 新潟大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-141 Pt超薄膜型水素センサの形状最適化
合田 悠斗*{1}, 平田 哲朗{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

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-143 金属接続とレドックスサイクリングによる金属置換型クーロメトリーの高感度化 島宗 悠太朗*, 滝江 秀一, Isa Anshori, 鈴木 博章 筑波大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-145
Active oxygen measurement in nonwoven fabric by using pullulan thin film

employed methylene blue dye and electron spin resonance (ESR)
Yenchit Saranya*, Tadokoro Yuta, Iwamori Satoru 東海大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-147
フォトパターニングAu/Agコアシェル構造を持つピクセル化マルチガスセンサに

よる匂い撮像素子
副田 貴明*, 楊 中元, 佐々 文洋, 林 健司 九州大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-149 う蝕定量評価を実現するマイクロpHセンサ
田畑 美幸*, Raranaporncharoen Chindanai, 北迫 勇一, 池田 正

臣, 合田 達朗, 松元 亮, 田上 順次, 宮原 裕二
東京医科歯科大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-151 ナノハニカム構造を利用した LSPR と QCM-D の ハイブリッドセンサの開発 松本 直大*, 寺沢 秀章, 清水 智弘, 新宮原 正三, 伊藤 健 関西大学
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2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-153 水晶振動子上に作製した周期的ナノ構造による抗菌特性の定量化
神代 啓輔*{1}, 中出 一輝{1}, 佐川 貴志{2}, 小嶋 寛明{2}, 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

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-155 ストレッチャブル電極を印刷形成したテキスタイル型電極システムによる表面筋 萩原 順*, 井上 雅博 群馬大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-157 液滴の接触融合技術における電気的・磁気的制御 大矢 千力*, 小西 聡 立命館大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-159 余剰受容体の直接定量解析に向けた単一細胞薬剤刺激デバイスの開発
松井 祐樹*, Muhammad Thaqif, 平野 勝也, 石塚 裕己, 高尾 英

邦, 下川 房男, 寺尾 京平
香川大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-161
Control of microfluidic solution transport by switchable hydrophobic

microvalves based on conducting polymer
Pramanik Shishir*, 鈴木 博章 筑波大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PS-163 ペプチド探索マイクロ流路デバイスにおける非特異結合ペプチド除去性能の向上 神永 真帆*, 石田 忠, 門之園 哲哉, 近藤 科江, 小俣 透 東京工業大学

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PLN-165
Improvement of Odor Approximation in Odor Reproduction using Non-negative

Matrix Factorization Method with Itakura-Saito Divergence
Prasetyawan Dani*, Takamichi Nakamoto Tokyo Institute of Technology

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PLN-167 Atomic Gold Modified Polyaniline toward Electrochemical Gas Sensors
Chien Yu-An*, Chakraborty Parthojit, Chiu Wan-Ting, Chang

Tso-Fu Mark, Nakamoto Takamichi, Sone Masato
Tokyo Institute of Technology

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PLN-169 MUT型音響メタマテリアルによる超広帯域な音響整合特性の実現 田中 宏樹*, 町田 俊太郎 日立製作所

2018/10/31 11:20-12:50 31am3-PLN-171 La添加PZT素子の発電特性評価 小島 翔*{1}, 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

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-96 単一細胞固定のための傾斜側壁と流路構造を持つウェルアレイの開発 福岡 なるみ*, 塚本 拓野, 潮見 幸江, 山田 功, 鈴木 孝明 群馬大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-98
Platinum-Bismuth Telluride Nanocomposites Film for Application of Micro

Thermoelectric Generator (µTEG)

BIN SAMAT KHAIRUL FADZLI*, Trung Nguyen Huu, Ono

Takahito
東北大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-100 ウェハ接合工程前処理に適する超希釈フッ酸を用いたダメージレス洗浄 平野 栄樹*, 田中 秀治 東北大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-102 10 Hz以下の低周波振動をターゲットとしたポリマー振動発電デバイスの開発 塚本 拓野*, 海野 陽平, 潮見 幸江, 山田 功, 鈴木 孝明 群馬大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-104
金属-誘電体-金属サブ波長格子による MEMS可変プラズモニックカラーフィルタ

の作製
平田 敦也*, 満留 将人, 澤田 和明, 高橋 一浩 豊橋技術科学大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-106 粘度の違いを利用したマイクロドロップレットソーティングデバイスの開発 田中 大器*, 菅谷 拓央, 川久保 渉, 尹 棟鉉, 関口 哲志, 庄子 習一 早稲田大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-108 銅張積層板を用いた温度補償機能搭載型MEMS呼吸センサの開発
加藤 絢美{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

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-110 MEMSプロセスを用いた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}, 阿部 泰{1}, 村上 穣{1}, 岩松 新之輔

{1}, 加藤 睦人{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

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-112 プラズモンフィルタを用いた磁気光学Kerr効果による高感度磁区観察 長谷川 拓己*{1}, 溝尻 瑞枝{2}, 高木 健太{3}, 尾崎 公洋{3} {1}名古屋大学, {2}長岡技術科学大学, {3}産業技術総合研究所

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-114 ヒータによる可変焦点液体レンズの焦点距離変化量向上 野田 堅太郎*, グェン ビン キェム, 下山 勲 東京大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-116
センサ・プラットフォームLSIを組込んだ集積化指先センサにおける力と温度の

同時センシングシステム

室山 真徳*{1}, 中山 貴裕{2}, 畑 良幸{3}, 藤吉 基弘{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

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-118 容易に増設可能な自己容量近接覚・触覚センサモジュールの提案 辻 聡史*, 小浜 輝彦 福岡大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-120 スペクトル・光量子量測定用スマートフォンシステムの試作と評価 石井 恭平*, 松本 佳宣 慶應義塾大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-122 慣性装置用MEMSジャイロの高精度化 鈴木 カレブ*, 小林 健二, 中下 修治, 吉田 幸久 三菱プレシジョン

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-124 湿潤・水中環境でも計測可能なフッ素エラストマを用いた触覚センサ 佐藤 周平*, 安部 隆, 寒川 雅之 新潟大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-126
土中水分量広範囲計測に向けた精密時間同期が不要なインピーダンス計測に関す

る研究

峰松 泰浩*{1}, 山本 将也{1}, 大多 哲史{1}, 平野 陽豊{1}, 小松 満

{2}, 二川 雅登{1}
{1}静岡大学, {2}岡山大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-128 FePd磁歪膜を搭載したPZT圧電共振型MEMS磁気センサ 岡田 尚樹, 鈴木 広大, 峯田 貴* 山形大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-130 ニューラルネットワーク比較器を用いた傾斜センサによる応答時間の短縮 下尾 浩正*{1}, 南部 幸久{2}, 寺村 正広{1} {1}佐世保工業高等専門学校, {2}有明工業高等専門学校

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-132
可動培養基板とカンチレバー型変位センサによるiPS細胞に由来する心筋細胞の

伸展長さと拍動の力の計測

松平 謙英*, 高橋 英俊, 正路(平山) 佳代子, グェン タンヴィン, 塚

越 拓哉, 下山 勲
東京大学
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2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-134 アコースティック・エミッション測定を用いた施設園芸トマトの灌水制御法の検 林 由将*, 蔭山 健介 埼玉大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-136 感温フィルムを用いた簡易的呼吸検知デバイスの開発
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

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-138 新規非接触腸音センサの開発 村松 拓実, 磯貝 優生, 田村 想, 杉山 智暉, 村上 裕二* 静岡理工科大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-140 偏光無依存メタマテリアルを用いた高感度バイオ・ケミカルセンサ 金森 義明*, 清水 友己, 野村 慎一郎, 羽根 一博 東北大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-142 SERSガスセンサの分子フィルタによる高機能化 下見 慶太*, 副田 貴明, 佐々 文洋, 林 健司 九州大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-144
インフラ構造物モニタリングに向けたコンクリート内塩化物イオン濃度の電気的

計測に関する検討
田邊 史夏*, 吉本 秀輔, 植村 隆文, 荒木 徹平, 野田 佑樹, 関谷 毅 大阪大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-146 植物生体電位とAE測定を用いた果菜類の水ストレス診断 佐竹 優志*, 内田 秀和, 長谷川 有貴 埼玉大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-148 救急医療への応用を目的とした医療用汗中乳酸モニタリングシステムの開発
鈴木 悠亮*{1}, 工藤 寛之{1}, 細山 明子{2}, 森澤 健一郎{2}, 平 泰

彦{2}
{1}明治大学, {2}聖マリアンナ医科大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-150 気液界面を構成するマイクロスケール液相中での匂い物質移動計測 佐藤 幸治* 自然科学研究機構生命創成探究センター

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-152 先鋭型電極間に伸長固定したDNAの電気的特性評価 氷室 貴大*, 塚本 翔太, 齋藤 洋司 成蹊大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-154 内視鏡観察部周囲に電極を配置したチューブ形状神経電極
池田 尚人*, 魯 文広, 松永 忠雄, 鶴岡 典子, 虫明 元, 小山内 実, 大

城 朝一, 芳賀 洋一
東北大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-156 ナノハニカム構造を用いたLSPRセンサの開発 西村 翼*, 清水 智弘, 新宮原 正三, 伊藤 健 関西大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-158 生物的環境下でのアセチルコリンイメージングの基礎検討
雌熊 宏隆*, 奥村 悠基, 土井 英生, 堀尾 智子, 岩田 達哉, 奥村 弘

一, 服部 敏明, 高橋 一浩, 澤田 和明
豊橋技術科学大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-160
Parallel Trapping and Ejection of Droplets through Pneumatic-control

Transparent Micronozzle Array

ブハルトワジ ロヒット*, Pandey Gaurav, Tanagi Kentaro,

Shibata Takayuki, Nagai Moeto
豊橋技術科学大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-162
Shock Wave Generation in Laser Ablation and Microcontact Printing for

Uniform Transfection

Gupta Harsh*{1}, Keisuke Funahashi{1}, Naoki Iwasaki{1},

Toshiki Minemura{1}, Shin Sawai{1}, Shinde Pallavi{2},

Subhra Santra Tuhin{2}, Shibata Takayuki{1}, Nagai Moeto{1}

{1}豊橋技術科学大学, {2}Indian Institute of Technology

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-164 三次元DNAオリガミ構造作製におけるアニール条件及びDNA濃度比の影響
中村 亮太*{1}, 原 啓太{1}, 有馬{1} , 山村 和也{1}, 田畑 修{2}, 川

合 健太郎{2}
{1}大阪大学, {2}京都大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PS-166 機械的ストレス下における植物の根系発達過程の解析手法 肥田 博隆*{1}, 西脇 大維{1}, 神野 伊策{1}, 野田口 理孝{2} {1}神戸大学, {2}名古屋大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PLN-168 Snリフローを適用したドーム型金型の加工プロセス 青野 宇紀*, 大坪 綾乃, 友常 仁之, 谷江 尚史 日立製作所

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PLN-170 水晶振動子式水銀測定法における小規模金採掘現場での個人ばく露の現状と課題
野田 和俊*{1}, 冨安 卓滋{2}, 児玉谷 仁{3}, 丸本 幸治{3}, 愛澤 秀

信{1}, 丸本 倍美{3}, 駒井 武{4}, 中村 謙吾{4}

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

ター, {4}東北大学

2018/10/31 15:00-16:30 31pm2-PLN-172
面外振動静電型エナジーハーベスタのためのNdFeB薄膜磁石を用いたプルイン防

止構造における磁気反発力計測
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

2018/11/1 10:10-11:40 01am2-A-1 自己スパッタ接合法を用いた常温による酸化物系材料とSiの直接接合 内海 淳* 三菱重工工作機械

2018/11/1 10:10-11:40 01am2-A-2 減圧水蒸気プラズマによる酸化銅の還元 寺井 弘和*, 有本 昌平, 田中 貴也, 橋本 泰知, 中野 博彦, 辻 理 サムコ

2018/11/1 10:10-11:40 01am2-A-3
圧電薄膜共振子を利用した3.5 GHz帯CMOS発振回路の開発 と原子時計システム

への適用

原 基揚*{1}, 矢野 雄一郎{1}, 梶田 雅稔{1}, 西野 仁{2}, 戸田 雅也

{2}, 原 紳介{1}, 笠松 章史{1}, 伊藤 浩之{3}, 小野 崇人{2}, 井戸

哲也{1}

{1}情報通信研究機構, {2}東北大学, {3}東京工業大学

2018/11/1 10:10-11:40 01am2-A-4 慣性センサの超低消費電力化に向けたCMOS混載SiGe-MEMS技術の開発
富澤 英之*{1}, 久留井 慶彦{1}, 秋田 一平{2}, 藤本 明{1}, 齋藤 友

博{1}, 小島 章弘{1}, 柴田 英毅{1}
{1}東芝,{2}産業技術総合研究所

2018/11/1 10:10-11:40 01am2-A-5 微小孔アレイを用いたミクロンサイズ細胞外ベシクルの生成分離 櫻田 一歩, 安田 隆* 九州工業大学

電気学会センサシンポジウム優秀技術論文賞候補者発表セッション　（A会場、クリエイティブスタジオ、3F)
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第35回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム　発表論文リスト 2018.10.10

発表日にち 時間 論文番号 論文タイトル 著者 所属機関

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-173 フラクタル次元分布を用いた回転機の振動解析 領木 慎一*, 小野寺 信, 梶原 侑馬, 伊藤 寿浩 東京大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-174 化学計測研究への適用を目指した可搬型IoTネットワーク データシステムの開発
廖 冬陽{1}, 高岸 拓{1}, 中窪 奎喬{1}, 三上 裕也{1}, Malasuk

Chacriya{1}, 森田 金市{2}{1}, 吉岡 宏晃{1}, 興 雄司{1}*
{1}九州大学, {2}ウシオ電機

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-175
極低濃度KOH水溶液を用いたシリコン異方性ウエットエッチング特性とこれを利

用したSiO2薄膜自立構造体の製作
田中 浩*, 太田 博貴, 佐藤 一雄 愛知工業大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-176 シリコンのPECエッチングによる高アスペクト比ナノスケール微細孔の作製 安藤 妙子*, 東野 純也, 田村 宣通 立命館大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-177 静電誘導を用いた非接触湿潤センサの提案 古川 大智*{1}, 木本 晃{1}, 川副 智之{2} {1}佐賀大学, 佐賀大学, {2}資生堂

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-178 Electromechanical Modeling of Strain Sensor Made of Fabric ショウ イップルーン*, 伊藤 寿浩, 高松 誠一 東京大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-179 2液3相構造のマイクロ流路デバイスを用いた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}, 阪田 祐作{1}, 山田

嘉昭{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

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-180 TiNマイクロヒータの低消費電力化へ向けた検討 伊藤 浩*, 新國 広幸 東京工業高等専門学校

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-181 超音波センサを用いた血管径計測

奥田 圭*{1}, 鈴木 大地{2}, 藤田 勝博{2}, 川久保 大輔{2}, 大橋 靖

知{2}, 前平 謙{2}, 不破 耕{2}, 松永 忠雄{1}, 鶴岡 典子{1}, 芳賀

洋一{1}

{1}東北大学, {2}アルバック

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-182
Photoacoustic signal generation in condensed media and detection using

vacuum packaged resonator
Latif Imran*, An Zhonglie, 戸田 雅也, 小野 崇人 東北大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-183
超臨界流体を用いたシリコン酸化膜上への銅薄膜直接成膜技術による高アスペク

ト比ナノ開口構造の埋め込みの実現
宇佐美 尚人*, 肥後 昭男, 太田 悦子, 三田 吉郎 東京大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-184 切削加工により作製された強光閉じ込めニオブ酸リチウム導波路の光伝搬特性評 多喜川 良*{1}, 川西 哲也{2}, 日暮 栄治{3}, 浅野 種正{1} {1}九州大学, {2}早稲田大学, {3}東京大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-185 機械的混合加振による圧電薄膜アクチュエータ集積2軸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

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-186 極薄シリコン回路チップ搭載用可動デバイスアイランド構造フレキシブル基板の 小林 健*, 竹下 俊弘, 竹井 裕介, 武井 亮平, 吉田 学 産業技術総合研究所

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-187 超音波計測を用いたウェアラブル血管径センサの開発

鈴木 大地*{1}, 藤田 勝博{1}, 川久保 大輔{1}, 大橋 靖知{1}, 前平

謙{1}, 不破 耕{1}, 奥田 圭{2}, 松永 忠雄{2}, 鶴岡 典子{2}, 芳賀

洋一{2}

{1}アルバック, アルバック, アルバック, アルバック, アルバック, ア

ルバック, {2}東北大学, 東北大学, 東北大学, 東北大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-188 水の気液相変化を用いた空圧フィルムアクチュエータ用圧力源の検討 山口 大介*, 佐藤 亮, 石野 裕二, 高崎 正也, 水野 毅 埼玉大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-189 シワ構造イオンゲルによる呼気センサ 武居 淳*, 塚本 志帆, 延島 大樹, 吉田 学 産業技術総合研究所

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-190
ポリマーの体積変化とカンチレバーの横変位による応力集中を用いたピエゾ抵抗

型ガスセンサ

外間 匠*{1}, 戸田 雅也{1}, 山崎 舞{2}, Moorthi Krzystof{2}, 小野

祟人{1}
{1}東北大学, {2}三井化学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-191 圧電MEMS片持ち梁を用いた低消費電力振動センサ
武井 亮平*{1}, 大内 篤{1}, 野田 大二{2}, 木村 勇{2}, 太田 亮{2},

伊藤 寿浩{1}{3}, 小林 健{1}
{1}産業技術総合研究所, {2}マイクロマシンセンター, {3}東京大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-192 呼吸と体温の両計測が可能なMEMS流量センサの開発
藤範 知弘*{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

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-193 フレキシブル素子を用いた空中超音波の送信に適したエレクトレットセンサの出 ナビラ ビンティ アミヌディン*, 蔭山 健介 埼玉大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-194 人間に近い触覚検知のためのエラストマ埋め込み PZT /Siカンチレバー振動覚セ 高橋 春暁*, 難波 勇太, 安部 隆, 寒川 雅之 新潟大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-195
木材を伝播するアコースティック・エミッション測定に適したエレクトレットセ

ンサに関する検討
魯 子暁*, 坂井 建宣, 蔭山 健介 埼玉大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-196 極薄PTFEエレクトレットを有する空中超音波センサのレーザ加工による性能向 戴 超*, 蔭山 健介 埼玉大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-197 フレキシブル基板下へ実装するドーム付きLSI集積化触覚センサ 寺西 辰貴*, 平野 栄樹, 田中 秀治 東北大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-198 触覚センサの柔軟物硬さ及び接触形状に対する依存性評価と検知部の高密度化
藤橋 智哉*{1}, 菅 史賢{1}, 寒川 雅之{1}, 安部 隆{1}, 野間 春生

{2}, 荒木 凌馬{1}
{1}新潟大学, {2}立命館大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-199 植物生育管理のための簡易茎内水分量変動計測センサの評価 牧野 将吾*, 平澤 一樹, 竹井 義法, 南戸 秀仁 金沢工業大学

ポスターセッションV　（P会場、5F)
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第35回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム　発表論文リスト 2018.10.10

発表日にち 時間 論文番号 論文タイトル 著者 所属機関

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-200 心拍間隔の非接触センシング 安藤 佳輝*, 諸田 裕紀, 増田 誉, 高松 誠一, 伊藤 寿浩 東京大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-201
InSbおよびInAsホール素子を用いて測定した導線電流が作る磁場の距離依存性 〜

回路内電流の非接触検出技術の開発を目指して〜
笠原 健司*{1}, 柴崎 一郎{2}, 眞砂 卓史{1} {1}福岡大学, {2}野口研究所

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-202 ピエゾ抵抗型センサの複素インピーダンスを考慮した計測下限の低減 高畑 智之*, 下山 勲 東京大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-203 筋活動解析のためのワイヤレス積層型センサの開発 藤山 弘*, 木本 晃, 大石 裕也 佐賀大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-204 La2O3/SnO2積層型CO2センサのCO2応答に対するLa2O3成膜方法の検討
大野 賢*{1}, 岩田 達哉{1}{2}, 松田 恭輔{1}, 高橋 一浩{1}, 澤田

和明{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 (EIIRIS)

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-205 味覚センサの脂質高分子膜組成と味物質間相互作用に関する基礎的考察 田原 祐助*, 都甲 潔 九州大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-206
Rapid and simple pesticides sensing system by SERS with Au core/Ag shell

nanoparticles immobilized membrane
洪 章瑚*, 川嶋 文人, 濵田 典明 愛媛大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-207 施設栽培環境制御のための植物生体電位測定 松本 真美*, 内田 秀和, 長谷川 有貴 埼玉大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-208 花粉を検出するZnO薄膜センサの研究 堀内 蓮*, 山口 富治, 原 和裕 東京電機大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-209 対面型触媒を用いた集積型VOCセンサの研究 中島 崚, 小林 功尭*, 山口 富治, 原 和裕 東京電機大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-210 高電界を利用した半導体ガスセンサの研究 植原 海渡*, 山口 富治, 本間 和明, 原 和裕 東京電機大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-211 スパッタ法によって成長したZnO単結晶層の水素ガス応答原理の検討 久米井 俊哉*, 渡邊 有香, 安藤 毅, 水野 愛, 篠田 宏之, 六倉 信喜 東京電機大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-212 唾液中オキシトシン計測を目的とした小型免疫計測システムに関する研究 浅埜 愛理*, 椎橋 真子, 工藤 寛之 明治大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-213 外力支援近接場照明(EFA-NI)バイオセンサによるインフルエンザウイルスの検出 安浦 雅人*, 仲屋 友喜, 藤巻 真 産業技術総合研究所

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-214 1µm流路を用いたポリマーフローストレッチングによる巨大DNA1分子の全長計 平野 研*{1}, 岩城 貴史{2}, 吉川 研一{3} {1}産業技術総合研究所, {2}大分大学, {3}同志社大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-215 アプタマーを用いた食品安全検査用アレルゲン検出システムの開発 アブデリ ハムザ*, Tsukamoto Takashiro 東北大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-216 濾紙によるサンプリングを特徴とした唾液中尿酸の簡易計測システムに関する研 池本 有輝*, 今村 優佑, 工藤 寛之 明治大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-217 試薬封止型診断カートリッジにおける試薬封止構造の開発 堀井 和由*{1}, 能勢 智之{1}, 小粥 教幸{2}, 戸田 泰広{2} {1}シスメックス, シスメックス, {2}ASTI, ASTI, , , , , ,

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-218 DNAアプタマーの恒温増幅と電位測定によるバイオマーカータンパク質検出
合田 達郎*{1}, 東 大樹{2}, 田畑 美幸{1}, 松元 亮{1}, 青柳 隆夫

{2}, 宮原 裕二{1}
{1}東京医科歯科大学, {2}日本大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-219
培養細胞のリアルタイムモニタリングを可能とする B5判サイズマイクロプレー

トリーダーの性能評価

神之浦 雅輝*{1}, 長谷 賢三{1}, 渡辺 菜歩{2}, Chacriya

Malasuk{2}, 森田 金市{3}, 興 雄司{2}, 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

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-220 マイクロ流体デバイスと電界紡糸法によるマルチコンポーネントファイバーの作 菅谷 拓央*, 深野 愼介, 尹 棟鉉, 関口 哲志, 庄子 習一 早稲田大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-221 Au周期構造を用いたマイクロゲルの生体透過光駆動変形と偏光による特性制御 阿部 晃大*, 田端 航, 西山 宏昭 山形大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PS-222 飲み込み型センサーに用いるハイドロゲルバルブの性能評価 シュタウス スヴェン*, 宮嵜 竜一, 本間 格 東北大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-223 吸引吐出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*, 石塚 裕己, 高尾 英邦, 下川 房男, 寺尾 京平 香川大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-224 周期的容量変化構造を持つエレクトレット振動発電素子の非線形解析 橋口 原*{1}, 杉山 達彦{1}, 芝田 泰{1}, 年吉 洋{2} 静岡大学{1}, 東京大学{2}

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-225 薄膜金属ガラス製微小ダイアフラム構造体のたわみ制御法 上嶋 祥平*, 櫻井 淳平, 秦 誠一, 岡 智恵美 名古屋大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-226 粘弾性液体と接した電極分離型QCMセンサの周波数応答特性 佐藤 育人*, 坂口 淳, 寒川 雅之, 安部 隆 新潟大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-227
Crystal Orientation of Sol-Gel Piezoelectric PZT Films and Vibrating Energy

Conversion Efficiency on MEMS Buckled Diaphragm Structures

山下 馨*{1}, 中島 将太{1}, 塩見 丈{1}, 野田 実{1}, Muralt

Paul{2}

{1}京都工芸繊維大学, {2}Swiss Federal Institute of Technology

(EPFL)

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-228 匂いバイオセンサ応答画像を用いた匂いの種類および濃度の識別の基礎的検討 祐川 侑司*{1}, 光野 秀文{2}, 神崎 亮平{2}, 中本 高道{1} {1}東京工業大学, {2}東京大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-229 1軸MEMS加速度センサのAu錘厚膜化による高性能化の検討
古賀 達也*{1}, 山根 大輔{1}, 小西 敏文{2}, 佐布 晃昭{2}, 飯田 慎

一{2}, 伊藤 浩之{1}, 石原 昇{1}, 町田 克之{1}, 益 一哉{1}
{1}東京工業大学, {2}NTT-AT

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-230 匂いと気流の空間分布提示装置―大型電子広告対応に向けた初期検討 篠木 崚司{1}, 松倉 悠{2}, 石田 寛*{1} {1}東京農工大学, {2}大阪大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-231 両持ちバイモルフ梁を集積化した面外駆動Au/SiO2グレーティングの製作 志村 崇*, 梅田 倫弘, 岩見 健太郎 東京農工大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-232 共振維持回路による高効率MEMS振動エナジーハーベスタ
三屋 裕幸*{1}, 芦澤 久幸{1}, 森田 將裕{1}, 本間 浩章{2}, 橋口 原

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

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-233 10臓器共培養用Body-on-a-Chipプラットフォームの作製と評価 上野 秀貴*{1}, 鈴木 孝明{1}, Esch Mandy{2} {1}群馬大学, {2}米国国立標準技術研究所
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第35回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム　発表論文リスト 2018.10.10

発表日にち 時間 論文番号 論文タイトル 著者 所属機関

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-234 2次元集積化磁気センサにおけるCDSによる固定パターンノイズ低減に関する検 木村 孝之*, 山根 康平, 増澤 徹 茨城大学

2018/11/1 12:25-13:55 01pm1-PLN-235 イオン液体を用いた水晶振動子ガスセンサの応答 中澤 薫*, Deng Lin, Sawit Na Songkhla, 中本 高道 東京工業大学
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