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電気学会 センサ・マイクロマシン部門主催

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

第38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12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13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
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Future Technologies from HIMEJI 2021
– 視聴画面へのアクセスについて−
★参加登録済みの方へ
Future Technologies from HIMEJI 2021はオンライン開催です。
既に登録された方は、
ここから視聴サイト
（Virtual Attendee Hub：VAH）にお入りください。
視聴サイトの使い方は、
こちらで、
「来場者マニュアル」
をクリックしてください。

★これから参加登録をされる方へ
参加登録は当日も、
また、オンデマンド期間中（2021年12月31日まで）
も受け付けております。
参加登録は、
こちらで参加登録費用をご確認の上、Future Technologies from HIMEJI参加登録ボタンをクリッ
クしてください。



お問い合わせ先：Future Technologies from HIMEJI運営事務局



Sensorsympo_2021＠semiconportal.com

Future Technologies from HIMEJI 2021
– Message from Chairmen −
実行委員長からのご挨拶
第38回「センサ・マイクロマシンと応用システム」
シンポジウム〜オンラインによるシンポジウム開催〜

第12回マイクロ・ナノ工学シンポジウム
の開催を迎えて

一般社団法人電気学会 E部門
第38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 前中 一介

一般社団法人日本機械学会
マイクロ・ナノ工学部門
第12回マイクロ・ナノ工学シンポジウム
実行委員長 徳増 崇

今年で第38回目となる「センサ・マイクロマシンと応用システム」
シンポジウムは，1981年，筑波の電総研（当時）において「センサシ
ンポジウム」として開催が始まりました。当初はプロシーディングとし
て4ページの英文論文，ハードカバーの立派な冊子が配布されてお
り，シンポジウムを企画設立した諸先生方の気合いをひしひしと感
じるものでした。それからちょうど40年になりますが（Transducers
国際会議が日本で開催された年には開催せず連番としては38回目
となります），名称を「センサ・マイクロマシンと応用システム」シン
ポジウムに改め，正式なE部門の部門大会に立場を変えながら発展
し，今日では国内関連分野の歴史と未来が凝縮された貴重なシン
ポジウムとなっています。さらに，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
ステム学会など関連の学会と合流し，
「Future Technologies」を冠
して，ますます活気ある大きな学会になりました。今回も多くのハイ
レベルな論文が集まり，熱い議論が行われることが期待されていま
す。投稿いただきました皆様方には篤くお礼を申し上げます。
今回のシンポジウムは，当初兵庫県姫路市で開催の予定でした。
姫路は，国宝姫路城をはじめ由緒ある神社やお寺が多く，また瀬戸
内の幸や牛肉，お酒など，学会後も楽しんでいただけると考え準備
を進めておりましたが，昨年来のCOVID−19の影響が読み切れず，
参加者の皆様の安全を第一に，5月の段階で昨年度に引き続きWeb
開催とすることに決断しました。対面で議論できずまた姫路を直接
堪能していただくこともできず残念ではありますが，姫路に本部を
置いてFuture Technologies from Himejiの名はそのままにWeb開
催でできる限りのことをしようと関係者一同努力しております。また
すこしでも姫路開催らしさを，ということで清元姫路市長のご挨拶，
基調講演のひとつとして姫路城大天守保存修理をご担当された野
崎様のご講演をリアルタイムで賜る予定です。2日目の懇親会につき
ましては，当初化学とマイクロ・ナノシステム学会様が企画されてお
られました懇親会に電気学会はじめ他学会が乗り合いさせていた
だくことで，FT参加メンバーが一堂に会する懇親会となりました。他
学会の皆様とも親しくお話しできる機会ですので是非ご参加くださ
い。その他，コロナ関連のセッションや若手セッションなどたくさん
の企画を準備しております。
昨年度は初めてで急なWeb開催となりましたが，そこで得た知見
に基づき，Web開催の良さを伸ばし，問題点は極力縮小するよう進
めております。その一環として，今回の遠隔会議のプラットフォーム
には国際学会での利用実績も多いCVENTを使用することにしまし
た。ご参加の皆様におかれましてはすでにWeb開催の学会を多数ご
経験かと存じますが，本Webシンポジウムでもこのプラットフォーム
を用いてぜひ積極的なご議論をお願いいたします。
最後になりましたが，論文委員長をはじめ，幹事，実行委員会，論
文委員会のメンバーの方々のご尽力に心より御礼を申し上げます。
また，各学会の多方面にわたるご支援および姫路市，姫路観光コン
ベンションビューロー，スポンサー，技術展示企業・団体，事務局の
皆さまに深く感謝いたします。

Future Technologies（FT）from HIMEJIにご参加頂き、誠にあり
がとうございます。日本機械学会 マイクロ・ナノ工学部門が主催す
る「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」は今年で12回目を迎え、昨年
同様、電気学会主催「第38回センサ・マイクロマシンと応用システム
シンポジウム」、応用物理学会主催「第13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44回研究会」との
共催になります。また、今年もコロナウイルス感染症の猛威が収束
せず、残念ながらオンラインによる開催となってしまいました。この
ような状況の中でも開催にこぎつけたことは、関係者の皆様、スポ
ンサーの皆様、参加者の皆様の多大なる協力によるものだと思いま
す。この場を借りて、お礼申し上げます。
本シンポジウムでは，基調講演として株式会社インキュベーショ
ン・アライアンス代表取締役社長 村松 一生 氏より「グラフェンの
大量合成方法の開発とベンチャー企業での実用化」、表彰講演とし
て大阪大学 川野 聡恭 教授より「光力とマイクロ・ナノ流体工学」、
FT合同招待セッション講演として東京大学 森本 雄矢 准教授より
「培養組織とマイクロデバイスの融合によるバイオハイブリッドロ
ボットの創出」を企画いたしました。また、昨今のコロナ禍に対する
学術の世界からのアプローチを考えるセッションとして、企画セッ
ション「withコロナの科学技術」を開催し、招待講演としてNPO法
人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン代表理事 西川 伸一 氏よ
り「コロナ禍の出口を可能にする技術」を企画いたしました。これら
の講演では、機械領域の主要な「材料」
「ロボット」
「熱・流体」とい
うテーマを「マイクロ・ナノ」サイズ領域の技術に展開し、応用を実
現化したご研究の一端を紹介していただきます。一方、およそ130件
を超える一般講演では、昨年同様すべての発表をオーラル発表とし
てリアルタイムオーラル発表（ライブ発表）とオンデマンドオーラル
発表の2形式に分け、会場にとらわれない「オンライン」という開催
形式のメリットを最大限活用したシステムを採用いたしました。参加
者の皆様におかれましては、オフィスやご自宅から本学会に参加し、
マイクロ・ナノ工学に係わる最先端の研究と技術の一端に触れてい
ただき、その素晴らしさをご体感いただければ幸いです。また、本シ
ンポジウムをきっかけに，これからの科学技術や学会の在り方と目
指すべき方向性等の議論が活性化し，より安心・安全な社会が構築
される礎となれば幸いです。
最後になりますが、併催シンポジウム、事務局、協賛学協会、本シ
ンポジウムの実行委員会、すべての関係の皆様のご尽力に心より御
礼申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
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第13回集積化MEMSシンポジウムの
開催にあたり

化学とマイクロ・ナノシステム学会・第
44回研究会開催にあたり

公益社団法人応用物理学会
集積化MEMS技術研究会
第13回集積化MEMSシンポジウム
実行委員長 年吉 洋

一般社団法人
化学とマイクロ・ナノシステム学会
第44回研究会
実行委員長 久本 秀明

昨年度に引き続き，オンラインにて第13回集積化MEMSシンポジ
ウムを開催する運びとなりました。9月末まで長期にわたった緊急事
態宣言にも関わらず，積極的に投稿頂いた皆様に心より御礼を申し
上げます。また，永瀬論文委員長のリーダシップのもと，例年同様に
最先端の成果が発表されるものと楽しみにしております。
昨年4月頃，初めての緊急事態が宣言される直前のこと，このコロ
ナ禍は少なくとも2〜3年間は続くだろうという専門家の意見を報道
で耳にしました。そのときは，まさかそこまで長くは続くまいという根
拠のない正常性バイアスと，払拭できない不安を感じたことを思い
出します。東日本大震災のときには，地震のないところ，放射線被害
のない地域に逃げる選択肢がありました。一方，新型コロナウイルス
からの逃げ道はありません。
その後，一年を掛けてウイルスに関する知見が徐々に明らかにな
り，どのような生活をしていれば感染しないか（あるいは感染するリ
スクが高まるか）が次第に明らかになってきました。私自身，それま
ではPCR検査の仕組み，抗原検査と抗体検査の違い，mRNAを利用
した新型ワクチンや，中和抗体，感染症数理モデル等は恥ずかしな
がらほとんど理解しておらず，慌てて断片的知識をかき集めました。
その過程で，政府の宣言発令においても，自治体のステージ判断に
おいても，コロナ禍における個人の生活スタイル選択においても，先
立つものは客観的な定量データ，エビデンスであることを再認識し
た次第です。しかもそのデータ・エビデンスの入り口には，このシンポ
ジウムが取り扱うマイクロ・ナノ研究分野が深く関わっていました。
このような問題意識がありましたので，第13回目となる今回の集
積化MEMSシンポジウムの基調講演には，特定の物質に結合する
人工レセプタを用いた化学センサに関して，東京大学生産技術研
究所の南豪先生にご講演いただくことになりました。また，Future
Technologies招待講演として，富士フイルムヘルスケア株式会社の田
中宏樹様より，MEMS技術を用いた超音波医療診断技術に関してご
講演いただきます。いずれも健康を守るための重要技術であり，
マイ
クロ・ナノ技術が貢献できた好例として勇気づけられるご研究だと思
います。是非，ご聴講ください。
このシンポジウムシリーズは，電気学会センサ・マイクロマシン部
門，日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門，化学とマイクロ・ナノシス
テム学会と応用物理学会傘下の本研究会による共同運営体制で開
催される国内随一かつ最大の複合シンポジウムイベントです。参加
する皆様の中にはこれらの複数の学術団体に所属されている方もい
らっしゃるかと存じます。少しずつ立場の異なる観点から新鮮な目で
セッションに参加して頂き，よい刺激を受けて頂くことを期待してお
ります。
末筆ですが，Future Technologiesの御関係者，事務局，協賛頂い
た学協会，本シンポジウム実行委員会，論文委員会の皆様のご尽力
に深く御礼申し上げます。
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化学とマイクロ・ナノシステム学会は2000年3月に神奈川サイエン
スパークで行ったクローズドなシンポジウム「化学とマイクロシステ
ム研究会」に端を発しており、以来年2回の研究会を開催して参りま
した。その間、名称の変更、法人化を経て現在の姿に至っておりま
す。数年前から秋の研究会はFuture Technologies（FT）として、電
気学会、機械学会、応用物理学会と合同で行っており、今回は完成し
たばかりの姫路市文化コンベンションセンター（アクリエひめじ）に
てFT−HIMEJIを開催すべく準備を開始いたしましたが、昨年より続
く新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、全面オンライン開催
する運びとなりました。
2年連続のオンラインとなり、参加者数や発表件数などが心配さ
れましたが、今回も多くの発表を戴けることになり、実行委員会を代
表して発表者の皆様、スポンサーの皆様、関係者様、さらには参加
者の皆様に、心より感謝申し上げます。
今回の研究会構成は、若手企画を初日、ポスターセッションを全
日程1セッションずつ、講演としては二日目のFT合同セッションにて
九州大学の加地範匡先生、最終日の基調講演では東京大学の合田
圭介先生のお話を伺います。
初日に行われる若手企画では近年重要性が増してきている魅力
的なプレゼンのやり方や、研究のビジュアル化（動画、イラスト）に
関する招待講演を行います。我々の研究会は一般研究発表をフラッ
シュプレゼンテーション＆ポスターセッションの発表形態とするこ
とを特徴としておりますが、オンライン開催となるために昨年より
フラッシュプレゼンテーションは動画配信にて行う形態となりまし
た。第44回研究会でも動画視聴時間を確保してございますが、オン
ラインの良さを活かし、他学会の講演を拝聴する空き時間などもう
まく活用してポスター発表時間前に視聴していただければと考えて
おります。今回は105件のポスター発表申込があり、Remoを使った
ポスターセッションを行います。二日目のFT合同セッションでは研
究会を代表して加地範匡先生から単一細胞センシングの最前線の
話題を、最終日の基調講演では合田圭介先生より「マイクロ流体技
術を用いてCOVID−19関連血栓症を科学する」というタイムリーな
ご講演をいただきます。
昨年は全体の懇親会は行わず、プログラム上、化学とマイクロ・
ナノシステム学会の懇親会をRemoで行いましたが、今年度はその
Remo懇親会をFT参加学会全体に広げることとなりました。化学と
マイクロ・ナノシステム学会自体、これまでファブリケーション分野
の研究者と、その中で行う化学分野の研究者が一堂に会して交流
し、融合・切磋琢磨してきた歴史があり、その交流が生命科学、創
薬、医学分野などにつながる学際領域を切り開いてまいりました。
この懇親会ではオンラインでありながらもより各学会の融合を進め
やすい環境を提供し、今後の展開につながる交流の場となればと考
えております。
最後になりますが、本会の開催準備にご尽力いただきましたすべ
ての皆様に深く感謝申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

Program-at-a-glance

Future Technologies from HIMEJI 2021 –Program-at-a-glance−
電気学会センサ・マイクロマシン部門主催第38回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム
応用物理学会 集積化MEMS技術研究会主催 第13回「集積化MEMS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12回「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 第44回研究会
エレクトロニクス実装学会連携セッション
Future
Technologies
from HIMEJI
コード
前日
11/8
（月）

時刻
15:00

FT

センサシンポジウム
SS1

マイクロ・ナノ工学シンポジウム

SS2

SS3

MN1

MN2

MN3

化学とマイクロ・ナノ
集積化MEMSシン
技術展示11/2～
システム学会第44
ポジウム
12/31
回研究会
AP

CH

バーチャルテクニカルツアー

8:00
9A1

9:30

開会式

9A2

10：00

基調講演1

9:30-17:00
江藤 剛治氏
（大阪大学）

10：40

１日目
（ ／ （火）
）

11
9

マイクロ
ナノシステム 1

フィジカルセンサ 流体力学・熱力学 1

93A

10：50

バイオセンサ 1

9P1

12：20

技術展示の発表／バーチャル展示ツアー

9P2

13:50

Finalist分野1&2

ケミカルセンサ

Finalist分野3&4

設計・製作技術， 企画セッション
（ア
材料 1
ジアの研究活動）

バイオマイクロ
ナノシステム 1

流体力学・熱力学2

マイクロ
ナノシステム 1

ロボティクス・
メカトロニクス 1

マイクロ
ナノシステム2

ロボティクス・
メカトロニクス2

環境発電・
光学素子・
集積化センサシス
テム

若手企画

閲覧は24H可能

フラッシュプレゼン
動画視聴時間

15:20
9P3

15:35

9P4

17:20

ポスターセッション
1

オンデマンドセッション1

17:05
基調講演2

野崎 信雄氏（元 鹿島建設）

18:00
9P5

18:10

若手企画・パネルディスカッション

19:40
8:00
10A2

9:00

基調講演3

南 豪氏
（東京大学）

9：40

日目
（ ／ （水）
）

11

マイクロ
ナノシステム 2

9：55

Finalist分野5&6

10P1

11:25

技術展示の発表／バーチャル展示ツアー

10P2

13:00

Finalist分野6&7

10A3
2

9:30-17:00

10

エレクトロニクス
実装学会連携

設計・製作技術，
材料 2

生産加工・
機械材料1

センサ・アクチュ
エータシステム

マイクロ
ナノシステム3

医療・バイオ1

加速度センサ・
振動計測・
リザバーコン
ピューティング

フラッシュプレゼン
動画視聴時間

オンデマンドセッション2

ポスターセッション
2

表彰講演

フラッシュプレゼン
動画視聴時間

マイクロ
ナノシステム4

ポスター
セッション3

閲覧は24H可能

14:30
10P3

14:45

10P4

16:25

ポスター

16:15
FT合同招待セッション

18:30
10P5

18:45

FT合同懇親会

21:00
8:00
11A1

9:00

基調講演4

村松 一生氏（インキュベーション・アライアンス）

9:40

9:30-16:00
企画セッション
設計・製作技術，
（withコロナの科
材料 3
学技術）

11A3

9:55

バイオセンサ 2

11

11P1

11:25

技術展示の発表／バーチャル展示ツアー

11

11P2

13:00

バイオマイクロ
ナノシステム 2

11P3

14:45

基調講演5

11P4

15:25

閉会式

日目
（ ／ （木）
）

3

マイクロ
ナノシステム 3

企画セッション
（未来のセンサシス
テム）

生産加工・
機械材料2

オンデマンドセッション3

医療・バイオ2

閲覧は24H可能

14:30
合田 圭介氏
（東京大学）

15:55

Future Technologies from HIMEJI 2021
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Future Technologies from HIMEJI 2021 – Program-at-a-glance −
Future
Technologies
from HIMEJI

Code
preconfNov.8

Strat
15:00

FT

3The Sensor Symposium
SS1

SS2

The Symposium on Micro-Nano Engineeringpre
SS3

MN1

MN2

MN3

The Symposium
on Integrated
MEMS
Technology
AP

CHEMINAS 44

Exhibition
11/2～12/31

CH

Virtual technical Tour

8:00
9A1
9A2

9:30

Opening

9:30-17:00

10：00 Plenary Session 1
10：40

Nov. 9

93A

10：50

9P1

12：20

9P2

13:50

Bio Sensor 1

Micro
NanoSystem 1

Physical Sensor

Fluid
Mechanics/
Thermod ynamics
1

Micro Nano
System1

Robotics/
Mechatronics1

Fluid Mechanics/
Thermod

Micro Nano
System2

Robotics/
Mechatronics2

Environmental
power
generation,
optical elements,
integrated sensor
systems

Youth Session

Exhibit Hours/Exhibitor's presentation/Virtual Exhibit Tour
Award Finalists
Area 1&2

Chemical Sensor

Bio Micro Nano
System 1

Award Finalists
Area 3&4

Design/
Manufacturing/
Materia ls 1

Special Session
(R&D in Asia)

Flash
Presentation15

15:20
9P3

15:35

9P4

17:20

Poster Session 1

Poster Session 1

17:05
PlenarySession 2

18:00
9P5

18:10

Youth Session

19:40
8:00
10A2

9:00

PlenarySession 3

9：40

Nov. 10

10A3

9：55

10P1

11:25

10P2

13:00

10P3

14:45

10P4

16:25

9:30-17:00
Award
FinalistsArea 5&6

Micro
NanoSystem 2

JIEP Session

Production
Processing/
Machinery
Materia ls 1

Micro Nano
System3

Medical/Bio 1

Accelerometer,
Vibration
Measurement,
Reservoir
Computing

Flash
Presentation

Exhibit Hours/Exhibitor's presentation/Virtual Exhibit Tour
Award Finalists
Area 6&7

Design/
Sensor/Actuator
Manufacturing/
System
Materials 2

Poster Session 2

Poster Session 2

Award speech session

Flash
Presentation

14:30
Poster Session

16:15
FT Special Session with featured speech

18:30
10P5

18:45

FT Networking Session

21:00
8:00
11A1

9:00

PlenarySession 4

9:40
11A3
Nov. 11

9:30-16:00

9:55

Bio Sensor 2

11P1

11:25

11P2

13:00

11P3

14:45 PlenarySession 5

11P4

15:25

Special
Sessionon
COVID-19

Production
Processing/
Machinery
Materials 2

Micro Nano
System 4

Exhibit Hours/Exhibitor's presentation/Virtual Exhibit Tour
Bio Micro Nano
System 2

14:30
Closing/Award Ceremony

15:55
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Design/
Manufacturing/
Materia ls 3
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Micro Nano
System 3

Special Session
Future Sensing
System

Poster Session 3

Medical/Bio 2

Poster Session 2

Future Technologies from HIMEJI 2021 – Opening Ceremony −

11月9日（火）9：30～10：00
9A1−FT

開会式
・センサシンポジウム実行委員長ご挨拶
		

		

兵庫県立大学
前中 一介 氏

・電気学会会長ご挨拶

電気学会会長
東京大学 大崎 博之 氏

・各シンポジウム実行委員長ご挨拶
		
		

日本機械学会 マイクロ・ナノ工学シンポジウム実行委員長
東北大学 徳増 崇 氏

		
		

応用物理学会 集積化MEMSシンポジウム実行委員長
東京大学 年吉 洋 氏

		
		

化学とマイクロ・ナノシステム学会第44回研究会実行委員長
大阪府立大学 久本 秀明 氏

・ご来賓ご祝辞

		
		

姫路市長
清元 秀泰 氏

・センサシンポジウム論文・受賞関係報告
		

センサシンポジウム論文委員長
立命館大学 安藤 妙子 氏

・Future Technologies from HIMEJI Online 概要紹介
		
		

センサシンポジウム実行委員会幹事
兵庫県立大学 藤田 孝之 氏
Future Technologies from HIMEJI 2021
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Future Technologies from HIMEJI 2021 − Keynote Speakers −

11月9日（火）10：00～10：40
9A2−FT

シリコンの限界を超えるスーパー時間分解イメージセンサを目指して
大阪大学 大学院工学研究科物理系専攻
江藤 剛治氏

招へい教授

Toward the super temporal resolution beyond the theoretical resolution limit of
silicon image sensors
Prof. Takeharu Goji Etoh
Guest Professor, Physics Division, Graduate School of Engineering, Osaka University

11月9日（火）17：20～18：00
9P4−FT

最新技術と古来技術とのコラボレーション
元 鹿島建設株式会社 関西支店
元 姫路城大天守保存修理工事事務所
野崎 信雄氏

所長

Restoration work in collaboration between the latest technology
and ancient technology
Nobuo Nozaki

11月10日（水）9：00～9：40
10A2−FT

その場検出を指向した化学センサの開発
東京大学
南 豪氏

生産技術研究所

准教授

Development of Chemical Sensors toward On−site Analysis
Dr.Tsuyoshi Minami
Associate Professor, Development of Chemical Sensors toward On−site Detection
The University of Tokyo

11月11日（木）9：00～9：40
11A1−FT

グラフェンの大量合成方法の開発とベンチャー企業での実用化
株式会社インキュベーション・アライアンス
村松 一生氏

代表取締役

Development of Mass Production Method of Graphene and Its Commercialization in
Venture Company
Kazuo Muramatsu
CEO, Incubation Alliance, Inc.

11月11日（木）

14：45～15：25

11P3−FT

マイクロ流体技術を用いてCOVID−19関連血栓症を科学する
東京大学大学院 理学系研究科化学専攻 教授
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 工学部生体工学科
武漢大学 工業科学研究院 非常勤教授

合田

非常勤教授

圭介氏

Studying COVID−19−associated thrombosis via microfluidics
Prof. Keisuke Goda
Professor, Department of Chemistry, University of Tokyo
Adjunct Professor, Department of Bioengineering, University of California, Los Angeles
Adjunct Professor, Institute of Technological Sciences, Wuhan University
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Future Technologies from HIMEJI 2021 - 合同招待講演セッション -

11月10日（水）16：25−18：30

10P4−FT

Future Technologies from HIMEJIを構成する各シンポジウムが推薦する講師による,FT合同招待セッションです。

MEMS技術の医用超音波への応用
田中 宏樹 氏
富士フイルムヘルスケア
（集積化MEMSシンポジウム）

培養組織とマイクロデバイスの融合によるバイオハイブリッドロボットの創出
森本 雄矢 氏
東京大学大学院
（マイクロ・ナノ工学シンポジウム）

オンチップ単一細胞センシング
加地 範匡 氏
九州大学大学院
（化学とマイクロ・ナノシステム学会第44回研究会）

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 氏
株式会社 東芝
（「センサ・マイクロマシンと応用システム）シンポジウム」

高周波振動の知覚特性に基づく触覚提示
昆陽 雅司 氏
東北大学大学院 情報科学研究科
（エレクトロニクス実装学会）

Future Technologies from HIMEJI 2021
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Future Technologies from HIMEJI 2021 − アジア国際連携模索セッション −
電気学会技術委員会（MSS, CHS, BMS）合同企画
Meeting session for Asian international collaboration
11月9日（火）15：35−17：05

9P3−SS3

オンライン開催の特徴を生かし,海外からの発表によるセッションを企画しました。MEMS分野で,アジアの研究者がどのような背景で,どのような研究テー
マに取り組んでいるかを知り,相互理解を深めることを目指します。ベトナム,台湾,中国,タイ,フランスからの講師をお迎えします。
（セッション言語：英語）
Taking advantage of the online conference, the presentations from overseas are prepared. This session aims the mutual understanding of the research
topics of Asian researchers with their own backgrounds.

Session Co−Chairs：

M. Sasaki （Toyota Technological Institute）, Y.Hasegawa （Saitama University）, H. Kudo （Meiji University）

Panelists
Doppler Radar 24GHz System for the Detection of Human Motions 
− A Radar for motion −
Ha Minh KHUE｛1｝, Nguyen Hoang QUAN｛1｝, Congo Tak Shing CHING｛2｝,
Nguyen Duc Hoang HA｛1｝, Nguyen Van HIEU＊｛1｝
｛1｝VNUHCM− University of Science, Vietnam ｛2｝National Chung Hsing University, Taiwan

Interdigitated Sensor for Ketamine Quantification − Sensor for drug –
Hsing−Ju Wu ｛1｝, Pei−Yi Chu｛1｝, Nguyen Van Hieu ｛2｝, Congo Tak Shing Ching｛3｝＊
｛1｝Show Chwan Memorial Hospital, Taiwan, ｛2｝University of Science （Vietnam National University
of Ho Chi Minh City, ｛3｝National Chung Hsing University, Taiwan

Recent Progress on Quartz MEMS Sensors
Jinxing Liang
Southeast University, China Prof. Jinxing Liang

Study of Perception of Odor in Human Compared to Gas Sensor in the Case of
Ammonia
Nitikarn Nimsuk
Rinlapat Chanonsirivorakul Thammasat School of Engineering, Thammasat University, Thailand

MEMS sensors for single−cell biophysical analysis
Mehmet Çagatay Tarhan
LIMMS／CNRS−IIS IRL2825, France
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Future Technologies from HIMEJI 2021
企画セッション：with コロナの科学技術
Organized session：Science and Technology in the COVID − 19 era		
11月11日（木）9：55−11：25

11A3−SS3

スパコン「富岳」による飛沫・エアロゾル感染リスク評価の
デジタルトランスフォーメーション
神戸大学 大学院システム情報学研究科
教授
坪倉 誠 氏

Digital Transformation of the Droplet/Aerosol Infection Risk Assessment on
the Supercomputer “Fugaku” for the Fight against COVID−19
Prof. Makoto Tsubokura
Kobe University

赤外線センサの高感度化技術 ～フォノニック結晶の物理特性と産業利用～
パナソニック
テクノロジー本部 マテリアル応用技術センター
藤金 正樹 氏

Sensitivity Improvement Technology for Infrared Sensors –Physical Properties of
Phononic Crystals and its industrial use−
Masaki Fujikane
Panasonic

コロナ禍の出口を可能にする技術
NPO法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン
代表理事
西川 伸一 氏

Technology enabling exit from Covid−19 pandemic
Dr. Shinichi Nishikawa
President, NPO All About Science Japan

Future Technologies from HIMEJI 2021
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企画セッション：未来のセンサシステム
11月11日（木）13：00−14：30

11P2−SS3

未来のセンサシステムに関する調査専門委員会・研究会の紹介
中央大学 理工学部 精密機械工学科
教授
土肥 徹次 氏

Introduction of the Technical Committee and Research Group on Future Sensor
Systems
Prof. Tetsuji Doi
Chuo University

トリリオン・センサの展望
SPPテクノロジーズ株式会社 エグゼキュティブシニアアドバイザー／
SKグローバルアドバイザーズ株式会社代表取締役
神永 晉 氏

Trillion Sensors Update ＆ Outlook
Susumu Kaminaga
SPP Technologies／SK Global Advisors
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Future Technologies from HIMEJI 2021 − Virtual Technical Tour −
バーチャルテクニカルツアー：理化学研究所 放射光科学研究センター
11月8日（月）15：00～16：00

国立研究開発法人理化学研究所

放射光科学研究センターでは,世界最高性能の放射光を発生することが できる,大

型放射光施設SPring−8とX線自由電子レーザー施設SACLAの研究 開発を進めています。
放射光とは,光速近くまで加速された電子が,その進行方向を磁石などによって 変えられた際に発生する電磁波です。
SPring−8とSACLAの放射光は,物質の性質を 原子・分子レベルで解明し,さらに化学反応などの超高速の動きを捉える
ことが でき,広範な分野の最先端研究に利用されております。最高性能の放射光を安定して提供し続けるとともに,次世
代SPring−8に向けての 研究開発も進めています。
この度のFuture Technologies from HIMEJIテクニカルツアーでは,事前に放射光科学研究センターのSPring−8と
SACLAの動画を視聴頂き
（2021年11月2日から公開）,ライブ開催当日の11月8日は,放射光科学研究センター長 の石川
哲也様にSPring−8／SACLAの目指す方向などについてご紹介を頂き,参加者からのご質問にお答えいただきます。
Future Technologies from HIMEJIに登録された方はどなたでもご参加（視聴）頂けます。

★ライブプレゼンテーションとQ＆Aセッション
2021年11月8日（月）15：00～16：00
座長： 山口 明啓

兵庫県立大学

講師 「SPring−8／SACLAの目指す方向」
と質疑応答 放射光科学研究センター長 石川 哲也 氏

★放射光科学研究センターのSPring−8とSACLA動画公開
登録された方は,事前に放射光科学研究センターのSPring−8とSACLAの動画を視聴頂いてライブセッションにご参加ください。
ここからSpring−8／SACLAのオンラインテクニカルツアーへお入りください。
11／8のライブプレゼンテーションとQ＆Aセッションに参加するには、Future Technologies from HIMEJIの8P1−FTのセッショ
ンをクリックしてください。たくさんの方のご参加をお待ちしております。

Future Technologies from HIMEJI 2021
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Future Technologies from HIMEJI 2021 Online Networking

Future Technologies from Himeji 2021
合同懇親会のご案内
2021年11⽉10⽇(⽔) 18:30〜20:15 オンライン懇親会@REMO会場

懇親会会場

各テーブルのホワイトボードには、
話題のネタになるゲームを掲⽰しました。
ぜひ会話を楽しみつつ、
秋の夜を楽しんでください♪

フロア（⼊場直後のめやすに）

式次第

フロア1

18:30

開場

18:45

開会
乾杯

19:00
19:25

フォトコン表彰

20:05
21:00

アナウンス
閉場

フロア2
フロア3
フロア4
フロア5

化学とマイクロ・ナノシ
ステム学会第44回研究会
第13回「集積化MEMS
シンポジウム」
第38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12回マイクロ・ナノ⼯
学シンポジウム
学⽣会場

※開場後の⽬安ですので、開会後はフ
ロアを跨いで懇親ください!!！
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新採択学術変⾰領域A
の領域説明

Future Technologies from HIMEJI 2021 −若手企画・パネルディスカッション
学生・若手研究者の皆さん必見！？「工学系学生・若手研究者の人生設計」
Future Technologies ご参加の学生・若手研究者の皆様へ
11月9日（火）18：10～19：40

9P5−FT

Future Technologies from HIMEJIでは,若手企画として学生や若手研究者の皆さんを対象としたパネルディスカッションを実施し
ます。withコロナの時代となり様々なイベントがオンラインで開催されることが当たり前の状況となった一方で,情報収集や意見交換
をしづらいと感じる人も多いのではないかと思います。工学系の学生や若手研究者の皆さんが自分事として関心があると思われる
将来のことについて,「工学系学生・若手研究者の人生設計」
と題し,皆さんの先輩であるパネリストの方々を様々な職種からお招きし,
体験談をお話し頂きます。これから就職活動を始める方や,違う研究分野の先輩の意見を聞いてみたいという方など,本パネルディス
カッションを情報収集の場としてご活用いただければ幸いです。オンライン開催でも学生同士または若手研究者同士の交流が持て
るよう期待いたします。
当日ご参加いただいた方には,その場で抽選し,姫路の名産品（姫路名物セット,高級素麵,高級地酒など）を景品として贈呈いたしま
す。奮ってご参加ください。

パネリスト
NTT先端集積デバイス研究所
田中 雄次郎 氏 （修士卒・30代）
電機メーカー 製品開発部門
鳴海 圭亮 氏 （修士卒・30代）
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療機器審査第一部
山田 恵梨子 氏 （修士卒・30代）
株式会社東芝 研究開発センター
三木 弘子 氏 （博士卒・30代）
東京エレクトロン株式会社
吉田 祐介 氏 （修士卒・30代）

参加を希望される方へ
若手企画として,分野に囚われず広く参加を募集します。Future Technologies from HIMEJIに参加登録されない方でも本セッション
にご参加いただけます。
参加登録はこちら

Future Technologies from HIMEJI 2021
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電気学会【E】センサ・マイクロマシン部門主催
第 38 回
「センサ・マイクロマシンと応用システム」
シンポジウム

Future Technologies from HIMEJI テクニカルツアー
理化学研究所 放射光科学研究センター
座長：山口 明啓 兵庫県立大学
講師：
「SPring-8/SACLA の目指す方向」
と質疑応答 放射光科学研究センター
長 石川 哲也様

2021年11月9日（火）

10:50-12:20

9A3-SS2

マイクロナノシステム 1
座長：東北大学
遠藤 達郎

塚本 貴城

短ストロークエレクトレット櫛歯電極を有する非共振型振
動発電素子の非定常振動発電評価

開会式

司会：兵庫県立大学 藤田 孝之
（「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム実行委員会幹事）

座長：兵庫県立大学 前中 一介
（「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）

9A2-FT-1
シリコンの限界を超えるスーパー時間分解イメージセンサ
を目指して
江藤 剛治 *
大阪大学 大学院工学研究科物理系専攻

招へい教授

9A3-SS1

バイオセンサ 1

座長：大阪府立大学

遠藤 達郎

9A3-SS1-1
Bluetooth-low-energy 技術を用いたマウス脳用無線計測シ
ステム

井戸川 槙之介 *{1}, 山下 幸司 {2}, 三田 理央毅 {2}, 沼野 利佳 {2}, 鯉田
孝和 {2}, 河野 剛士 {2}
{1} 釧路工業専門学校 , {2} 豊橋技術科学大学

9A3-SS1-2
in vitro 環境下での高感度イメージングに向けた 酸化還元型
非標識 ATP イメージセンサの製作
土井 英生 *, 堀尾 智子 , 崔 容俊 , 高橋 一浩 , 野田 俊彦 , 澤田 和明
豊橋技術科学大学

9A3-SS1-3
エクステンドゲート構造を持つ刺入型 pH イメージセンサ
による大脳皮質の観察

間所 麻衣 *{1}, 木村 安行 {1}, 堀尾 智子 {1}, 堀内 浩 {2}, 石田 順子 {2},
崔 容俊 {1}, 高橋 一浩 {1},
野田 俊彦 {1}, 鍋倉 淳一 {2}, 澤田 和明 {1}
{1} 豊橋技術科学大学 , {2} 生理学研究所

9A3-SS1-4
植物用刺入型センサの茎内イオン分布リアルタイム in vivo
イメージングの機能実証

泉保 賢汰 *, 吉田 太一 , 本庄 瑠奈 , 戸田 清太郎 , 堀尾 智子 , 木村 安行 ,
崔 容俊 , 高橋 一浩 ,
高山 弘太郎 , 澤田 和明 , 野田 俊彦
豊橋技術科学大学
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本間 浩章 *, 年吉 洋
東京大学

9A3-SS2-2
極薄 MEMS 振動素子を用いたフレキシブルハプティクスデ
バイス開発

9A2-FT

基調講演 1
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吉田 太一 *, 泉保 賢汰 , 堀尾 智子 , 崔 容俊 , 高橋 一浩 , 高山 弘太郎 ,
澤田 和明 , 野田 俊彦
豊橋技術科学大学

9A3-SS2-1

9:30-10:00

10:50-12:20

前田 智也 *, 金森 亮人 , 崔 容俊 , 瀧 美樹 , 野田 俊彦 , 澤田 和明 , 高橋
一浩
豊橋技術科学大学

複数イオン同時可視化に向けた 植物刺入型マルチイオンイ
メージセンサの作製

8P1-FT

バーチャルテクニカルツアー

10:00-10:40

オンチップアトモル免疫センシングに向けた光干渉型表面
応力センサの製作

9A3-SS1-6

2021年11月8日（月）
15:00-16:00

9A3-SS1-5

竹下 俊弘 *{1}, 山下 崇博 {1}, 椿本 敏幸 {2}, 西尾 英俊 {2}, 奥野 博幸
{2}, 大澤 拓人 {2}, 小林 健 {1}
{1} 産業技術総合研究所 , {2} オムロン

9A3-SS2-3
Lorentz Force MEMS Magnetometer using CW/CCW Mode
Control on a Quad Mass Resonator
張 林欣 *, 塚本 貴城 , 田中 秀治
東北大学

9A3-SS2-4
薄膜材料の熱伝導率測定のための MEMS TEG デバイス作製
と評価
桃谷 幸志 *, 笠井 隆
オムロン

9A3-SS2-5
高感度温度センサを用いた細胞温度信号の解析
宮本 拓実 *, 猪股 直生 , 小野 崇人
東北大学

9A3-SS2-6
微小構造輸送のための多点光照射システムによる走光性微
細藻類の密度分布制御法の開発
手嶋 日向 *{1}, 河野 託也 {2}, 柴田 隆行 {1}, 永井 萌土 {1}
{1} 豊橋技術科学大学 , {2} 岐阜工業高等専門学校

10:50-12:20

9A3-SS3

フィジカルセンサ
座長：富山県立大学

野田 堅太郎

9A3-SS3-1
物理的・化学的耐久性を兼備するフッ素エラストマ積層コー
ティング PDMS 封止カンチレバー型触覚センサ
髙橋 佑司 *{1}, 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

9A3-SS3-2
小型化による電流損失低減効果を用いた結晶セレン薄膜
フォトダイオードの高感度化
足立 悠輔 *, 小林 大造
立命館大学

9A3-SS3-3
リング型振動ジャイロスコープにおける静電チューニング
のワイングラスモード回転への影響評価
岡山 修也 *, 平井 義和 , バネルジー アミット , 土屋 智由
京都大学

9A3-SS3-4

9P2-SS2-2

接着剤を用いた MEMS 触覚センサの接触部取り外し・交換
可能化
川﨑 雄記 *{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

9A3-SS3-5
西川 顕史 *, 吉田 琢真 , 山下 馨 , 清田 元一郎 , 中島 将太
京都工芸繊維大学

9A3-SS3-6
安永 竣 *{1}, 菅 哲朗 {2}
{1} 東京大学 ,{2} 電気通信大学

9P1-FT

出展者プレゼンテーション＆バーチャルブースツアー１

座長：SPP テクノロジーズ 金尾 寛人，東北大学 鈴木 裕輝夫，
デンソー 加納 一彦
CELLINK（株）, アフォードセンス株式会社 , 株式会社マトリクソーム

9P2-SS1

ファイナリストセッション 1
座長：立命館大学

山根 大輔

9P2-SS1-1

大倉 裕貴 *, 佐伯 真彬 , 吉河 武文 , 岩田 達哉
富山県立大学

色素カップリング型 2 次元 LSPR ガスセンサによるガスの
同時識別
大廣 幸翼 *, 瀬政 康平 , 佐々 文洋 , 林 健司
九州大学

9P2-SS2-5
pH 連続長期計測にむけた非計測時のドリフト抑制システム
の開発
齋藤 俊介 *, 谷村 圭一 , 大多 哲史 , 平野 陽豊 , 二川 雅登
静岡大学

9P2-SS2-6
ガス源探索システムを開発・評価するための屋外風シミュ
レータ
坂上 源生 *{1}, 髙橋 佑典 {1}, 松倉 悠 {2}, 石田 寛 {1}
{1} 東京農工大学 , {2} 電気通信大学

13:50-15:20

9P2-SS3

バイオマイクロナノシステム 1

二段階封止接合を用いた小型原子時計のためのマイクロガ
スセル
西野 仁 *{1}, 古屋 泰文 {2}, 小野 崇人 {2}
{1} 多摩川ホールディングス ,{2} 東北大学

9P2-SS1-2
近位尿細管上皮細胞のカルシウム受容体活性化による経上
皮電気抵抗変化の評価
髙田 裕司 *{1}, 上野 遼平 {1}, Banan Sadeghian Ramin{1}, 永沼 香織
{2}, 辻 清孝 {2}, 横川 隆司 {1}
{1} 京都大学 , {2} パナソニック

9P2-SS1-3
遠赤外領域で片側円偏光吸収を示すシングルミクロンス
ケールの 2 層 Au キラル構造
古澤 岳 *{1}, 関谷 隆司 {2}, 中村 浩昭 {2}, 菅 哲朗 {1}
{1} 電気通信大学 , {1} 出光興産

9P2-SS1-4
高感度・低消費電力容量型 MEMS 水素センサを用いた火災
検知
秋元 陽介 *, 林 裕美 , 平松 直樹 , 増西 桂 , 齋藤 友博 , 山崎 宏明 ,
中村 直文 , 小島 章弘
東芝

9P2-SS1-5
シリコンナノ柱を用いたカラーメタサーフェスホログラム
の動画化
山田 尚征 *, 池沢 聡 , 岩見 健太郎 ,
東京農工大学

9P2-SS1-6
可変成形ビーム / キャラクタープロジェクション電子線描
画を用いた凹面構造によるナノギャップ形成
肥後 昭男 *, 落合 幸徳 , 三田 吉郎
東京大学

13:50-15:20

AM と FM を組み合わせた温度変調技術による単一の半導体
ガスセンサのにおい識別における機械学習モデルの検討
9P2-SS2-4

再構成分光法のための特徴的な感度特性を有するプラズモ
ニック中赤外ディテクタ

13:50-15:20

廣田 丈裕 *, 吉河 武文 , 岩田 達哉
富山県立大学

9P2-SS2-3

圧電 MEMS ダイアフラム型超音波センサの薄膜残留応力を
利用した高感度化座屈撓みとその解析

12:30-13:25

ガス識別に向けたセンサ抵抗 – 電圧変換回路の作製と金属
酸化物メモリスタによるセンサ特徴量パターン抽出

9P2-SS2

ケミカルセンサ
座長：千葉工業大学

安藤 毅

9P2-SS2-1
Study of Gas Sensing Measurement Using Room
Temperature Ionic Liquid Coated on Interdigitated Array
Electrodes and Quartz Crystal Microbalance

座長：慶應義塾大学

尾上 弘晃

9P2-SS3-1
狭窄通過細胞集団の効率的回収に向けたマイクロ流体デバ
イスの開発
十河 広斗 , 伊藤 義純 *, 高尾 英邦 , 下川 房男 , 寺尾 京平
香川大学

9P2-SS3-2
Si ブレードアレイデバイスを用いた固定組織切片の分画回
収技術の開発
植田 光貴 *{1}, 塩見 太郎 {1}, 高尾 英邦 {1}, 下川 房男 {1}, 三浦 史仁
{2}, 寺尾 京平 {1}
{1} 香川大学 , {2} 九州大学

9P2-SS3-3
高密度マイクロニードル電極アレイによるマウス脳多チャ
ンネル計測と空間分解能評価

斗内 凌平 *, 小谷 裕太 , 山下 幸司 , 三田 理央毅 , 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

9P2-SS3-4
化学イメージングと同時一括センシングのためのバイポー
ラ電極アレイ
薛 安汝 *, Ab Mutalib Nurul Asyikeen, 鈴木 博章
筑波大学

9P2-SS3-5
単一細胞マイクロアレイのウェル形状最適化とカルシウム
応答解析への応用
佐野 涼太 *{1}, 小山 健太朗 {1}, 福岡 なるみ {1}, 上野 秀貴 {2}, 山村
昌平 {2}, 鈴木 孝明 {1}
{1} 群馬大学 , {2} 産業技術総合研究所

9P2-SS3-6
Modulative Urinary Reabsorption of Glucose
Demonstrated by a Proximal Tubule on a Chip

Ramin Banan Sadeghian*{1}, Cheng Ma{1}, 川上 瑛彦 {1}, 上野 遼平
{1}, 松戸 真理子 {2}, 三原 郁恵 {2},
森口 博行 {2}, 佐藤 琢 {2}, 神園 喬 {3}, 吉岡 孝広 {3}, 藤本 隆史 {3}, 矢
澤 智之 {3}, 中村 寛子 {4},
木村 啓志 {4}, 高間 香織 {5}, 手塚 和宏 {5}, 横川 隆司 {1}
{1} 京都大学 , {2} 幹細胞評価基盤技術研究組合 , {3} 東京応化工業 , {4}
東海大学 , {5} アステラス製薬

Anifatul Faricha*, Parthojit Chakraborty, Tso-Fu Mark Chang, Masato
Sone, and Takamichi Nakamoto
Tokyo Institute of Technology
Future Technologies from HIMEJI 2021
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15:35-17:05

9P3-SS1

ファイナリストセッション 2
座長：名古屋大学

桜井 淳平

9P3-SS1-1
心疾患等における病理学的変化を捉えるペン型脈波計測シ
ステム
山田 康誠 *, 綿谷 一輝 , 寺尾 京平 , 下川 房男 , 高尾 英邦
香川大学

9P3-SS1-2
微小周期構造体の周期変化時における機械振動子の Q 値評価
猪股 直生 *, 頓所 侑夏 , 小野 崇人
東北大学

9P3-SS1-3
プラズモニック超小型分光素子の波長分解能の評価
大下 雅昭 *{1}, 山本 陽介 {1}, 斎藤 史郎 {2}, 菅 哲朗 {1}
{1} 電気通信大学 , {2}IMRA JAPAN

9P3-SS1-4
電気的観察を可能とするイオン液体添加 PVDF ピンセット
型柔軟デバイス
山口 貴史 *{1}, 宇佐美 尚人 {1}, 三角 啓 {1}, 豊倉 敦 {1}, 肥後 昭男 {1},
小野 新平 {2},
Hwang Gilgueng{3}{4}, Larrieu Guilhem{3}{5}, 池内 与志穂 {1}{3},
Agnès Tixier-Mita{1}{3}, 齊藤 健 {6},
Lévi Timothée{3}{7}, 三田 吉郎 {1}{3}
{1} 東京大学 , {2} 電力中央研究所 , {3} 東京大学 - フランス国立科学
研究センター（CNRS）LIMMS 研究所 , {4}C2N-CNRS, France, {5}
CNRS LAAS 研究所 , France, {6} 日本大学 , {7}CNRS IMS 研究所 ,
ボルドー大学 , France

9P3-SS1-5
磁気光学効果を利用した光ファイバ圧力センサ
宮本 光教 *, 饗場 哲也 , 須江 聡 , 久保 利哉
シチズンファインデバイス

9P3-SS1-6
MEMS 振動発電型イベントドリブンセンサを用いた橋梁の
低消費異常周波数監視システム
三屋 裕幸 {1}, 芦澤 久幸 {1}, 橋本 勝文 {2}, 張 凱淳 {2}, 下村 典子 {1},
門間 達希 {1}, 本間 浩章 {3},
橋口 原 {4}, 塩谷 智基 {2}, 年吉 洋 {3}
{1} 鷺宮製作所 , {2} 京都大学 , {3} 東京大学 , {4} 静岡大学

15:35-17:05

9P3-SS2

設計・製作技術，材料 1
座長：東京農工大学

岩見 健太郎

9P3-SS2-1
パリレンを応用したフレキシブル Si マイクロニードル電極
アレイの製作
中村 翼 *{1}, 井戸川 槙之介 {2}, 鈴木 巧 {3}, 山下 幸司 {1},
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} 釧路工業高等専門学校 , {3} テクノプロ
R&D

9P3-SS2-2
シリコンマイグレーションシール（SMS）低温化のための
リリースホール形状の最適化
鈴木 裕輝夫 *{1}, 本田 志弥 {2}, 鈴木 大貴 {1}, 宮下 英俊 {2},
田中 秀治 {1}
{1} 東北大学 , {2} ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

9P3-SS2-3
伸縮性切り紙バイオプローブのアクティブマトリックス化
コン イネン *{1}, 伊藤 嘉崇 {1}, 森川 雄介 {1}, 井戸川 槙之介 {2},
河野 剛士 {1}
{1} 豊橋技術科学大学 , {2} 釧路工業高等専門学校

9P3-SS2-4
単結晶シリコン薄膜定常クリープ特性の結晶方位依存性

尹 聖午 , 堀川 宇則 *, 澤田 和磨 , 上杉 晃生 , 菅野 公二 , 磯野 吉正
神戸大学
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9P3-SS2-5
コアシェル構造 SiC ナノワイヤの界面静電場によるピエゾ
抵抗効果の制御
上杉 晃生 *, 仲田 進哉 , 菅野 公二 , 磯野 吉正
神戸大学

9P3-SS2-6
MACE 表面ナノホールのシリコンナノワイヤ垂直成長促進
効果
上杉 晃生 *, 西依 脩佑 , 菅野 公二 , 磯野 吉正
神戸大学

15:35-17:05

9P3-SS3

アジア国際連携模索セッション：電気学会技術委員会
（MSS, CHS, BMS）合同企画
Meeting session for Asian international collaboration
座長：豊田工業大学 佐々木 実，埼玉大学
明治大学 工藤 寛之

長谷川 有貴，

9P3-SS3-1
Doppler Radar 24GHz System for the Detection of Human
Motions - A Radar for motion Ha Minh KHUE{1}, Nguyen Hoang QUAN{1}, Congo Tak Shing
CHING{2}, Nguyen Duc Hoang HA{1}, Nguyen Van HIEU*{1}
{1}VNUHCM- University of Science, Vietnam {2}National Chung
Hsing University, Taiwan

9P3-SS3-2
Interdigitated Sensor for Ketamine Quantification - Sensor
for drug -

Hsing-Ju Wu {1}, Pei-Yi Chu{1}, Nguyen Van Hieu {2}, Congo Tak
Shing Ching{3}*
{1}Show Chwan Memorial Hospital, Taiwan, {2}University of Science
（Vietnam National University of Ho Chi Minh City, {3}National
Chung Hsing University, Taiwan

9P3-SS3-3
Recent Progress on Quartz MEMS Sensors
Jinxing Liang*
Southeast University, China

9P3-SS3-4
Study of Perception of Odor in Human Compared to Gas
Sensor in the Case of Ammonia
Nitikarn Nimsuk *, Rinlapat Chanonsirivorakul
Thammasat School of Engineering, Thammasat University, Thailand

9P3-SS3-5
MEMS sensors for single-cell biophysical analysis
Mehmet Cagatay Tarhan*
LIMMS/CNRS-IIS IRL2825, France

17:20-18:00

9P4-FT

基調講演 2

座長：兵庫県立大学 前中 一介
（「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）

9P4-FT-1
最新技術と古来技術とのコラボレーション
野崎 信雄 *
元 鹿島建設株式会社関西支店 元
所所長

18:10-19:40

姫路城大天守保存修理工事事務

9P5-FT

若手企画・パネルディスカッション 学生・若手研究者
の皆さん必見！？
「工学系学生・若手研究者の人生設計」
座長：東京医科歯科大学 田畑 美幸，東北大学 猪股 直生
パネリスト：
NTT 先端集積デバイス研究所 田中 雄次郎 氏 （修士卒・30 代）
電機メーカー 製品開発部門 鳴海 圭亮 氏 （修士卒・30 代）
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療機器審査第一部
山田 恵梨子 氏 （修士卒・30 代）
株式会社東芝 研究開発センター 三木 弘子 氏 （博士卒・30 代）
東京エレクトロン株式会社 吉田 祐介 氏 （修士卒・30 代）

10A3-SS2-4

11月10日（水）
9:00-9:40

高感度ピエゾ抵抗センサーアレイの開発と揮発性有機物質
とガスの検出

10A2-FT

基調講演 3

座長：東京大学

年吉 洋（集積化 MEMS シンポジウム

実行委員長）

10A2-FT-1
その場検出を指向した化学センサの開発
南豪*
東京大学

9:55-11:25

生産技術研究所

准教授

10A3-SS1

ファイナリストセッション３
座長：静岡大学

二川 雅登

10A3-SS2-5
毛髪の繊細な手触り感変化を取得する低侵襲型高分解能触
覚センサの開発
小松原 雅仁 *, 中島 翼 , 寺尾 京平 , 下川 房男 , 高尾 英邦
香川大学

10A3-SS2-6
高感度化座屈ダイアフラム上圧電 MEMS 超音波センサの振
動モード解析
藤井 翔太 *, 出井 航 , 山下 馨 , 西岡 知記
京都工芸繊維大学

10A3-SS1-1
経皮放出される血液由来 VOCs のリアルタイム定量イメー
ジングシステムの開発
飯谷 健太 *, 張 耿 , 當麻 浩司 , 荒川 貴博 , 三林 浩二
東京医科歯科大学

10A3-SS1-2
ウシ血清アルブミン固定化シートを用いたエンドウの根滲
出物の可視化
小野寺 武 *{1}, 宮﨑 春菜 {1}, 中安 大 {2}, 桜井 望 {3}, 杉山 暁史 {2}
{1} 九州大学 , {2} 京都大学 , {3} 国立遺伝学研究所

10A3-SS1-3
ストライプ状ガスグリッドへの電圧印加によるガス透過特
性制御
和田 凌明 *{1}, 和田 武 {1}, 水谷 学世 {2}, 鈴木 誉久 {2}, 崔 容俊 {1},
高橋 一浩 {1}, 澤田 和明 {1},
野田 俊彦 {1}
{1} 豊橋技術科学大学 , {2} 新東工業

10A3-SS1-4
グラフェンインクと TMPD を用いた NO ガスセンサ
山口 富治 *
東京電機大学

10A3-SS1-5
植物末端部の水分含有量を常時測定可能な超小型センサデ
バイスの提案と実証
飯尾 郁也 *, 寺尾 京平 , 高尾 英邦 , 下川 房男
香川大学

10A3-SS1-6
汗中乳酸モニタリングシステムによる低発汗時の乳酸分泌
動態評価
工藤 寛之 *, 山田 樹生 , 鈴木 悠亮 , 今野 栄 , 後藤 悠斗
明治大学

9:55-11:25

Abdul Momin Md. *{1}, Zhuqing Wang {1}, Masaya Toda{1}, Mai
Yamazaki{2}, Krzysztof Moorthi {2}, Yasuaki Kawaguchi{2}, Takahito
Ono{1}
{1}Tohoku University, {2}Mitsui Chemicals

10A3-SS2

マイクロナノシステム 2
座長：東京大学

三田 吉郎

10A3-SS2-1
超小型原子時計の量産化に向けた 3.5GHz 帯圧電薄膜発振器
の研究開発

原 基揚 *{1}, 矢野 雄一郎 {1}, 原 紳介 {1}, 笠松 章史 {1}, 戸田 雅也 {2},
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

9:55-11:25

エレクトロニクス実装学会連携セッション
MEMS のための実装技術
座長：九州大学

ビルドアップ法で形成する厚膜磁石を利用した極細モータ
藤原 良元 *, 志賀 大祐 , 冨田 将来 , 鈴木 健一
TDK

10A3-SS2-3
アレイ状の SMA 厚膜アクチュエータとコイルばねを配置し
たせん断駆動型触覚ディスプレイ機構部の形成
佐藤 勇人 *, 丸山 顕 , 齋藤 涼 , 峯田 貴
山形大学



野上 大史

10A3-SS3-1
低温接合応用をめざしたテンプレートストリッピング法に
よる セラミックス接合面の平滑化
Le Hac Huong Thu*, 松前 貴司 , 倉島 優一 , 高木 秀樹 , 日暮 栄治
産業技術総合研究所

10A3-SS3-2
真空封止用 Au/Ta/Ti 接合層を用いたガス吸収プロセスの開
発とその低温化
狩谷 真悟 *{1}, 松前 貴司 {2}, 倉島 優一 {2}, 髙木 秀樹 {2}, 早瀬 仁則
{1}, 日暮 栄治 {2}
{1} 東京理科大学 , {2} 産業技術総合研究所

10A3-SS3-3
ハズバンダリトレーニング時において計測可能な体動除去
アルゴリズムを搭載した心拍センサの開発

比江島 拓己 *{1}, 野上 大史 {1}, 齊藤 礼 {2}, 伴 和幸 {3}, 多喜川 良 {1},
荒田 純平 {1}
{1} 九州大学 , {2} 大牟田市動物園 , {3} 豊橋総合動植物園

10A3-SS3-4
Printed strain sensor with variable sensing direction and
simultaneous compensation for temperature changes

Zymelka Daniel*, Kobayashi Takeshi
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
（AIST）

10A3-SS3-5
極薄圧電素子のフレキシブルパラメトリックスピーカー応
用の検討
山下 崇博 *, 竹下 俊弘 , 大内 篤 , 小林 健
産業技術総合研究所

10A3-SS3-6
ハーフインチ径水晶ウエハ上へ成膜した AlN 薄膜上への弾
性表面波デバイスアレイの試作と評価
永野 朝日 *{1}, 北村 奏人 {1}, 野田 周一 {2}, 井口 航平 {1}, 村上 直 {1},
ンプアン ソマワン {2}, 原 史朗 {2}
{1} 九州工業大学 , {2} 産業技術総合研究所

11:30-13:00

10A3-SS2-2

10A3-SS3

10P1-FT

出展者プレゼンテーション＆バーチャルブースツアー２

座長：SPP テクノロジーズ 金尾 寛人，東北大学 鈴木 裕輝夫，
デンソー 加納 一彦
一般財団法人マイクロマシンセンター
神港精機株式会社
（株）新興精機
立山マシン株式会社
ネオアーク（株）
ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社

13:00-14:30

10P2-SS1

ファイナリストセッション 4
座長：東京工業大学

山本 貴富喜
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10P2-SS1-1

10P2-SS3-1

乳酸および水素イオンを同時に可視化可能なマルチイオン
イメージセンサの製作と海馬スライス細胞外イメージング
への応用
村口 迅人 *{1}, 土井 英生 {1}, 堀尾 智子 {1}, パラジュリ ビージェイ
{2}, 繁冨 英治 {2}, 篠崎 陽一 {2}, 崔 容俊 {1}, 高橋 一浩 {1}, 服部 敏明
{1}, 野田 俊彦 {1}, 小泉 修一 {1}, 澤田 和明 {1}
{1} 豊橋技術科学大学 , {2} 山梨大学

10P2-SS1-2
GUT-LIVER ON A CHIP WITH CONTROLLABLE FLOW
PERFUSION VIA MULTILAYERED MICROFLUIDIC DEVICE
楊 建東 *{1}, 今村 聡 {1}, 平井 義和 {1}, 亀井 謙一郎 {1}, 土屋 智由 {1},
田畑 修 {2}
{1} 京都大学 , {2} 京都先端科学大学

10P2-SS1-3
イオン選択性可塑化 PVC 複合型プラズモニックイオンセン
サの開発
遠藤 達郎 *, 井上 千種 , 川崎 大輝 , 山田 大空 , 末吉 健志 , 久本 秀明
大阪府立大学

10P2-SS1-4
高度なマイクロフルイディク溶液処理のための電気化学回路
丁 翰林 *, 楊 昊 , 馬 成睿 , 鈴木 博章
筑波大学

10P2-SS1-5
7.7 万個のマイクロウエルを用いたデジタル PCR による高
感度かつ高マルチプレックス遺伝子変異型検出
中川 樹生 *, 田中 淳子 , 松井 一真 , 白鳥 亜希子 , 植松 千宗
日立製作所

10P2-SS1-6
アブ ムタリブ ヌル アシキン *, 鄧 懿 , 薛 安汝 , 鈴木 博章
筑波大学

10P2-SS2

設計・製作技術，材料 2
座長：東北大学

鈴木 裕輝夫

10P2-SS2-1
パリレンを用いたマイクロチューブフレキシブルデバイス
の作製
渕上 晃広 *, 小野崎 健人 , 河野 剛士
豊橋技術科学大学

10P2-SS2-2
電気的・光学的 1 分子計測に向けた金ナノ粒子二量体ナノ
ギャップの作製・制御・評価
住友 孝行 , 常 沅芷 *, 森田 明宏 , 上杉 晃生 , 菅野 公二 , 磯野 吉正
神戸大学

10P2-SS2-3
800nm 帯面発光レーザーのための可動式誘電体多層膜ミ
ラーチップの製作
趙 智健 *{1}, 戸田 雅也 {1}, 原 基揚 {2}, 品田 聡 {2}, 小野 崇人 {1}
{1} 東北大学 , {2} 情報通信研究機構

10P2-SS2-4
圧電 MEMS 超音波センサのための 単結晶 PZT/Si/ 内空メン
ブレン構造の作製プロセスの開発
関口 拓真 *, 吉田 慎哉 , 金森 義明 , 田中 秀治
東北大学

10P2-SS2-5
イオン液体エレクトロスプレースラスタのための二段電極
構造の作製
西邑 亜香音 *{1}, 鷹尾 祥典 {2}, 土屋 智由 {1}
{1} 京都大学 , {2} 横浜国立大学

10P2-SS2-6
SEM 内その場引張試験用デバイスの開発

島田 楓夕 *, 安藤 妙子 , 村田 順二 , 飴山 惠 , 川畑 美絵 , 中谷 仁
立命館大学

13:00-14:30

10P2-SS3

センサ・アクチュエータシステム
座長：神戸大学
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渡邉 信太 *, 崔 容俊 , 高橋 一浩 , 戸田 清太郎 , 高山 弘太郎 , 野田 俊彦 ,
澤田 和明
豊橋技術科学大学

10P2-SS3-2
触診用 MEMS 触覚センサの接触部改良による圧力低減
門田 秀人 *, 小河原 周 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

10P2-SS3-3
センサプラットフォーム LSI を基にしたマルチセンシング
システムを構築するためのアプリケーションプログラミン
グインタフェースの開発
室山 真徳 *{1}, 田中 秀治 {2}
{1} 東北工業大学 , {2} 東北大学

10P2-SS3-4
超音波アレイセンサによる高干渉環境下での 12.5m の距離
計測
安田 祐人 , 吉川 裕木子 *, 石井 徹 , 和泉 慎太郎 , 川口 博
神戸大学

10P2-SS3-5
呼吸 , 心拍 , 体温のマルチバイタルサイン計測を可能とする
呼吸センサの開発

長谷川 義大 *{1}, イ スンヒョン {1}, 松島 充代子 {2}, 長谷川 信 {3}, 川
部 勤 {2}, 式田 光宏 {1}
{1} 広島市立大学 , {2} 東海大学国立機構名古屋大学 , {3} コスモスウェ
ブ

10P2-SS3-6

イオン感応膜によるバイポーラ電極の電位制御

13:00-14:30

フィルタフリー多波長検出センサを用いたクロロフィル a/b
比計測法の提案

和泉 慎太郎
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MEMS 振動子アレイの動的応答を利用した時系列信号処理
竹村 拓樹 *, 平井 義和 , Banerjee Amit, 土屋 智由
京都大学

14:45-16:15

10P3-SSP ＆ SSL

ポスターセッション
10P3-SSP-1
異方性エッチングを用いたシリコン梁の加工プロセスの検討
青野 宇紀 *, 金丸 昌敏 , 岩崎 富生
日立製作所

10P3-SSP-2
（2- カルボキシエチル）ジフェニルホスフィンを配位子とす
るヨウ化銅（I）錯体をドープした DNA- 脂質複合膜の光学
特性
髙澤 頼昌 , 森田 勇人 , 阪田 知巳 *
城西大学

10P3-SSP-3
ウエハレベルパッケージ技術による低侵襲医療用極小 3 軸
MEMS 触覚センサの作製
今西 智也 *, 宮本 桂寿 , 東 駿太郎 , 大木 舜介 , 上杉 晃生 , 菅野 公二 ,
青野 宇紀 , 磯野 吉正
神戸大学

10P3-SSP-4
水晶発振回路式複素容量センサを用いた金エッチングの 非
接触エンドポイントディテクター
奥脇 琢朗 *, 灰野 貴晶 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

10P3-SSP-5
表面処理を用いないシクロオレフィンポリマー流体デバイ
スの封止方法
小粥 教幸 *{1}, 岩堀 公昭 {1}, 堀井 和由 {2}
{1}ASTI, {2} シスメックス

10P3-SSP-6
冷却型熱式オンチップ流量センサ

岡本 有貴 *, グェン タンヴィン , 岡田 浩尚 , 一木 正聡
産業技術総合研究所

10P3-SSP-7
極薄 PTFE 層を有するワイヤ電極の電荷保持特性とエレクト
レットセンサへの応用
川井 建 *, 蔭山 健介
埼玉大学

10P3-SSP-8
真空アーク蒸着法を用い作製した Nd-Fe-B 系磁石膜の特性
向上
日笠山 航也 *, 山下 昂洋 , 柳井 武志 , 中野 正基 , 福永 博俊
長崎大学

10P3-SSP-9
反応性スパッタリング法で成膜した SiN 膜を用いた MEMS
プロセスの検討
坂本 海人 *, 佐藤 翔介 , 伊藤 浩 , 川又 由雄 , 新國 広幸
東京工業高等専門学校

10P3-SSP-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
イスの構造解析
宮崎 雄太郎 *, 松本 拓士 , 中村 成志
東京都立大学

10P3-SSP-11
AlGaN/GaN/Si 構造を利用した MEMS デバイスの作製プロ
セスの検討
松本 拓士 *, 淵上 良輝 , 中村 成志
東京都立大学

10P3-SSP-12
マイクロスケール遠心ウェーブロータの空力性能の実験検証
井上 颯人 *, 早見 颯馬 , 小林 雅史 , 鳥山 寿之
立命館大学

10P3-SSP-13
立方弾性異方性固体中のき裂先端応力場の特異性
加藤 風真 *, 仲西 亮 , 中原 拓海 , 森川 諒 , 鳥山 寿之
立命館大学

10P3-SSP-14
マイクロスケール衝撃波圧縮機構のための垂直衝撃波の可
視化
磯村 耕成 *, 黒瀨 健斗 , 首藤 広樹 , 鳥山 寿之
立命館大学

10P3-SSP-15
エピタキシャル加工を用いた可視光イメージセンサ用光ガ
イド構造の開発
藤原 知弘 *, 安藤 妙子 , 下ノ村 和弘 , Ngo Hoai Nguyen, 江藤 剛治
立命館大学

10P3-SSP-16
感温塗料薄膜を用いた熱流センサー

ソワジョ ジュリアン *, 塚本 貴城 , 田中 秀治 ,
東北大学

10P3-SSP-17
複眼イメージング用 Alvarez メタレンズに関する研究
阿出川 彪 *, 工藤 光太 , 青木 活真 , 池沢 聡 , 岩見 健太郎
東京農工大学

10P3-SSP-18
任意形状表面に形成可能な配向サマリウムコバルト厚膜磁石
志賀 大祐 *, 藤原 良元 , 冨田 将来 , 鈴木 健一
TDK

10P3-SSP-19
MEMS マイクロロボットに用いる剣形脚部の検討

古屋 菫 *, 伊藤 穂高 , 石川 真聡 , 山田 哲之 , 森下 克幸 , 武井 裕樹 , 金
子 美泉 , 内木場 文男 , 齊藤 健
日本大学

10P3-SSP-20
アモルファスシリコンを用いた超薄型アキシコンメタレン
ズの開発
高木 鴻佑 *, 小川 主税 , 池沢 聡 , 岩見 健太郎
東京農工大学

10P3-SSP-21
超小型モータへの応用を鑑みた厚膜磁石の開発

河野 一輝 *, 高嶋 恵佑 , 山下 昴洋 , 柳井 武志 , 中野 正基 , 福永 博俊
長崎大学

10P3-SSP-22
MEMS 応用に向けた Nd-Fe-B 系厚膜磁石の開発

樋口 晃太 *{1}, 福田 樹 {1}, 高嶋 恵佑 {1}, 山下 昴洋 {1}, 柳井 武 {1},
中野 正基 {1}, 福永 博俊 {1}, 進士 忠彦{2}
{1} 長崎大学 , {2} 東京工業大学

10P3-SSP-23
PDMS ナノシートを用いたプラズモニックカラーシートの
作製
渡邉 守 *{1}, Tay Shan Wei{1}, 藤枝 俊宣 {2}, 崔 容俊 {1}, 野田 俊彦
{1}, 澤田 和明 {1}, 髙橋 一浩 {1}
{1} 豊橋技術科学大学，{2} 東京工業大学

10P3-SSP-24
シリコンハードマスクを用いたステンレス鋼のドライエッ
チング
韓 剛 *, 佐々木 実
豊田工業大学

10P3-SSP-25
濃度と方向の平均を考慮した昆虫触角搭載ドローンのため
の匂い源探索アルゴリズム開発

内田 智也 *{1}, 福井 千海 {2}, 祐川 侑司 {1}, 神崎 亮平 {1}, 照月 大悟 {1}
{1} 東京大学 , {2} 東京理科大学

10P3-SSP-26
Feed-back control of PZT actuator with built-in buried
piezoresistors
ベルガラ アンドレア *, 塚本 貴城 , , 田中 秀治
東北大学

10P3-SSP-27
Al₂O₃ 絶縁薄膜を用いた静電型触覚ディスプレイに関する基
礎検討
近藤 雅敏 *, 佐藤 淳喜 , 安部 隆 , 寒川 雅之
新潟大学

10P3-SSP-28
電界集中型水晶複素容量センサによる皮膚内部イメージン
グシステムの開発
高橋 良輔 *, 藤森 弘貴 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

10P3-SSP-29
圧電センサと深層学習を用いた重心検出システムの高精度
化・実用化
小山 太佑 *, 橋爪 洋一郎 , 飯島 高志 , 宋 俊東 , 岡村 総一郎
東京理科大学

10P3-SSP-30
茎内水分量変動計測センサの温度による挙動解析
上野 智瑛美 *, 平澤 一樹 , 竹井 義法 , 南戸 秀仁
金沢工業大学

10P3-SSP-31
クラフトビールの保存条件によるオフフレーバーの発生と
その評価
望月 圭祐 *, 長谷川 有貴
埼玉大学

10P3-SSP-32
使い捨てアンテナ電極を用いた自己容量型センサによる離
床動作検出
岩田 史郎 *{1}, 安部 聡一郎 {2}, 栗崎 圭輔 {2}, 加藤 伸幸 {2}, 中村 英
夫 {3}, 藤江 建朗 {4}, 井上 由美子 {5}, 藤原 直樹 {1}, 今若 直人 {1}
{1} 島根県産業技術センター , {2} 日本電子精機 , {3} 大阪電気通信大
学 , {4} 森ノ宮医療大学 , {5} 柳川病院

10P3-SSP-33
ヘテロコア光ファイバセンサによる血圧計測方法の検討
鎌田 広輝 *{1}, 小山 勇也 {1}, 西山 道子 {2}, 渡辺 一弘 {2}
{1} 千葉工業大学 , {2} 創価大学

10P3-SSP-34
イオンゲルと超柔軟ナノ薄膜を用いた高通気性・透明温湿
度センサの開発

伊佐野 雄司 *{1}, 藤田 創 {2}, 上野 和英 {1}, 藤枝 俊宣 {2}, 太田 裕貴 {1}
{1} 横浜国立大学 , {2} 東京工業大学

10P3-SSP-35
植物栽培のための光ファイバ多点箇所分光計測システム

近藤 拓実 *{1}, 遠藤 英 {2}, 大観 光徳 {1}, 李 相錫 {1}, 松永 忠雄 {1}
{1} 鳥取大学 , {2} 鳥取県園芸試験場

10P3-SSP-36
シリカ微粉末を用いたエレクトレットとそれを用いた超音
波センサの特性評価
蔭山 健介 *, 小林 駆 , 川田 良暁 , 菅原 柊 , 坂井 建宣
埼玉大学
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10P3-SSP-37
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モ
デルの性能向上
長谷部 大祐 *, 中本 高道
東京工業大学

10P3-SSP-38
変調信号を用いた半導体式ガスセンサの温度制御手法の提
案とこれによる単一素子でのガス識別
佐伯 真彬 *, 大倉 裕貴 , 吉河 武文 , 岩田 達哉
富山県立大学

10P3-SSP-39
半導体マルチセンサによる，においセンシング
山田 益義 *, 若菜 裕紀
日立製作所

10P3-SSP-40
ショットガス吹き付け方式を用いたガス濃度測定

阿部 宏之 *{1}, 岩田 一樹 {2}, 馬 騰 {3}, 但木 大介 {3}, 平野 愛弓 {3},
木村 康男 {4}, 庭野 道夫 {2}
{1} 宮城県産業技術総合センター , {2} 東北福祉大学 , {3} 東北大学 , {4}
東京工科大学

10P3-SSP-41
色素ドープ膨潤性ポリマをクラッドに用いた漏れ導波路型
POF 湿度センサ
志村 優太 *, 鈴木 裕 , 森澤 正之
山梨大学

10P3-SSP-42

滴下プロセスによる選択的有機酸検出用の PEDOT:PSS ベースのフレ
キシブルガスセンサー
ショウ テンショ *, 叶 笑 , 葛 霊普 , 武居 巧 , 佐々 文洋 , 林 健司
九州大学

10P3-SSP-43
Real-time chemical imaging sensor based on the lightaddressable potentiometric sensors principle
Werner Carl Frederik*{1}, Wagner Torsten{2}, Schöning Michael
J.{2}, 宮本 浩一郎 {3}, 吉信 達夫 {3}, 野田 実 {1}
{1} 京都工芸繊維大学 , {2}Institute of Nano- and Biotechnologies, FH
Aachen, Germany, {3} 東北大学

10P3-SSP-44
熱電型水分量センサを用いた繰返し計測システムの開発
佐藤 晴紀 *, 坂本 貴章 , 大多 哲史 , 平野 陽豊 , 二川 雅登
静岡大学

10P3-SSP-45
マイクロ流体チップを用いた電気伝導率測定および Walden
法則を用いた粘度評価
坂本 憲児 *{1}, 八谷 百合子 {2}, 小林 孝一朗 {3}
{1} 九州工業大学 , {2} 産業医科大学 , {3} 大島商船高等専門学校

10P3-SSP-46
微小電極と DNA アプタマーを用いた癌マーカーの検出

中嶋 悠祐 *{1}, 伊藤 健 {1}, 新宮原 正三 {1}, 清水 智弘 {1}, 山下 一郎
{2}, 韓 煥文 {2}
{1} 関西大学 , {2} 大阪大学

10P3-SSP-47
電気化学インピーダンス法と顕微鏡同時観察によるナノ構
造上の脂質二重膜の挙動評価
大門 柾登 *, 伊藤 健 , 清水 智弘 , 新宮原 正三
関西大学

10P3-SSP-48
スパッタ Si 膜積層による光導波型 SPR センサの高感度化
新國 広幸 *{1}, 高橋 大翔 {2}, 伊藤 浩 {1}, 川又 由雄 {1}
{1} 東京工業高等専門学校 , {2} 電気信大学

10P3-SSP-49
バッファアンプを搭載したシリコンナノニードル電極のマ
ウス急性計測応用
阪野 友亮 *{1}, 鶴原 秋平 {1}, 清木場 悠 {1}, 山下 幸司 {1}, 井戸川 槙
之介 {2}, 北 裕人 {1}, 鈴木 巧 {3}, 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} 釧路工業高等専門学校 , {3} テクノプロ・
テクノプロ R&D 社
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10P3-SSP-50
皮膚微小還流システムのための気泡除去流路の作製と気泡
の除去性能評価
継枝 健太 *, 鶴岡 典子 , 芳賀 洋一
東北大学

10P3-SSP-51
EIS を用いたルテニウム錯体と金電極の相互作用評価 ～表
面電荷依存性～

深澤 怜 *{1}, 伊藤 健 {1}, 新宮原 正三 {1}, 清水 智弘 {1}, 山下 一郎 {2},
韓 煥文 {2}
{1} 関西大学 , {2} 大阪大学

10P3-SSP-52
機械学習を用いた日常動作中の胎動カウント

秋山 寛 *{1}, 大長 祐也 {1}, 小川 智子 {2}, 網盛 一郎 {2}, 村上 裕二 {1}
{1} 静岡理工科大学 , {2}Xenoma

10P3-SSP-53
細胞電位測定による植物生体電位の光応答メカニズム解明
に関する研究
山﨑 洋孝 *, 長谷川 有貴
埼玉大学

10P3-SSP-54
高周波用体腔内 MRI プローブの設計
川端 敏享 *, 李 相錫 , 松永 忠雄
鳥取大学

10P3-SSP-55
動電現象を用いた金ナノ粒子捕集のピット径依存性におけ
る数値的精査
荒井 修作 *{1}, 八木 一平 {1}, 内田 諭 {1}, 西川 宏之 {2}
{1} 東京都立大学 , {2} 芝浦工業大学

10P3-SSP-56
マイクロ流路を用いた植物根の伸長挙動解析
洞出 光洋 *, 西村 空 , 佐藤 健太 , 山脇 輔 , 八島 真人
防衛大学校

10P3-SSP-57
iPS 細胞の局所刺激を目指したマイクロデバイスの開発

楠 直人 *{1}, 小長谷 周平 {2}, 西田 光徳 {3}, 佐藤 成弘 {3}, 高尾 英邦
{1}, 下川 房男 {1}, 寺尾 京平 {1}
{1} 香川大学 , {2} 京都大学 , {3} タツモ

10P3-SSP-58
バイオミメティクスを指向した MEMS 多段フィン微細構造
の形成と Ni 電鋳マイクロ金型および樹脂への形状転写手法
の開発
矢作 徹 *{1}, 山田 直也 {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

10P3-SSP-59
EWOD デバイスにおいて液滴・電極相対位置が接触角に与
える影響
玉寄 あすか *, 坊野 慎治 , 小西 聡
立命館大学

10P3-SSP-60
微小電極アレイデバイスを用いたアストロサイトの細胞外
電位計測
吉田 悟志 *, 安田 隆
九州工業大学

10P3-SSP-61
感光性複合材料を用いた微小管運動制御デバイスの開発
中原 佐 *, 伊勢 一貴 , 南 和幸
山口大学

10P3-SSP-62
SiN 多孔膜を用いた共培養デバイスによる単一ニューロン解析
仲摩 綾香 *, 安田 隆
九州工業大学

10P3-SSP-63
旋回戻りコイル構造 MEMS ロゴスキーコイル型電流センサ

渡部 善幸 *{1}, 加藤 睦人 {1}, 矢作 徹 {1}, 村山 裕紀 {1}, 山田 直也 {1},
吉田 賢一 {2}, 前原 謙一 {2}, 福田 祐介 {2}, 指田 和之 {2}, 池田 克弥 {2}
{1} 山形県工業技術センター , {2} 新電元工業

10P3-SSP-64
放射光光励起化学反応によるナノ粒子合成の pH 依存性

三枝 峻也 *{1}, 櫻井 郁也 {2}, 岡田 育夫 {2}, 石原 マリ {3}, 内海 裕一
{1}, 山口 明啓 {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

10P3-SSP-65
Lab-on-a-CD における混合評価

山口 明啓 *{1}, 三枝 峻也 {1}, 石本 睦 {1}, Edwin En-Te Hwu{2},
Sriram Thoppe Rajendran{2}, 内海 裕一 {1}
{1} 兵庫県立大学 , {2}Technical University of Denmark

10P3-SSP-66
活性 Si ナノ薄膜層によるニオブ酸リチウムとシリコンの常
温接合
渡辺 要 *, 多喜川 良
九州大学

10P3-SSP-67
アラニンドープ硫酸トリグリシン結晶のキラル構造と強誘
電性の相関 ー第 1 報 構造と分極特性
寺澤 有果菜 *{1}, 喜久田 寿郎 {2}, 一木 正聡 {3}, 佐藤 宗太 {4}, 石川
和彦 {1}, 朝日 透 {1}
{1} 早稲田大学 , {2} 富山大学 , {3} 産業技術総合研究所 , {4} 東京大学

10P3-SSL-68
光照射とバイアス電圧の同時印加による酸化チタン系光触
媒の有機物分解効果の促進
嶋倉 啓太 *, 佐伯 翔 , 瀬川 悠太 , 小林 大造
立命館大学

10P3-SSL-69
電解エッチング法を用いた微細構造を有するチタン製マイ
クロメスの開発
栗田 政宗 *, 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

10P3-SSL-70
直列多段 Se 光電池による電圧印加機構と ナノ粒子添加し
た高活性 TiO2 光電極による水分解反応の高効率化
佐伯 翔 *, 小林 大造
立命館大学

10P3-SSL-71
マイクロ毛細管チャネルを用いた光学的平滑表面を有する
カラーフィルタパターンの作製プロセス
渡邊 朋也 *, 道垣内 公介 , 足立 悠輔 , 小林 大造
立命館大学

10P3-SSL-72
三角形状金ナノプレートの合成における CTAB 添加量の影響
矢須 知樹 *, 浜本 真央 , 柳生 裕聖
関東学院大学

10P3-SSL-73
接地部の滑り変形の抑制を目的とした蛇腹吸盤の検討
談 哲誠 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

10P3-SSL-74
下地層 Au 膜の表面構造による PZT 膜の結晶性への影響
佐藤 翔介 *, 伊藤 浩 , 川又 由雄 , 新國 広幸
東京工業高等専門学校

10P3-SSL-75
触覚ディスプレイ素子のための熱応答を向上した SMA アク
チュエータと DRIE とめっきによる TSV 基板の形成
齋藤 涼 *, 天野 晏年 , 峯田 貴
山形大学

10P3-SSL-76
同軸光学系参照光方式による対象物までの距離・寸法の同
時計測
関 優 *, 米窪 政敏 , 橋元 伸晃
諏訪東京理科大学

10P3-SSL-77
酸化物半導体ナノ粒子複合膜を用いたマイクロ流体電気化
学発光デバイスの検討
岡田 紘治 *, 笠原 崇史
法政大学

10P3-SSL-78
アントラセン誘導体をゲストとして用いた青色電気化学発
光素子の開発
加藤 えみり *, 笠原 崇史
法政大学

10P3-SSL-79
Development of electro-thermal excitation technique for
graphene-based resonant mass sensor
PHAM VIET KHOA*{1}, 坪内 麟太郎 {1}, 秋田 一平 {2}, 野田 俊彦 {1},
澤田 和明 {1}, 髙橋 一浩 {1}
{1}Toyohashi University of Technology, {2} 産業技術総合研究所

10P3-SSL-80
タイヤ固有振動で発電する圧電 MEMS デバイス
横田 隆人 *, 前中 一介 , 神田 健介 , 藤田 孝之
兵庫県立大学

10P3-SSL-81
水晶発振回路式 MHz 帯複素容量センサを用いた土壌状態の
非接触モニタリング
LIU JIANI*, 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

10P3-SSL-82
マイクロスケールターボマシナリー用回転要素の空力設計
に関する研究
今岡 大 *, 西尾 和早 , 棚江 和也 , 鈴木 隼人 , 都築 主維 , 鳥山 寿之
立命館大学

10P3-SSL-83
諸撚糸構造を用いた荷重センシング糸とスマートテキスタ
イルへの応用
宇野 真由美 *{1}, 森田 茂 {2}, 小森 真梨子 {1}, 吉村 貫生 {3}
{1} 大阪産業技術研究所 , {2} 旭化成アドバンス , {3} カジナイロン

10P3-SSL-84
屋内空気質モニタリングに向けた低消費電力 MEMS CO2 セ
ンサの高感度化
王 萍 *, 石橋 史隆 , 久留井 慶彦 , 山﨑 宏明
東芝

10P3-SSL-85
BaTiO3 圧電厚膜への印加応力増加による振動発電エネル
ギーの向上
川上 祥広 *
電磁材料研究所

10P3-SSL-86
人の意識集中を模したデータ量制御機能を持つ神経網型セ
ンシングシステム
伊藤 翔太 *, 森 遼雅 , 野々村 裕 , 畑 良幸
名城大学

10P3-SSL-87
TiO₂/Se 光電池の高効率化のためのヘテロ接合特性制御
川岸 稜也 *, 足立 悠輔 , 小林 大造
立命館大学

10P3-SSL-88
ナノファイバー摩擦発電デバイスの開発

志磨 将大 *, Haitao Wang, 坂元 博昭 , 髙村 映一郎 , 末 信一朗
福井大学

10P3-SSL-89
MEMS カンチレバーを用いた高性能音響評価技術
グェン タンヴィン *, 岡本 有貴 , 一木 正聡
産業技術総合研究所

10P3-SSL-9
Cr-N 薄膜を用いた小型高耐荷重ロードセル

竹野 広晃 *{1}, 神山 竜一 {1}, 宮武 正平 {1}, 伊東 孝洋 {1}, 丹羽 英二 {2}
{1} ジオマテック , {2} 電磁材料研究所

10P3-SSL-91
酸化チタン膜を利用した QCM ガスセンシングに関する基本
特性
久保田 浩司 *{1}, 岩森 暁 {1}, 野田 和俊 {2}
{1} 東海大学 , 東海大学 , {2} 立命館大学

10P3-SSL-92
qPCR を用いたウイルス検出用抗体修飾磁性粒子の捕集効率
評価
安浦 雅人 *, 芦葉 裕樹 , 福田 隆史
産業技術総合研究所
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10P3-SSL-93

11A3-SS1-3

抗体修飾 SiC 上グラフェン FET を用いたデバイ遮蔽長外の
抗原検出
山﨑 壮太 *, 大野 恭秀 , 加治佐 平 , 永瀬 雅夫
徳島大学

外耳道由来エタノールガスの非侵襲バイオ蛍光モニタリング

ZHANG GENG*, 鈴木 翔太 , 飯谷 健太 , 當麻 浩司 , 荒川 貴博 , 三林 浩二
東京医科歯科大学

11A3-SS1-4

10P3-SSL-94

iGL 細胞に適用した薄膜トランジスタアレイを用いた同時的
電気生理学と蛍光アッセイの開発

単一ニューロンのハイスループット解析を目指した微小孔
アレイによる単一細胞の捕捉・吐出技術の構築
岩井 俊太郎 *, 安田 隆
九州工業大学

16:25-18:30

シュ トウシン *
東京大学

11A3-SS1-5
分子インプリント法を用いた光干渉型 MEMS 表面応力セン
サの作製とレセプター膜のパターニング

10P4-FT

Future Technologies 合同招待セッション

座長：東京大学 年吉 洋，東北大学 徳増 崇，北海道大学 渡慶次 学，
立命館大学 安藤 妙子，産業術総合研究所 小林 健

10p4-FT-1

阪上 天斗 *{1}, 太田 宏之 {2}, 藤枝 俊宜 {3}, 崔 容俊 {1}, 野田 俊彦 {1},
澤田 和明 {1}, 髙橋 一浩 {1}
{1} 豊橋技術科学大学 , {2} 防衛医科大学 , {3} 東京工業大学

11A3-SS1-6
新生児用ウェアラブルマルチバイタル計測デバイスの開発

MEMS 技術の医用超音波への応用

田中 宏樹 *
富士フイルムヘルスケア 革新技術研究所
研究員

10p4-FT-2

9:55-11:25

培養組織とマイクロデバイスの融合によるバイオハイブ
リッドロボットの創出
森本 雄矢 *
東京大学

加地 範匡 *
九州大学

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 *
東芝 研究開発センター

11A3-SS2-4

Future Technologies 合同懇親会

抗原抗体反応のオンチップ検出に向けたグラフェン型表面
応力センサの作製と評価
新野 謙 *, 上坂 淳平 , 坪内 麟太郎 , 金森 亮人 , 喜種 慎 , 古澤 絵里子 ,
飛沢 健 , 赤井 大輔 , 野田 佳子 , 崔 容俊，野田 俊彦，澤田 和明，髙
橋 一浩
豊橋技術科学大学

2021年11月11日（木）
11A1-FT

11A3-SS2-5

徳増 崇（マイクロ・ナノ工学シンポジウム実行委員長）

11A1-FT-1
グラフェンの大量合成方法の開発とベンチャー企業での実
用化
代表取締役

11A3-SS1

バイオセンサ 2

三澤 宣雄

11A3-SS1-1
等温 DNA 増幅法と微粒子誘電泳動による検出を組み合わせ
た小型デバイスの検討
吉田 諒 *, 末廣 純也 , 中野 道彦 , 稲葉 優文 , 重本 真 , 陳 晧 , 黄 怡
九州大学

11A3-SS1-2
細胞膜タンパク質を検出する小型リキッドバイオプシーデ
バイス
田畑 美幸 *, LIU Xinyue, KHAMHANGLIT Chattarika, 小瀧 紗代 ,
宮原 裕二
東京医科歯科大学
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熱酸化プロセスの有無による単結晶シリコンの引張特性の
評価

石橋 正規 *{1}, 和泉 慎太郎 {1}, 吉本 秀輔 {2}, 野田 祐樹 {2}, 荒木 徹
平 {2}, 植村 隆文 {2}, 関谷 毅 {2}, 川口 博 {1}
{1} 神戸大学 , {2} 大阪大学

10P5-FT

座長：麻布大学

11A3-SS2-2

脈波伝播計測に向けた圧電脈波センサの高精度化

昆陽 雅司 *
東北大学大学院情報科学研究科 准教授

9:55-11:25

平井 義和

11A3-SS2-3

高周波振動の知覚特性に基づく触覚提示

村松 一生 *
株式会社インキュベーション・アライアンス

京都大学

梅本 友輝 *, 寺村 拓也 , 安藤 妙子
立命館大学

10p4-FT-5

座長：東北大学

座長：

辻 健太 *, 吉田 将康 , 神野 伊策
神戸大学

10p4-FT-4

基調講演 4

設計・製作技術，材料 3

全固体アモルファス薄膜リチウムイオン電池の作製と評価
に関する研究

オンチップ単一細胞センシング

18:45-21:00

11A3-SS2

11A3-SS2-1

10p4-FT-3

9:00-9:40

嶋村 雅貴 *{1}, 稲森 剛 {1}, 嘉本 海大 {1}, 磯田 豊 {1}, 魚住 梓 {2},
伊藤 秀一 {2}, 大久保 佑亮 {3}, 太田 裕貴 {1}
{1} 横浜国立大学 , {2} 横浜市立大学 , {3} 国立医薬品食品衛生研究所

超音波診断グループ 主任

Si 基板上における強磁性 NdFeB と圧電 PZT のヘテロ集積
武田 光平 *, 七里 愛 , 神田 健介 , 藤田 孝之 , 前中 一介
兵庫県立大学

11A3-SS2-6
離散センサデータからの特徴量抽出アルゴリズムによる環
境発電型センサ端末を用いた装置振動のリアルタイムモニ
タリング
藤森 司 *, 山口 光博 , 椎崎 貴史 , 相見 眞男
日立製作所

9:55-11:25

11A3-SS3

企画セッション：with コロナの科学技術
座長：新潟大学

安部 隆，立命館大学

安藤 妙子

11A3-SS3-1
スパコン「富岳」による飛沫・エアロゾル感染リスク評価
のデジタルトランスフォーメーション
坪倉 誠 *
神戸大学

大学院システム情報学研究科

教授

11A3-SS3-2
赤外線センサの高感度化技術 ～フォノニック結晶の物理特
性と産業利用～
藤金 正樹 *
パナソニック

テクノロジー本部 マテリアル応用技術センター

11A3-SS3-3

11P2-SS2-3

コロナ禍の出口を可能にする技術

西川 伸一 *
NPO 法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン

12:30-13:10

コンフォーマルな製膜手法向け MEMS 応力センサ

代表理事

11P1-FT

出展者プレゼンテーション＆バーチャルブースツアー３

座長：SPP テクノロジーズ 金尾 寛人，東北大学 鈴木 裕輝夫，
デンソー 加納 一彦
ポリテックジャパン株式会社
株式会社ベテル
ローム株式会社

13:00-14:30

11P2-SS1

バイオマイクロナノシステム 2
座長：広島市立大学

長谷川 義大

11P2-SS1-1
2 面開放型 Open microfluidics における水滴の濃縮 , 蒸発防
止 , 混合機能の開発
川田 斐斗 *, 石浦 史也 , 石田 忠
東京工業大学

11P2-SS1-2
マウス小腸内部の流体挙動観察を実現するマイクロ流体デ
バイス開発
栗生 識 *, 山本 直之 , 石田 忠
東京工業大学

11P2-SS1-3
腎臓オルガノイド由来糸球体細胞を用いた on-chip 糸球体
ろ過障壁における透過性評価および PAN 毒性評価
田渕 史 *{1}, 渡部 祥山 {1}, 藪内 研佑 {2}, 佐原 義基 {2}, 高里 実 {2},
藤本 和也 {1}, Karsten Stanislav{1}, 横川 隆司 {1}
{1} 京都大学 , {2} 理化学研究所

11P2-SS1-4
ヒト iPS 細胞由来ポドサイトにおける特異的タンパク質の
発現評価
渡部 祥山 *{1}, 田渕 史 {1}, 薮内 研佑 {2}, 荒岡 利和 {1}, 高里 実 {2},
藤本 和也 {1}, Stanislav L. Karsten{1}, 横川 隆司 {1}
{1} 京都大学 , {2} 理化学研究所

11P2-SS1-5
畳み込みニューラルネットワークを用いた微小管の曲げ剛
性評価手法の提案
堀田 英幹 *, Hang Zhou, 藤本 和也 , Tamanna Farhana, 横川 隆司
京都大学

11P2-SS1-6
分子シミュレーションとマテリアルズ・インフォマティク
スによる DNA デバイスの高信頼設計
岩崎 富生 *
日立製作所

13:00-14:30

宇佐美 尚人 *{1}, 太田 悦子 {2}, 肥後 昭男 {2}, 百瀬 健 {2}, 三田 吉郎 {2}
{1}ISAS/JAXA, {2} 東京大学

11P2-SS2-4
圧電素子駆動微小突起を用いたコアシェル液滴生成デバイス
大森 健太郎 , 神田 岳文 *, 藤本 望夢 , 脇元 修一
岡山大学

11P2-SS2-5
紫外プラズモン共鳴を用いたオゾン・アンモニアガスセン
サ素子の開発
渡邉 凌 *, 池沢 聡 , 岩見 健太郎
東京農工大学

11P2-SS2-6
LSPR センサにおける金ナノ粒子の粒度分布の影響
浜本 真央 *, 荒武 優希 , 柳生 裕聖
関東学院大学

13:00-14:30

11P2-SS3

企画セッション：未来のセンサシステム
座長：中央大学

土肥 徹次

11P2-SS3-1
未来のセンサシステムに関する調査専門委員会・研究会の
紹介
土肥 徹次 *
中央大学

11P2-SS3-2
トリリオン・センサの展望

神永 晉 *
SPP テクノロジーズ株式会社 エグゼキュティブシニアアドバイザー
/SK グローバルアドバイザーズ株式会社代表取締役

14:45-15:25

11P3-FT

基調講演 5

座長：大阪府立大学
久本 秀明（化学とマイクロ・ナノシステム学会第 44 研究会実行委員長）

11P3-FT-1
マイクロ流体技術を用いて COVID-19 関連血栓症を科学する
合田 圭介 *
東京大学大学院理学系研究科化学専攻 教授，カリフォルニア大学
ロサンゼルス校工学部生体工学科 非常勤教授，武漢大学工業科学
研究院 非常勤教授

15:25-15:55

閉会式・表彰式

11P2-SS21

マイクロナノシステム 3
座長：東京大学

肥後 昭男

11P2-SS2-1
3 次元組織との共培養に向けた既知組成環境での血管網オ
ンチップ作製

入佐 大河 *, Shaji Maneesha, 亀田 良一 , 藤本 和也 , Karsten Stanislav
L., 横川 隆司
京都大学

11P2-SS2-2
エレクトレット型 MEMS スイッチを用いた超低消費電力ス
イッチングレギュレータの開発
森川 瑞生 *, 芝田 泰 , 橋口 原
静岡大学
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日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門主催
第 12 回マイクロ・ナノ工学シンポジウム

8P1-FT

太田 裕貴

09A3-MN2-2
位置制御のための埋め込みピエゾ抵抗を備えた圧電マイク
ロミラー
Vergara Andrea*{1}, 塚本 貴城 {1}, Fang Weileun{2}, 田中 秀治 {1}
{1}Tohoku University, {2}National Tsing Hua University（Taiwan）

09A3-MN2-3

2021年11月9日（火）

ヒータ集積型触覚センサによる温冷感評価のための温度制
御手法の検討

9:30-10:00

恩田 尚隆 *, 安部 隆 , 寒川 雅之
新潟大学

開会式

司会：兵庫県立大学 藤田 孝之
（「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム実行委員会幹事）

09A3-MN2-4
構造色ハイドロゲル搭載型マイクロロボット
吉田 光輝 *, 尾上 弘晃
慶應義塾大学

9A2-FT

09A3-MN2-5

基調講演 1

座長：兵庫県立大学 前中 一介
（「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）

薄膜磁気センサを用いた機械部品内部の磁性異物位置検出
中居 倫夫 *
宮城県産業技術総合センター

09A3-MN2-6

09A2-FT-1
シリコンの限界を超えるスーパー時間分解イメージセンサ
を目指して
江藤 剛治 *
大阪大学 大学院工学研究科物理系専攻

招へい教授

09A3-MN1

流体力学・熱力学 1

座長：神戸市立工業高等専門学校

趙 子楽 *, 李 秦宜 , 高橋 厚史
九州大学

09A3-MN1-2
ダブルノズル型液架橋力グリッパによる１ｍｍサイズの立
方体，三角柱，螺旋コイルのピック & プレースの実現
西山 優希 *, 渕脇 大海
横浜国立大学

09A3-MN1-3
金ナノ構造体間の電場増強および光熱変換におけるギャッ
プ効果
千葉 大智 *, 小玉 健人 , 岡田 皓輝 , 市川 賀康 , 元祐 昌廣
東京理科大学

09A3-MN1-4
高分子 / グラフェンシート界面におけるプロトン輸送性に
与える濡れ性の効果

田中 陸機 *{1}, 馬渕 拓哉 {1}, Yushi Zang{2}, Bruce Hinds{2}, 徳増 崇 {1}
{1} 東北大学 , {2} ワシトン大学

09A3-MN1-5
１細胞電気泳動および遺伝子発現の統合解析に向けた並列
マイクロ流体システムの開発
土田 新 *{1}, アブディルモエズ マハムド {1}, 金子 泰洸ポール {1},
横川 隆司 {2}, 新宅 博文 {1}
{1} 理化学研究所 , {2} 京都大学

09A3-MN1-6
1 粒子輸送に向けたナノ流路における微小液滴生成法の開発

Future Technologies from HIMEJI 2021

濱岡 陽平 *, 永井 慧大 , 杉田 直広 , 進士 忠彦
東京工業大学

10:50-12:20

09A3-MN3

座長：広島市立大学
三宅 修吾

グラフェンの熱電特性の計測及び制御

大穂 亮介 *, 嘉副 裕
慶應義塾大学

ネオジム磁石に対する微細磁気パターンの転写

ロボティクス・メカトロニクス 1

09A3-MN1-1

26

座長：横浜国立大学

橋本 優生 *, 石原 隆子 , 桑原 啓 , 都甲 浩芳
日本電信電話

Future Technologies from HIMEJI テクニカルツアー
理化学研究所 放射光科学研究センター
座長：山口 明啓 兵庫県立大学
講師：
「SPring-8/SACLA の目指す方向」
と質疑応答 放射光科学研究センター
長 石川 哲也様

10:50-12:20

マイクロナノシステム 1

発汗量と汗中電解質濃度の同時計測に向けたウェアラブル
発汗センサ

バーチャルテクニカルツアー

10:00-10:40

09A3-MN2

09A3-MN2-1

2021年11月8日（月）
15:00-16:00

10:50-12:20

長谷川 義大

09A3-MN3-1
荷重分散を用いた 3 軸触覚センサの計測範囲の拡大法
堀 達貴 , 松本 潔
東洋大学

09A3-MN3-2
触覚センサと微動ステージを用いた任意の粘弾性特性の再現
齊藤 克明 *, 松本 潔
東洋大学

09A3-MN3-3
触覚センサ感度のマイクロカンチレバーサイズおよびひず
みゲージ形状・材料依存性評価
長谷川 拓海 *{1}, 金田 蓮 {1}, 安部 隆 {1}, 丹羽 英二 {2}, 寒川 雅之 {1}
{1} 新潟大学 , {2} 電磁材料研究所

09A3-MN3-4
マイクロカンチレバー構造を有した圧電式ロボットハンド
用触覚センサの出力特性評価
森田 樹 *, 鈴木 昌人 , 粉谷 翔貴 , 大橋 幹 , 高橋 智一 , 青柳 誠司
関西大学

09A3-MN3-5
多様な圧電膜の検討

曽根 順治 *, 佐藤 龍弥 , 栁川 信明 , 飯田 麗司
東京工芸大学

09A3-MN3-6
昆虫足裏反力測定のための Si フォースプレート
杉本 匠 *{1}, 戸田 浩史 {2}, 高橋 英俊 {1}
{1} 慶應義塾大学 , {2} 筑波大学

12:30-13:25

9P1-FT

出展者プレゼンテーション＆バーチャルブースツアー１

座長：SPP テクノロジーズ 金尾 寛人，東北大学 鈴木 裕輝夫，
デンソー 加納 一彦
CELLINK（株）, アフォードセンス株式会社 , 株式会社マトリクソーム

13:50-15:20

09P2-MN1

流体力学・熱力学 2
座長：

筑波大学

金川 哲也

ファイバーカップリングレーザーを用いたサーモリフレク
タンス信号計測の高精度化
村上 大志 *, 中村 文哉 , 三宅 修吾
神戸市立工業高等専門学校

09P2-MN1-2

平野 悠紀 *, 鈴木 裕輝夫 , 田中 秀治
東北大学

生分解性土壌 pH センサの分解特性評価

阪部 拳 *{1}, 稲見 文香 {1}, 菅 哲朗 {2}, 尾上 弘晃 {1}
{1} 慶應義塾大学 , {2} 電気通信大学

09P2-MN3-3
フィルムの座屈を利用した管内中央実装型熱式センサの開発

高速度赤外線カメラを用いた水のプール沸騰熱伝達機構の
観察
矢島 翔太 *, 井生 奈那子 , 森﨑 仁紀 , 宮﨑 康次 , 矢吹 智英
九州工業大学

09P2-MN1-3

王 洋 *{1}, 川島 彩奈世 {1} , 長谷川 義大 {1}, Al Farisi Muhammad
Salman{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

09P2-MN3-4
MEMS モータ内蔵 3D プリントマイクロ複レンズ

銀ナノワイヤ群のジュール発熱と温度分布に関する 2 次元
TRI 計測と数値解析
児玉 将規 *, 玉井 莞爾 , 巽 和也 , 栗山 怜子 , 中部 主敬
京都大学

09P2-MN1-4
光ピンセットを用いたマイクロおよびナノ粒子の電気検出
スイッチング
山本 恭平 *{1}, 山崎 嘉己 {1}, 土井 謙太郎 {2}, 川野 聡恭 {1}
{1} 大阪大学 , {2} 豊橋技術科学大学

09P2-MN1-5
低熱伝導性パリレン流路を用いた低消費電力 Knudsen ポン
プの開発
陳 浩 *, 鈴木 雄二 , 森本 賢一
東京大学

09P2-MN1-6
シリカ壁面近傍の水の凝固状態と冷却温度の関係に関する
分子動力学的研究
内田 翔太 *{1}{2}, 藤原 邦夫 {1}, 芝原 正彦 {1}
{1} 大阪大学 , {2}SCREEN ホールディングス

09P2-MN2

マイクロナノシステム 2
座長：電気通信大学

菅 哲朗

09P2-MN2-1
層流を利用した PDMS 流路内部の流体制御

尾田 陽哉 *, 北本 侑大 , 井谷 綾花 , 北原 雪菜 , 小笠原 渉 , 溝尻 瑞枝
長岡技術科学大学

09P2-MN2-2
ガラス基板上 PZT 薄膜を用いた透明圧電スピーカ

吉田 淳之助 *, 神野 伊策 , 權 相曉 , Bach Patrick, 金山 裕一
神戸大学

09P2-MN2-3
導電性高分子アクチュエーターを駆動するための酵素型バ
イオ燃料電池の開発
佐々木 海 *, 吉田 昭太郎
中央大学

09P2-MN2-4
リンク機構を利用した自己折り畳みによる折り紙型フレキ
シブル熱電発電デバイスの作製
佐藤 祐輔 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

09P2-MN2-5
折り紙型電子デバイスのための相対角度測定ヒンジの設計
中村 凪 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

09P2-MN2-6
腕装着用回転型発電機のためのバイオメカニクス規範に基
づいた１リンク腕振りモデルの構築
森 拓真 *, 三好 智也 , 鈴木 雄二
東京大学

13:50-15:20

Si- パリレン振動板と高耐圧 PZT 薄膜アクチュエータを集積
化した圧電 MEMS スピーカー
09P2-MN3-2

09P2-MN1-1

13:50-15:20

09P2-MN3-1

09P2-MN3

橋本 将明 *{1}, 田口 良広 {2}
{1} 名古屋大学 , {2} 慶應義塾大学

09P2-MN3-5
選択的自己組織化による温度応答性ソフトアクチュエータ
の組み立て
國分 太智 *, 疋田 達也 , 鈴木 宏明
中央大学

09P2-MN3-6
バインダ分子設計に基づくポリウレタン系導電性ペースト
印刷配線の電気伝導特性制御
井上 雅博 *, 大堤 海翔 , 大嶋 玲奈 , 渡辺 輝
群馬大学

15:35-17:05

09P3-MN1

オンデマンドセッション 1
09P3-MN1-1
マイクロ・ナノ溝パターンの溝形状が潤滑特性に与える影響
本多 祐大 *, 安藤 泰久
東京農工大学

09P3-MN1-2
量子ドットを用いた粒子画像流速計測法による潤滑油のス
クイーズ流れ分布計測
美木 克貴 *, 東 直輝 , 福澤 健二 , 伊藤 伸太郎 , 張 賀東
名古屋大学

09P3-MN1-3
表面歪みが摩擦係数分布に与える影響
椎名 悠斗 *, 安藤 泰久
東京農工大学

09P3-MN1-4
ミクロな潤滑特性に及ぼす温度の影響
源田 亮平 *, 安藤 泰久
京農工大学

09P3-MN1-5
同心円状の周期的な切り込みを持つ切り紙構造による面外
変形の特性評価
水名 京 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

09P3-MN1-6
B 添加 Al/Ni 多層膜を用いたクラックレス瞬間接合に関する
研究
児玉 健太 *, 生津 資大
京都先端科学大学

09P3-MN1-7
EB/FIB 局所照射による Si 酸化膜の強度制御に関する研究
上町 真梧 *, 生津 資大
京都先端科学大学

09P3-MN1-8
ラマン分光法とナノ引張技術を組み合わせたバンドル CNT
の破壊起点推定法に関する研究
木野 智仁 *, 生津 資大
京都先端科学大学

ロボティクス・メカトロニクス 2
座長：早稲田大学

長濱 峻介
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09P3-MN1-9
超音波霧化加熱法を用いた多孔質粒子の形成メカニズムの
検討
熊切 悠雅 *, 生津 資大
京都先端科学大学

09P3-MN1-10
単結晶／非結晶 Si ナノワイヤの機械物性のサイズ効果
安藤 弘道 *, 生津 資大
京都先端科学大学

09P3-MN1-11
銀焼成接合体の多孔構造と熱機械信頼性の相関理解
若本 恵佑 *{1}, 大塚 拓一 {1}, 中原 健 {1}, 生津 資大 {2}
{1} ローム , {2} 京都先端科学大学

09P3-MN1-12
Al/Ni 瞬間接合体の内部クラックに及ぼす B 添加の効果

安木 大恭 *{1}, 前川 夏菜 {2}, 児玉 健太 {1}, 三宅 修吾 {3}, 生津 資大 {1}
{1} 京都先端科学大学 , {2} 愛知工業大学 , {3} 神戸市立工業高等専門
学校

09P3-MN1-13
TOI ウェハの層間膜の膜厚調整技術の開発
土田 和弥 *, 長谷川 穂高 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

09P3-MN1-14
液体金属を用いたプリンテッドフルバッテリの作製

西躰 優希 *, 遠藤 拓馬 , 水口 覚 , Nyamjargal Ochirkhuyag, 上野 和英 ,
太田 裕貴
横浜国立大学

09P3-MN1-15
3D 微細造形のための Cu 薄膜上への Cu2O 微小球還元接合
特性評価
Nguyen Vu Trung Kien*{1}, 村山 章平 {1}, 安西 将輝 {1}, 真柄 英之 {2},
中村 貴宏 {2}, 溝尻 瑞枝 {1}
{1} 長岡技術科学大学 , {2} 東北大学

09P3-MN1-16
高速焼成可能なシリカスラリーを用いたマルチマテリアル・
ガラス 3 Ｄ造形
丸山 大輝 *, 佐藤 諒太 , 飯島 志行 , 古川 太一 , 向井 理 , 丸尾 昭二
横浜国立大学

09P3-MN1-17
磁気駆動液柱を用いたマルチマテリアル 2 光子造形による
ハイアスペクト比構造の作製
石川 大貴 *, 丸尾 昭二 , 古川 太一 , 向井 理
横浜国立大学

09P3-MN1-18
青色半導体レーザーを用いたマルチスケール光造形装置の
開発
陳 元依 *, 沼澤 駿汰 , 古川 太一 , 向井 理 , 丸尾 昭二
横浜国立大学

09P3-MN1-19
サブマイクロホール径 0.4 μ m を介したベーパー HF の
SiO2 犠牲層エッチング特性
Gong Tianjiao*, 鈴木 裕輝夫 , 田中 秀治
東北大学

09P3-MN1-20
マイクロスケール単結晶シリコン試験片の静的ねじり破壊
強度ばらつきの結晶方位依存
鈴木 裕輝夫 *, Wu Xuanyi, 松本 達也 , 田中 秀治
東北大学

09P3-MN1-21
可逆的付加開裂連鎖移動（RAFT）重合を用いたヘテロ 3 Ｄ
造形物の作成
向井 理 *, 丸山 大輝 , 古川 太一 , 丸尾 昭二
横浜国立大学

09P3-MN1-22
液体金属を用いた気体不透過伸縮フィルムの開発

Nyamjargal Ochirkhuyag*, 水口 覚 , 太田 裕貴 , 上野 和英
Yokohama National University

09P3-MN1-23
有機物電子素子によるフレキシブル共振回路の作製
川上 哲 *, 吉田 昭太郎
中央大学

17:20-18:00

9P4-FT

基調講演 2

座長：兵庫県立大学 前中 一介
（「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）

9P5-FT -FT-1
最新技術と古来技術とのコラボレーション
野崎 信雄 *
元 鹿島建設株式会社関西支店
元 姫路城大天守保存修理工事事務所所長

18:10-19:40

9P5-FT

若手企画・パネルディスカッション 学生・若手研究者
の皆さん必見！？
「工学系学生・若手研究者の人生設計」
座長：東京医科歯科大学 田畑 美幸，東北大学 猪股 直生
パネリスト：
NTT 先端集積デバイス研究所 田中 雄次郎 氏 （修士卒・30 代）
電機メーカー 製品開発部門 鳴海 圭亮 氏 （修士卒・30 代）
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療機器審査第一部
山田 恵梨子 氏 （修士卒・30 代）
株式会社東芝 研究開発センター 三木 弘子 氏 （博士卒・30 代）
東京エレクトロン株式会社 吉田 祐介 氏 （修士卒・30 代）

2021年11月10日（水）
9:00-9:40

10A2-FT

基調講演 3

座長：東京大学 年吉 洋
（集積化 MEMS シンポジウム

実行委員長）

10A2-FT -FT-1
その場検出を指向した化学センサの開発
南豪*
東京大学

9:55-11:25

生産技術研究所

准教授

10A3-MN1

生産加工・機械材料 1
座長：新潟大学

10A3-MN1-1

安部 隆

講演取下げ

微細構造による濡れ異方性表面の創成と液滴制御
袴田 大貴 *, 鈴木 健司 , 宋 小奇
工学院大学

10A3-MN1-2
Au-Au 加締め低温接合でのウェハレベル気密封止
千葉 広文 *, 鈴木 裕輝夫 , 松本 達也 , 田中 秀治
東北大学

10A3-MN1-3
電気めっきアルミニウムを用いたマイクロ熱アクチュエータ
Al Farisi Muhammad Salman*{1}, 塚本 貴城 {2}, 田中 秀治 {2}
{1} 広島市立大学 , {2} 東北大学

10A3-MN1-4
近赤外フェムト秒レーザ焼結を用いた SiC パターンの大気
中直接描画

川堀 龍 *{1}, 溝尻 瑞枝 {1}, 渡部 雅 {2}, 今井 良行 {2}, ヤン ジングロン {2}
{1} 長岡技術科学大学 , {2} 日本原子力研究開発機構

10A3-MN1-5
シリコンマイグレーションシール（SMS）における真空封
止向上のためのプロセス最適化
鈴木 大貴 *, 鈴木 裕輝夫 , 金森 義明 , 田中 秀治
東北大学

10A3-MN1-6
窒化チタンを用いた自立メタサーフェスによる小型省電力
赤外輻射光源
田原 梓 *, 池沢 聡 , 岩見 健太郎
東京農工大学
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9:55-11:25

10A3-MN2

マイクロナノシステム 3
座長：立命館大学

山根 大輔

10A3-MN2-1
マイクロブラスト加工におけるノズル傾斜角による流路断
面形状の制御
高田 幹斉 *, 柳生 裕聖 , 浜本 真央 , 賽福 繁刀
関東学院大学

10A3-MN2-2

講演取下げ

幾何学的形状補償によりモードマッチを実現した（100）単
結晶シリコン円環型振動ジャイロスコープ
SHU YUNYI*, 平井 義和 , 土屋 智由
京都大学

10A3-MN2-3
土壌状態リモート計測のための GHz メタマテリアルセンサ
末次 涼平 *{1}, 矢野 達也 {1}, 古澤 岳 {1}, 尾上 弘晃 {2}, 菅 哲朗 {1}
{1} 電気通信大学 , {2} 慶應義塾大学

10A3-MN2-4
細胞外小胞の効率的回収に向けた振動誘起流れを用いたポ
ンプレスミキサの開発
金子 完治 *, 津金 麻実子 , 早川 健 , 長谷川 洋介 , 鈴木 宏明
中央大学

10A3-MN2-5
長時間計測を可能にする微小針電極を用いた脳波ヘッド
セットの開発
市川 諒 *, 三木 則尚 , 川名 拓己 , 善場 祐貴
慶應義塾大学

10A3-MN2-6
クロスモーダル効果を応用したスマートフォンによる触感
呈示の研究

阿曽 寛之 {1}, 三木 則尚 {1}, 長友 竜帆 {1}, 平木 剛史 {2}, 石塚 裕己 {3}
{1} 慶應義塾大学 , {2} 筑波大学 , {3} 大阪大学

9:55-11:25

10A3-MN3

医療・バイオ 1
座長：東京大学

森本 雄矢

10A3-MN3-1
血圧脈波計測デバイスの装着状態を評価可能な特徴量の抽出
大澤 陽介 *, 土肥 徹次
中央大学

10A3-MN3-2
マイクロ格子を有する人工皮膚を用いた蚊を模倣した 2 本
針の性能評価
上田 忠 *, 奥村 雄輝 , 玉置 天馬 , 竹内 雄飛 , 鈴木 昌人 , 高橋 智一 , 青
柳 誠司
関西大学

10A3-MN3-3
フィルム積層構造体の回転速度が ELISA 測定感度に及ぼす
影響
新居 大輝 *, 楊 明 , 小方 聡 , 清水 徹英
東京都立大学

10A3-MN3-4
パルス回転による円環板積層型マイクロ流路への分子輸送
促進
前野 陽 *, 小方 聡 , 楊 明
東京都立大学

10A3-MN3-5
マイクロファイバ状心筋組織の成熟化のための電気刺激デ
バイス

益田 緋里 *{1}, 板井 駿 {1}, 高倉 直輝 {1}, 倉科 佑太 {2}, 遠山 周吾 {1},
尾上 弘晃 {1}
{1} 慶應義塾大学 , {2} 東京工業大学

10A3-MN3-6
螺旋構造を有する人工聴覚上皮の振動特性評価
山崎 嘉己 *, 河野 友太朗 , 川野 聡恭
大阪大学

11:30-13:00

10P1-FT

出展者プレゼンテーション＆バーチャルブースツアー２

座長：SPP テクノロジーズ 金尾 寛人，東北大学 鈴木 裕輝夫，
デンソー 加納 一彦
一般財団法人マイクロマシンセンター
神港精機株式会社
（株）新興精機
立山マシン株式会社
ネオアーク（株）
ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社

13:00-14:30

10P2-MN1

オンデマンドセッション２
10P2-MN1-1
各種有機溶剤中における蛍光色素 BODIPY 
（pyrromethane 597）の温度依存性
Puneet JAIN*, 山口 玲輔 , 市川 賀康 , 元祐 昌廣
東京理科大学

10P2-MN1-2
熱電発電デバイスにおける取り出し電力の向上のための直
並列切り替え機能の設計手法
反町 竜二 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

10P2-MN1-3
二軸振動ピペットによる局所流動発生デバイスの開発と水
中微生物のマニピュレーション
大石 拓巳 *, 渕脇 大海
横浜国立大学

10P2-MN1-4
液滴の蒸発によるプラズモニックナノ粒子の堆積パターン
に関する研究
坂田 陸 *, 王 振英 , 生田 竜也 , 喜多 由拓 , 李 秦宜 , 高橋 厚史
九州大学

10P2-MN1-5
積層型 MEMS 熱流束センサを用いた三相界線のマイクロス
ケール熱輸送計測
丸山 孝二 *{1}, Bures Lubomir{2}, Sato Yohei{2}, 矢吹 智英 {1}
{1} 九州工業大学 , {2}Paul Scherrer Institute

10P2-MN1-6
単一細胞熱分析のための自立マイクロチャネル型バイオカ
ロリメータの開発
梅野 錬 *, Jiao Yihang, 福田 海斗 , 宮崎 康次 , 矢吹 智英
九州工業大学

10P2-MN1-7
デフォーカスナノ粒子画像流速計によるマイクロ流路の粒
子速度分布計測
桑野 湧輝 *{1}, 田中 美典 {2}, 嘉副 裕 {2}
{1} 東京大学 , {2} 慶應義塾大学

10P2-MN1-8
亜音速流れ検知のためのフレキシブル MEMS センサの開発

白石 大貴 *{1}, 村上 晃一 {1}, 水見 俊介 {2}, 大村 尚登 {2}, 大谷 好子 {2},
柴田 貴範 {2}, 市川 賀康 {1}, 元祐 昌廣 {1}
{1} 東京理科大学 , {2} 三菱重工業

10P2-MN1-9
液架橋力グリッパのピック＆プレースの自動化とサンプル
辺長と位置決め誤差のダイアグラム
迫 涼平 *, 渕脇 大海
横浜国立大学

10P2-MN1-10
界面活性剤添加によるプール沸騰熱伝達促進機構の研究
椋田 稔也 *{1}, 田中 孝典 {2}, 柴田 修平 {2}, 矢吹 智英 {1}
{1} 九州工業大学 , {2} 富士電機

10P2-MN1-11
MEMS ピエゾ抵抗型カンチレバー型素子を用いた腕時計型
脈波センサ
鍋島 大河 *{1}, Nguyen Thanh-Vinh{2}, 高橋 英俊 {1}
{1} 慶應義塾大学 , {2} 産業技術総合研究所
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10P2-MN1-12

10p4-FT-1

ソレノイドのプッシュプル駆動と電流制御を用いた牽引力
錯覚の提示
松井 大士 *, 松本 潔
東洋大学

気管挿管チューブでの呼吸計測センサシステムの最適化

塚田 剛矢 *{1}, 瀧川 流成 {1}, 長谷川 義大 {1}, Al Farisi Muhammad
Salman{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

10P2-MN1-14

培養組織とマイクロデバイスの融合によるバイオハイブ
リッドロボットの創出
森本 雄矢 *
東京大学

10p4-FT-3

PVDF 圧電膜をラミネートした力覚センサ一体型ロボット用
真空吸着カップの開発
高鷲 貴大 *, 鈴木 昌人 , 森田 樹 , 高橋 智一 , 青柳 誠司
関西大学

10P2-MN1-15
細胞封入マイクロゲルのエクソソーム透過性評価

竹内 大祐 *{1}, 高塚 柊平 {1}, 濱崎 祐斗 {2}, 笠原 啓太郎 {1},
倉科 佑太 {2}, 星野 歩子 {2}, 尾上 弘晃 {1}
{1} 慶應義塾大学 , {2} 東京工業大学

10P2-MN1-16
凹凸形状内壁面を有するコラーゲンゲルチューブの構築
田中 秀磨 *, 板井 駿 , 尾上 弘晃
慶應義塾大学

10P2-MN1-17

オンチップ単一細胞センシング
加地 範匡 *
九州大学

10p4-FT-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 *
東芝 研究開発センター

10p4-FT-5		
高周波振動の知覚特性に基づく触覚提示
昆陽 雅司 *
東北大学大学院情報科学研究科 准教授

18:45-21:00

単一細胞解析のためのマイクロウェルアレイ状ゲルデバイス

山形 智咲 *{1}, 板井 駿 {1}, 倉科 佑太 {2}, 星野 歩子 {2}, 尾上 弘晃 {1},
{1} 慶應義塾大学 , {2} 東京工業大学

10P2-MN1-18
インサート成形によるポリ乳酸のみからなるマイクロニー
ドルの作製

楊 淏予 *{1}, 山口 大輔 {1}, 鈴木 昌人 {1}, 高橋 智一 {1}, 青柳 誠司 {1},
鈴木 康一朗 {2}, 芳賀 善九 {3}, 大平 宗幸 {4}, 瀬下 智 {4}
{1} 関西大学 , {2} 武蔵野化学研究所 , {3} メイホー , {4} 山田精工

10P2-MN1-19
乳がん検診用超音波プローブの計測技術向上に向けたア
タッチメントデバイスの基礎研究
勝村 安結 *, 三木 則尚 , 松本 有希菜
慶應義塾大学

10P2-MN1-20
医療用ファントムのための人工拍動血管モデル
磯村 理絵 *, 松本 潔
東洋大学

10P5-FT

Future Technologies 合同懇親会
2021年11月11日（木）
9:00-9:40

11A1-FT

基調講演 4

座長：東北大学

徳増 崇（マイクロ・ナノ工学シンポジウム実行委員長）

11A1-FT-1
グラフェンの大量合成方法の開発とベンチャー企業での実
用化
村松 一生 *
株式会社インキュベーション・アライアンス

9:55-11:25

マイクロ流体チップと一体成型可能な 3D インレット構造の
高耐圧化
青木 悠里 *{1}, 田村 隆大 {1}, 小此木 孝仁 {2}, 鈴木 孝明 {1}
{1} 群馬大学 , {2} アイカムス・ラボ

10P2-MN1-22
面内 - 面外縮退振動子のための製造プラットフォームの開発
Wang Shihe*, 塚本 貴城 , 田中 秀治
東北大学

10P3-MN1

表彰講演

座長：静岡理工科大学 村上 裕二
14:45-15:15 日本機械学会表彰式
15:15-16:15 表彰講演

10P3-MN1-1
光力とマイクロ・ナノ流体工学
川野 聡恭 *
大阪大学基礎工学研究科 教授

10P4-FT

Future Technologies 合同招待セッション

座長：東京大学 年吉 洋，東北大学 徳増 崇，北海道大学 渡慶次 学，
立命館大学 安藤 妙子，産業術総合研究所 小林 健

生産加工・機械材料 2

生津 資大

11A3-MN1-1
シームレス硬軟基板を用いた伸縮可能な薄膜トランジスタ
回路の作製
中村 史香 *, 松田 涼佑 , 澤田 温 , 磯田 豊 , 太田 裕貴
横浜国立大学

11A3-MN1-2
PVA リフトオフを用いた超柔軟材料上の液体金属配線加工
技術の創出

村上 航輝 *{1}, 橘 大毅 {1}, 栃内 亮太 {2}, 伊佐野 雄司 {1}, 中村 史香 {1},
松田 涼佑 {1}, 倪 思捷 {1}, 桑原 正貴 {2}, 上野 和英 {1}, 三木 則尚 {3},
太田 裕貴 {1}, 渕脇 大海 {1}
{1} 横浜国立大学 , {2} 東京大学 , {3} 慶応義塾大学

11A3-MN1-3
ジルコニアスラリーを用いたマルチマテリアル光造形装置
の開発
松田 陸 *, 安部 太智 , 飯島 志行 , 古川 太一 , 向井 理 , 丸尾 昭二
横浜国立大学

11A3-MN1-4
UV-PDMS の微細加工における露光後硬化条件の定量的評価
関口 天 *{1}, 市毛 亮 {1}, 上野 秀貴 {2}, 鈴木 孝明 {1}
{1} 群馬大学 , {2} 産業技術総合研究所

11A3-MN1-5
フェムト秒レーザーによる逆テーパー形状のマイクロ穴加
工による撥液表面の創製
加藤 駿一 *, 山口 昌樹
信州大学
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代表取締役

11A3-MN1

座長：京都先端科学大学

10P2-MN1-21

16:25-18:30

田中 宏樹 *
富士フイルムヘルスケア 革新技術研究所
超音波診断グループ 主任研究員

10p4-FT-2

10P2-MN1-13

14:45-16:15

MEMS 技術の医用超音波への応用

11A3-MN1-6

11A3-MN3-5

反応性イオンエッチング技術を用いた Al2O3 絶縁層を有する
Ti ウェハの鏡面加工プロセス
渡邉 悠太 *, 月山 陽介 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

9:55-11:25

11A3-MN2

マイクロナノシステム 4
座長：東京理科大学

元祐 昌廣

11A3-MN2-1
電界誘起気泡と微小液滴を用いたタンパク質結晶生成マイ
クロ流体デバイス

高尾 梓 *{1}, 鳥取 直友 {1}, 平尾 秋穂 {1}, 篠田 晃 {2}, 中村 彰良 {3}, 山
田 悠介 {2}, 横森 真麻 {4}, 田川 美穂 {4}, 菅野 茂夫 {3}, 佐久間 臣耶 {1},
山西 陽子 {1}
{1} 九州大学 , {2} 高エネルギー加速器研究機構 ,
{3} 産業技術総合研究所 , {4} 名古屋大学

単一細胞マイクロアレイの初期細胞固定率を向上するウェ
ル構造の設計
小山 健太朗 *, 佐野 良太 , 福岡 なるみ , 鈴木 孝明
群馬大学

11A3-MN3-6
誘電泳動を用いた細胞集積化による細胞インピーダンス測
定の効率化および軟骨細胞機能評価への応用
宮田 昌悟 *, 中田 菜摘 , 石橋 裕子
慶應義塾大学

12:30-13:10

11P1-FT

出展者プレゼンテーション＆バーチャルブースツアー３

座長：SPP テクノロジーズ 金尾 寛人，東北大学 鈴木 裕輝夫，
デンソー 加納 一彦
ポリテックジャパン株式会社
株式会社ベテル
ローム株式会社

11A3-MN2-2
微小入力エネルギに対応したマイクロ界面構造を有するト
ライボ発電デバイス
柳田 幸祐 *{1}, 飯田 泰基 {1}, 本間 浩章 {2}, 橋口 原 {3}, 年吉 洋 {2},
鈴木 孝明 {1}
{1} 群馬大学 , {2} 東京大学 , {3} 静岡大学

11A3-MN2-3

11P2-MN1

オンデマンドセッション 3
座長：東京理科大学

元祐 昌廣

11P2-MN1-1

単一細胞スクリーニングのための多点光硬化システムの開発
Ghulam Murtaza*, PANNIR VENKATESH,
KAMALUDIN MUHAMMAD, OKAMOTO SHUNYA,
SHIBATA TATAYUKI, NAGAI MOETO, , , , , ,
Toyohashi University of Technology

11A3-MN2-4
2 光子造形法で製作したマイクロ構造中における微小液滴
の生成
矢菅 浩規 *{1}, 篠原 一希 {2}, 神谷 厚輝 {3}, 三木 則尚 {2}
{1} お茶の水女子大学 , {2} 慶應義塾大学 , {3} 群馬大学

11A3-MN2-5
複眼可変焦点イメージングのための Alvarez メタレンズに
おけるナノ柱製作の補正
青木 活真 *, 阿出川 彪 , 池沢 聡 , 岩見 健太郎
東京農工大学

11A3-MN2-6
液体架橋破断法により生成した液滴の表面張力振動測定に
基づく気液界面物性評価
田中 健太郎 *, 浅野 卓馬
東京海洋大学

9:55-11:25

13:00-14:30

11A3-MN3

医療・バイオ 2
座長：中央大学

吉田 昭太郎

11A3-MN3-1
毛細管を有する複数センサ細胞作製カセットの開発

田中 葵 *{1}, 高森 翔 {2}, 三村 久敏 {2}, 大崎 寿久 {2}, 三木 則尚 {1},
竹内 昌治 {3}
{1} 慶應義塾大学 , {2} 神奈川県立産業技術総合研究所 , {3} 東京大学

11A3-MN3-2
単一細胞のオプトポレーションのための Bio-Resist を用い
たプラットフォーム
Mishra Aniket*, Longanathan Mohan , Yamamoto Hirofumi,
Okamoto Shunya , Shibata Takayuki, Nagai Moeto
Toyohashi University of Technology

11A3-MN3-3
マイクロ流路デバイスを用いた胚内部の圧力測定

赤池 麻実 *, 畠山 淳 , 嶋村 健児 , 西東 洋一 , 中西 義孝 , 中島 雄太
熊本大学

11A3-MN3-4
バイオアクチュエータの制御に向けた培養骨格筋組織のモ
デル化

ステンレス箔上 PZT 圧電薄膜を用いたフレキシブルエナ
ジーハーベスタの作製
岩本 直也 *, 神野 伊策
神戸大学

11P2-MN1-2
ロール / ピッチ積分 MEMS ジャイロスコープ用の
完全バランス 2 重振動子
Wang Shihe*, 塚本 貴城 , 田中 秀治
東北大学

11P2-MN1-3
マイクロデバイスを用いたヒト iPS 神経細胞パターニング
技術の開発
児玉 泰河 *, 吉田 昭太郎
中央大学

11P2-MN1-4
食品中の細菌検査のための薄膜型 DNA アプタマーゲルセンサ
石羽 友莉花 *{1}, 上野 遼平 {1}, 山脇 翔太 {1}, 瀧ノ上 正浩 {2},
尾上 弘晃 {1}
{1} 慶應義塾大学 , {2} 東京工業大学

11P2-MN1-5
気化による体積膨張を用いた任意の点で屈曲可能なソフト
ロボットアクチュエータの構築
船越 耀介 *, 吉田 昭太郎
中央大学

11P2-MN1-6
Si 基板およびステンレス基板上に成膜した Pb（Zr, Ti）O3 /
LaNiO3 薄膜の結晶配向性および圧電特性の評価
大西 康太 *, 神野 伊策 , Kweon Sanghyo, 西門 拓海
神戸大学

11P2-MN1-7
単一神経細胞の制御のためのマイクロプレートデバイスの
開発
礎 慎太郎 *, 吉田 昭太郎
中央大学

11P2-MN1-8
熱弾性損失を用いた Q 値トリミング用の多重リング振動子
Hamza Abdelli*, Takashiro Tsukamoto, Muhammad Khan, Shuji
Tanaka
Tohoku University

11P2-MN1-9
ネオジムリング磁石の多極ハルバッハ配列着磁
永井 慧大 *, 杉田 直広 , 進士 忠彦
東京工業大学

中村 美月 *, 中山 明美 , 永井 風悟 , 秋山 佳丈
信州大学
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11P2-MN1-10

11P3-FT-1

単結晶ニオブ酸リチウムを用いたディスク型圧電振動ジャ
イロの FTR 制御
銭 進 *{1}, 荒屋 和貴 {2}, 谷内 雅紀 {3}, 土屋 智由 {1}
{1} 京都大学 , {2} 多摩川精機 , {3} 多摩川モバイル電装

11P2-MN1-11
マイクロチャンバーを有する電気融合デバイスにおける小
胞融合率の評価
沖田 勉 *, 津金 麻実子 , 篠原 啓佑 , 加藤 康佑 , 鈴木 宏明
中央大学

11P2-MN1-12
マイクロプラズマバブルを用いた安定な微細配線技術の構築
山下 優 *, 佐久間 臣耶 , 山西 陽子
九州大学

11P2-MN1-13
生体情報計測のための e ボディーペインティング
山根 久弥 *, 三木 則尚 , 松久 直司 , 西川 貴皓
慶應義塾大学

11P2-MN1-14
指向性進化を目的とした細胞長期培養マイクロデバイスの
開発
大竹 理寛 *{1}, 佐藤 玲子 {1}, 戸谷 吉博 {2}, 清水 浩 {2}, 鈴木 宏明 {1}
{1} 中央大学 , {2} 大阪大学

11P2-MN1-15
圧電ポリマーを用いた発電フレキシブルプリント基板のた
めのメタマテリアル弾性層の設計
北澤 幹人 *{1}, 本間 浩章 {2}, 橋口 原 {3}, 年吉 洋 {2}, 鈴木 孝明 {1}
{1} 群馬大学 , {2} 東京大学 , {3} 静岡大学

11P2-MN1-16
GHz 帯における等方性メタマテリアルの反射特性評価
矢野 達也 *{1}, 菅 哲朗 {1}, 古澤 岳 {1}, 尾上 弘晃 {2}
{1} 電気通信大学 , {2} 慶應義塾大学

11P2-MN1-17
切り紙構造の面外変形を用いた熱線風速センサの製作および
評価
田 鈺平 *, 岩瀬 英治
早稲田大学 ,

11P2-MN1-18
生体分子検出のための小型表面プラズモン共鳴センサの研究
黒木 亮太 *{1}, 菅 哲朗 {1}, 鈴木 紳一 {1}, 安永 竣 {2}
{1} 電気通信大学 , {2} 東京大学

11P2-MN1-19
回転型 2 相エレクトレットエネルギーハーベスタのための
セルフパワー SECE 回路
Shi Zehan*, Liu Yiran, Miyoshi Tomoya, Suzuki Yuji
The University of Tokyo

11P2-MN1-20
自己修復型金属配線における金属ナノ粒子分散媒の水分蒸
発抑制に関する検討
白藤 肇 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

11P2-MN1-21
低揮発性液体またはゲルを分散媒とした銅ナノ粒子の電界
トラップの評価
末次 尚貴 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

11P2-MN1-22
ERP 検出を用いた視触覚間におけるクロスモダリティの定
量評価
鈴木 竣策 *, 三木 則尚
慶應義塾大学

14:45-15:25

11P3-FT

基調講演 5

座長：大阪府立大学
久本 秀明（化学とマイクロ・ナノシステム学会第 44 研究会実行委員長）
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マイクロ流体技術を用いて COVID-19 関連血栓症を科学する
合田 圭介 *
東京大学大学院理学系研究科化学専攻 教授，カリフォルニア大学
ロサンゼルス校工学部生体工学科 非常勤教授，武漢大学工業科学
研究院 非常勤教授

15:25-15:55

閉会式・表彰式

応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会
第 13 回「集積化 MEMS シンポジウム」

Future Technologies from HIMEJI テクニカルツアー
理化学研究所 放射光科学研究センター
座長：山口 明啓 兵庫県立大学
講師：
「SPring-8/SACLA の目指す方向」
と質疑応答 放射光科学研究センター
長 石川 哲也様

2021年11月9日（火）
9:30-10:00
開会式

司会：兵庫県立大学 藤田 孝之
（「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム実行委員会幹事）

9A2-FT

座長：兵庫県立大学 前中 一介
（「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）

09A2-FT-1
シリコンの限界を超えるスーパー時間分解イメージセンサ
を目指して

10:50-12:20

招へい教授

9A3-AP

環境発電・光学素子・集積化センサシステム
座長：京都大学

土屋 智由

野崎 信雄 *
元 鹿島建設株式会社関西支店
元 姫路城大天守保存修理工事事務所所長

18:10-19:40

9P5-FT

若手企画・パネルディスカッション 学生・若手研究者
の皆さん必見！？
「工学系学生・若手研究者の人生設計」
座長：東京医科歯科大学 田畑 美幸，東北大学 猪股 直生
パネリスト：
NTT 先端集積デバイス研究所 田中 雄次郎 氏 （修士卒・30 代）
電機メーカー 製品開発部門 鳴海 圭亮 氏 （修士卒・30 代）
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療機器審査第一部
山田 恵梨子 氏 （修士卒・30 代）
株式会社東芝 研究開発センター 三木 弘子 氏 （博士卒・30 代）
東京エレクトロン株式会社 吉田 祐介 氏 （修士卒・30 代）

9:00-9:40

10A2-FT

基調講演 3

座長：東京大学 年吉 洋
（集積化 MEMS シンポジウム

周波数ΔΣ変調方式変位センサを用いた AFM/ 表面粗さ計
の可能性
前澤 宏一 *, 森 雅之
富山大学

9A3-AP-2
狭細な透過光スペクトルを有するブルズアイ構造実現のた
めのスパイラルブラッグリフレクタ
大岩 達典 *, 割澤 伸一 , 米谷 玲皇
東京大学

9A3-AP-3
畳み込みニューラルネットワークを利用したナノメカニカ
ル振動子の高感度振動計測
津旨 航平 *, 割澤 伸一 , 米谷 玲皇
東京大学

実行委員長）

講演番号 10A2-FT-1 ( 発表申込 ID Keynote)
その場検出を指向した化学センサの開発
南豪*
東京大学

9:55-11:25

生産技術研究所

准教授

10A3-AP

加速度センサ・振動計測・リザバーコンピューティング
座長：徳島大学

9A3-AP-5

永瀬 雅夫

10A3-AP-1
Au 錘 1 軸差動型 CMOS-MEMS 加速度センサの統合設計シ
ミュレーションの検討
柴田 滉平 *, 内山 晃宏 , 大西 哲 , 李 尚曄 , 石原 昇 , 町田 克之 , 益 一哉 ,
伊藤 浩之
東京工業大学

10A3-AP-2
3 次元容量検出電極による単一 Au 錘 3 軸 MEMS 加速度セ
ンサの検討
大西 哲 *{1}, 内山 晃宏 {1}, 柴田 滉平 {1}, 市川 崇志 {1}, 李 尚曄 {1},
飯田 慎一 {2}, 石原 昇 {1},
町田 克之 {1}, 益 一哉 {1}, 伊藤 浩之 {1}
{1} 東京工業大学 , {2}NTT アドバンステクノロジ

10A3-AP-3
ワイドレンジ Au 錘 1 軸 MEMS 加速度センサの検討

9A3-AP-4
フォトゲート型蛍光センサによるレジオネラ属菌検知シス
テムの検討

本田 優斗 *{1}, 崔 容俊 {1}, 村上 健介 {1}, 高橋 一浩 {1}, 野田 俊彦 {1},
澤田 和明 {1}, 石井 仁 {1}, 町田 克之 {2}, 伊藤 浩之 {2}, 宮原 敏 {3}
{1} 豊橋技術科学大学 , {2} 東京工業大学 , {3} 産業医科大学

9A3-AP-1
エレクトレット帯電 / 陽極接合同時プロセスによる MEMS
型振動発電素子
本間 浩章 *, 池野 翔 , 年吉 洋
東京大学

12:30-13:25

座長：兵庫県立大学 前中 一介
（「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）

2021年11月10日（水）

基調講演 1

江藤 剛治 *
大阪大学 大学院工学研究科物理系専攻

基調講演 2

最新技術と古来技とのコラボレーション

8P1-FT

バーチャルテクニカルツアー

10:00-10:40

9P4-FT

9P4-FT-1

2021年11月8日（月
15:00-16:00

17:20-18:00

9P1-FT

内山 晃宏 *{1}, 柴田 滉平 {1}, 大西 哲 {1}, 市川 崇志 {1}, 飯田 慎一 {2},
李 尚曄 {1}, 石原 昇 {1}, 町田 克之 {1}, 伊藤 浩之 {1}
{1} 東京工業大学 , {2}NTT アドバンステクノロジ

10A3-AP-4
廃熱回収を目的とした小型発電システムのためのマイクロ
流路

金子 美泉 *, 小林 祐也 , 仁木 雄哉 , 武田 健嗣 , 粟飯原 萌 , 内木場 文男
日本大学

10A3-AP-5
周波数変調型加速度センサを用いた MEMS リザバーコン
ピューティング
水本 昂宏 *, 平井 義和 , 土屋 智由
京都大学

出展者プレゼンテーション＆バーチャルブースツアー１

座長：SPP テクノロジーズ 金尾 寛人，東北大学 鈴木 裕輝夫，
デンソー 加納 一彦
CELLINK（株）, アフォードセンス株式会社 , 株式会社マトリクソーム
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11:30-13:00

10P1-FT

14:45-15:25

出展者プレゼンテーション＆バーチャルブースツアー２

座長：SPP テクノロジーズ 金尾 寛人，東北大学 鈴木 裕輝夫，
デンソー 加納 一彦
一般財団法人マイクロマシンセンター
神港精機株式会社
（株）新興精機
立山マシン株式会社
ネオアーク（株）
ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社

16:25-18:30

10P4-FT

座長：東京大学 年吉 洋，東北大学 徳増 崇，北海道大学 渡慶次 学，
立命館大学 安藤 妙子，産業術総合研究所 小林 健

10p4-FT-1
MEMS 技術の医用超音波への応用

田中 宏樹 *
富士フイルムヘルスケア 革新技術研究所
超音波診断グループ 主任研究員

10p4-FT-2
培養組織とマイクロデバイスの融合によるバイオハイブ
リッドロボットの創出
森本 雄矢 *
東京大学

10p4-FT-3
オンチップ単一細胞センシング
加地 範匡 *
九州大学

10p4-FT-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 *
東芝 研究開発センター

10p4-FT-5		
高周波振動の知覚特性に基づく触覚提示
昆陽 雅司 *
東北大学大学院情報科学研究科 准教授

10P5-FT

Future Technologies 合同懇親会
2021年11月11日（木）
9:00-9:40

11A1-FT

基調講演 4

座長：東北大学

徳増 崇（マイクロ・ナノ工学シンポジウム実行委員長）

11A1-FT-1
グラフェンの大量合成方法の開発とベンチャー企業での実
用化
村松 一生 *
株式会社インキュベーション・アライアンス

12:30-13:10

代表取締役

11P1-FT

出展者プレゼンテーション＆バーチャルブースツアー３

座長：SPP テクノロジーズ 金尾 寛人，東北大学 鈴木 裕輝夫，
デンソー 加納 一彦
ポリテックジャパン株式会社
株式会社ベテル
ローム株式会社
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基調講演 5

座長：大阪府立大学
久本 秀明（化学とマイクロ・ナノシステム学会第 44 研究会実行委員長）

11P3-FT-1
マイクロ流体技術を用いて COVID-19 関連血栓症を科学する
合田 圭介 *
東京大学大学院理学系研究科化学専攻 教授，カリフォルニア大学
ロサンゼルス校工学部生体工学科 非常勤教授，武漢大学工業科学
研究院 非常勤教授

15:25-15:55

Future Technologies 合同招待セッション

18:45-21:00

11P3-FT

閉会式・表彰式

1P-01

化学とマイクロ・ナノシステム学会
第 44 回研究会

アルカリホスファターゼの電気化学測定に基づく微小バイ
ポーラ電極アレイを用いた局所測定手法の開発

〇赤坂 理世（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

1P-02
aifA による単一エクソソーム内包 miRNA の分析

11月8日（月）
15:00-16:00

〇村田 幸作（1），佐藤 雄介（2），高橋 暁子（3），田中 陽子（3），
中澤 知香（3），許 岩（1,4,5）
（1）阪府大院 ･ 工，（2）東北大院 ･ 理，（3）がん研，（4）JST さき
がけ，（5）阪府大 ･NanoSquare 拠点研究所

8P1-FT

バーチャルテクニカルツアー

Future Technologies from HIMEJI テクニカルツアー
理化学研究所 放射光科学研究センター
座長：山口 明啓 兵庫県立大学
講師：
「SPring-8/SACLA の目指す方向」
と質疑応答 放射光科学研究センター
長 石川 哲也様

1P-03
マイクロ流路内での水の凍結における氷晶の微細化
〇佐藤 綾音，石田 忠
東工大

1P-04

2021年11月9日（火）

一括電気回転による膜タンパク質発現細胞の活性化の評価
〇藤本 萌，鈴木 雅登，安川 智之
兵庫県大院 ･ 理

9:30-10:00
1P-05

開会式

バイオエアロゾル解析に向けた浮遊細菌捕集デバイスの開発

司会：兵庫県立大学 藤田 孝之
（「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム実行委員会幹事）

10:00-10:40

9A2-FT

〇河合 貴哉（1），小野島 大介（2），湯川 博（1,2），野平 幸佑（3），
閔 弘圭（3），馬場 嘉信（1,2）
（1）名大院 ･ 工，（2）名大 ･ 未来社会，（3）（株）Liberaware

1P-06

基調講演 1

マイクロポアデバイスを用いた 1 細胞の電気的捕捉による
状態評価

座長：兵庫県立大学 前中 一介
（「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）

〇山内 晴加（1），有馬 彰秀（2），筒井 真楠（3），安井 隆雄（1,2,4），
嶋田 泰佑（1），湯川 博（1,2），小野島 大介（2），馬場 嘉信（1,2,5）
（1）名大院 ･ 工，（2）名大 ･ 未来社会，（3）阪大 ･ 産研，（4）JST
さきがけ，（5）QST 量子生命

09A2-FT-1
シリコンの限界を超えるスーパー時間分解イメージセンサ
を目指して
江藤 剛治 *
大阪大学 大学院工学研究科物理系専攻

10:00-10:40

マイクロ流路内 W/O 液滴界面通過による単分散 GUV の作
製と機能評価

招へい教授

〇牛山 諒太（1），小祝 敬一郎（2），松浦 友亮（3），鈴木 宏明（1）
（1）中央大院 ･ 理工，（2）東京海洋大 ･ ゲノム研，（3）東京工業大
･ 地球生命

9A2-FT

基調講演 1

座長：兵庫県立大学 前中 一介
（「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）

10:50-12:20

1P-07

9A3-CH

CHEMINAS 44 若手企画セッション
研究のビジュアル化 ‐ 魅せる技術を強化する！

趣旨説明
東北大学 伊野 浩介
10:55-11:35	招待講演 I 「魅せる科学 CG イラストの作り方～豊富なカ
バーピクチャー事例で解説」
	サイエンス・グラフィックス株式会社 
代表取締役 辻野 貴志氏
座長：中央大学 金子 完治
11:35-12:15	招待講演 II「絵の力で研究を世界へもうひと押し - 研究と
アートのコラボレーション」
はやのん氏（理系漫画制作室）
座長：兵庫県立大学 波多 美咲
12:15-12:20 閉会挨拶
兵庫県立大学 鈴木 雅登

1P-08
ガラスキャピラリによる均一サイズリポソームの作製

〇高木 里菜（1），滝口 創太郎（1），小祝 敬一郎（2），鈴木 宏明（3），
川野 竜司（1）
（1）東京農工大 ･ 工，
（2）東京海洋大 ･ ゲノム研，
（3）中央大 ･ 理工

1P-09
断片化マイクロファイバーを利用した毛細血管導入ハイド
ロゲルの微細加工

10:50-10:55

12:30-13:25

1P-10
重力駆動微速度傾斜式マイクロ流体システムによるヒト iPS
細胞の培養と評価

〇岡本大河（1），桃原佳克（1），岡嶋里歩（1），中谷絵里（2），杉
浦慎治（3），金森敏幸（3），大沼清（2）
（1）長岡技科大院 ･ 生物機能，（2）長岡技科大 ･ 技術科学，（3）産
総研

1P-11
SU-8 製多孔質フィルムを用いた細胞の捕捉および培養観察

〇乾 純也（1），肥田 博隆（1），神野 伊策（1），河田 秀斗（2），
Andres Maturana（2）
（1）神戸大院 ･ 工，（2）名大院 ･ 生命農学

9P1-FT

出展者プレゼンテーション＆バーチャルブースツアー１

座長：SPP テクノロジーズ 金尾 寛人，東北大学 鈴木 裕輝夫，
デンソー 加納 一彦
CELLINK（株）, アフォードセンス株式会社 , 株式会社マトリクソーム

15:35-17:05

〇平田 瑞季，山田 真澄，鵜頭 理恵，関 実
千葉大院 ･ 融合理工学府

1P-12
微小粒子状物質における生物 / 非生物粒子の網羅的センシ
ングと AI 解析による粒子識別

〇藤野 慶子（1）
，嶋田 泰佑（1）
，安井 隆雄（1, 2, 3）
，長島 一樹（3, 4）
，
柳田 剛（4, 5）
，加地 範匡（2, 6）
，馬場 嘉信（1, 2, 7）
（1）名大院 ･ 工，
（2）名大 ･ 未来社会，
（3）JST さきがけ，
（4）東
大院 ･ 工，
（5）九大 ･ 先導研，
（6）九大院 ･ 工，
（7）QST･ 量子生命

9P3-CH

CHEMINAS 44 ポスターセッション１

*9P2-CH CHEMINAS フラッシュプレゼンテーション動画視聴時間１（公
開期間いつでも視聴可）が関連動画です

1P-13
結合パターンの相補性による電子部品実装の方向制御
〇中山 海斗，疋田 達也，鈴木 宏明
中央大院 ･ 理工
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1P-14

1P-26
オープンアクセス可能なマイクロ流路での単一細胞トラップ

An electrode array and slanted microchannel: strategies
for enhancing throughputs of large-droplet sorting

〇村上 友樹（1），鈴木 宏明（2）
（1）中央大 ･ 理工 ･ 精密工学，（2）中央大 ･ 理工 ･ 精密機械

〇 Yuta Nakagawa（1），Mun Hong Loo（1）
，Akihiro Isozaki（1）
，
Keisuke Goda（1,2,3）
（1）UTokyo，（2）UCLA，
（3）Wuhan Univ．

1P-15
立体的な結合面を有するミリスケール部品の選択的自己組
織化法の検討

1P-27
誘電泳動を利用したコレステロール含有量の異なるリポ
ソームの膜容量の評価

〇小野 明日香，國分 太智，鈴木 宏明
中央大 ･ 理工

〇波多 美咲，鈴木 雅登，安川 智之
兵庫県大院 ･ 理

1P-16
微粒子修飾を利用した表面抗原発現細胞の誘電泳動による
分離

1R-01
オンチップゲル薄膜流路を用いた血管様組織の構築

〇酒井 健登，鈴木 雅登，安川 智之
兵庫県大院 ･ 理

1P-17
微粒子表面に固定化した ATP アプタマーの鎖長が誘電泳動
挙動に及ぼす影響の評価

〇高橋 陸，田中 あや，山口 真澄
NTT 物性研 ･BMC

1R-02
Ａ BBB-on-a-Chip Model by Integration of Tissue-in-aCube with Fluidic Device

〇林 雄貴，鈴木 雅登，安川 智之
兵庫県大院 ･ 物質理

1P-18
単分散 GUV 内での DNA ゲル形成

〇 Isabel SY Koh（1），Waki Sekine（1）
，Masaya Hagiwara（1,2）
（1）Riken CPR，
（2）Osaka Pref. Univ.

1R-03
顕微鏡下でひずみを可視化する FRET メカノクロミックハイ
ドロゲルの開発

〇米山 遼太郎（1），牛山 諒太（2），瀧ノ上 正浩（3），鈴木 宏明（1,2）
（1）中央大 ･ 理工 ･ 精密機械，
（2）中央大院 ･ 理工 ･ 精密工学，
（3）
東工大 ･ 情報理工

1P-19
灌流刺激を与えた血管網における SARS-CoV-2 感染関連タ
ンパク質の遺伝子発現量評価

〇山下 忠紘（1 2），瀧 真清（2 3），谷田部 和貴（3），Viola Vogel（2）
（1）慶大 ･ 理工，（2）ETH Zurich，
（3）電通大院・情報理工

1R-04
抵抗パルス法による脂質ナノ粒子の粒径分布計測

〇長野 湧太，藤本 和也，横川 隆司
京大院 ･ 工

1P-20

〇松井 一真
㈱日立製作所 ･ 研究開発グループ

1R-05
医療用マイクロニードルの形状による刺さりやすさの機械
的評価

匂いセンサ開発に向けた昆虫嗅覚受容体ベシクルを用いた
電気生理学的検出技術の開発

〇早川 清崇（1,2），Jongho Park（1,2），金 範埈（1,2）
（1）東大院 ･ 工，（2）東大 ･ 生産技術研

1P-21
高感度イオン検出を志向した色素液体ナノエマルションの
開発とマイクロ分析デバイスへの応用

〇三村 久敏（1），大崎 寿久（1），高森 翔（1），竹内 昌治（1,2,3）
（1）神奈川県立産業技術総合研究所，（2）東大院，（3）東大 ･ 生産
技術研究所

1R-06
医薬品開発へのマイクロカプセル化技術の導入に向けた基
礎検討

〇牧 佳穂，末吉 健志，遠藤 達郎，久本 秀明
阪府大院 ･ 工

〇平間 宏忠（1），宮城 孝満（2），鈴木 裕明（2），臼田 一弘（2），
原田 篤知（2），冨永 健治（2），石田 猛（2），銘苅 春隆（1）
（1）産総研，（2）
（株）大石膏盛堂

1P-22
ガラスピペットナノポアによるエクソソームの電気的検出・
分取

1R-07
薄膜自己組立てによる筒状微小血管モデルの構築

〇林 貢平，和泉 佳弥乃，川野 竜司
東京農工大院 ･ 工

1P-23
Development of a hiPSCs derived airway-on-chip model
for studying viral pathogenesis

〇 Sachin Yadav（1）
，Kazuya Fujimoto（1）
，Toru Takenaga（2），
Ryuta Mikawa（3）
，Takeshi Noda（2），Shimpei Gotoh（3,4）
，
Ryuji Yokokawa（1）
（1）Department of Microengineering, Kyoto University，（2）
Institute of Frontier Life and Medical Science, Kyoto University，
（3）
Department of Drug Discovery for Lung Diseases, Graduate School
of Medicine, Kyoto University，
（4）Department of Respiratory
Medicine, Kyoto University

1P-24
蛍光イメージングフローサイトメトリーによる血中循環腫
瘍細胞の検出

〇松村 洋貴（1），沈 之為（2），三上 秀治（1），磯崎 瑛宏（1），袁
丹（1），楠本 佳香（1），西川 真子（1），山田 武史（2），上田 文（2），
坂東 裕子（2），原 尚人（2），矢冨 裕（1），松阪 諭（2），合田 圭
介（1,3,4）
（1）東大，（2）筑波大，（3）武漢大 ，（4）UCLA

1P-25
Deep-learning-based image restoration for imaging flow
cytometry and its applications

〇 Kangrui Huang（1）
，Hiroki Matsumura（1）
，Yaqi Zhao（1）
，
Maik Herbig（1）
，Dan Yuan（1），Yohei Mineharu（2）
，Jeffrey
Harmon（1）
，Mai Yamagishi（1）
，Shinsuke Ohnuki（1）
，Nao
Nitta（3），Yoshikazu Ohya（1）
，Hideharu Mikami（1,4）
，Akihiro
Isozaki（1）
，Keisuke Goda（1,5,6）
（1）UTokyo，（2）Kyoto Univ.，（3）CYBO，
（4）JST PRESTO，（5）
UCLA，（6）Wuhan Univ.
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〇酒井 洸児（1），三浦 重徳（2），手島 哲彦（1），後藤 東一郎（1），
竹内 昌治（2,3），山口 真澄（1）
（1）NTT 物性研 ･BMC，
（2）東大 ･ 生産技術，（3）東大 ･ 情理

1R-08
Cr フリー加工法によるガラス製拡張ナノ流路・マイクロ流
路の作製

〇森川 響二朗（1,2），太田 諒一（2），馬渡 和真（2），北森 武彦（1,2）
（1）清華大，（2）東大

17:20-18:00

9P4-FT

基調講演 2

座長：兵庫県立大学 前中 一介
（「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）

9P4-FT-1
最新技術と古来技とのコラボレーション
野崎 信雄 *
元 鹿島建設株式会社関西支店
元 姫路城大天守保存修理工事事務所所長

18:10-19:40

2P-07

9P5-FT

カスケード反応とレドックスサイクリングのデュアル信号
増幅を用いる唾液中 C 反応性タンパクの高感度検出に向け
たイムノアッセイ法の開発

若手企画・パネルディスカッション 学生・若手研究者
の皆さん必見！？
「工学系学生・若手研究者の人生設計」
座長：東京医科歯科大学 田畑 美幸，東北大学 猪股 直生
パネリスト：
NTT 先端集積デバイス研究所 田中 雄次郎 氏 （修士卒・30 代）
電機メーカー 製品開発部門 鳴海 圭亮 氏 （修士卒・30 代）
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療機器審査第一部
山田 恵梨子 氏 （修士卒・30 代）
株式会社東芝 研究開発センター 三木 弘子 氏 （博士卒・30 代）
東京エレクトロン株式会社 吉田 祐介 氏 （修士卒・30 代）

〇小川 創平（1），伊藤 健太郎（1），井上（安田）久美（1,2），珠玖
仁（1）
（1）東北大院 ･ 環境科学，（2）山梨大院 ･ 総合研究部工学域基礎教
育センター

2P-08
空圧駆動式マイクロピラーによる振動誘起流れの生起制御
〇佐藤 拓，金子 完治，早川 健，鈴木 宏明
中央大院 ･ 理工

2P-09
マイオカイン生成を目指した人工筋肉伸縮装置による長期
培養への実現

2011年11月10日（水）
9:00-9:40

〇宇津 奬麻（1），佐久田 稜（2），藤里 俊哉（3），横山 奨（4）
（1）大工大院 ･ 工・電気電子，
（2）大工大院 ･ 工 ･ 環境，
（3）大工大・
工 ･ 生命，（4）大工大 ･ 工 ･ 機械

10A2-FT

基調講演 3

座長：東京大学

年吉 洋（集積化 MEMS シンポジウム

実行委員長）

2P-10
Numerical and Experimental Analysis of the VibrationInduced Flow with Various Vibration Modes

講演番号 10A2-FT-1 ( 発表申込 ID Keynote)

〇 H. Zhitai（1），T. Sato（1），K. Kaneko（1），Y. Hasegawa（2），T.
Hayakawa（1），H. Suzuki（1）
（1）Faculty of Science and Engineering, Chuo University，
（2）
Institute of Industrial Science, The University of Tokyo

その場検出を指向した化学センサの開発
南豪*
東京大学

11:30-13:00

生産技術研究所

准教授

10P1-FT

2P-11
上皮細胞バリア機能評価用マイクロデバイスの開発

出展者プレゼンテーション＆バーチャルブースツアー２

座長：SPP テクノロジーズ 金尾 寛人，東北大学 鈴木 裕輝夫，
デンソー 加納 一彦
一般財団法人マイクロマシンセンター
神港精機株式会社
（株）新興精機
立山マシン株式会社
ネオアーク（株）
ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社

13:00-14:30

〇喜田 龍哉，津金 麻実子，鈴木 宏明
中央大 ･ 理工

2P-12

2P-13
光硬化ゲル充填生体ナノポアプローブの開発

10P2-CH

CHEMINAS 44 ポスターセッション２

*10A3-CH CHEMINAS フラッシュプレゼンテーション動画視聴時間２
（公開期間いつでも視聴可）が関連動画です

2P-01
ヒト iPS 細胞由来の近位尿細管上皮細胞を用いた MPS にお
ける P-gp の輸送能評価

〇川上 瑛彦（1），Ramin Banan Sadeghian（1）
，Cheng Ma（1），
上野 遼平（1），荒岡 利和（2），高里 実（3,4,5），藤本 和也（1），
横川 隆司（1）
（1）京大院 ･ 工，（2）京大 ･iPS 細胞研，（3）理研 ･BDR，（4）京大
院 ･ 生命，（5）阪大院 ･ 医

〇能美 柊汰，吉原 諒，庄司 観
長岡技科大院 ･ 工

2P-14
ガラスキャピラリマイクロ流路のためのコネクタ開発
〇岡田 瞬，庄司 観
長岡技科大院 ･ 工

2P-15
ミリメートル粒子向けソーティングシステムの分取効率向
上の検証
〇深田 盟人，岡野 太治
農工大院 ･BASE

2P-16
遅延シグナル伝達が誘起する化学反応素子ネットワークの
ダイナミクス

2P-02
粘液層と乳酸菌を有するマイクロ腸管モデルの開発
藤 記一
群馬大院 ･ 理工

2P-03

〇内田 創真，垂野 快征，岡野 太治
農工大院 ･BASE

2P-17
絶縁体ベース誘電泳動における粒子の誘電泳動特性の測定

有機トランジスタ型化学センサを用いたパターン認識によ
るポリアミン類の検出

〇水戸部 里歩（1），周 奇（1），浅野 康一郎（1），呂 暁俊（1），佐々
木 由比（1），田中 光（2），山上 紅里（2），萩谷 一剛（2），南 豪（1）
（1）東大 ･ 生産技術，（2）東洋紡㈱

〇中林
呉高専

〇中山 真穂（1），小野島 大介（2），湯川 博（2），小根山 千歳（3），
馬場 嘉信（2）
（1）名大院 ･ 工，
（2）名大 ･ 未来社会，（3）愛知県がんセンター

2P-05
培養骨格筋組織を駆動源とする二足歩行ロボット

〇金城 立来（1），森本 雄矢（2），竹内 昌治（1,2）
（1）東大院 ･ 総合文化研，（2）東大院 ･ 情理

2P-06

龍，江口

正徳

2P-18
部分疎水修飾マイクロ流路での油水平行二相流操作による
脂質二重膜合成法の開発

2P-04
チロシンキナーゼ阻害剤を用いたエクソソーム産生機構に
対する分泌抑制効果の解析

質量分析用ワンステップ前処理遠心マイクロ流体デバイスの開発
〇二見 昌宏（1），内藤 大揮（1），二宮 啓（1），チェン リー チュ
イン（1），岩野 智彦（2），吉村 健太郎（2），浮田 芳昭（1）
（1）山梨大 ･ 工，（2）山梨大 ･ 医

〇竹添 直之，嘉副 裕
慶大 ･ 理工

2P-19
単一細胞探査のための同心二重マイクロピペットの製作
〇横坂 豪大，小俣 透
東工大 ･ 工

2P-20
培養皮膚モデルと DRG ニューロンの共培養システム

〇稲垣 智之（1），榎本 和生（2），森本 雄矢（1），竹内 昌治（1）
（1）東大院 ･ 情理，（2）東大院 ･ 理

植物の姿勢制御に伴う発生力の計測手法
〇宮林 志帆，神野 伊策，肥田 博隆
神大院 ･ 工
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2P-21

2R-07
デュアルメンブレンポンプを用いた蛍光活性型オンチップ
マルチソーティング

Inhibition of cancer-cell migration by tetraspanin CD9binding peptide

〇岩川 翔太（1），齋藤 真（2），山西 陽子（1），新井 史人（3），佐
久間 臣耶（1）
（1）九大院 ･ 工，（2）名大院 ･ 工，（3）東大院 ･ 工

〇 Thanawat Suwatthanarak（1）
，Kazuma Ito（1），Masayoshi
Tanaka（1），Yoshitaka Miyamoto（2）
，Kenji Miyado（2）
，Mina
Okochi（1）
（1）Tokyo Institute of Technology，
（2）National Research Institute
for Child Health and Development

2P-22
miRNA の同定に基づくがん診断のための DN Ａコンピュー
ティング液滴

2R-08
ガラス製ナノ流体デバイスへの PDMS 部分集積と局所変形
バルブへの応用

〇公婧（1），津村希望（2），佐藤佑介（3），瀧ノ上正浩（4）
（1）東京工大 ･ 生命，
（2）東京工大 ･ 工，
（3）東北大 ･ 学際科学，
（4）
東京工大 ･ 情報理工

〇森川 響二朗（1,2），松浦 柊（2），佐野 大樹（2），嘉副 裕（3），
北森 武彦（1,2）
（1）清華大，（2）東大，（3）慶大

2P-23
hiPSC 由来細胞により構成したオンチップ血管床と腎臓オ
ルガノイドの共培養系の確立

〇亀田 良一（1），籔内 研佑（2,3），谷口 純一（2），吉岡 美樹（4），
山下 潤（4），荒岡 利和（4），髙里 実（2,3,5），藤本 和也（1），横
川 隆司（1）
（1）京大院 ･ 工，（2）理研 ･BDR，（3）阪大院 ･ 医，（4）京大 ･iPS
細胞研，（5）京大院 ･ 生命科学

2P-24
ック結晶シートを用いたスマートフォンによる SERS -CoV-2
スパイクタンパク質の高感度検出

〇川崎 大輝（1），山田 大空（1），末吉 健志（1,2），久本 秀明（1），
遠藤 達郎（1）
（1）阪府大院 ･ 工，（2）JST さきがけ

2P-25
細胞操作に向けた集積型光駆動ゲルアクチュエータによる
流体制御

〇小池 優巴（1），和田 紘樹（1），小寺 駿之亮（1），横山 義之（2），
早川 健（1）
（1）中央大院 ･ 理工，（2）富山県産業技術研究開発センター

2P-26
ナノ流路内逆ミセル接触による脂質二重膜の垂直形成と測定

〇川岸 啓人（1），老木 成稔（2），岩本 真幸（3），許 岩（1,4,5）
（1）阪府大院 ･ 工，
（2）福井大 ･ 高エネルギー医学研究センター，
（3）
福井大学術研，（4）JST さきがけ，（5）阪府大 ･NanoSquare 拠点研
究所

2R-01
デジタル PCR 装置における解析エリア拡大の検討

〇香村 惟夫，田中 淳子，柳 至，野口 喜実，中川 樹生，石田 猛
㈱日立製作所 ･ 研究開発グループ

2R-02
マイクロ流路と生体ナノポアプローブを組み合わせたセン
サシステム
〇庄司 観
長岡技科大院 ･ 工

2R-03
表面プラズモン共鳴を用いたハイドロゲル中の分子拡散計測
〇村井 友海，井上 鈴代，瀬山 倫子
日本電信電話㈱ NTT 先端集積デバイス研究所

2R-04
Nanoimprint lithography と完全溶融式射出成形機を用いた
新しい成形加工技術の開発

〇高橋 泰輔（1,3），土田 新（2），新宅 博文（2），宮西 正憲（2），
須藤 誌乃（3），田口 瑠南（3），海邊 政哉（3），安田 玲子（3），
黒澤 修（3），小此木 孝仁（3），西村 文仁（1）
（1）岩手大院，（2）理研，（3）㈱アイカムス・ラボ

2R-05
迅速・簡便な核酸抽出を実現する EluNATM システム

〇藤原 勢矢（1），叶井 正樹（1），四方 正光（1），熊谷 英郷（1），
村松 晃（1），小原 收（2）
（1）㈱島津製作所，（2）かずさ DNA 研究所

2R-06
光制御が可能な DNA 自己集積体の動的な相転移操作

〇鵜殿 寛岳（1），野村 M. 慎一郎（2），瀧ノ上 正浩（1）
（1）東工大 ･ 情理，（2）東北大院 ･ 工

2R-09
ミクロスケール電気泳動フィルタリングデバイスを用いた
核酸アプタマー選抜

高尾 隼空（1），飛田 安梨沙（1），上野 楓（1），遠藤 達郎（1），久
本 秀明（1），〇末吉 健志（1,2）
（1）阪府大院 ･ 工，（2）JST さきがけ

16:25-18:30

10P4-FT

Future Technologies 合同招待セッション

座長：東京大学 年吉 洋，東北大学 徳増 崇，北海道大学 渡慶次 学，
立命館大学 安藤 妙子，産業術総合研究所 小林 健

10p4-FT-1
MEMS 技術の医用超音波への応用

田中 宏樹 *
富士フイルムヘルスケア 革新技術研究所
主任研究員

超音波診断グループ

10p4-FT-2
培養組織とマイクロデバイスの融合によるバイオハイブ
リッドロボットの創出
森本 雄矢 *
東京大学

10p4-FT-3
オンチップ単一細胞センシング
加地 範匡 *
九州大学

10p4-FT-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 *
東芝 研究開発センター

10p4-FT-5		
高周波振動の知覚特性に基づく触覚提示
昆陽 雅司 *
東北大学大学院情報科学研究科 准教授

18:45-21:00

10P5-FT

Future Technologies 合同懇親会
2021年11月11日（木）
9:00-9:40

11A1-FT

基調講演 4

座長：東北大学

徳増 崇（マイクロ・ナノ工学シンポジウム実行委員長）

11A1-FT-1
グラフェンの大量合成方法の開発とベンチャー企業での実
用化
村松 一生 *
株式会社インキュベーション・アライアンス

9:55-11:25

代表取締役

11A3-CH

CHEMINAS 44 ポスターセッション３

*10P3-CH CHEMINAS フラッシュプレゼンテーション動画視聴時間３
（公開期間いつでも視聴可）が関連動画です
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3P-01

3P-12
DNA 分解酵素検出用デバイスの高感度化に関する検討

蛍光偏光免疫分析法によるオカダ酸の検出

〇柳井 惇宏，西林 寛大，奥 清明，氷室 貴大，江口 正徳
呉高専

〇千田 駿亮（1），高橋 和希（2），福山 真央（3），粕谷 素洋（3），
真栄城 正寿（4），石田 晃彦（4），
谷 博文（4），Anatoly V. Zherdev（5）
，Sergei A. Eremin（5,6）
，火
原 彰秀（3），渡慶次 学（4）
（1）北大 ･ 工，（2）北大院 ･ 総合科学院，
（3）東北大 ･ 多元物質科
学研，（4）北大院 ･ 工学研究院，
（5）ロシア科学アカデミー，（6）モスクワ大学

3P-02
化学種濃度のデジタルーアナログ変換のための L-2L ラダー
型流路

〇茶谷 智仁（1），白石 駿（1），宮廻 裕樹（2），尾上 弘晃（1），堀
豊（1）
（1）慶大院 ･ 理工，（2）東大院 ･ 情理

3P-13
DNA ナノポア修飾ニードルによるポアの膜挿入効率の改善

3P-03
非接触エレクトロローテーションデバイスの開発
〇松村 浩太朗，堀越 悠斗，江口 正徳
呉高専

〇五十嵐 正悟，赤井 大夢，小岩 滉宜，庄司 観
長岡技科大院 ･ 工

3P-14
バイオメンブレンの引張特性評価のためのマイクロピラー
配列を用いた液中サンプル固定

3P-04
ピレン修飾巨大リポソームの作製と酸化グラフェンとの相
互作用解析

〇佐藤 雅記（1），渡邉 貴嘉（2），的野 拓也（1），野出 航平（1），
上野 祐子（1），松浦 友亮（3），芳坂 貴弘（2），鈴木 宏明（1）
（1）中央大院 ･ 理工，（2）北陸先端大院 ･ マテリアル，（3）東工大
･ 地球生命研

3P-05
逆コロイド結晶型フィルターを組み込んだ細胞培養液交換
用マイクロ流体デバイス

〇奈良山 公佑，山西 陽子，佐久間 臣耶
九大院 ･ 工

3P-15
電界誘起気泡を用いた植物細胞への遺伝子導入法の研究
〇入船 聡太，鳥取 直友，佐久間 臣耶，山西 陽子
九大院 ･ 工

3P-16
農業用養分連続測定システムの開発

〇久保 春佳（1），GAO PANPAN（1），村上 浩史（2），笠間 敏博（1），
三宅 亮（1）
（1）東大院 ･ 工，（2）㈱ NCE

〇佐藤 丈流，逸見 るな，山田 真澄，関 実
千葉大院 ･ 総合理工

3P-06
化学コンピューティングに向けた化学反応素子によるラン
ダム信号の平滑化

3P-17
マイクロデバイスを用いた膜小胞融合と内封 DNA の増幅

〇加藤 康佑（1），津金 麻実子（2），篠原 啓佑（2），沖田 勉（2），
鈴木 宏明（1,2）
（1）中央大 ･ 理工，（2）中央大院 ･ 理工

〇垂野 快征，岡野 太治
農工大院 ･BASE

3P-07
１分子制御化学に向けたアトリットル水液滴の作製と評価

〇小林 丈（1），許 岩（1,2,3）
（1）阪府大院 ･ 工，（2）JST さきがけ，（3）阪府大 ･NanoSquare 拠
点研究所

3P-08

3P-18
ハイドロゲルファイバにおけるタンパク質結晶の保護

〇室山 晴菜（1），永江 峰幸（2），友池 史明（1），岡田 哲二（1）
（1）学習院大 ･ 理，（2）名大 ･ シンクロトロン光研究センター

3P-19
ナノ流体デバイスを用いた単一リポソームの操作と応用

血漿 cell-free DNA の過渡等速電気泳動による分離とスペー
サ効果の検証

〇深澤 悠仁（1），柏木 友宏（1），玉木 聖悟（1），坂井 里帆（3），
二井 信行（1,3）
（1）芝浦工大 ･ 工，（2）筑波大院 ･ 理工，（3）芝浦工大院 ･ 理工

3P-09

〇新井 裕貴（1），川岸 啓人（2），許 岩（1,2,3,4）
（1）阪府大 ･ 工，（2）阪府大院 ･ 工，（3）JST さきがけ，（4）阪府
大 ･NanoSquare 拠点研究所

3P-20
スリット型液滴生成デバイスにおける 3 次元流体シミュ
レーション

Simple fabrication of polyethylene glycol-modified PDMS
device for fluorescent polarization immunoassay

〇 Hao Liu（1,2）
，Mao Fukuyama（1）
，Motohiro Kasuya（1），Yu
Ogura（1），Sho Onose（4）
，Koji Shigemura（4）
，Manabu
Tokeshi（3）
，Akihide Hibara（1）
（1）Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials ,
Tohoku University，（2）Department of Chemistry, Graduate School
of Science, Tohoku University，
（3）Division of Applied Chemistry,
Faculty of Engineering, Hokkaido University，（4）Tianma Japan，
Ltd.

3P-10

〇印藤 健輔（1），西迫 貴志（2）
（1）東工大 ･ 工，（2）東工大 ･ 学科学技術創成研

3P-21
スポンジモノリスカラムを用いた細胞分離法の開発

〇辻 健吾（1），内藤 豊裕（1），木村 笑（1），久保 拓也（2），大塚
浩二（2），加地 範匡（1）
（1）九大院 ･ 工，（2）京大院 ･ 工

3P-22
PDMS と細胞の接着特性を利用した細胞と細菌の共培養環
境構築

シクロオレフィンポリマー製マイクロ流体デバイスを用い
た非アルコール性脂肪肝モデル

〇吉本 昂希（1,2,3），文 小鵬（4），山中 誠（5），高橋 誠一郎（5），
畠山 健治（5），寺田 志穂（3），
亀井 謙一郎（3）
（1）京大院 ･ 生命科学，（2）京大 ･ ウイルス再生医科学研，（3）
京大高等研究院 ･ 物質 - 細胞統合システム拠点，
（4）立命館大 ･ 薬，
（5）ウシオ電機 ㈱

3P-11
粒子選別分離のための点字駆動可能な離散化側壁をもつマ
イクロ流路

〇長谷川 夏旺（1），黒嵜 由佳（2），土井内 太暉（1），児玉 龍政（2），
二井 信行（1,2）
（1）芝浦工大 ･ 工，
（2）芝浦工大院 ･ 理工

〇一番ヶ瀬 史奈，内藤 豊裕，木村 笑，加地 範匡
九大院 ･ 工

3P-23
クロマチンファイバー凝縮部およびヒストン化学修飾部の
分布計測技術の開発
〇野田 清敬，小穴 英廣
東大院 ･ 工

3P-24
Affibody を用いた非競合蛍光偏光免疫分析法による EGFR
の検出

〇高橋 和希（1），福山 真央（2），粕谷 素洋（2），真栄城 正寿（3），
石田 晃彦（3），谷 博文（3），火原 彰秀（2），渡慶次 学（3）
（1）北大院 ･ 総化，（2）東北大 ･ 多元研，（3）北大院 ･ 工
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3P-25
単層 MoS2 の発光特性を用いた破骨細胞の機能解析

〇梅井 美和子，渡邉 健一，中村 慶己，田中 祐圭，早水 裕平，大河
内 美奈
東工大 ･ 物質理工

3P-26
細胞の機械特性と細胞骨格タンパク質の遺伝子発現量の相
関評価に向けた単一細胞搬送から解析までの手法検討
〇高村 公平，久米村 百子
九州工大院 ･ 生命体工学

3P-27
Microfluidic Device for Carbohydrates Extraction from
Microalgal Cells

〇 Qianwei JIANG（1），Toshihiro KASAMA（1），Tomomi SATO（2），
Jin MATSUGAKI（2）
，Ryo MIYAKE（1）
（1）The University of Tokyo，
（2）KISTEC

3P-28
チップ内細胞培養のための電場駆動灌流ポンプの開発

〇小林 颯介（1），檜垣 知加（1），川田 到（1），市川 賀康（3,4），
山本 憲（2, 3），元祐 昌廣（3, 4）
（1）東理大院 ･ 工，
（2）阪大院 ･ 理，
（3）東理大 ･ 総合研究院，
（4）
東理大 ･ 工

3P-29
単一ニューロン・アレイの形成を目指したマイクロ流体操
作技術の構築
〇岩井 俊太郎，安田 隆
九工大院 ･ 生命体工学

3P-30
電界誘起気泡を用いた磁性体析出における電極の影響評価
〇島内 孝輔，鳥取 直友，佐久間 臣耶，山西 陽子
九大院 ･ 工

3P-31
超音波顕微鏡を用いた微粒子の超高速オンチップ機械指標
計測
〇後藤 友希，山西 陽子，佐久間 臣耶
九大院 ･ 工

3P-32
体内埋込み型デバイスに搭載可能な電気浸透流送薬ポンプ
システムの開発

〇宮澤 匠生（1），草間 慎也（2），山田 輝拓（2），高木 淳也（2），
井上 大輔（2），阿部 博弥（2,3），
西澤 松彦（1,2）
（1）東北大院 ･ 医工，（2）東北大院 ･ 工，（3）東北大 ･ 学際科学フ
ロンティア研

3P-33
液滴内細胞融合に向けたマイクロピラーアレイによる液滴
分離

〇定道 空（1），鳥取 直友（1），佐久間 臣耶（1），坪内 知美（2），
山西 陽子（1）
（1）九大院 ･ 工，（2）基礎生物学研究所

3P-34
細胞操作への応用を目指した機械拘束付与ゲルアクチュ
エータ

〇和田 紘樹（1），小池 優巴（1），横山 義之（2），早川 健（1）
（1）中央大院 ･ 理工，（2）富山県産業技術研究開発センター

3P-35
複合コアセルベートとリポソームの相互作用に関する基礎
検討

〇篠原 啓佑（1），津金 麻実子（2），鈴木 宏明（2）
（1）中央大院 ･ 理工，（2）中央大 ･ 理工

12:30-13:10

11P1-FT

出展者プレゼンテーション＆バーチャルブースツアー３

座長：SPP テクノロジーズ 金尾 寛人，東北大学 鈴木 裕輝夫，
デンソー 加納 一彦
ポリテックジャパン株式会社
株式会社ベテル
ローム株式会社
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14:45-15:25

11P3-FT

基調講演 5

座長：大阪府立大学
久本 秀明（化学とマイクロ・ナノシステム学会第 44 研究会実行委員長）

11P3-FT-1
マイクロ流体技術を用いて COVID-19 関連血栓症を科学する
合田 圭介 *
東京大学大学院理学系研究科化学専攻 教授，カリフォルニア大学
ロサンゼルス校工学部生体工学科 非常勤教授，武漢大学工業科学
研究院 非常勤教授

15:25-15:55

閉会式・表彰式

Future Technologies from HIMEJI 2021 Exhibitors/Sponsors
バーチャル展示は11月2日～12月31日まで公開されます。出展者プレゼンテーション，実行委員が引率するバーチャルツアーに是非ご参加ください。

テゴリー

機関名（Affiliation）

出展者プレゼンテーションセッション・
バーチャルブースツアー日時

Gold Exhibitor

CELLINK株式会社
CELLINK KK

Gold Exhibitor

日本ゼオン株式会社
ZEON CORPORATION

Gold Exhibitor

ポリテックジャパン株式会社
Polytec Japan

11/11 11:30-12:05

Gold Exhibitor

ローム株式会社
ROHM Co., Ltd.

11/11 11:30-12:05

Silver Exhibitor

アフォードセンス株式会社
Affordsens Corporation

11/9 12:30-13:25

Silver Exhibitor

（株）新興精機
Shinkouseiki Co., Ltd.

11/9 12:30-13:25

11/10 11:30-13:00

Silver Exhibitor

立山マシン株式会社
TATEYAMA Machine Co., Ltd.

11/10 11:30-13:00

Silver Exhibitor

ネオアーク
（株）
NEOARK C ORPORATION

11/10 11:30-13:00

Silver Exhibitor

ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社
Heidelberg Instruments KK

11/10 11:30-13:00

Silver Exhibitor

株式会社ベテル
Bethel Co., Ltd.

11/11 11:30-12:05

Silver Exhibitor

株式会社マトリクソーム
MATRIXOME, Inc.

11/9 12:30-13:25

Bronze Exhibitor

Micromachines（MDPI）

Bronze Exhibitor

神港精機株式会社
SHINKO SEIKI CO.,LTD.

Bronze Exhibitor

住友ベークライト株式会社
Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

Academia Exhibitor

一般財団法人マイクロマシンセンター
Micromachine Center

Sponsor

清川メッキ工業株式会社
KIYOKAWA Plating Industry Co., Ltd.

Sponsor

センスチップ株式会社
SensChip Incorporated

Sponsor

田中貴金属工業株式会社
Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.

Sponsor

株式会社HaKaL
HaKaL inc

Sponsor

株式会社ユメックス
YUMEX INC.

11/10 11:30-13:00

11/10 11:30-13:00
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ Gold Exhibitors ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ Silver Exhibitors ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ Bronze Exhibitors ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ Academia Exhibitors ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ Sponsors ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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Future Technologies From Himeji 2021 - Photo Contest フォトコンテスト 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フォトコンテストを開催してきました。今年はミリ部
門・マイクロ部門・ナノ部門とスケールごとの3部門で作品を募集し全22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。

表彰式：11月10日（水）18:45-21:00 FT合同懇親会にて

【ナノ部門】
NM-1. さくらんぼ豊作（ご当地物？）
峯田貴, 三浦嘉隆（山形大学）

NM-4. 水戸黄門の最密充填
岩見健太郎（東京農工大学）

シリコン基板内に垂直エッチング（RIE）
と等方性エッ
チングを駆使して形成したマイクロ流路の断面も
（薄
膜堆積してフタをする途中）･･･山形で作ると“さくら
んぼ”に似てきます！？

NM-2. M i c r o f l u i d i c n e t w o r k o f m i m i c k i n g
capillaries dedicated to successive
mechanical effect analysis on red blood cells
flow behavior
XU Tieying（ENS Paris Saclay, France）
Image of scanning electron microscope
（SEM）under low vacuum mode
for microfluidic capillaries network,
realized by the mold of non-conductive
tri-layer SU-8 resin on 4-inch Silicon
wafer（2μm for capillaries thickness,
5μm for network inlet and outlet, and 25μm for the connection
between networks）. Each microcapillary contains 30μm long thin
restriction with rectangular section（width=5μm）, followed by a
slightly wider section channel（width=10μm）and connected to a
wide channel（width=20μm）.

NM-3. 意外と見たことないかもしれません１ -QCM表面安藤 毅（千葉工業大学）
実験に使っているQCM表面を観察したときのものです。
意外とデコボコしているんだなぁ，
という印象です。

NM-5. まさに「妖精の十字架」
？
山口明啓（兵庫県立大学）
シンクロトロン光で液体から生成した銅酸化物マイ
クロ粒子。
まるでスタウロライトのような形状。
まさに
「妖精の十字架」ですね。

NM-6. 流氷の到来
小川主税，池沢聡，岩見健太郎（東京農工大学）
シリコンのナノサイズの柱が林立している構造を作
ろうとして、削り残しが下のほうにまだら状にできて
しまった時の写真です。流氷が押し寄せてくる冬の
オホーツク海を飛行機から見下ろしたイメージで
す。

NM-7. 逆オパール型フォトニック結晶
小野寺 武（九州大学）
自己組織化で作製したシリカの逆オパール型フォト
ニック結晶です．空隙の下からその下の層が見えて
います。シリカの構造にもさらに小さな穴が開いて
います。（出展）

【マイクロ部門】
UM-1. 300ミクロン向こうに輝くデバイス層

UM-2. 天の川（1/10^25スケール）

戸田雅也（東北大学）

益田緋里（慶應義塾大学）

300ミクロンのシリコンウェハを貫通するエッチ
ング。私たちがよく使うこのプロセスによりデバ
イス層の真円が浮かび上がりました。深掘りの
長い道のりを経て浮かび上がったデバイス層は
まるで夜空に輝く月のように見えます。

この天の川を構成する小さな星々は心臓に存
在するコネキシンというたんぱく質です。実際
の天の川に負けず劣らず美しいですが、そのス
ケールはわずか100μm…あなたの心の中にも
宇宙は広がっています。
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UM-3. たこやき 焼きあがりました

UM-5. OFPR 2合徳利

青野宇紀（（株）
日立製作所）

継枝健太，樫村祐貴（東北大学）

円柱の型（レジスト）に具材（Sn）を、めっきで詰め込
み、ホットプレートで温めると、たこ焼きのできあが
り。

溝入れ加工したSi基板に対し、OFPRをスピンコートしま
した。ベークした結果、溝にたまったレジストが膨らみ、
2合徳利に似た形となりました。1合徳利ではなく、2合
徳利という部分がポイントです。

UM-4. 深い腐海の底（風の谷のナウシカより）
松永忠雄，李相錫（鳥取大学）
D-RIE後のSiなので ”深いSiの底” がタイトルです
が，遠目で見るとどこか哀愁漂うジブリ作品「風の
谷のナウシカ」の腐海の底にも見えますよね？哀
愁漂う理由は底の方のパターンが切れておらず
に失敗したからだと。。。

UM-6. 意外と見たことないかもしれません２ -LED表面安藤 毅（千葉工業大学）
LEDのデバイス構造を参考にするために撮影
したときのものです。
この後数万倍まで拡大し
ましたがつるっとした表面で，製品レベルの半
導体表面には貫通転移など欠陥の痕跡を見つ
けることができませんでした。さすがです。

【ミリ部門】
MM-1. 掘り起こした光ファイバ

MM-5. ミリメートル界のパンダも笹がお好き

近藤拓実（鳥取大学）

山形智咲（慶應義塾大学）

接着剤で埋もれた光ファイバを掘り起こし、磨き上
げた。

MEMSとは切っても切り離せない関係の「フォトリソ
グラフィ」の技術を用いて、1mm大の人間と小さなパ
ンダを描きました。シリコンウエハに塗布したフォト
レジストに、UVを照射することで、パターンを描くこと
ができます。

MM-2. 実録！全自動源氏パイ製造マシーン

MM-6. マイクロ流体デバイスから虹が顔を出した

継枝健太、石川泰地（東北大学）

笠原崇史，鯉沼祐伍（法政大学）、

FPC作製プロセスの内の絶縁層コーティング過程
で混入した気泡が、ポストベイクを経て肥大化し
た結果、源氏パイ形になってしまった。時期が時
期ならチョコレートで提出していた。

水野潤（早稲田大学）

MM-3. 世界最小径ステッピングモータ用小型磁石

電極付きマイクロ流体デバイスに充填された、
赤・緑・青色電気化学発光性溶液に電圧を印加
した結果、デバイスに虹がかかりました。

MM-7. 全集中 水の呼吸

中野正基
（長崎大学）
，
幸村治洋
（
（株）
ミネベアミツミ）

亀田良一（京都大学）

工業・医療用デバイス用のステッピングモータには、ボ
ンド磁石が用いられてきた。
ここでは、ボンドなしで磁石
粉を固形化し250 μm径まで平滑加工した小型磁石を
用い、世界最小径のステッピングモータに仕上げた。

流体デバイスの中で血管と腎臓組織を共培養する
際，組織から間質細胞が増殖し，血管を破壊する問
題に直面しています．間質細胞（青: DAPI，水色: α
SMA）が四方八方に増殖する様子を「鬼滅の刃」の必
殺技に見立てました．

MM-4. 天を仰ぐ犬と活火山

MM-8. 微細構造が織りなす大輪の華

継枝健太（東北大学）

吉田光輝（慶應義塾大学）

酵素電極の参照極上に銀塩化銀を塗布する際に、塗
布量が多くなり横に伸びてしまった。銀の淵の形が噴
火した活火山のように見え、また離れた銀の部分を
目と捉えると天を仰ぐ犬のように見えた。

構造色と呼ばれる微細構造による分光に由来す
る発色現象を利用しております。本作品では、ハ
イドロゲル内部にコロイド粒子を規則的に配列
した微細構造を構築することで，様々な色の発
色を実現しました。

MM-9. 4021年のHANIWA
野田和俊（立命館大学）
今から2000年後、MEMSがデバイスの主要
部品の時代、昔の廃棄部品の山から、当時の
センサデバイスのQCMが出土した。
よく見る
と、古墳時代同様に勾玉（水晶）、金鏡で構成
されているではない。
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Future Technologies From Himeji 2021 え～まっぷ @ 姫路（オンライン）
大学・公的研究機関の研究室紹介のためのマップ
Future Technologies from HIMEJIに参加する研究室は,全国に多数分布しており,研究している分野や内容もさまざま
です。今回の「え～まっぷ@姫路」では,国内の大学,高専,研究機関に属する研究室紹介を目的とし,Future Technologies
期間中,研究室情報をオンライン地図上に示す“オンラインマップ”の形で開催します（ポスター掲示は行いません）。長年
活躍されている研究室から立ち上げられたばかりの研究室まで広くご参加頂き,オンラインでの開催ではございますが共
同研究やポスドク獲得に向けた研究室PRなどのオンサイト/リアルでの交流に繋がれば幸いです。
「え～まっぷ」は,2015年に新潟で開催された第32回センサシンポジウムにおいて,電気学会E周年を記念して,大学・公
的研究機関の研究室紹介および交流のためのポスターセッション「い～まっぷ@センサシンポ新潟」
として発足しました。
その後,2017年に広島で開催されたFuture Technologies from Hiroshimaでは,電気学会E部門に加え,日本機械学会,応
用物理学会からもご賛同いただき,3シンポジウム合同での「え～まっぷ@広島」が開催されました。2020年の「え～まっぷ
@熊本」は,電気学会E部門,日本機械学会,応用物理学会,化学とマイクロ・ナノシステム学会からもご賛同いただき,初めて
の4シンポジウム合同での開催となりました。
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Future Technologies from HIMEJI 2021 Committees
第 38 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム実行委員会（敬称略）
実行委員長
前中 一介
兵庫県立大学
実行副委員長
磯部 良彦
ミライズテクノロジーズ
幹事
藤田 孝之
兵庫県立大学
副幹事
長谷川 有貴
埼玉大学
副幹事
和泉 慎太郎
神戸大学
若手企画主担当
田畑 美幸
東京医科歯科大学
若手企画副担当
猪股 直生
東北大学
論文委員長
安藤 妙子
立命館大学
論文副委員長
荒川 貴博
東京工科大学
論文副委員長
小野寺 武
九州大学
論文委員会オブザーバー 菅野 公二
神戸大学
財務委員長
青野 宇紀
日立製作所
財務副委員長
山下 馨
京都工芸繊維大学
企業展示主担当
鈴木 裕輝夫
東北大学
企業展示主担当
金尾 寛人
SPP テクノロジーズ
企業展示副担当
加納 一彦
デンソー
行事企画担当
山口 明啓
兵庫県立大学
行事企画担当
松永 忠雄
鳥取大学
行事企画担当
鶴岡 典子
東北大学
広報委員長
白柳 裕介
三菱電機
広報副委員長
神田 健介
兵庫県立大学
応用物理学会シンポ担当 年吉 洋
東京大学
日本機械学会シンポ担当 徳増 崇
東北大学
化学とマイクロ・ナノシステム学会研究会担当
久本 秀明
大阪府立大学
エレクトロニクス実装学会企画セッション担当
小林 健
産業技術総合研究所
顧問
鈴木 博章
筑波大学
顧問
積 知範
オムロン

第 38 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム論文委員会（敬称略）
論文委員長
安藤 妙子
論文副委員長
荒川 貴博
論文副委員長
小野寺 武
論文委員会オブザーバー 菅野 公二
分野 1 設計・製作技術，材料
主査
岩見 健太郎
副査
鈴木 裕輝夫
委員
伊藤 寿浩
入江 康郎
岩瀬 英治
内海 淳
菅 哲朗
小西 敏文
小林 大造
佐々木 実
式田 光宏
下川 房男
菅野 公ニ
笠井 隆
生津 資大
平井 義和
溝尻 瑞枝
望月 俊輔
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立命館大学
東京工科大学
九州大学
神戸大学
東京農工大学
東北大学
東京大学
みずほ情報総研
早稲田大学顧問
神奈川県立保健福祉大学
電気通信大学
NTT-AT
立命館大学
豊田工業大学
広島市大学
香川大学
神戸大学
オムロン
京都先端科学大学
京都大学
長岡技術科学大学
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
塚本 貴城
副査
齊藤 健
委員
綾野 賢冶郎
小野 崇人
蒲原 敦彦
後藤 正英
島内 岳明
高橋 一浩
田中 秀治
年吉 洋
肥後 昭男
鳥山 寿之
古田 一吉
三田 吉郎
村上 賢治
山根 大輔
分野 3 センサ・アクチュエータシステム
主査
桜井 淳平
副査
和泉 慎太郎
委員
才木 常正
佐々木
高尾 英邦
高松誠一
土屋 智由
橋口 原
前中 一介
峰尾 圭忠
室山 真徳
吉田 慎哉
分野 4 フィジカルセンサ
主査
野田 堅太郎
副査
グェンタンヴィン
委員
赤井 大輔
池沢 聡
蔭山 健介
笠原 崇史
神田 健介
柴崎 一郎
寒川 雅之
高橋 英俊
竹井 裕介
竹下 俊弘
中澤 寛一
橋本 和彦
原 基揚
廣田 正樹
山下 馨
山本 敏
吉田 幸久
分野 5 ケミカルセンサ
主査
二川 雅登
副査
安藤 毅
委員
青野 宇紀
石田 寛
稲波 久雄
小野寺 武
関口 哲志
竹井 義法
田原 祐助
中本 高道

東北大学
日本大学
アオイ電子
東北大学
横河電機
NHK 放送技術研究所
富士通
豊橋技術科学大学
東北大学
東京大学
東京大学
立命館大学
セイコーインスツル
東京大学
オリンパス
立命館大学
名古屋大学
神戸大学
兵庫県立工業技術センター
敬 東北大学
香川大学
東京大学
京都大学
静岡大学
兵庫県立大学
NHK 放送技術研究所
東北工業大学
東北大学
富山県立大学
産業技術総合研究所
豊橋技術科学大学
東京農工大学
埼玉大学
法政大学
兵庫県立大学
野口研究所
新潟大学
慶應義塾大学
産業技術総合研究所
産業技術総合研究所
デンソー
パナソニック
情報通信研究機構
九州大学
京都工芸繊維大学
フジクラ
三菱プレシジョン
静岡大学
千葉工業大学
日立製作所
東京農工大学
日立製作所
九州大学
早稲田大学
金沢工業大学
九州大学
東京工業大学
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分野 6 バイオセンサ
主査
副査
委員

南保 英孝
長谷川 有貴
林 健司
松倉 悠
松本 裕之
山口 富治

遠藤 達郎
三澤 宣雄
伊藤 健
内田 諭
工藤 寛之
笹川 清隆
末廣 純也
高村 禅
田畑 美幸
鶴岡 典子
外山 滋
中野 道彦
野田 俊彦
松永 忠雄
村上 裕二
安田 隆
分野 7 バイオマイクロナノシステム
主査
久米村 百子
副査
山本 貴富喜
委員
石田 忠
尾上 弘晃
木村 啓志
小西 聡
鈴木 孝明
永井 萌土
中島 雄太
長谷川 義大
肥田 博隆
松井 勇人
松本 壮平
森本 雄矢
横川 隆司
吉田 昭太郎
分野 8 エレクトロニクス実装学会連携
主査
小林 健
副査
多喜川 良
委員
石河 範明
伊藤 高廣
倉島 優一
五明 智夫
高木 秀樹
野上 大史
野村 健一
枦 修一郎
日暮 栄治
藤野 真久
村上 直
山口 明啓
魯健
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金沢大学
埼玉大学
九州大学
大阪大学
岩崎電気
東京電機大学
大阪府立大学
麻布大学
関西大学
東京都立大学
明治大学
奈良先端科学技術大学院大学
九州大学
北陸先端科学技術大学院大学
東京医科歯科大学
東北大学
国立障害者リハビリセンター
九州大学
豊橋技術科学大学
鳥取大学
静岡理工科大学
九州工業大学
九州工業大学
東京工業大学
東京工業大学
慶應義塾大学
東海大学
立命館大学
群馬大学
豊橋技術科学大学
熊本大学
広島市立大学
神戸大学
島津製作所
産業技術総合研究所
東京大学
京都大学
中央大学
産業技術総合研究所
九州大学
富士電機
九州工業大学
産業技術総合研究所
愛知時計電機
産業技術総合研究所
九州大学
産業技術総合研究所
東北大学
産業技術総合研究所
産業技術総合研究所
九州工業大学
兵庫県立大学
産業技術総合研究所

第 12 回マイクロ・ナノ工学シンポジウム実行委員会（敬称略）
実行委員長
プログラム委員長
実行委員

徳増 崇
安部 隆
生津 資大
太田 裕貴
三宅 修吾
吉田 昭太郎
森本 雄矢
元祐 昌廣
山根 大輔
岩瀬 英治
長谷川 義大
金川 哲也
長濱 峻介
菅 哲朗

東北大学
新潟大学
京都先端科学大学
横浜国立大学
神戸高専
中央大学
東京大学
東京理科大学
立命館大学
早稲田大学
広島市立大学
筑波大学
京都先端科学大学
電気通信大学

第 13 回集積化 MEMS シンポジウム実行委員会（敬称略）
実行委員長
年吉 洋
副実行委員長兼論文委員長
永瀬 雅夫
実行委員
土屋 智由
実行委員
大野 恭秀

東京大学
徳島大学
京都大学
徳島大学

2021 年度集積化ＭＥＭＳ技術研究会運営委員（敬称略）
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
顧問
顧問
顧問
顧問
顧問
特別会員
特別会員
特別会員
特別会員
特別会員
監事
幹事
副幹事
副幹事
論文委員長
論文委員
広報
副広報
会計
副会計
企画
企画
企画
企画

年吉 洋
鈴木 健一郎
町田 俊太郎
田中 秀治
積 知範
澤田 和明
有本 和民
前中 一介
石井 仁
平本 俊郎
石田 誠
益 一哉
河村 誠一郎
西岡 泰城
水田 千益
町田 克之
高橋 一浩
山根 大輔
神田 健介
永瀬 雅夫
大野 恭秀
前田 祐作
Mark Chang
猪股 直生
鈴木 孝明
森村 浩季
秦 誠一
高尾 英邦
伊藤 浩之

東京大学
立命館大学
日立製作所
東北大学
オムロン
豊橋技術科学大学
岡山県立大学
兵庫県立大学
豊橋技術科学大学
東京大学
豊橋技術科学大学
東京工業大学
JST
日本大学
モーデック
東京工業大学
豊橋技術科学大学
東京工業大学
兵庫県立大学
徳島大学大学院
徳島大学大学院
香川高専
東京工業大学
東北大学
群馬大学
NTT
名古屋大学
香川大学
東京工業大学

Future Technologies from HIMEJI 2021

49

企画
企画
企画
企画
論文副委員長
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画
企画

馬場 昭好
日暮 栄治
李 相錫
三田 吉郎
土屋 智由
松本 佳宣
松浦 正純
関 洋文
山西 良樹
島田 照男
金谷 晴一
後藤 正英
曽根 正人
米谷 玲皇
林 育菁
村上 修一
島村 俊重
河野 剛士
福田 和人
前澤 宏一
竹下 俊弘
望月 俊輔
小西 敏文
中澤 寛一
金子 美泉

九州工業大学
産業技術総合研究所
鳥取大学
東京大学
京都大学
慶應義塾大学
ルネサスエレクトロニクス
東レリサーチセンター
東京エレクトロン
イングスシナノ
九州大学大学院
NHK 放送技術研究所
東京工業大学
東京大学
Goertek Japan
大阪産業技術研究所
NTT デバイスイノベーションセンタ
豊橋技術科学大学
JR 東日本
富山大学
産業技術総合研究所
NTT データ数理システム
NTT アドバンステクノロジ
デンソー
日本大学

CHEMINAS 44 実行委員会（敬称略）
実行委員長：
実行委員：
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久本 秀明
安川 智之
遠藤 達郎
田中 陽
鈴木 雅登
許岩
桐谷 乃輔
末吉 健志
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大阪府立大学
兵庫県立大学
大阪府立大学
理化学研究所
兵庫県立大学
大阪府立大学
大阪府立大学
大阪府立大学

Future Technologies from HIMEJI 2021

51

52

Future Technologies from HIMEJI 2021

小型多点電気化学測定装置 JEC-200 / バイオLSIチップ
バイオLSIチップ

測定電極

10 mm

・ pAオーダーの高感度測定
・ 本体コンパクト設計・専用ソフトウェア制御
・ 400点の測定電極を持つCMOSデバイス
本品は、東北大学マイクロシステム融合研究開発拠点(μSIC)にて開発されたバイオLSIチップ専用の小型多点電気化学測定装置です。
PCの操作により、バイオLSIチップ作用極への測定電圧印可(ポテンショスタット電位制御)、作用極からの電流値検出(多点・並列AD変換)、
およびLSI内スイッチ制御(デジタル信号出力)を行うことが可能です。

SensChip Inc.

URL https://senschip.biz
e-mail: info@senschip.biz

ラミニンE8断片の細胞培養基質

意外と無視できない細胞外の環境。
生体と同じ環境を細胞培養でも
再現したいあなたへ提案します。
New release
2021年10月発売

2021年度内発売

マトリクソーム サンプル

無料サンプルをお試しください
※ 1研究室1回まで
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バイオ3Dプリンタ BIO X シリーズ

使いやすく、柔軟なバイオプリンタで、未来の健康を創造します

CELLINK株式会社

住所: 京都府京都市上京区河原町通
今出川下る梶井町���-�
クリエイションコア京都御車���
Tel:
075-746-3032
Web: https://www.cellink.com/jp
Email: japan@cellink.com

Sensor symposium 2021̲Ads̲Polytec̲test.pdf 1 2021/11/04 15:57:10

新特許技術
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パッケージングされた MEMS の動きを測定できる

Y

M

マイクロシステムアナライザ MSA-650 IRIS

Y

Y

MY

K

ポリテックジャパン株式会社
info.jp@polytec.com
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-1-9 アリーナタワー 13F
Tel. 045-478-6980
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