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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022
- Message from Chairmen 実行委員長からのご挨拶
Future Technologies from TOKUSHIMA
合同シンポジウム実行委員長
一般社団法人電気学会 E部門
第39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 磯部 良彦
今年で第 39 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，つくばの電総研（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。その後、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発展してきました。2013 年に仙台
で行われた第 30 回大会からは、参加するすべての学会が結束した
合同シンポジウムとして「Future Technologies」を冠して、ますま
す活気ある大きなシンポジウムになり、今年で10周年を迎えること
ができました。本大会での研究成果は、各種センサの小型化、高
精度化に大きく寄与しスマートフォンの機能拡張による利便性向上、
内燃機関の燃焼制御による環境汚染、地球温暖化対策に貢献して
きました。さらにバイオ、医療分野での応用も期待されています。
３年ぶりの対面開催となる今年は、学会および産学の枠を超え
た議論をより活性化させるためにポスター発表を基本とし，企業展
示、基調講演を同じ会場で同時進行できるように工夫しました。フォ
トコンテストでは、高校生枠を新設、スーパーサイエンスハイスクー
ルを含む県立高校へ応募を声掛けし、本大会が網羅する分野や自
然科学に関心をもって頂くような教育活動にも貢献できればと思っ
ています。今回も多くのハイレベルな論文が集まり、熱い議論が行
われることが期待しています。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。
今回の開催地である徳島は、四国三郎と呼ばれた吉野川がもた
らす豊かな水資源と栄養豊富な土壌をもとに発展してきました。江
戸 - 明治時代には、藍染の元になる藍染料で全国の市場を独占、
最盛期には徳島市は全国10 番目の人口を有していました。その後
の合成染料の発明で藍産業は衰退しましたが、その後も独創的な
発想による製品開発が行われ日本を代表する企業を生み出してきま
した。基調講演、テクニカルツアーでは技術、文化的に特色のある
企業、テーマを選定させていただきましたので見学、講演を通して
楽しんでいただければと思います。また、独自の食文化も発達して
おり、すだち、鳴門金時、阿波尾鶏、徳島ラーメンのように全国的
に有名なものの他にも地元で愛されているものが多数ありますので
大会期間中に味わっていただければと思います。
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徳島県，徳島県観光協会、
徳島県教育委員会、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。
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一般社団法人日本機械学会
マイクロ・ナノ工学部門
第13回マイクロ・ナノ工学シンポジウム
実行委員長 安部 隆

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13 回目を迎えます。今回は，本部門
設立10 周年ということで，大変おめでたいシンポジウムです。三木
実行委員長を中心に10周年記念企画実行委員会を立ち上げ，部門
の運営委員，本大会の実行委員などの関係者全員の協力のもと，
企画準備や広報を進めてきました。おかげさまで，参加登録者数，
投稿件数ともに過去最大級となりました。この場を借りて御礼申し
上げます。また，協力学会の皆様方も一緒に祝っていただけると幸
いです。
本シンポジウムの１日目は，メイン会場にて，FT10周年企画にお
ける合同招待セッション講演の１つとして東京農工大学 花崎 逸雄
准教授より，
「しなやかな機能につながる応用力学」を企画してお
ります。その後，同会場にて，本部門設立10 周年記念企画を開催
します。前半は，本部門設立に関わるエピソードを取り上げた座談
会「マイクロ・ナノ工学部門の夜明け前 ? 専門会議時代の楽屋話」
，
引き続いて，本部門を活性化発展させるメッセージとなる企画「マイ
クロ・ナノ工学部門の活性化 ? 研究会の作り方と活用法」を開催し
ます。
さらに，後半の企画として「センサ・マイクロマシンと応用システ
ム」シンポジウムと合同の若手企画として，
「Pt.1マイクロ・ナノの若
手研究者／技術者に期待すること」および「Pt.2「マイクロ・ナノが
活きる道（学位取得からロールモデル）
」を開催します。本企画は，
FT 参加学会における次世代を担う若手研究者，学生を対象とし，
現場第一線のベンチャー企業，メーカーや大学研究者からの経験
談を伝えることで未来への不安感を乗り越え，挑戦をエンカレッジ
する企画です。是非とも，研究室の学生さんの勧誘をお願いします。
本シンポジウムの2日目は，メイン会場にて，基調講演としてセ
イコーエプソン株式会社技術開発本部 プロセス技術開発部 舟川
剛夫 氏より，
「機械式腕時計におけるエネルギー伝達効率向上のた
めのシリコンがんぎ車」
，表彰講演として横浜国立大学大学院工学
研究院教授 丸尾 昭二 氏より，
「マイクロ・ナノ3Ｄプリンティング：
技術の進歩と異分野融合イノベーション」を企画しました。基調講
演は，実際に現場で開発を主導した技術者による講演であり，も
のづくりに関わる学生さんにはぜひ聴講していただければと思いま
す。また，3日にわたって，ポスター会場では，学生を中心として，
大学研究者，企業技術者による発表が行われます。コロナ禍で発
表の機会がなかなかなく，絶好の機会になったかと思います。さらに，
併設技術展示では，スポンサーなっていただいた企業様からの展
示もございます。ぜひ，参加登録された方々は，活発な情報交換
や討論に参加していただければ幸いです。
最後になりますが，併設技術展示，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。

実行委員長からのご挨拶
公益社団法人応用物理学会
集積化ＭＥＭＳ技術研究会
第14回集積化ＭＥＭＳシンポジウム
実行委員長 永瀬 雅夫

今年度の第１４回集積化ＭＥＭＳシンポジウムを徳島にて開催する
運びとなりました。コロナ禍により二年間続いたオンライン開催を乗
り越え、アスティ徳島にて対面での開催となります。コロナの影響
が長引くなか、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、土屋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。
今回の集積化ＭＥＭＳシンポジウムの基調講演には、情報通信研
究機構の原様をお招きしてお話頂くことに致しました。原様は次世
代通信技術を支える原子時計の小型化、低消費電力化、低コスト
化を目指した研究を推進されています。原様の取り組む原子時計は、
最新の集積回路技術とMEMS 技術を駆使してチップ化を目指してお
り、集積化 MEMSシンポジウムにはうって付けのテーマかと思います。
最先端技術である原子時計の話題を中心にして次世代通信技術の
イメージを感じることが出来ると期待しております。また、FT合同セッ
ションの招待講演には豊橋技術科学大学の高橋先生にご講演頂くこ
とをお願いしました。将来のパンデミックにも対応可能なマルチモー
ダイルセンサの研究です。集積化 MEMS 技術を駆使したメンブレン
デバイスで分子認識を目指す研究で、メンブレンに先端材料である
グラフェンを用いており、私自身、グラフェン研究を行っている事も
あり個人的にも注目度の高い研究です。すでにインフルエンザウイ
ルスの検出にも成功しており、まさに最先端のセンサ技術のお話が
聞けることを期待しております。
基調講演の地元枠として大塚国際美術館の浅井様の講演があります。
世界の美術品を陶板で再現したことが有名で、面白い裏話が伺える
のではないかと楽しみにしています。余談となりますがテクニカルツアー
で訪れるドイツ館には鳴門第九を記念した陶板のレリーフがあります。
また、同じく基調講演でお招きしている松浦酒造の松浦様は地元の
みならず全国的にもユニークな取り組みを行っている十代目蔵本とし
て有名で、幅広いお話が聞けるのではないかと思います。
今回の開催地の徳島にはテクニカルツアーで訪問予定の白色 LED
で有名な世界企業である日亜化学工業や、ベートーベン第九交響曲
アジア初演を記念した鳴門市ドイツ館の他にも、四国八十八箇所巡
り一番寺の霊山寺や、紅白で有名になった大塚国際美術館、鳴門
の渦潮を望める大鳴門橋等々、徳島市から日帰り圏内の見所が多数
ございますので、是非、訪れてい頂ければ、久々の現地開催の学会
の思い出にして頂けるかと思います。
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 Technology 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。

一般社団法人
化学とマイクロ・ナノシステム学会
第46回研究会
実行委員長 加地 範匡

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
エンスパークにて「第1回化学とマイクロシステム研究会」として開
催され、それ以後、春・秋の年２回の研究会開催を軸として活動し
ております。この間、2002 年に会員制組織に移行するとともに「化
学とマイクロ・ナノシステム研究会」へと改称し、さらに2013 年に
は法人化して「一般社団法人 化学とマイクロ・ナノシステム学会」
へと改称し、今回で第 46 回を迎えることとなりました。2018 年か
らは、研究分野や学・協会という垣根を超えた新しい研究展開の
起点となるべくFuture Technologies（FT）として、秋の研究会を
電気学会、機械学会、応用物理学会と合同で開催しております。あ
いにく2020 年から新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
中止もしくはオンライン開催を余儀なくされてきましたが、今年度
の春の研究会では開催形式を大きく変更した上で対面開催を実施
することができ、今回は十分な感染防止対策を講じた上で、いよい
よコロナ禍前のフラッシュプレゼンテーションとポスター発表を中
心とした本来の形式で開催する運びとなりました。久々の対面開催
ということもあってか、多くの発表をお申込いただきました。実行
委員会を代表して、発表者、スポンサー、ならびに関係者各位に
御礼申し上げます。
今回の研究会は、ポスターセッションは1日あたり1セッションとし、
ポスターは終日掲示することで感染防止に配慮しながらも十分な討
議時間をもてるようにしました。初日には令和 3 年秋の紫綬褒章を
受章された名古屋大学の馬場嘉信先生の紫綬褒章受章記念講演の
セッションを設け、本研究会創設時から多大なるご尽力をいただい
た馬場嘉信先生の栄えあるご受章をお祝いしたいと思います。2日
目には、地元四国で活躍される徳島大学の水口仁志先生と香川大
学の石丸伊知郎先生に、マイクロ・ナノテクノロジーに基づくセンシ
ング手法のご講演をいただきます。FT 合同セッションでは、初日に
東京医科歯科大学の梶弘和先生から、最終日の基調講演では徳島
大学の立川正憲先生から、最新の研究成果についてご講演をいた
だきます。初日に開催する若手企画では、
「共感×テクノロジー」をテー
マとした「研究あるある川柳」と「未来を考えるセッション」という
参加型企画を行います。是非、ご参加の皆様にはこれまでのオンラ
イン学会では味わえなかった「熱量」を直に感じていただき、研究
に関する情報交換のみならず、今後の共同研究や人的交流につなが
るような「場」としてご利用いただけると幸いです。エネルギー、資源、
医療、環境などの人類が抱える地球規模の課題解決は、単なる専
門分野の深掘りだけでは不可能であり、様々な研究分野の研究者
が垣根を越えて一堂に会し、英知を絞る必要があります。本研究会
は、これまで化学・生命科学分野の研究者と機械・半導体分野の
研究者が忌憚のない意見を交わしながら切磋琢磨してきた歴史があ
り、これまでの常識にとらわれない新しい学際領域を切り拓いてき
ました。久しぶりの対面開催の場が、これまでにない新たな学問分
野や技術の融合と創出の「起爆剤」となることを期待しております。
最後になりますが、このコロナ禍の不安定な時期にも関わらず、
本会の開催にあたってご尽力いただきました Future Technologiesの
ご関係者、事務局をはじめとしたすべての皆様に深く御礼申し上げます。
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 - Program-at-a-glance -

コード

メインホール

A会場

B会場

C会場

D会場

ポスター会場

技術展示会場

1F
多目的ホール

3F
第１特別会議室

3F
第２特別会議室

1F
第２会議室

1F
第３会議室

多目的ホール

多目的ホール

開始時刻
9:00

開場

9:30

開会式

14A2

10:00

FT10周年記念企画

14A3

10:40

FT合同セッション

14A1

11:55
14P1

12:10

出展者による
技術展示発表セッション I

12:45
日目
（ ／ 月）

11

1

14P2

13:00

14P3

14:40

14

機械学会
マイクロ・ナノ工学部門
設立10周年記念企画1

センサシンポジウム
ファイナリストセッション
優秀技術論文賞

CHEMINAS
集積化MEMS
第46回研究会
シンポジウム
ショートプレゼンテーションⅠ 高周波・NEMS・発電システム

14:40-16:10
【合同企画】
機械学会
マイクロ・ナノ工学部門
設立10周年記念企画2
＆
電気学会
センサシンポジウム若手企画

センサシンポジウム
ファイナリストセッション
若手賞 I

CHEMINAS
第46回研究会
若手企画

集積化MEMS
シンポジウム
センサ・アクチュエータ・材料

センサシンポジウム
マイクロナノシステム I

センサシンポジウム
ファイナリストセッション
若手賞 II

CHEMINAS
第46回研究会
記念講演

センサシンポジウム
エレクトロニクス
実装学会セッション

センサシンポジウム
マイクロナノシステム II
フィジカルセンサ I

センサシンポジウム
設計・製作技術・材料

14:30

15:55
14P4

16:05

FT合同
ポスターセッション I
ポスター掲示
技術展示

17:20
14P5

FT合同ポスターセッション I

17:30
19:00
9:00

15A1

9:10

基調講演 I
セイコーエプソン
舟川 剛夫氏

9:50
15A2

10:00
11:15

日目
（ ／ 火）

11

2

15A3

11:20

15P1

12:50

15P2

13:40

機械学会
マイクロ・ナノ 工学部門
表彰式・表彰講演

センサシンポジウム
ファイナリストセッション
若手賞 III

CHEMINAS
第46回研究会
ショートプレゼンテーションII

センサシンポジウム
ファイナリストセッション
若手賞 IV& 一般セッション

CHEMINAS
第46回研究会
依頼講演

センサシンポジウム
バイオセンサ I

センサシンポジウム
フィジカルセンサ II

センサシンポジウム
バイオセンサ II

センサシンポジウム
センサ・アクチュエータ
システム

FT合同
ポスターセッション II
ポスター掲示
技術展示

12:35

15

出展者による
技術展示発表セッション II

13:30
FT合同ポスターセッション II

15:10
15P3

15:20

基調講演 II
京都大学 北川 進氏

16:00

15P4

16:10

基調講演 III & IV
大塚国際美術館
浅井 智誉子氏
松浦酒造場
松浦 素子氏

17:30
18:30

懇親会
（パークウエストン）

20:30
9:00
16A1

9:20

基調講演 V
情報通信研究機構
原 基揚氏

10:00

日目
（ ／ 水）
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16A2

センサシンポジウム
バイオマイクロナノシステム

センサシンポジウム
ケミカルセンサ

CHEMINAS
第46回研究会
ショートプレゼンテーションII

FT合同
ポスターセッション III
ポスター掲示

11:40

3

16

10:10

16P1

12:00

出展者による
技術展示発表セッション III

12:40
16P2

FT合同ポスターセッションⅢ

12:50
14:20

16P3

14:30

基調講演 VI
徳島大学 立川 正憲氏

16P4

15:10

閉会式

15:50
4日目
（11／17木）

4

9：00-18：00

Future Technologies from TOKUSHIMA 2022

テクニカルツアー
（日亜化学工業見学他）

技術展示

Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 - Opening Ceremony -

11月14日（月）9:30～10:00
9A1-FT 開会式

・Future Technologies from TOKUSHIMA合同シンポジウム実行委員長・
第39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ご挨拶
ミライズテクノロジーズ 磯部 良彦 氏

・ご来賓ご祝辞

徳島県県知事 飯泉 嘉門 氏

・電気学会会長ご挨拶

電気学会会長 中部電力代表取締役会長

勝野 哲 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
新潟大学 安部 隆 氏

		

応用物理学会 集積化MEMSシンポジウム実行委員長
徳島大学 永瀬 雅夫 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
九州大学 加地 範匡 氏

・Future Technologies from TOKUSHIMA 概要紹介
		

センサシンポジウム実行委員会幹事
埼玉大学 長谷川 有貴 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
東京工科大学 荒川 貴博 氏

Future Technologies from TOKUSHIMA 2022
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 - Keynote Speakers -

11月15日（火）09:10〜09:50
15A1-M-1（マイクロ・ナノ工学シンポジウム）

機械式腕時計におけるエネルギー伝達効率向上のためのシリコンがんぎ車
セイコーエプソン株式会社
技術開発本部 プロセス技術開発部
舟川 剛夫 氏
Silicon Escape Wheel for Improved Energy Transfer Efficiency in Mechanical
Wristwatches
Mr. Takeo Funakawa
Takeo FunakawaCorporate Research and Development Div.,
Process Technology Development Department
SEIKO EPSON CORPORATION

11月15日（火） 15:20〜16:00
15P3-M-1（センサシンポジウム）

多孔性配位高分子と無機材料の相乗的インターフェースの空間化学
―新しい高感度、非接触、リアルタイム検出システムー
京都大学 高等研究院 物質―細胞統合システム拠点
特別教授
北川 進 氏
Chemistry of Synergistic Interfaces between Porous Coordination Polymers and
Inorganic Materials -New Highly Sensitive, Non-contact, Real-Time Detection
SystemsProf. Susumu KITAGAWA
Distinguished Professor, Institute for Integrated Cell-Material Sciences, Kyoto
University

11月15日（火） 16:10〜16:50
15P4-M-1

大塚国際美術館の愉しみ方
大塚国際美術館
学芸部 部長
浅井 智誉子 氏
Enjoy your time fully at Otsuka Museum of Art
Ms.Chiyoko Asai
Director of Communications Department, Otsuka Museum of Art

11月15日（火） 16:50〜17:30
15P4-M-2

地方酒蔵が目指す未来
株式会社本家松浦酒造場
十代目蔵元
松浦 素子 氏
The brewery’s vision for the future.
Ms.Motoko Matsuura
10th Generation, Honke Matsuura Brewing Co., Ltd.
6
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11月16日（水） 09:20〜10:00
16A1-M-1（集積化MEMSシンポジウム）

B5G/6Gに向けた拡張無線ネットワークと時空間同期
マイクロデバイスからのボトムアップアプローチ情報通信研究機構
主任研究員
原 基揚 氏
Enhanced wireless network and time space synchronization for B5G/6G era - Bottom
up approach from microdevices Dr. Motoaki Hara
Senior Researcher, National Institute of Information and Communication Technology

11月16日（水） 14:30〜15:10
16P3-M-1（CHEMINAS 46）

ヒト血液脳関門 -Blood-Brain Barrier（BBB）- を知る、創る、操る：
物流システムの解明からHuman BBB on-a-Chipへの展開
徳島大学 大学院医歯薬学研究部（薬学域） 創薬理論化学分野
教授
立川 正憲 氏

Future Technologies from TOKUSHIMA 2022
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 - FT10 周年記念企画 -

11月14日（月）10:00〜10:40

14A2-M

2013年仙台でスタートしたFuture Technologies from SENDAI。今年10周年を記念した企画セッションです。

14A2-M-1

挑戦を続けよう
東北大学未来科学技術共同研究センター
シニア・リサーチ・フェロー、名誉教授
仙台スマートマシーンズ
桑野 博喜
Let's continue a challenge
Prof. Hiroki Kuwano
Senior Research Fellow, Professor Emeritus
NICHe

14A2-M-2

Future TechnologiesへのCHEMINAS参画から5年、その経緯とこれから
京都大学大学院
工学研究科マイクロエンジニアリング専攻 教授
横川 隆司
Five years of CHEMINAS after joining Future Technologies, how it began and where
it is going
Prof. Ryuji Yokokawa
Professor, Department of Micro Engineering
Graduate School of Engineering, Kyoto University

8
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 - 合同招待講演セッション -

11月14日（月）10:40〜11:55

14A3-M

Future Technologies from TOKUSHIMA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。

14A3-M-1（集積化MEMSシンポジウム）

集積化MEMS技術によるマルチモーダル分子認識センサ
高橋 一浩 氏
豊橋技術科学大学 エレクトロニクス先端融合研究所 教授
（集積化MEMSシンポジウム）
Multimodal molecular recognition sensors based on integrated MEMS technology
Prof. Kazuhiro Takahashi
Toyohashi University of Technology
Electronics-Inspired Interdisciplinary Research Institute, Professor

14A3-M-2（センサシンポジウム）

MEMS気流センサによる生体情報センシング
長谷川 義大 氏
広島市立大学 情報科学研究科 医用情報科学専攻
（「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム）
Vital signs measurement using MEMS airflow sensors
Dr. Yoshihiro Hasegawa
Department of Biomedical Information Sciences
Hiroshima City University

14A3-M-3（マイクロ・ナノ工学シンポジウム）

しなやかな機能につながる応用力学
花崎 逸雄 氏
東京農工大学 工学研究院 先端機械システム部門
Prof. Itsuo HANASAKI
Institute of Engineering,
Division of Advanced Mechanical Systems Engineering
Tokyo University of Agriculture and Technology

14A3-M-4（CHEMINAS46）

ヒト胎盤模倣システムの開発
梶 弘和 氏
東京医科歯科大学
（化学とマイクロ・ナノシステム学会第46回研究会）

Future Technologies from TOKUSHIMA 2022
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022
- 機械学会マイクロ・ナノ工学部門設立 10 周年記念企画＆
電気学会センサシンポジウム若手企画 11月14日（月）14:40〜16:10

14P3＆P4-M

Pt. １ マイクロ・ナノの若手研究者／技術者に期待すること
概要：マイクロ・ナノ関連分野を経て産業界で活躍する研究者の経験談やメッセージ

・これからの研究開発者に期待すること（機器開発メーカの視点で）
島津製作所

叶井 正樹 氏

・ベンチャーの実情と若手研究開発者に期待すること
HaKaL

宮崎 真佐也 氏

Pt. ２ マイクロ・ナノが活きる道（学位取得からのロールモデル）
概要：学位取得に向けた取組みやその後のキャリアプラン・経験

・博士課程に進むべきか
住友精密工業

木内 万里夫 氏

・「楽しむことが好き！― 米国・イギリス留学、研究、起業、子育て」			
北海道大学

10

繁富（栗林）香織 氏

Future Technologies from TOKUSHIMA 2022

Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 - Technical Tour テクニカルツアー：日亜化学と文化施設，酒蔵を巡ります。
11月17日（木）9:00～16:00
（徳島駅前 ホテルサンルート徳島前 8:45 集合 帰途中、17:15 徳島とくとくターミナル（ 松茂 バスターミナル ）→
17:30 徳島阿波おどり空港→18:00 徳島駅前 到着・解散）
今年のテクニカルツアーは対面実施です！
日亜化学と文化施設，酒蔵を巡ります。
日亜化学は皆さんご存じの企業と思いますが，
ドイツ館，賀川豊彦記念館，四国八十八か所霊場第一番札所霊山寺は，それぞれ
鳴門市が誇る文化施設です。
本家松浦酒造は，
「ワイングラスでおいしい日本酒アワード 2022」において最高金賞を受賞した，創業220年の老舗でありなが
ら，新しい日本酒の価値を追求されている酒蔵です。

日亜化学工業株式会社：
世界的シェアの LED，LD，蛍光体，電池材料，磁性材料の開発，製造企業。

ドイツ館：
日本で初めてベートーベン交響曲第九番が演奏された，第 1 次世界大戦ドイツ兵俘虜
収容所。ドイツビール販売あり。

賀川豊彦記念館：
鳴門市出身の社会運動家，賀川豊彦の活動を展示する史料館。

株式会社本家松浦酒造場：
200 年以上の歴史を誇る酒蔵。ブランドは「鳴門鯛」。試飲，販売あり。

Future Technologies from TOKUSHIMA 2022
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 懇親会
11月15日（火）18:30～20:30
場

所：パークウエストン

1F

ボールルーム，ガーデンルーム，パークルーム

〒770-0808 徳島県徳島市南前川町3丁目1-22
アクセス
大会会場のアスティとくしまから，懇親会会場まではシャトルバスをご用意しております。
（17時45分からアスティとくしまエントランスから、懇親会専用バスを運行します）

懇親会では，おいしいお料理はもちろん，鳴門市 本家松浦酒造の日本酒5種類（予定）
と，徳島市 2nd STORY ALE WORKSの生ク
ラフトビール3種類（予定）もお楽しみいただけます！
創業からもうすぐ220年となる十代目蔵元と，アメリカ モンタナ州で生まれ，徳島で一からビールを作り上げた醸造家，
ご本人か
らそれぞれ，ステキなサプライズがあるかも？？
なお，今回の懇親会は感染症対策から，着席（アクリルパネル設置）かつサーブ方式で行いますので，安心してご参加いただけます。
着席式のため、事前予約（11月11日までのお申込み）の方に限らせて頂きますことご容赦ください。
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 Exhibitors
展示時間：11月14日
（月）10:40〜19:00
11月15日
（火）09:00〜16:10
11月16日
（水）09:00〜14:30
メインホールには、34機関による技術展示ブースが設置されております。
開発された技術が社会実装されている過程を是非、
ご覧下さい。

ブース番号

会社・機関名
（日本語）

会社・機関名
（英語）

A-1

セイコーエプソン株式会社

SEIKO EPSON CORPORATION

A-2

NOK株式会社

NOK CORPORATION

A-3

フコク物産株式会社

FUKOKU BUSSAN CO.,LTD.

A-4

ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社

Heidelberg Instruments KK

A-5

住友精密工業株式会社

Sumitomo Precision Products co., ltd.

A-6

日本ゼオン株式会社

ZEON CORPORATION

A-7

ローム株式会社

ROHM Co., Ltd.

A-8

株式会社デンソー

DENSO CORPORATION

B-1

神港精機株式会社

SHINKO SEIKI Co.,Ltd

B-2

日本カンタム・デザイン株式会社

Quantum Design Japan

B-3

ネオアーク株式会社

NEOARK CORPORATION

B-4

ハイソル株式会社

HiSOL,Inc.

B-5

ポリテックジャパン株式会社

Polytec Japan

B-6

SPPテクノロジーズ株式会社

SPP Technologies Co., Ltd.

B-7

ＡＳＴＩ株式会社

ＡＳＴＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

B-8

ジオマテック株式会社

GEOMATEC Co.,Ltd.

B-9

株式会社マトリクソーム

MATRIXOME, Inc.

B-10

株式会社エス・イー・アール

S.E.R. Corporation

B-11

一般財団法人マイクロマシンセンター

Micromachine Center

B-12

株式会社フィジオテック

PhysioTech Co.,Ltd.

B-13

シーエステック株式会社

CSTEC CORPORATION

B-14

太洋工業株式会社

TAIYO INDUSTRIAL CO.,LTD

B-15

株式会社ユー・エス・イー

U.S.E CO.,LTD

B-16

アメテック株式会社ザイゴ事業部

AMETEK KK ZYGO Business Unit

B-17

株式会社マクニカ

Macnica Inc.

B-18

日本ファインセラミックス株式会社

Japan Fine Ceramics Co., Ltd.

B-19

株式会社テクニスコ

TECNISCO, LTD.

B-20

株式会社イチネンケミカルズ

ICHINEN CHEMICALS CO.,LTD.

B-21

株式会社 ミライズテクノロジーズ

MIRISE Technologies Corporation

B-22

徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所

Institute of Post-LED Photonics, Tokushima University

B-23

文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ
（ARIM Japan）

Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology in
Japan（ARIM Japan）

B-24

阿波製紙株式会社

AWA PAPER ＆ TECHNOLOGICAL COMPANY, Inc.

B-25

大塚テクノ株式会社

Otsuka Techno Corporation

B-26

Transducers2023国際会議

Transducers2023

Future Technologies from TOKUSHIMA 2022
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 Exhibitors
出展者プレゼンテーション：11月14日（月）12:10〜12:45
11月15日（火）12:50〜13:45
11月16日（水）12:00〜12:55
出展者プレゼンテーションは連日、昼食休憩時に行われます。展示ブースへの参加と合わせて、是非ご参加ください。各日、先着
100名様に軽食を会場で提供いたします。

日にち

11月14日
12:10〜12:45

プレゼンテーションタイトル

11月16日
12:00〜12:50

14

プレゼンター

ジオマテックの薄膜技術を用いたセンサ素子のご紹介

ジオマテック株式会社

宮武 正平

マイクロ流体チップを用いた測定＆評価環境を構築したい方へ

株式会社エス・イー・アール

本杉 功寿

医療機器及びマイクロデバイス事業紹介

ＡＳＴＩ株式会社

小粥 教幸

徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所の御紹介

徳島大学

原口 雅宣

センサデバイスの
「静」
と
「動」
を見える化する非接触の測定技術

ポリテックジャパン株式会社

中川 竹和

セイコーエプソン株式会社

細野 聡

「省・小・精」
から生み出す価値で 人と地球を豊かに彩る

11月15日
12:50〜13:40

出展者名

AFM・SEM同時解析装置FusionScopeおよびNanosurf社AFMのご紹介

日本カンタム・デザイン株式会社

秋光 上歩

フォトリソをもっと手軽に マスクレス露光装置PALET
（パレット）

ネオアーク株式会社

平野 伸佳

微細レーザー加工と精密貼り合わせ技術で作るマイクロ流路

シーエステック株式会社

八木 正敏

金属用絶縁皮膜コーティング液『 クレコート 』の紹介

株式会社イチネンケミカルズ

林 晋也

SPPテクノロジーズのセンサ・MEMS製造装置

SPPテクノロジーズ株式会社

金尾 寛人

新規エレクトレット材料を用いた振動発電デバイスのご紹介，
ウイルスセンサのご紹介

株式会社デンソー

笠松 伸矢
早川 渓

住友精密グループの“MEMSソリューション”

住友精密工業株式会社

橋本 英生

フレキシブルプリント配線板

太洋工業株式会社

井筒 利貴

水素ガス環境用小型圧力センサ

日本ファインセラミックス株式会社

皆川 直祐

DeepSniffer：AIで深化していくにおいセンシング

株式会社 ユー・エス・イー

マテリアル先端リサーチインフラ事業のご紹介

文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ
（ARIM Japan）

劉 傳軍
富井 和志

ハイデルベルグ・インストルメンツ
マスクレスアライナー、
直接描画装置のご紹介

ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社

渡辺 敦史

音響による分離とトラッピング技術を活かした研究ツールのご紹介

株式会社フィジオテック

上田 直人

細胞培養：以外と無視できない細胞外の環境

株式会社マトリクソーム

津山 陽一

ザイゴ社最新の光学白色干渉計

アメテック株式会社ザイゴ事業部

粕谷 卓志

Future Technologies from TOKUSHIMA 2022

電気学会【E】センサ・マイクロマシン部門主催
第 39 回
「センサ・マイクロマシンと応用システム」
シンポジウム
2022年11月14日（月）
9:30-10:00
14A1-M 開会式
10:00-10:40
14A2-M Future Technologies10 周年記念企画セッション

司会：磯部 良彦（ミライズテクノロジーズ）
座長：年吉 洋（電気学会センサ・マイクロマシン部門長），
土屋 智由（日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門長）

14A2-M-1
挑戦を続けよう

* 桑野 博喜 {1}{2}
{1} 東北大学 , {2} 仙台スマートマシーンズ

14A2-M-2
Future Technologies への CHEMINAS 参画から 5 年、
その経緯とこれから
* 横川 隆司
京都大学

10:40-11:55
14A3-M FT 合同招待セッション

座長：永瀬 雅夫（徳島大学）, 荒川 貴博（東京工科大学）,
安部 隆（新潟大学）, 寺尾 京平（香川大学）

14A3-M-1
集積化 MEMS 技術によるマルチモーダル分子認識センサ
* 高橋 一浩
豊橋技術科学大学

14A3-M-2
MEMS 気流センサによる生体情報センシング

* 長谷川 義大
広島市立大学

14A3-M-3
しなやかな機能につながる応用力学
* 花崎 逸雄
東京農工大学

14A3-M-4
ヒト胎盤模倣システムの開発
* 梶 弘和
東京医科歯科大学

12:10-12:45

14P1-M 出展者による技術展示発表セッション I

ジオマテックの薄膜技術を用いたセンサ素子のご紹介
ジオマテック
マイクロ流体チップを用いた測定＆評価環境を構築したい方へ

エス・イー・アール
医療機器及びマイクロデバイス事業紹介
ＡＳＴＩ
徳島大学ポスト LED フォトニクス研究所の御紹介
徳島大学
センサデバイスの「静」と「動」を見える化する非接触の測定技術		

ポリテックジャパン

13:00-14:30
14P2-A ファイナリストセッション 優秀技術論文賞

座長：和泉 慎太郎（神戸大学）, 平井 義和（京都大学），

14P2-A-2
超小型原子時計におけるプローブ光生成のための
FBAR 発振器および波長可変 VCSEL の開発

* 原 基揚 {1}, 趙 智健 {2}, 品田 聡 {1}, 戸田 雅也 {2}, 矢野 雄一郎 {1}, 原
紳介 {1}, 笠松 章史 {1},
伊藤 浩之 {3}, 小野 崇人 {2}, 井戸 哲也 {1}
{1} 情報通信研究機構 , {2} 東北大学 , {3} 東京工業大学

14P2-A-3
SOI ウェハのハイブリッド接合を用いた
画素並列 3 層積層 CMOS イメージセンサ

* 後藤 正英 {1}, 本田 悠葵 {1}, 難波 正和 {1}, 井口 義則 {1}, 更屋 拓哉
{2}, 小林 正治 {2}, 日暮 栄治 {3},
年吉 洋 {2}, 平本 俊郎 {2}
{1}NHK 放送技術研究所 , {2} 東京大学 , {3} 東北大学

14P2-A-4
イベントドリブン型 MEMS-LSI 集積化触覚センサ
アレイシステムと機械学習による物体識別の検討
* 室山 真徳 {1}{2}, 田中 秀治 {2}
{1} 東北工業大学、{2} 東北大学

14P2-A-5
交流型ナノポア計測法による単一ナノ粒子の
インピーダンス計測

* 山本 貴富喜 {1}, 橘田 和樹 {1}, 坂本 まあみ {1}, 早川 渓 {2}, 糠塚 明
{2}, 加納 一彦 {2}
{1} 東京工業大学 , {2} デンソー

14P2-A-6
酵素反応の阻害を利用した匂い物質（リモネン）の
選択的検出

* 田畑 美幸 {1}, 斎藤 達郎 {2}, 西田 靖孝 {2}, 磯林 厚伸 {2}, 富澤 英之
{2}, 宮原 裕二 {1}, 杉崎 吉昭 {2}
{1} 東京医科歯科大学 , {2} 東芝

13:00-14:30
14P2-D 設計・製作技術・材料

座長：安藤 妙子（立命館大学）, 鈴木 裕輝夫（東北大学）

14P2-D-1
マウス脳多チャンネル計測に向けた小型無線デバイスの作製
* 長谷川 緑樹 {1}, 伊藤 寛記 {1}, 井戸川 槙之介 {2}, 佐々木 陽向 {1}, 山
下 幸司 {1}, 鈴木 功 {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

14P2-D-2
1 方向磁界駆動を可能とする電磁駆動 2 軸 MEMS スキャナ

* 岡本 有貴 , 岡田 浩尚 , 一木 正聡
産業技術総合研究所

14P2-D-3
原子層堆積 Al2O2 誘電膜のエレクトレット化に関する研究
* 井口 慶人 , 楢﨑 桃子 , 上杉 晃生 , 菅野 公二 , 磯野 吉正
神戸大学

14P2-D-4
局所測定に対応した水晶発振回路式複素容量センサの開発
* 高橋 良輔 , 櫻井 洋輔 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

14P2-D-5
単層フォトレジストによる 1µm 線幅リフトオフプロセスの評価

* 佐々木 寛充 , 森山 雅昭 , 戸津 健太郎
東北大学

14P2-D-6
初期ひずみを持つダイアフラム構造の
非線形周波数特性の簡易的予測

* 神田 健介 {1}, 梶山 佳敬 {2}, 平田 善明 {2}, 島倉 泰久 {2}, 藤田 孝之
{1}, 前中 一介 {1}
{1} 兵庫県立大学 , {2} 三菱電機

14P2-A-1
カリウムイオンエレクトレット製デバイス量産化のための
長期信頼性技術
* 三屋 裕幸 {1}, 芦澤 久幸 {1}, 下村 典子 {1}, 石黒 巧真 {1}, 本間 浩章
{2}, 橋口 原 {3}, 年吉 洋 {2}
{1} 鷺宮製作所 , {2} 東京大学 , {3} 静岡大学
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14:40-16:10

14P3-M 電気学会センサ・マイクロマシン部門と
日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門合同企画
【マイクロ・ナノ工学の若手研究者／技術者のキャリアプラン】

座長：中島 雄太（熊本大学）, 猪股 直生（東北大学），中澤 謙太（静岡大学）

Pt.1 マイクロ・ナノの若手研究者／技術者に期待すること

概要：マイクロ・ナノ関連分野を経て産業界で活躍する研究者の経験談や
メッセージ

これからの研究開発者に期待すること
（機器開発メーカの視点で）
叶井 正樹
島津製作所

ベンチャーの実情と若手研究開発者に期待すること
宮崎 真佐也
HaKaL

Pt.2 マイクロ・ナノが活きる道
（学位取得からのロールモデル）

14P3-D-2
不連続な Au 回折格子を用いた電流検出型 SPR センサ
* 鈴木 紳一 {1}, 黒木 亮太 {1}, 安永 竣 {2}, 菅 哲朗 {1}
{1} 電気通信大学 , {2} 東京大学

14P3-D-3
PZT MEMS Varifocal Lens using Gel or Liquid as
Optical Media

* 唐 正男 {1}, 宗田 玲於 {1}{2}, ベルガラ アンドレア {1}, 鈴木 裕輝夫
{1}, 田中 秀治 {1}
{1} 東北大学 , {2}École des Mines de Saint-Étienne, FRANCE

14P3-D-4
（100）単結晶シリコンを用いた多重リング型
モードマッチ振動子
*Wang Shihe, Chen Jianlin, 塚本 貴城 , 田中 秀治
東北大学

14P3-D-5
発電しながら位相情報を観測できる MEMS 振動発電素子
* 赤井 裕登 , 本間 浩章 , 年吉 洋
東京大学

概要：学位取得に向けた取組みやその後のキャリアプラン・経験

博士課程に進むべきか
木内 万里夫
住友精密工業

「楽しむことが好き！―米国・イギリス留学、研究、起業、子育て」
繁富（栗林）香織
北海道大学

14:40-15:55
14P3-A ファイナリストセッション 若手賞 I

座長：倉島 優一（産業技術総合研究所）, 齊藤 健（日本大学）

14P3-A-1
ニューロン計測用 PMOS バッファアンプの製作と
マウス脳計測評価

* 八木 勇樹 {1}, 清木場 悠 {1}, 山下 幸司 {1}, 佐々木 陽向 {1}, 井戸川 槙
之介 {2}, 飛沢 健 {1}, 赤井 大輔 {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

14P3-A-2
「温もり」を含めた素材の触質感を弁別可能な
冷温覚集積型ナノ触覚センサ

* 三瀬 奈智 , 小笹 光希 , 寺尾 京平 , 下川 房男 , 高尾 英邦
香川大学

14P3-A-3
モノリシック集積コアシェル Si ナノワイヤ架橋構造の熱起
電力評価
* 上杉 晃生 , 西依 脩祐 , 菅野 公二 , 磯野 吉正
神戸大学

14P3-A-4
プラズモニック超小型分光素子のための静電変調機構
* 大下 雅昭 {1}, 斎藤 史朗 {2}, 菅 哲朗 {1}
{1} 電気通信大学 , {2} イムラ・ジャパン

14P3-A-5
常温ウエハ接合により Si 上に集積された低駆動電圧型
LNOI 光変調器アレイ
* 渡辺 要 {1}, 山口 祐也 {2}, 菅野 敦史 {2}, 多喜川 良 {1}
{1} 九州大学 , {2} 情報通信研究機構光ネットワーク研究所

14:40-15:55
14P3-D マイクロナノシステム I

座長：年吉 洋（東京大学），戸田 雅也（東北大学）

14P3-D-1
片持ちはり振動型エナジーハーベスタのためのマイクロロー
ディング効果を利用した応力集中緩和構造
* 横田 隆人 , 神田 健介 , 藤田 孝之 , 前中 一介
兵庫県立大学
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16:05-17:20
14P4-A ファイナリストセッション 若手賞 II

座長：三澤 宣雄（麻布大学），山本 貴富喜（東京工業大学）

14P4-A-1
窒化シリコンを用いた高透過率メタサーフェスカラー
ホログラム
* 山口 眞和 , 齋藤 洋輝 , 池沢 聡 , 岩見 健太郎
東京農工大学

14P4-A-2
バイポーラクラーク型酸素電極アレイと
抗生物質の有効性評価への応用

* 白圡 裕介 {1}, 薛 安汝 {1}, Nurul Asyikeen Ab Mutalib{1}, 鈴木 博章
{1}, 木下 学 {2}
{1} 筑波大学 , {2} 防衛医科大学

14P4-A-3
二重拡散 well 構造を有するフィルタフリー波長
検出センサの検証と応用

* 仲野 翔 , 崔 容俊 , 井出 智也 , 髙橋 一浩 , 野田 俊彦 , 澤田 和明
豊橋技術科学大学

14P4-A-4
フィルターフリー波長センサによる
小型 LSPR ウイルス検出システムの提案と実証

* 坂江 亜弥 , 崔 容俊 , 井出 智也 , 髙橋 一浩 , 野田 俊彦 , 澤田 和明
豊橋技術科学大学

14P4-A-5
気管支オルガノイドへの SARS-CoV-2 感染が血管内皮細胞に
引き起こすアクチンフィラメントの配向性変化
* 長野 湧太 , 亀田 良一 , 出口 清香 , 藤本 和也 , 高山 和雄 , 横川 隆司
京都大学

16:05-17:20
14P4-C エレクトロニクス実装学会セッション

座長：藤野 真久（産業技術総合研究所）

14P4-C-1
音響信号を用いた呼気成分計測法の検討
* 吉岡 凜香 , 山本 道貴 , 高松 誠一 , 伊藤 寿浩
東京大学

14P4-C-2
プラズモニック・ナノタグによる偽造防止技術とその応用

* 山口 明啓 {1}, 安永 峻也 {2}, 内海 裕一 {1}, 名村 今日子 {3}, 鈴木 基史
{3}, 福岡 隆夫 {3}
{1} 兵庫県立大学 , {2} 愛知学院大学 , {3} 京都大学

14P4-C-3
排出可能な牛のルーメンセンサのための
密度可変デバイスの検討
* 矢代 雄介 , 山本 道貴 , 高松 誠一 , 伊藤 寿浩
東京大学

14P4-C-4
地震観測データを用いたランナーの検出

* 二宮 啓 {1}, 宮川 歩夢 {1}, 一木 正聡 {1}, 岡本 有貴 {1}, 桑原 正史 {1},
池田 達紀 {2}, 辻 健 {3}
{1} 産業技術総合研究所 , {2} 九州大学 , {3} 東京大学

14P4-C-5
布電極を用いた筋電計測ウェアの高感度化に関する研究
* 安倍 慎和 , 富田 直人 , 山本 道貴 , 高松 誠一 , 伊藤 寿浩
東京大学

16:05-17:20
14P4-D マイクロナノシステム II & フィジカルセンサ I

座長：寒川 雅之（新潟大学）, 肥後 昭男（東京大学）

14P4-D-1
デアロイによる金属ナノポーラス構造とイオンゲルの
スーパーキャパシタへの適用
* 五味 凌介 , 山田 駿介 , 田中 秀治
東北大学

14P4-D-2
肌表面の質感を高分解能で計測可能な
防塵防滴構造を有するナノ触覚スキャナー

* 久安 悟史 , 榊原 佑樹 , 寺尾 京平 , 下川 房男 , 清水 裕子 , 高尾 英邦
香川大学

14P4-D-3
シリコン貫通格子の細線化
* 久野 友滉 , 韓 剛 , 佐々木 実
豊田工業大学

14P4-D-4
バルク水晶ジャイロの基本特性

* 種村 晃 , 田中 勇輝 , 横松 得滋 , 神田 健介 , 藤田 孝之 , 前中 一介
兵庫県立大学

14P4-D-5
エレクトレットセンサを用いた発酵時に生じる
アコースティック・エミッションの検出
* 蔭山 健介 , 川原井 悠真
埼玉大学

17:30-19:00
14P5-P ポスターセッション I
14P5-P-1
Feasibility study of piezoelectric micromachined
ultrasonic transducer with stacked two heterogeneous

piezoelectric thin films
*Qi Xuanmeng{1}, 吉田 慎哉 {2}, 鈴木 雅視 {3}, 垣尾 省司 {3}, 田中 秀治 {1}
{1} 東北大学 , {2} 芝浦工業大学 , {3} 山梨大学

14P5-P-2
MEMS 工学設計のための半導体ピエゾ抵抗材料の選択

* 森川 諒 , 中原 拓海 , 河合 将司 , 鳥山 寿之
立命館大学

14P5-P-3
反応性スパッタリング法による
光導波路用 SiCO 薄膜における光学的特性 ,
機械的特性のガス圧依存性に関する実験的考察
* 新國 広幸 {1}, 高塚 侑 {2}, 伊藤 浩 {1}
{1} 東京工業高等専門学校 , {2} 長岡技術科学大学

14P5-P-4
SMS ウェハレベル真空封止技術のための
サブミクロンリリースホールを介した
ベーパーHF 犠牲層エッチングの研究
*Gong Tianjiao, 鈴木 裕輝夫 , 田中 秀治
東北大学

14P5-P-5
多孔質酸化亜鉛を利用した水の蒸発発電
* 日當 歩 , 小野 崇人 , 戸田 雅也
東北大学

14P5-P-6
生分解可能な環境センシングの為の
水溶性メタマテリアルプローブ

* 栗田 朝可 {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

14P5-P-7
シードレス非加熱液相還元法による金ナノプレートの合成
* 浜本 真央 , 矢須 知樹 , 木村 朝陽 , 外谷 春樹 , 柳生 裕聖
関東学院大学

14P5-P-8
高アスペクト比構造への過酸化水素（H2O2 mix）を用いた
製膜プロセス
* 幸田 祥人 {1}, 村田 逸人 {1}, 髙 洋志 {1}, 亀岡 崇史 {1}, Jeffrey
Spiegelman{2}
{1} 大陽日酸 , {2}RASIRC

14P5-P-9
Sc 濃度 40%ScAlN 薄膜の低 tan δ化

* 木嶋 健治 , 勅使河原 明彦 , 川合 祐輔 , 和戸 弘幸
ミライズテクノロジーズ

14P5-P-10
BaTiO3/TiO2 構造を用いた振動による光触媒反応の促進

* 伊藤 生龍 , 嶋倉 啓太 , 田中 悠太 , 山根 大輔 , 小林 大造
立命館大学

14P5-P-11
Te/Se の組成プロファイル制御による TiO2/Se
ヘテロ接合光発電デバイスの高性能化
* 宮本 拓海 , 小林 大造 , 足立 悠輔
立命館大学

14P5-P-12
非接触型水晶発振回路式複素容量センサによる
フォトリソグラフィ工程の終点検出技術の開発
* 奥脇 琢朗 , 灰野 貴晶 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

14P5-P-13
Flow peptide synthesis in a microchannel with a
reciprocating flow of resin slurry

* 稲波 久雄 {1}, 浅野 由花子 {1}, 小田 将史 {2}
{1} 日立製作所 , {2} 日立プラントサービス

14P5-P-14
電気二重層エレクトレットを用いた
非接触式振動発電素子の提案と実証

* 田村 健太郎 {1}, 野田 圭吾 {1}, 岩川 竜太 {1}, 三輪 一元 {2}, 小野 新平
{2}, 山根 大輔 {1}
{1} 立命館大学 , {2} 電力中央研究所

14P5-P-15 【11/15 発表に変更】
カラーレジストとバイオレジストの統合による
位置選択的オプトポレーション法の開発

* 松村 優基 , Mishra Aniket, 山本 寛文 , 手島 美帆 , 岡本 俊哉 , 柴田 隆
行 , 永井 萌土
豊橋技術科学大学

14P5-P-16
可動式多層膜ミラーを用いた 800nm 帯波長
可変面発光レーザー素子

* 趙 智健 {1}, 戸田 雅也 {1}, 原 基揚 {2}, 品田 聡 {2}, 仲川 博 {3}, 菊地
克弥 {3}, 小野 崇人 {1}
{1} 東北大学 , {2} 情報通信研究機構 , {3} 産業技術総合研究所

14P5-P-17
電気浸透流を応用した一細胞選択抽出
マイクロ流体デバイスの開発

* 四條 星斗 , 田中 大器 , 関口 哲志 , 庄子 習一
早稲田大学

14P5-P-18
流路内組織培養時に生じるマイクロバブルの
PDMS 薄壁越し除去技術の開発

* 徳岡 泰憲 {1}, 中井川 昇 {2}, 近藤 慶一 {2}, 石田 忠 {1}
{1} 東京工業大学 , {2} 横浜市立大学
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14P5-P-19
バイタルサイン計測が可能な
医療用ワイヤレス MEMS センサシステムの開発

* 塚田 剛矢 {1}, 長谷川 義大 {1}, アル・ファリシィ ムハンマド・サル
マン {1}, 長谷川 信 {2}, 松島 充代子 {3},
川部 勤 {3}, 式田 光宏 {1}
{1} 広島市立大学 , {2} コスモスウェブ , {3} 名古屋大学

14P5-P-20
分布磁場印加による磁区転移を利用した
高周波特性の制御に関する研究
* 中居 倫夫
宮城県産業技術総合センター

14P5-P-21
A Large Stroke Three-Degree-of-Freedom Electromagnetic
Micromirror with Metallic Glass Springs

*Ou Chuan-Hui, Nguyen Van Toan, Ono Takahito
Tohoku University

14P5-P-22
強誘電体双極子エレクトレットを用いた
In-plane 型静電誘導発電の実証

* 滝沢 彬 {1}, 高山 洋佑 {1}{2}, 桑野 博喜 {1}{2}, 小野 崇人 {1}
{1} 東北大学 , {2} 仙台スマートマシーンズ

14P5-P-23
金駆動電極の紫外レーザ直接加工による
任意形状変形イオンゲル MEMS アクチュエータの実現
* 中島 志温 , 山口 貴史 , 安永 竣 , 三田 吉郎
東京大学

14P5-P-24
クラフトビールのオフフレーバー評価のための
ガスセンサシステムの開発

* 望月 圭祐 {1}, 長谷川 有貴 {1}, 藤原 隆司 {1}, 朝霧 重治 {2}, 塩野 智隆
{2}, 目黒 匠 {2}, 松本 みなみ {2}
{1} 埼玉大学 , {2} 協同商事

14P5-P-25
低侵襲手術支援ロボットのための細径光学変位センサ

* 董 佳遠 , 佐藤 和崇 , 森實 修一 , 植木 賢 , 武中 篤 , 李 相錫 , 松永 忠雄
鳥取大学

14P5-P-26
空間超音波を用いた非接触バイタルモニタリング

* 河合 晃聖 {1}, 和泉 慎太郎 {1}, 小椋 朗広 {2}, 近藤 勲 {2}, 川口 博 {1}
{1} 神戸大学 , {2} ノーリツ

14P5-P-27
肌のベタつき感定量評価のための触覚センサによる
粘着性計測
* 岡固 創 , 安部 隆 , 寒川 雅之
新潟大学

14P5-P-28
昆虫触角搭載ドローン上における周波数解析を用いた
リアルタイム匂い応答判定

* 内田 智也 {1}, 福井 千海 {2}, 祐川 侑司 {1}, 神崎 亮平 {1}, 照月 大悟 {3}
{1} 東京大学 , {2} 東京理科大学 , {3} 東北大学

14P5-P-29
屋外における空間超音波と VAE を用いた
物体 3 次元再構築手法

* 佐藤 駿 , 大原 遼太郎 , 濱邉 理玖 , 安田 祐人 , 石井 徹 , 和泉 慎太郎 ,
川口 博
神戸大学

14P5-P-30
MEMS-LSI 集積化触覚センサを用いた
アクティブセンシングによるテクスチャ分類に関する研究
* 齋藤 昂生 {1}, 田中 秀治 {2}, 室山 真徳 {1}{2}
{1} 東北工業大学 , {2} 東北大学

14P5-P-31
触覚ディスプレイにおける摩擦制御のための
静電引力提示デバイスの低電圧化
* 高橋 駿 , 近藤 雅敏 , 佐藤 淳喜 , 安部 隆 , 寒川 雅之
新潟大学

14P5-P-32
フレキシブル自己発電型摩擦帯電センサを
トリガとしたイベントドリブンセンサ端末

* 丸山 博史 {1}, 山吉 慧 {1}, 山田 駿介 {2}, 森下 浩多 {1}, 田中 有弥 {1},
橋口 原 {3}, 年吉 洋 {4},
鈴木 孝明 {1}
{1} 群馬大学 , {2} 東北大学 , {3} 静岡大学 , {4} 東京大学

14P5-P-33
極薄ピエゾ MEMS フィルムを用いた
付け爪型脈波センサ開発とその応用

* 竹下 俊弘 , ジメルカ ダニエル , 竹井 裕介 , 小林 健
産業技術総合研究所

14P5-P-34
水素ガス環境用温度センサ付き小型圧力センサ
* 皆川 直祐 {1}, 水尾 仙人 {1}, 丹羽 英二 {2}
{1} 日本ファインセラミックス , {2} 電磁材料研究所

14P5-P-35
圧電素子を用いた 2 重共振 3 軸発電素子の開発

岡田 和廣 {1}, 江良 聡 {1}, 高橋 秀徳 {2}, * 大久保 健 {2}, 半田 直博 {2},
熊谷 清哉 {2}
{1} ワコー, {2} ミズサワセミコンダクタ

14P5-P-36
低周波振動モニタリングのための
両端固定支持梁構造ヘテロコア光ファイバ加速度計の
周波数および横感度特性評価
* 門倉 美幸 , 渡辺 一弘 , 西山 道子
創価大学

14P5-P-37
直線偏光角計測に向けた光ファイバ端面への
4 方向ワイヤグリッド偏光子の取り付け
* 岡谷 泰佑 , 横山 雄基 , 金森 義明
東北大学

14P5-P-38
MEMS ダイアフラム型超音波センサの座屈撓みと
圧電分極保持特性
* 近藤 里穂 , 末高 知弥 , 山下 馨
京都工芸繊維大学

14P5-P-39
嚥下機能評価のためのウェアラブルヘテロコア
光ファイバ伸縮センサの開発

* 柿田 伸之 , 前田 大徳 , 門倉 美幸 , 渡辺 一弘 , 西山 道子
創価大学

14P5-P-40
ワイヤグリッド偏光子付き光ファイババンドルを用いた
拡散反射計測による歯質判別
* 岡谷 泰佑 , 横山 雄基 , 宍戸 駿一 , 中村 圭祐 , 金森 義明
東北大学

14P5-P-41
イオン選択性電極を含む電気化学回路による
センシングデバイスの電位制御

*Yi Deng, Nurul Asyikeen Ab Mutalib, An-Ju Hsueh, Ryo Makiya,
Yining Zhou, Hiroaki Suzuki
筑波大学

14P5-P-42
長期連続計測を目指した広範囲高分解を可能とする
自動調節機能付き pH 計測
* 秋山 真太朗 , 大多 哲史 , 二川 雅登
静岡大学

14P5-P-43
差分表面増強ラマン散乱による VOC の検知と識別
* 松尾 拓哉 , 陳 林 , 佐々 文洋 , 林 健司
九州大学

14P5-P-44
アルコール浸透防止膜による
膨潤型 POF アルコールセンサの繰り返し応答改善
* 天野 樹 {1}, 鈴木 裕 {2}, 森澤 正之 {1}
{1} 山梨大学 , {2} 東洋大学

14P5-P-45
NMR 計測システム小型化のための
高均一かつ高磁場を目指した永久磁石の開発
* 野村 智哉 , 三浦 健太郎 , 大多 哲史 , 二川 雅登
静岡大学
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14P5-P-46

14P5-P-58

メルトブロー不織布を用いた SERS 基板の開発

表面増強ラマン散乱（SERS）基板の作製と評価

* 西山 貴史 {1}, 山本 純也 {1}, 冨澤 錬 {1}, 多喜川 良 {2}, 田原 祐助 {1}
{1} 信州大学 , {2} 九州大学

* 田中 拓 {1}, 三枝 峻也 {1}, 納谷 昌之 {2}, 福岡 隆夫 {3}, 内海 裕一 {1},
天野 壮 {1}, 山口 明啓 {1}
{1} 兵庫県立大学 , {2} 慶応義塾大学 , {3} 京都大学

14P5-P-47
送出用 , および吸引用ポンプを用いたウェアラブル嗅覚
ディスプレイ向け匂い供給・提示方法に関する研究
* 伊藤 智哉 , 齋藤 敦史
芝浦工業大学

14P5-P-48
フェムト秒レーザーにより形成されたボイド（空孔）を
用いた光ファイバ屈折率センサに対する曲げの評価
* 高田 美紅 , 矢野 大輔 , 窪寺 昌一
創価大学

14P5-P-49
分子インプリントゾルゲル膜を修飾した多孔質構造を
用いた爆薬マーカーDMNB 検出用水晶振動子マイクロ

バランスセンサ
* 陳 正同 , 朱 天野 , 陳 燦思 , 丁 立 , 劉 元昌 , 矢田部 塁 , 小野寺 武
九州大学

14P5-P-50
光信号除去回路を搭載した CMOS イオンイメージセンサの
作製と特性評価

* 本庄 瑠奈 , 泉保 賢汰 , 野田 佳子 , 赤井 大輔 , 飛沢 健 , 木村 安行 , 崔
容俊 , 高橋 一浩 , 澤田 和明 ,
野田 俊彦
豊橋技術科学大学

14P5-P-51
低侵襲マイクロニードル電極を用いた行動下マウスの
長期ニューロン計測技術

* 佐々木 陽向 {1}, 山下 幸司 {1}, 清水 快季 {1}, 中村 翼 {1}, 鈴木 功 {2},
坂本 兼盛 {1}, 神園 ひなの {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} テクノプロ・テクノプロ R&D 社

14P5-P-52
陰圧駆動可能な 2 層型気泡除去機能付き酵素電極センサに
よる連続的成分濃度計測
* 鶴岡 典子 , 継枝 健太 , 芳賀 洋一
東北大学

14P5-P-53
誘電泳動 DNA 検出法による Multiplex PCR アンプリコンの検出
* 中野 道彦 , 稲葉 優文 , 末廣 純也
九州大学

14P5-P-54
皮内生体成分計測を目指した光導波路付き極低侵襲針の
窓形状の違いによる性能比較
* 森 啓悟 , 鶴岡 典子 , 芳賀 洋一
東北大学

14P5-P-55
ヒト iPS 細胞由来の近位尿細管細胞を用いた MPS における
膜輸送体の評価

* 川上 瑛彦 2{1}, Sadeghian Ramin Banan{1}, Ma Cheng{1}, 藤本 和也
{1}, 荒岡 利和 {1}, 髙里 実 {1}{2}{3},
横川 隆司 {1}
{1} 京都大学 , {2} 理化学研究所 , {3} 大阪大学

14P5-P-56
ネットワーク上のリモートコンピュータにより
制御可能な 細胞自動培養評価システムの構築
* 三浦 威人 , 小西 聡
立命館大学

14P5-P-57
Maturation of epithelial microvilli in a hybrid hiPSC-based
proximal tubule microphysiological system:

Effects of shear stress and endothelial cells
*Banan Sadeghian Ramin{1}, Kawakami Akihiko{1}, Ma Cheng{1},
Takasato Minoru{2}, Yokokawa Ryuji{1}
{1}Kyoto University, {2}RIKEN Center for Biosystems Dynamics
Research（BDR）

2022年11月15日（火）
09:10-09:50
15A1-M 基調講演 I

座長：安部 隆（新潟大学）

15A1-M
機械式腕時計におけるエネルギー伝達効率向上のための
シリコンがんぎ車
* 舟川 剛夫
セイコーエプソン

10:00-11:15
15A2-A ファイナリストセッション 若手賞 III

座長：安藤 毅（千葉工業大学）, 野田 堅太郎（富山県立大学）

15A2-A-1
金属置換型クーロメトリーにおけるバイポーラ
電気化学的信号増幅
* 小林 吉成 , 薛 安汝 , 清水 哲郎 , 鈴木 博章
筑波大学

15A2-A-2
自己修復型ケミレジスタガスセンサに向けた
自動修復液供給機構の開発
* 武居 巧 , 佐々 文洋 , 林 健司
九州大学

15A2-A-3
MEMS ピエゾ抵抗カンチレバーを用いた針型圧力センサ

* 岸本 卓大 , 高橋 英俊
慶応義塾大学

15A2-A-4
フレキシブル MEMS 型触覚ディスプレイを目指した
SMA 厚膜アクチュエータアレイと個別通電のための
有機ダイオードの形成
* 天野 晏年 , 齋藤 涼 , 山田 将也 , 松井 弘之 , 峯田 貴
山形大学

15A2-A-5
Identification of early angiogenic factors of hiPSC-derived
brain organoids co-cultured with microvasculature onchip

Maneesha Shaji{1}, Atsushi Tamada{2}, Kazuya Fujimoto{1}, Keiko
Muguruma{2}, Stanislav L. Karsten{1}, Ryuji Yokokawa{1}
{1}Kyoto University, {2}Japan Kansai Medical University

10:00-11:15
15A2-C バイオセンサ I

座長：鶴岡 典子（東北大学）, 野田 俊彦（豊橋技術科学大学），

15A2-C-1
微小ウェルアレイと凝集誘起発光試薬を用いた
超高速ウイルス検出

* 芦葉 裕樹 {1}, 安浦 雅人 {1}, 福田 隆史 {1}, 幡野 健 {2}, 藤巻 真 {1}
{1} 産業技術総合研究所 , {2} 埼玉大学

15A2-C-2
液晶ポリマー製フレキシブル基板の巻き付けにより
作製した神経電極

* 石川 泰地 {1}, 池田 尚人 {1}, 鶴岡 典子 {1}, 虫明 元 {1}, 大城 朝一 {1},
芳賀 洋一 {1}, 小山内 実 {2}
{1} 東北大学 , {2} 大阪大学

15A2-C-3
PVC 膜型非標識 K+ イメージセンサの開発と
興奮性シナプス伝達による脳神経組織の細胞外イメージング
* 土井 英生 {1}, Parajuli Bijay{2}, 堀尾 智子 {1}, 繁冨 英治 {2}, 篠﨑 陽
一 {2}, 崔 容俊 {1}, 服部 敏明 {1},
高橋 一浩 {1}, 野田 俊彦 {1}, 小泉 修一 {2}, 澤田 和明 {1}
{1} 豊橋技術科学大学 , {2} 山梨大学
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15A2-C-4
CMOS センサアレイ上への微細構造形成による
せん断力イメージセンサの提案と検証

* 大平 瑞季 {1}, 辰巳 幸弘 {1}, 村上 健介 {1}, 小笠原 健 {2}, 清水 聡 {2},
崔 容俊 {1}, 高橋 一浩 {1},
野田 俊彦 {1}, 澤田 和明 {1}
{1} 豊橋技術科学大学 , {2} 東邦化成

15A2-C-5
微粒子誘電泳動 DNA 検出法を用いた
DNA 分解酵素の定量検出の検討
* 重本 真 , 稲葉 優文 , 中野 道彦 , 末廣 純也
九州大学

10:00-11:15
15A2-D フィジカルセンサ II

座長：竹下 俊弘（産業技術総合研究所），原 基揚（情報通信研究機構）

15A2-D-1
極薄ピエゾ素子を用いた生体振動計測デバイスの開発
* 竹井 裕介 , 竹下 俊弘 , Zymelka Daniel, 小林 健
産業技術総合研究所

15A2-D-2
レーザアブレーションでパターニングした
極薄 PTFE 層を有するエレクトレットセンサの製作と
空中超音波の送受信特性の評価
* 小林 駆 , 川田 良暁 , 蔭山 健介
埼玉大学

15A2-D-3
環境発電で動作する無線「バットディテクター」端末を
用いた回転機予兆診断
* 藤森 司
日立製作所

15A2-D-4
ひずみゲージ・圧電体薄膜積層カンチレバーを用いた
触覚センサの応答性評価

* 水戸部 龍介 {1}, 佐藤 淳喜 {1}, 安部 隆 {1}, 神田 健介 {2}, 寒川 雅之 {1}
{1} 新潟大学 , {2} 兵庫県立大学

15A2-D-5
Cr-N 薄膜の横感度を用いた小型ロードセル

* 竹野 広晃 {1}, 中原 将宏 {1}, 黒崎 まどか {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

11:20-12:35
15A3-A ファイナリストセッション 若手賞 IV ＋一般講演

座長：村上 裕二（静岡理工科大学）, 吉田 慎哉（芝浦工業大学）

15A3-A-1
髪の毛の手触り感を数量化可能なハンディ型毛髪スキャナー
* 小松原 雅仁 {1}, 松井 康訓 {2}, 高尾 英邦 {1}
{1} 香川大学 , {2} パナソニック

15A3-A-2
多粒子格納デジタルアッセイによる
新型コロナウイルス検出系の開発

* 安浦 雅人 {1}, 芦葉 裕樹 {1}, 川口 敦史 {2}, 中木戸 誠 {3}, 福田 隆史 {1}
{1} 産業技術総合研究所 , {2} 筑波大学 , {3} 東京大学

15A3-A-3
高変形リチウムイオンバッテリのための液体金属を用いた
ストレッチャブルガスバリアフィルムの開発

* 西躰 優希 , オチルホヤグ ニャムジャルガル , 水口 覚 , 伊佐野 雄司 ,
倪 思捷 , 村上 航輝 , 嶋村 雅貴 ,
飯田 大貴 , 上野 和英 , 太田 裕貴
横浜国立大学

15A3-A-4
ニューラルインタフェースデバイスに向けた 5µm 直径
タングステンワイヤの磁気的アセンブリ

* チャン ジュンイ {1}, クレアキン テックセン {1}, 井戸川 槙之介 {2},
坂本 兼盛 {1}, 斗内 凌平 {1},
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
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15A3-A-5
荷重ベクトル計測のための触覚センサの
カンチレバー設計最適化による高感度化

* 川崎 雄記 {1}, 高橋 佑司 {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

11:20-12:50
15A3-C バイオセンサ II

座長：中野 道彦（九州大学），田畑 美幸（東京医科歯科大学）

15A3-C-1
波長情報を可視化する CMOS イメージセンサの開発と実証

* 井出 智也 , 崔 容俊 , 仲野 翔 , 坂江 亜弥 , 松原 稜弥 , 木村 安行 , 飛沢
健 , 高橋 一浩 , 石井 仁 , 野田 俊彦 , 澤田 和明 ,
豊橋技術科学大学

15A3-C-2
金ナノ粒子二量体を用いた表面増強ラマン分光による
メチル化アデニン 1 塩基計測
* 伊藤 寛樹 , 上杉 晃生 , 菅野 公二 , 磯野 吉正
神戸大学

15A3-C-3
フィルタフリー波長センサによる
クロロフィル a/b 計測システムの提案と検証

* 市川 亮介 , 崔 容俊 , 戸田 清太郎 , 髙橋 一浩 , 髙山 弘太朗 , 野田 俊彦 ,
澤田 和明
豊橋技術科学大学

15A3-C-4
無線 CMOS カメラを用いたヘッドセット型
外耳道ガス計測システム

* 張 耿 {1}, 石川 力 {1}, 飯谷 健太 {1}, 當麻 浩司 {1}{2}, 荒川 貴博 {1}{3},
三林 浩二 {1}
{1} 東京医科歯科大学 , {2} 芝浦工業大学 , {3} 東京工科大学

15A3-C-5
オンチップ検出に向けたグラフェン表面応力センサの
検出回路一体化と 腫瘍マーカー検出

* 新野 謙 , 古澤 絵里子 , 前田 智也 , 野田 佳子 , 赤井 大輔 , 飛沢 健 , 容
俊 崔 , 野田 俊彦 , 澤田 和明 ,
高橋 一浩
豊橋技術科学大学

15A3-C-6
腸内細菌叢の活動評価を目的とした
呼気メタノール計測用の高感度バイオスニファ

* 藤田 博之 {1}, 張 耿 {1}, 岩崎 芳菜子 {1}, 飯谷 健太 {1}, 當麻 浩司 {1}
{2}, 荒川 貴博 {1}{3}, 矢野 和義 {3}, 三林 浩二 {1}
{1} 東京医科歯科大学 , {2} 芝浦工業大学 , {3} 東京工科大学

11:20-12:35
15A3-D センサ・アクチュエータシステム

座長：和泉 慎太郎（神戸大学），室山 真徳（東北工業大学）

15A3-D-1
Si カンチレバー上のナノダイヤモンドによる
静磁場下 1 軸応力センシング
* 山川 幹太 , 小野 崇人 , 戸田 雅也
東北大学

15A3-D-2
空気圧駆動で変形するヘルムホルツ共鳴器アレイによる
周波数調整可能な平面音響ノッチフィルタ
* 水越 文也 , 高橋 英俊
慶應義塾大学

15A3-D-3
周波数同期型発振回路の時間分解能を利用した
1.2V, 15.8 ビット容量 - デジタル変換 IC
* 佐藤 裕樹 {1}, 石原 昇 {2}, 伊藤 浩之 {2}
{1} 日清紡マイクロデバイス , {2} 東京工業大学

15A3-D-4
UV レーザー直描による高アスペクト比の
厚膜円筒リソグラフィ
* 滝口 創太 , 峯田 貴
山形大学

15A3-D-5
エレクトロスピニングによる圧電高分子ナノファイバーを
用いた筋音センサに関する研究
阿部 林太郎 , * 安田 項阿 , 神田 岳文 , 脇元 修一 , 岡 久雄
岡山大学

12:50-13:45

15P1-M 出展者による技術展示発表セッション II

「省・小・精」から生み出す価値で 人と地球を豊かに彩る		
	
セイコーエプソン
AFM・SEM 同時解析装置 FusionScope および Nanosurf 社 AFM のご紹介
	
日本カンタム・デザイン
フォトリソをもっと手軽に マスクレス露光装置 PALET（パレット）
	
ネオアーク
微細レーザー加工と精密貼り合わせ技術で作るマイクロ流路		
シーエステック
金属用絶縁皮膜コーティング液『 クレコート 』の紹介			

イチネンケミカルズ
SPP テクノロジーズのセンサ・MEMS 製造装置
SPP テクノロジーズ
新規エレクトレット材料を用いた振動発電デバイスのご紹介 / ウイルスセ
ンサのご紹介
デンソー
住友精密グループの “MEMS ソリューション	
住友精密工業

15P2-P-9
素子ごとに分子インプリント膜を局所成長した
光干渉型神経伝達物質センサの作製

* 阪上 天斗 {1}, 太田 宏之 {2}, 藤枝 俊宣 {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

15P2-P-10
肉眼観察可能な誘電体メタサーフェス 3D ホログラム
* 高橋 俊介 , 池沢 聡 , 岩見 健太郎
東京農工大学

15P2-P-11
ウェアラブル圧力センサを目指した
繊維摩擦帯電発電デバイス（Brush-based TENG）の創出

* 上島 理乃 {1}, 志磨 将大 {1}, 小松 丈紘 {2}, 西川 ゆきの {1}, 髙村 映一
郎 {1}, 坂元 博昭 {1}
{1} 福井大学 , {2} 槌屋ティスコ

15P2-P-12
乾燥電極を用いる心電図センサのための
低消費電力ノイズ低減技術
* 元辻 有貴 , 和泉 慎太郎 , 川口 博
神戸大学

15P2-P-13

13:40-15:10
15P2-P ポスターセッション II
15P2-P-1
液滴摩擦発電における液滴イオン組成と出力電圧の関係
* 志磨 将大 , 上島 理乃 , 髙村 映一郎 , 坂元 博昭
福井大学

15P2-P-2
ナノエレクトロニクス用分子ワイヤーに向けた
M-DNA（M=Zn, Co）複合体の作製
大須田 竜樹 , 森田 勇人 , * 阪田 知巳
城西大学

15P2-P-3
大気圧プラズマジェット加工の高精度化に向けた
インプロセス深さ計測法の開発

* 富田 丈瑠 {1}, 中澤 謙太 {1}, 平岡 尊宏 {2}, 大塚 優一 {2}, 中村 謙介
{2}, 岩田 太 {1}
{1} 静岡大学 , {2} ウシオ電機

15P2-P-4
タンニン酸を用いて非加熱合成した
三角形平板状金ナノプレートの経時変化

* 矢須 知樹 , 浜本 真央 , 木村 朝陽 , 外谷 春樹 , 柳生 裕聖
関東学院大学

15P2-P-5
マイクロメートル領域の撥水テクスチャを実現する
レーザー加工アルゴリズムの開発
* 大島 悠季 , 後藤 蓮 , 山口 昌樹
信州大学

15P2-P-6
エレクトレット振動発電用プルイン自動復旧のための
自立昇圧回路
* 本間 浩章 , 原田 翔太 , 年吉 洋
東京大学

15P2-P-7
PDMS-PDMS 接合を用いたマイクロ流体デバイスの
作製プロセスの最適化とそれを応用した
タンパク質の結晶化と取り出し
* 宮崎 彩 , 田中 大器 , 関口 哲志 , 庄子 習一
早稲田大学

15P2-P-8
PDMS ナノシート単層による
伸縮性プラズモニックカラーシートの作製

* 渡邉 守 {1}, 斉藤 優人 {2}, 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

電極間インピーダンスの周波数特徴を用いた
ウェアラブル発汗量センサの検討
* 髙松 稜 , 和泉 慎太郎 , 川口 博
神戸大学

15P2-P-14
マルチモーダルセンシングによる脊髄損傷患者の
下肢伸展挙上の解析
* 吉倉 崚人 , 杉本 達也 , 和泉 慎太郎 , 川口 博
神戸大学

15P2-P-15
パッチ式脳波計による前頭 SSVEP と刺激色の検出
* リュウ イチョク , 伊東 正登 , 吉本 秀輔
PGV

15P2-P-16
筋電センサーを用いた動作特定の検証

* リュウ イチョク {1}, 伊東 正登 {1}, 別府 有香 {2}, 小柳津 直樹 {2}, 吉
本 秀輔 {1}, 前川 智哉 {3}
{1}PGV, {2} 住友理工 , {3} 住友電気工業

15P2-P-17
構造物ヘルスモニタリングに向けた構造色式荷重センサの
製作工程の確立
* 佐柄 雅聡 {1}, 前田 祐作 {1}{2}, 高尾 英邦 {2}
{1} 香川高等専門学校 , {2} 香川大学

15P2-P-18
マイクロピッチ圧電素子アレイを用いた
分布型触覚センサの開発
* 加藤 大喜 , 鈴木 昌人 , 高橋 智一 , 青柳 誠司
関西大学

15P2-P-19
ストライプ絶縁層をもつ櫛型電極を用いた
静電容量式肌水分測定

* 岩田 史郎 {1}, 福田 健一 {1}, 金山 真宏 {1}, 今若 直人 {1}, 安部 聡一郎
{2}, 加藤 伸幸 {2}, 日下 靖之 {3}, 牛島 洋史 {3}
{1} 島根県産業技術センター, {2} 日本電子精機 , {3} 産業技術総合研究
所

15P2-P-20
0.18µm 多端子 MOSFET 型センサのプローブ位置と
温度に対する磁界特性評価
* 鈴木 慎弥 , 原田 知親
山形大学

15P2-P-21
熱流式温感センサの高精度シミュレーション技術の開発
吉田 翔紀 , * 金森 洋 , 森 遼雅 , 村松 俊弥 , 畑 良幸
名城大学

15P2-P-22
磁気熱電効果を応用したフレキシブル薄膜熱流センサの開発

* 田畑 裕太郎 {1}, 稲村 修司 {1}, 周 偉男 {2}, 田口 勝久 {1}, 折戸 学 {1},
桜庭 裕弥 {2}
{1}SEMITEC, {2} 物質・材料研究機構
Future Technologies from TOKUSHIMA 2022

21

15P2-P-23
光干渉を用いた手術ロボット用小型力センサの一括作製
* 樫村 祐貴 , 鶴岡 典子 , 芳賀 洋一
東北大学

15P2-P-24
グルコースの非侵襲計測のための超高感度光音響センサ
* 野田 堅太郎 , 塚越 拓哉 , 下山 勲
富山県立大学

15P2-P-25
ヒータ電圧の最適化による単一センサ素子での
高精度でアダプティブなにおい識別
* 佐伯 真彬 , 大倉 裕貴 , 吉河 武文 , 岩田 達哉

15P2-P-26
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 , 松田 涼 , 池沢 聡 , 岩見 健太郎
東京農工大学

15P2-P-27
自律アラート機能を有した
超低コスト水素センサデバイスの開発
* 岡崎 慎司 , 笠井 尚哉
横浜国立大学

15P2-P-28
SnO2 ガスセンサの低キャリア密度化および
薄膜化による感度向上
* 安藤 毅 {1}, 西科 直哉 {2}
{1} 千葉工業大学 , {2} 東京電機大学

15P2-P-29
光励起による水晶振動子式ガスセンシング検知応答特性
* 久保田 浩司 {1}, 岩森 暁 {1}, 野田 和俊 {2}
{1} 東海大学 , {2} 立命館大学

15P2-P-30
分子鋳型法を用いた LAAS のノナナールの
選択性的検出に関する研究
* 谷本 優 , 長谷川 有貴 , 内田 秀和
埼玉大学

15P2-P-31
イオン液体とモノエタノールアミンのハイブリッドゲルを
被膜したヘテロコア光ファイバ SPR センサの
CO2 検出性能評価
* 小杉 良美 , 西山 道子 , 渡辺 一弘 , 井田 旬一
創価大学

15P2-P-32
表面プラズモン共鳴を利用した ITO 薄膜ヘテロコア
光ファイバ屈折率センサの応答評価
* 中村 優奈 , 長尾 裕司 , 渡辺 一弘 , 西山 道子
創価大学

15P2-P-33
環境湿度変化による TiO2 ナノ粒子を用いた
交互積層多層膜による ヘテロコア光ファイバ
屈折率センサの成膜特性評価
* 後藤 昌史 , 窪寺 昌一 , 渡辺 一弘 , 西山 道子

15P2-P-34
MEMS 光干渉センサによる
COVID-19 重症化予測マーカーのマルチ検出

* 陳 玟蒽 , 前田 智也 , 阪上 天斗 , 鈴木 宏美 , 崔 容俊 , 野田 俊彦 , 澤田
和明 , 髙橋 一浩
豊橋技術科学大学

15P2-P-35
リポソーム固定化センサを用いたパーキンソン病
原因タンパク質の特異的高感度検出における塩効果

* 紙谷 虎太郎 {1}, 澤村 正典 {2}, 山門 穂高 {2}, 高橋 悠矢 {1}, Werner
Carl Frederik{1}, 寒川 雅之 {3}, 野田 実 {1}
{1} 京都工芸繊維大学 , {2} 京都大学 , {3} 新潟大学

15P2-P-36
小型無線通信式ポテンシオスタットを活用した
汗中成分モニタリングシステムの開発

* 山田 樹生 , 今野 栄 , 石井 カンナ , 河奈 正太朗 , 工藤 寛之
明治大学
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15P2-P-37
覚醒・自由行動マウスの脳内 pH イメージングに向けた
in-vivo 計測システム

* 間所 麻衣 {1}, 堀内 浩 {2}, 小林 知子 {2}, 木村 安行 {1}, 堀尾 智子 {1},
土井 英生 {1}, 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

15P2-P-38
表面増強ラマン分光による単一 DNA オリゴマー計測の評価
* 品部 智哉 , 伊藤 寛樹 , 上杉 晃生 , 菅野 公二 , 磯野 吉正
神戸大学

15P2-P-39
植物刺入型イオンイメージセンサによる EC と H+ の
マルチモーダルセンシング検証

* 吉田 太一 , 泉保 賢汰 , 坂口 直己 , 戸田 清太郎 , 高山 弘太郎 , 崔 容俊 ,
高橋 一浩 , 澤田 和明 , 野田 俊彦
豊橋技術科学大学

15P2-P-40
水素イオン分布とカリウムイオン分布の
同時可視化に向けたマルチイオンイメージセンサの作製と
イオン検出特性の検討

* 加藤 萌 , 土井 英生 , 堀尾 智子 , 崔 容俊 , 高橋 一浩 , 服部 敏明 , 野田
俊彦 , 澤田 和明
豊橋技術科学大学

15P2-P-41
Lensless fluorescence imaging device for cells observation
with hybrid emission filter

*Kulmala Natcha{1}, Treephetchkul Thanaree{1}, Takehara
Hironari{1}, Haruta Makito{1}, Tashiro Hiroyuki{2}, Sasagawa
Kiyotaka{1}, Ohta Jun{1}
{1}Nara Institute of Science and Technology, {2}Kyushu University

15P2-P-42
触角電図センサの改良による低濃度匂い検出と
長時間動作の評価

* 福井 千海 {1}, 内田 智也 {2}, 祐川 侑司 {2}, 神崎 亮平 {2}, 照月 大悟 {3}
{1} 東京理科大学 , {2} 東京大学 , {3} 東北大学

15P2-P-43
連続計測用バイオセンサのための光抗体再生法
* 秋元 陽佑 , 山口 昌樹
信州大学

15P2-P-44
バイオセンサの検出信号増幅に用いる空間増幅法
* 梅 世豪 , 山口 昌樹
信州大学

15P2-P-45
水晶発振回路式複素容量センサによる
食肉センシングシステムの開発
* 大島 悠 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

15P2-P-46
microRNA を定量検出する小型電気化学センサの開発

* 前島 日南 {1}, 田畑 美幸 {2}, 宮原 裕二 {2}, 荒川 貴博 {1}
{1} 東京工科大学 , {2} 東京医科歯科大学

15P2-P-47
オンチップ血管網形成過程の数理モデルに基づいた定量的評価

* 藤本 和也 , 亀田 良一 , 横川 隆司
京都大学

15P2-P-48
Flow-induced Ca2+ signaling in proximal tubule cells
extracted from kidney organoids on a microphysiological
system

*MA CHENG, Banan Sadeghian Ramin, 藤本 和也 , 川上 瑛彦 , 荒岡 利
和 , 横川 隆司
京都大学

15P2-P-49
シクロオレフィンポリマー流体デバイスにおける
表面微細構造形成による疎水性表面の構築

* 堀井 和由 {1}, 関 友貴 {1}, 大内 貴智 {1}, 岩堀 公昭 {2}, 戸田 泰広 {2},
小粥 教幸 {2}
{1} シスメックス , {2}ASTI

15P2-P-50

15P4-M-2

階段状粗さ構造における微小管運動の速度評価

地方酒蔵が目指す未来

* 西江 葵 , 中原 佐 , 南 和幸
山口大学

15P2-P-51
胞巣状軟部肉腫モデルにおける血管内皮細胞種に依存した
血管新生の評価

* 萩庭 歩美 {1}, Surachada Chuaychob{1}, 田中 美和 {2}, 藤本 和也 {1},
中村 卓朗 {3}, 横川 隆司 {1}
{1} 京都大学 , {2} がん研究会 がん研究所 , {3} 東京医科大学

15P2-P-52
オンサイトバッテリーレス成分分離実現のための
マイクロ流路設計に関する研究

* 洞出 光洋 {1}, 迎 隼輔 {1}, 村上 修一 {2}, 才木 常正 {3}
{1} 防衛大学校 , {2} 大阪産業技術研究所 , {3} 兵庫県立工業技術センター

15P2-P-53
交流ナノポア法の広帯域化におけるナノポア形状の数値解析
* 仲間 礼佳 , 山本 貴富喜
東京工業大学

15P2-P-54
犬の掻破音計測用首輪型デバイスのための体導音マイクの開発
* 村松 駿 , 平 瑛美 , 桃井 康行 , 山本 道貴 , 高松 誠一 , 伊藤 寿浩
東京大学

15P2-P-55
超高真空セル実現に向けた小型イオンポンプの設計及び作製

* 大島 直人 {1}, 倉島 優一 {2}, 本村 大成 {2}, 松前 貴司 {2}, 渡邉 満洋
{1}, 高木 秀樹 {2}
{1} 日本大学 , {2} 産業技術総合研究所

15P2-P-56
構造ヘルスモニタリングにおける損傷検出のための
大型リボン状印刷センサ
* ジメルカ ダニエル , 小林 健
産業技術総合研究所

15P2-P-57
Fabrication and Evaluation of Thin Gaps for Direct
Electrification

* 魯 健 {1}, 坂田 稔 {2}, Andersson Mattias Lars{2}, 張 嵐 {1}, 後藤 博
史 {2}
{1} 産業技術総合研究所 , {2}GCE インスティチュート

15P2-P-58
全身筋電図モニタリングのための
布状生体電極アレイデバイスの開発

* 富田 直人 , 山本 道貴 , 高松 誠一 , 伊藤 寿浩
東京大学

15P2-P-59
生体適合性を持つ超薄型センサの電極製造技術の開発
* 張 嵐 , 魯 健 , 松本 壮平
産業技術総合研究所

15:20-16:00
15P3-M 基調講演 II

座長：磯部 良彦（ミライズテクノロージズ）

15P3-M
多孔性配位高分子と無機材料の
相乗的インターフェースの空間化学

―新しい高感度、非接触、リアルタイム検出システムー
* 北川 進
京都大学

* 松浦 素子
本家松浦酒造場

18:30-20:30
15P5 FT 合同懇親会（パークウエストン）
2022年11月16日（水）
09:20-10:00
16A1-M 基調講演 V

座長：永瀬 雅夫（徳島大学）

16A1-M
B5G/6G に向けた拡張無線ネットワークと時空間同期
- マイクロデバイスからのボトムアップアプローチ -

* 原 基揚

10:10-11:25
16A2-M バイオマイクロナノシステム

座長：山本 貴富喜（東京工業大学），尾上 弘晃（慶應義塾大学）

16A2-M-1
高精度な経上皮電気抵抗計測のための
トポロジー最適化による電極設計

* 合田 晴紀 {1}, 石田 尚之 {1}, 古田 幸三 {1}, 泉井 一浩 {1}, Van Keulen
Fred{2}, 亀井 謙一郎 {1}, 土屋 智由 {1}, 田畑 修 {3}, 平井 義和 {1}
{1} 京都大学 , {2}Delft University of Technology, {3} 京都先端科学大
学

16A2-M-2
豊富な血管内皮細胞を含む腎臓オルガノイドと
血管床との共培養

* 亀田 良一 {1}, 籔内 研佑 {2}, 谷口 純一 {2}, 荒岡 利和 {1}, 髙里 実 {2},
藤本 和也 {1}, 横川 隆司 {1}
{1} 京都大学 , {2} 理化学研究所

16A2-M-3
CMOS スマート電極アレイを搭載した
薄膜・セラミック複合人工視覚デバイスの開発

* 潘 愷鴿 {1}, 萩原 隆仁 {1}, Ronnakorn Siwadamrongpong{1}, 春田 牧
人 {1}, 中野 由香梨 {2}, 高野 拓郎 {2}, 寺澤 靖雄 {2}, 竹原 浩成 {1}, 田代
洋行 {3}, 笹川 清隆 {1}, 太田 淳 {1}
{1} 奈良先端科学技術大学院大学 , {2} ニデック , {3} 九州大学

16A2-M-4
酸化物型リチウムイオン全固体電池の
オンチップ集積プロセスの開発
* 酒井 章照 , 小野 崇人
東北大学

16A2-M-5
Evaluation of podocyte sources for Adriamycin-induced
focal segmental glomerulosclerosis model on a
microfluidic device

*Koh Darryl{1}, 田渕 史 {1}, 渡部 祥山 {1}, 薮内 研祐 {2}{3}, 佐原 義基
{2}, 髙里 実 {2}{1}, 藤本 和也 {1}, 横川 隆司 {1}
{1} 京都大学 , {2} 理化学研究所 , {3} 大阪大学

10:10-11:55
16A2-A ケミカルセンサ

座長：石田 寛（東京農工大学），岩田 達哉（富山県立大学）

16:10-17:30
15P4-M 基調講演 III & IV

座長：磯部 良彦（ミライズテクノロージズ）

15P4-M-1
大塚国際美術館の愉しみ方
* 浅井 智誉子
大塚国際美術館

16A2-A-1
ダイヤモンド電極を用いた残留塩素濃度モニター
* 宮村 和宏 , 亀子 雄大
堀場アドバンスドテクノ

16A2-A-2
温度特性の優れた支持基板一体型水晶振動子の QCM への応用

* 安田 倉土 , 佐谷 元 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学
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16A2-A-3
ベイズ最適化を用いたセンサ温度変調の最適化とガス識別
* 岩田 達哉 , 大倉 裕貴 , 佐伯 真彬 , 吉河 武文
富山県立大学

16A2-A-4
ガス動画像化のためのエレクトロスピニング酵素糸で紡ぐ
バイオ蛍光メッシュの開発

* 飯谷 健太 {1}, 中谷 美沙 {2}, 友野 つぼみ {2}, 當麻 浩司 {1}{3}, 荒川
貴博 {1}{4}, 土戸 優志 {2}, 武田 直也 {2}, 三林 浩二 {1}
{1} 東京医科歯科大学 , {2} 早稲田大学 , {3} 芝浦工業大学 , {4} 東京工科
大学

16A2-A-5
ガス透過特性可変素子への交流電圧印加による
ガス透過特性制御

* 蓑輪 奈穂 {1}, 水谷 学世 {1}{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

16A2-A-6
乳酸 , カリウムイオン ,pH を同時に可視化可能な
マルチケミカルセンサの製作

* 大塚 惇平 , 土井 英生 , 村口 迅人 , 掘尾 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

16A2-A-7
ガス拡散シミュレータを用いたガス源探索アルゴリズムの開発
―粒子フィルタに対する変更による乱れの大きな屋外環境への対応―
* 坂上 源生 {1}, 原津 拓巳 {1}, 松倉 悠 {2}, 石田 寛 {1}
{1} 東京農工大学 , {2} 電気通信大学

12:00-12:55

16P1-M 出展者による技術展示発表セッション III

フレキシブルプリント配線板
太洋工業
水素ガス環境用小型圧力センサ	
日本ファインセラミックス
DeepSniffer：AI で深化していくにおいセンシング
ユー・エス・イー
マテリアル先端リサーチインフラ事業のご紹介

文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM Japan）
ハイデルベルグ・インストルメンツ
マスクレスアライナー、直接描画装置のご紹介

ハイデルベルグ・インストルメンツ
音響による分離とトラッピング技術を活かした研究ツールのご紹介

フィジオテック
細胞培養：意外と無視できない細胞外の環境
マトリクソーム
ザイゴ社最新の光学白色干渉計
アメテック ザイゴ事業部

12:50-14:20
16P2-P ポスターセッション III
16P2-P-1
ストレッチャブルデバイス基板の
Roll-to-Roll 生産プロセスの開発

* 川上 寛樹 {1}, 長竹 恭平 {1}, 倪 思捷 {1}, 中村 史香 {1} 堀井 辰衛 {2},
藤枝 俊宜 {2}, 太田 裕貴 {1}
{1} 横浜国立大学 , {2} 東京工業大学

16P2-P-2
スパッタ SiON 膜を用いた MEMS 圧力センサの作製と特性評価
* 細川 颯太 , 伊藤 浩 , 新國 広幸
東京工業高等専門学校

16P2-P-3
スパッタ法による Sm 添加 PMN-PT の
Si 基板上へのエピタキシャル成長

* 福士 海伊 {1}, 吉田 慎哉 {2}, Qi Xuanmeng{1}, 田中 秀治 {1}
{1} 東北大学 , {2} 芝浦工業大学

16P2-P-4
レーザ蒸着法による Sm-（Fe,Co）系厚膜磁石の開発
* 堀川 誉 , 山下 昂洋 , 柳井 武志 , 中野 正基 , 福永 博俊
長崎大学

16P2-P-5
銀ナノワイヤ / グラフェン多層膜の積層による
フレキシブル透明電極の高性能化
* 野口 雅彦 , 赤阪 美保 , 小林 大造
立命館大学
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16P2-P-6
流路内液滴移動によるインピーダンス制御用液滴材料の検討

* 清水 彩乃 , 中井 涼太郎 , 坊野 慎治 , 小西 聡
立命館大学

16P2-P-7
Simultaneous poling of multiple piezoelectric devices

* ベルガラ アンドレア {1}, シェー サムエル {2}, 田中 秀治 {1}
{1} 東北大学 , {2} リンショーピング大学

16P2-P-8
室温形成した BaTiO3 厚膜の振動発電特性
* 川上 祥広
電磁材料研究所

16P2-P-9
AlGaN/GaN/Si 基板を用いた湾曲片持ち梁構造の
作製に適したエッチングマスクパターンの検討
* 玉村 誠也 , 松本 拓士 , 中村 成志
東京都立大学

16P2-P-10
ナノギャップデバイスによる真空度測定の検討

* 小宮 一毅 {1}, 永田 晃基 {1}, 山岡 英彦 {1}, 伊達 修一 {1}, 宮下 惟人
{1}, 楊 明 {2}
{1} 東京都立産業技術研究センター, {2} 東京都立大学

16P2-P-11
真空アニールした MEMS 振動発電素子用
カリウムドープ SiO2 エレクトレットの寿命に対する
H2O と H2 の影響

* プトラ レファルディ, 小澤 孝拓 , 本間 浩章 , 福谷 克之 , 年吉 洋
東京大学

16P2-P-12
クワッド質量共振器でリサージュモード制御を使用した
ローレンツ力 MEMS 磁力計
*Zhang Linxin, 塚本 貴城 , 田中 秀治
東北大学

16P2-P-13
高アスペクト比の微細フィン構造を有した
高感度ロボットハンド用すべり覚センサの開発

* 大橋 幹 , 鈴木 昌人 , 粉谷 翔貴 , 田中 悠資 , 高橋 智一 , 青柳 誠司
関西大学

16P2-P-14
AlInN 層の選択エッチングによるⅢ族窒化物半導体
MEMS デバイス作製の検討

* 谷 一輝 , 中村 成志
東京都立大学

16P2-P-15
細胞多様性に対応した
細胞保持力強化オプトポレーション法の開発

* 山本 寛文 , 松村 優基 , Mishra Aniket, 手島 美帆 , 岡本 俊哉 , 柴田 隆
行 , 永井 萌土
豊橋技術科学大学

16P2-P-16
小型原子時計用光学セルのための
メタサーフェス偏向素子の開発

*Prutphongs Ponrapee, 青木 活真 , 池沢 聡 , 岩見 健太郎
東京農工大学

16P2-P-17
窒化シリコン柱を用いた可視域用ガウシアン - トップハット型
ビーム整形メタサーフェスレンズ

* 山田 遼太 , 池沢 聡 , 岩見 健太郎
東京農工大学

16P2-P-18
フッ素添加酸化スズを陰極に用いた
マイクロ流体有機 EL の試作
* 池田 龍飛 , 加藤 えみり , 笠原 崇史
法政大学

16P2-P-19
量子センサーのための Cs 原子マイクロセル分光

* 田中 聡 {1}, 西野 仁 {2}, 小野 崇人 {3}, 松尾 由賀利 {1}, 酒見 泰寛 {4},
鳥井 寿夫 {4}, 青木 貴稔 {4}
{1} 法政大学 , {2} 多摩川ホールディングス , {3} 東北大学 , {4} 東京大学

16P2-P-20
F7000S-VD02 キャラクタープロジェクション法を用いた
12nm 八角形パターンの精密位置制御電子線描画に関する
初期検討
* 肥後 昭男 , 三角 啓 , 島本 直伸 , 落合 幸徳 , 三田 吉郎
東京大学

16P2-P-21
DMA 溶液を用いた圧電 PVDF フィルムの
ウェットエッチング特性に関する研究
* 吉田 圭吾 , 幹 浩文
和歌山大学

16P2-P-22
MEMS ピンセットによる接着細胞の剥離・把持・搬送

* 岩下 誠也 , 久米村 百子
九州工業大学

16P2-P-23
MEMS 触覚ディスプレイのための SMA 厚膜による
せん断動作機構の形成および動的特性評価
* 佐藤 勇人 , 丸山 顕 , 齋藤 涼 , 峯田 貴
山形大学

16P2-P-24
Environment anomaly detection using plant biopotential
sensing based on unsupervised deep learning

* 趙 漢卿 , 南保 英孝
金沢大学

16P2-P-25
栽培環境データに基づく植物生体電位応答の時系列データ解析

* 山口 拓将 , 長谷川 有貴
埼玉大学

16P2-P-26
匂いセンサシステムによる人の行動検知
* 于 沢平 , 葛 霊普 , 佐々 文洋 , 林 健司
九州大学

16P2-P-27
ロボットによる分注自動化のための
電動ピペット用チップ着脱デバイスの開発

* 藤原 康宣 {1}, 戸谷 一英 {1}, 菊池 華央 {1}, 上野 裕太郎 {1}, 佐賀 駿磨
{1}, 八重樫 温人 {1}, 木村 寛之 {2}, 茂木 克雄 {3}, 鎌田 智也 {4}, 小此木
孝仁 {5}
{1} 一関工業高等専門学校 , {2} 京都薬科大学 , {3} 東京電機大学 , {4} ア
イエスエス , {5} アイカムス・ラボ

16P2-P-28
光で遠隔操作可能な
3D プリンテッド・マイクロマニュピュレーターの開発
* 向井 理 , 盛一 志仁 , 丸尾 昭二
横浜国立大学

16P2-P-29
土中水分量・イオン濃度計測のためのチョッパ増幅器を
用いたインピーダンス計測回路システムの開発

* 藤園 幹樹 {1}, 重桝 竜希 {1}, 瀧本 壮平 {1}, 大多 哲史 {1}, Makinwa
Kofi{2}, 二川 雅登 {1}
{1} 静岡大学 , {2}Delft University of Technology

16P2-P-30
釘状電極を用いる土壌水分量計測に向けた
精密土壌等価回路の構築
* 加藤 寛基 , 大多 哲史 , 二川 雅登
静岡大学

16P2-P-31
電流印加型土中水分量・イオン濃度計測回路のための
現場計測を目指した周波数計測システムの開発
* 瀧本 壮平 , 重桝 竜希 , 藤園 幹樹 , 大多 哲史 , 二川 雅登
静岡大学

16P2-P-32
ブリルアン光相関領域反射計測法（BOCDR）を用いた
単一光ファイバによる常温 , 高温 , 低温部の分布・同時測定
* 手塚 信一郎 , 本間 雅美 , 鈴木 雄太 , 松浦 聡
横河電機

16P2-P-33
ヘテロコア光ファイバ圧力センサを用いた
非侵襲的嚥下機能評価デバイスの世代別応答評価

* 前田 大徳 {1}, 門倉 美幸 {1}, 小松 法子 {1}, 青木 涼子 {1}, 川上 勝 {2},
小山 勇也 {3}, 渡辺 一弘 {1}, 西山 道子 {1}
{1} 創価大学 , {2} 自治医科大学 , {3} 千葉工業大学

16P2-P-34
半導体ガスセンサを用いた木材腐朽の検出

* 鈴木 昌樹 {1}, 宮内 輝久 {1}, 伊佐治 信一 {1}, 長縄 竜一 {2}
{1} 北海道立総合研究機構 林産試験場 , {2} 産業技術総合研究所

16P2-P-35
Twin-T 型ノッチフィルタ白金超薄膜水素センサの開発

* 若林 翔貴 , 森 貴啓 , 王 璡 , 堺 健二 , 紀和 利彦
岡山大学

16P2-P-36
Real-time LAPS as a multi-cell multi-analyte sensor

*Werner Carl Frederik{1}, 高橋 悠矢 {1}, 山本 あゆみ {1}, 宮本 浩一郎
{2}, 吉信 達夫 {2}, 野田 実 {1}
{1} 京都工芸繊維大学 , {2} 東北大学

16P2-P-37
アニオン排除効果を制御するストライプゲート型
カリウムイオンセンサーデバイスの開発

*Islam Md Muztahidul{1}, Ota Satoshi{1}, Koike Satoshi{2}, TAKAI
Madoka{3}, Futagawa Masato{1}
{1}Shizuoka University, {2}Vegitalia, {3}University of Tokyo

16P2-P-38
アンモニアガス検出のための
ITO ナノ粒子ヘテロコア光ファイバセンサの開発と特性評価
* 桑原 幸一 , 西山 道子 , 渡辺 一弘 , 井田 旬一
創価大学

16P2-P-39
水晶発振回路式複素容量センサによるセメント系材料の
非破壊モニタリング技術の開発
* 岩本 啓吾 , 王 鶴鳴 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

16P2-P-40
深層ニューラルネットワークを利用した
ガス分布マップの超解像計測に関する基礎的研究

Winkler Nicolas P.{1}, * 松倉 悠 {2}, Neumann Patrick P.{1},
Schaffernicht Erik{3}, 石田 寛 {4}, Lilienthal Achim J.{3}
{1}Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, {2} 電気通信
大学 , {3}Örebro University, {4} 東京農工大学

16P2-P-41
抗トマチジン抗体の開発と
プラズモニック結晶作製条件の検討

* 川添 悠弥 {1}, 中嶋 浩順 {1}, 櫻井 望 {2}, 杉山 暁史 {3}, 小野寺 武 {1}
{1} 九州大学 , {2} 国立遺伝学研究所 , {3} 京都大学

16P2-P-42
植物バイオマーカーmiR399 の検出に向けた
ナノホールアレイ作製条件の検討

* 中嶋 浩順 {1}, 川添 悠弥 {1}, 川勝 弥一 {2}, 櫻井 望 {3}, 杉山 暁史 {4},
野田口 理孝 {2}, 小野寺 武 {1}
{1} 九州大学 , {2} 名古屋大学 , {3} 国立遺伝学研究所 , {4} 京都大学

16P2-P-43
ガス感応膜の電気的特性を複数同時に計測可能な
画素混載型 CMOS アレイセンサの提案

* 和田 武 , 木村 安行 , 飛沢 健 , 崔 容俊 , 高橋 一浩 , 澤田 和明 , 野田 俊彦
豊橋技術科学大学

16P2-P-44
多電極環状配置での生体インピーダンス法を用いた
骨折治癒度センサ

* 池谷 徳之 {1}, 安原 京介 {1}, 増田 治輝 {1}, 五谷 寛之 {1}{2}, 村上 裕
二 {1}
{1} 静岡理工科大学 , {2} 大阪掖済会病院

16P2-P-45
IrOx 薄膜を用いた溶存酸素イメージセンサの提案と評価

* 上田 玲奈 , 岩土 遼介 , 赤井 大輔 , 飛沢 健 , 崔 容俊 , 高橋 一浩 , 野田
俊彦 , 澤田 和明
豊橋技術科学大学
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16P2-P-46

16P2-P-59

マイクロ流体チップによる血漿模擬サンプルの電気伝導率評価

マグネトロンスパッタを用いたベーマイト上の
SERS 活性基板の作製

* 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

* 三枝 峻也 , 田中 拓 , 納谷 昌之 , 福岡 隆夫 , 天野 壮 , 内海 裕一 , 山口
明啓
兵庫県立大学

16P2-P-47
DNA アプタマーを用いたコルチゾールの検出

* 横畑 咲希 , 中嶋 悠祐 , 清水 智弘 , 新宮原 正三 , 葛谷 明紀 , 伊藤 健
関西大学

16P2-P-60
超薄型 Si ひずみゲージとアクリル梁構造を用いた圧力センサ

* 伊藤 恭平 {1}, 小林 健 {2}, Zymelka Maria{1}, 山本 道貴 {1}, 高松 誠
一 {1}, 伊藤 寿浩 {1}
{1} 東京大学 , {2} 産業技術総合研究所

16P2-P-48
ガルバニック電流に基づいた微生物センサの開発と
その応答メカニズム解析

* 杉本 真依 {1}, 小原 宗一朗 {1}, 峠 知矢子 {2}, 中津 美智代 {2}, 髙村 映
一郎 {1}, 坂元 博昭 {1}, 末 信一朗 {1}
{1} 福井大学 , {2} 福井県工業技術センター

16P2-P-49
効率的なナノ粒子アセンブリにおける相乗的動電作用の
数値検証

* 荒井 修作 {1}, 内田 諭 {1}, 八木 一平 {1}, 西川 宏之 {2}, 関 宏範 {2}
{1} 東京都立大学 , {2} 芝浦工業大学

16P2-P-50
A wireless CMOS imaging device utilized Bluetooth-lowenergy for freely moving animals

*Treepetchkul Thanaree{1}, Ronnakorn Siwadamrongpong{1},
Hironari Takehara{1}, Makito Haruta{1}, Hiroyuki Tashiro{2},
Kiyotaka Sasagawa{1}, Jun Ohta{1}
{1}Nara Institute of Science and Technology, {2}Kyushu University

16P2-P-51
機械学習を用いた交流ナノポア計測における
ウイルス・バクテリア同定能の高度化
* 坂本 まあみ , 山本 貴富喜
東京工業大学

16P2-P-52
His-tag 法を用いた SiC 上グラフェンへの抗体配向修飾技術

* 森 優介 , 松村 大夢 , 村山 圭汰 , 竹下 凌哉 , Tung Hoang Anh, 大野 恭
秀 , 永瀬 雅夫 , 田端 厚之 , 長宗 秀明
徳島大学

16P2-P-53
弾性表面波を用いたプローブ修飾粒子の撹拌制御による
RNA 回収効率向上

* 金城 歩 {1}, 矢嶋 修登 {1}, 神田 真穂 {1}, 才木 常正 {2}, 天谷 諭 {3}, 向
當 綾子 {4}, 髙村 映一郎 {1}, 坂元 博昭 {1}, 末 信一朗 {1}
{1} 福井大学 , {2} 兵庫県立工業技術センター, {3} 東京大学 , {4} 日華化学

16P2-P-54
汎用作製プロセス化を指向したマイクロ流体デバイスと
カンチレバーアレイセンサへの適用
* 高橋 悠矢 {1}, 紙谷 虎太郎 {1}, 水戸部 龍介 {2}, 長谷川 拓海 {2},
Werner Carl Frederik{1}, 寒川 雅之 {2}, 野田 実 {1}
{1} 京都工芸繊維大学 , {2} 新潟大学

16P2-P-55
流体コントロールを応用した高効率細菌培養デバイスの開発

* 田中 大器 {1}, 石原 潤一 {2}, 高橋 弘喜 {2}, 宮崎 彩 {1}, 梶谷 颯希 {1},
前川 尚輝 {2}, 山崎 由里子 {2}, 高屋 明子 {2}, 松岡 悠美 {3}, 古谷 正裕
{1}, 関口 哲志 {1}, 庄子 習一 {1}
{1} 早稲田大学 , {2} 千葉大学 , {3} 大阪大学

16P2-P-56
MEMS ひずみセンサを用いた傾斜角センサ

* 髙木 卓真 {1}, 小林 健 {2}, Zymelka Maria{1}, 山本 道貴 {1}, 高松 誠
一 {1}, 伊藤 寿浩 {1}
{1} 東京大学 , {2} 産業技術総合研究所

16P2-P-57
前処理条件の適切化によるダイヤモンド基板と
シリコン基板の接合強度向上

* 大北 称 {1}, 松前 貴司 {2}, 倉島 優一 {2}, 梅沢 仁 {2}, 早瀬 仁則 {1}, 高
木 秀樹 {2}
{1} 東京理科大学 , {2} 産業技術総合研究所

16P2-P-58
動物の体導掻破音計測デバイスのための密閉空気室構造の検討
* 小畑 裕貴 , 村松 駿 , 山本 道貴 , 高松 誠一 , 伊藤 寿浩
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14:30-15:10
16P3-M 基調講演 VI

座長：加地 範匡（九州大学）

16P3-M
ヒト血液脳関門 -Blood-Brain Barrier（BBB）- を知る、創る、操る：
物流システムの解明から Human BBB on-a-Chip への展開

* 立川 正憲
徳島大学

15:10-15:50
16P4-M 閉会式
2022年11月17日（木）
09:00-18:00
テクニカルツアー実施

テクニカルツアー（日亜化学工業見学他）

日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門主催
第 1３回マイクロ・ナノ工学シンポジウム

2022年11月14日（月）
9:30-10:00
14A1-M 開会式
10:00-10:40
14A2-M Future Technologies10 周年記念企画セッション

司会：磯部 良彦（ミライズテクノロジーズ）
座長：年吉 洋（電気学会センサ・マイクロマシン部門長）,
土屋 智由（日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門長）

・小寺 秀俊（京都大学）
・三木 則尚（慶應義塾大学）
・岡田 亮二（グローセル）
・宮崎 康次（九州工業大学）

Pt. ２ マイクロ・ナノ工学分野の活性化
～研究会の作り方と活用法

概要：組織的な研究活動である研究会への参加と研究のさらなる活性化を
目指したメッセージ
座長：鈴木 孝明（群馬大学）, 南 和幸（山口大学）

研究会活動に思うマイクロ・ナノ工学の未来
- マイクロ・ナノ機械の信頼性研究会の活動を通じて 生津 資大
京都先端科学大学 ,
マイクロ・ナノ機械の信頼性研究会幹事

研究会のこれからと学会活動の未来

土肥 徹次
中央大学 , マイクロ・ナノ医療デバイスに関する研究会幹事、未来のセン
サシステムに関する研究会主査

14A2-M-1
挑戦を続けよう

* 桑野 博喜 [1][2]
[1] 東北大学 , [2] 仙台スマートマシーンズ

14A2-M-2
Future Technologies への CHEMINAS 参画から 5 年、
その経緯とこれから
* 横川 隆司
京都大学

10:40-11:55
14A3-M FT 合同招待セッション

座長：永瀬 雅夫（徳島大学）, 荒川 貴博（東京工科大学）,
安部 隆（新潟大学）, 寺尾 京平（香川大学）

14A3-M-1
集積化 MEMS 技術によるマルチモーダル分子認識センサ
* 高橋 一浩
豊橋技術科学大学

14A3-M-2
MEMS 気流センサによる生体情報センシング
* 長谷川 義大
広島市立大学

14A3-M-3
しなやかな機能につながる応用力学
* 花崎 逸雄
東京農工大学

14A3-M-4
ヒト胎盤模倣システムの開発
* 梶 弘和
東京医科歯科大学

12:10-12:45

14P1-M 出展者による技術展示発表セッション I

ジオマテックの薄膜技術を用いたセンサ素子のご紹介
ジオマテック
マイクロ流体チップを用いた測定＆評価環境を構築したい方へ

エス・イー・アール
医療機器及びマイクロデバイス事業紹介
ＡＳＴＩ
徳島大学ポスト LED フォトニクス研究所の御紹介
徳島大学
センサデバイスの「静」と「動」を見える化する非接触の測定技術

ポリテックジャパン

13:00-14:30

14P2-M 日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門
発足 10 周年記念企画
【マイクロ・ナノ工学部門の始まりと発展】
Pt.1 マイクロ・ナノ工学部門の夜明け前
～専門会議時代の楽屋話

14:40-16:10

14P3-M 日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門と
電気学会センサ・マイクロマシン部門合同企画
【マイクロ・ナノ工学の若手研究者／技術者のキャリアプラン】
座長：中島 雄太（熊本大学）, 猪股 直生（東北大学）,
中澤 謙太（静岡大学）

Pt. １ マイクロ・ナノの若手研究者／技術者に期待すること

概要：マイクロ・ナノ関連分野を経て産業界で活躍する研究者の経験談や
メッセージ

これからの研究開発者に期待すること
（機器開発メーカの視点で）
叶井 正樹
島津製作所

ベンチャーの実情と若手研究開発者に期待すること
宮崎 真佐也
HaKaL

Pt. ２ マイクロ・ナノが活きる道
（学位取得からのロールモデル）

概要：学位取得に向けた取組みやその後のキャリアプラン・経験

博士課程に進むべきか
木内 万里夫
住友精密工業

「楽しむことが好き！― 米国・イギリス留学、研究、起業、子育て」
繁富（栗林）香織
北海道大学

17:30-19:00
14P5-P ポスターセッション I
14P5-PN-1
レーザー操作液滴を用いたマルチマテリアル
2 光子造形法の開発

冨樫 天 *, 平田 穂高 , 江口 直哉 , 向井 理 , 古川 太一 , 丸尾 昭二
横浜国立大学

14P5-PN-2
神経回路の一細胞レベル電位計測のための
マイクロ有機電極アレイセンサの開発
彌田 尚希 *, 原 悠真 , 村上 達哉 , 吉田 昭太郎
中央大学

14P5-PN-3
幾何学的形状の異なる酸化銅ナノワイヤセンサの
液体センシング性能について
木村 由斉 *, 燈明 泰成
東北大学

概要：部門化に向けた立ち上げの苦労やハプニングなどを交えた学びを振
り返る座談会
座長：三木 則尚（慶應義塾大学）
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14P5-PN-4
ポリマー微細加工された昆虫規範型羽ばたき装置による
微小翼の共振駆動
石破 和弥 *, 末次 亮太郎 , 木村 元宣 , 大西 南斗 , 石原 大輔
九州工業大学

14P5-PN-5
応力集中を緩和したキリガミ機構実装ナノペーパーの
レジリエンス
中川 大輔 *, 花崎 逸雄
東京農工大学

14P5-PN-6【講演取下げ】
ウェアラブル発汗センサの計測誤差低減手法の検討
橋本 優生 *, 都甲 浩芳
日本電信電話

14P5-PN-7
PDMS 平板とマイクロ流路内への酵母吸着特性評価

尾田 陽哉 *, 大月 一摩 , 中村 彰宏 , 鈴木 義之 , 北原 雪菜 , 小笠原 渉 ,
溝尻 瑞枝
長岡技術科学大学

14P5-PN-8
表面微細構造を利用したフッ素樹脂接合チタンウェハの開発
新保 元哉 *, 佐々木 朋裕 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

14P5-PN-9
高濃度にドープされたシリコン構造に対する水素および
窒素アニーリングの影響

Muhammad Khan*, Yukio Suzuki, Tianjiao Gong, Nobutoshi Nemoto,
Shuji Tanaka
Tohoku University

14P5-PN-10
サテライト液滴の表面張力振動を利用した気液界面物性の評価
本田 龍一 *, 田中 健太郎
東京海洋大学

14P5-PN-11
マイクロ・ナノ流路を用いた pH 計測法の開発
高木 肇志 *, 白井 孝典 , 岸本 龍典 , 土井 謙太郎
豊橋技術科学大学

14P5-PN-12
原子間力顕微鏡による電気分解ナノバブルの内圧の直接計測
永野 箇実 *, 手嶋 秀彰 , 木村 亮太 , 高橋 厚史
九州大学

14P5-PN-13
グリア細胞を一細胞単位で操作可能な
マイクロアレイデバイスの開発
畑 翔太 *, 礎 慎太郎 , 吉田 昭太郎
中央大学

14P5-PN-14
パリレン多孔膜構造を用いたヒーター内蔵型
Knudsen ポンプの開発
陳 浩 *, 鈴木 雄二 , 森本 賢一
東京大学

14P5-PN-15
圧電薄膜振動子を用いた液滴生成デバイスに関する研究
山河 誉来 *, 大森 健太郎 , 神田 岳文 , 脇元 修一 , 山口 大介
岡山大学

14P5-PN-16
力学刺激応答解析のための in vitro コラーゲン血管モデル
山本 颯 *, 尾上 弘晃 , 川原 光稀
慶應義塾大学

14P5-PN-17
液体金属を用いた SMA ワイヤ型アクチュエータの冷却法
およびシグモイド関数を用いた相変態モデルの近似

小川 貴博 *[1], 渕脇 大海 [1], 藤田 修二 [2], 井上 幸人 [2], 武井 智哉 [2]
[1] 横浜国立大学 , [2] ソニー

14P5-PN-18
バイオ電池を用いた投薬パッチの製作

南波 英途 *, 佐々木 海 , 小山 峻輝 , 吉田 昭太郎
中央大学

14P5-PN-19
シリコン電極薄型燃料電池の開発 
－ PDMS 流路製作および発電中の流路観察－
吉村 岳 *, 早瀬 仁則
東京理科大学

14P5-PN-20
熱伝導率の非線形温度特性を利用した
サーマルリザバーコンピューティング

武田 侑大 *, 水本 昂宏 , Banerjee Amit, 土屋 智由 , 廣谷 潤
京都大学

14P5-PN-21
マイクロ流体デバイスを使用したシードレス非加熱液
相還元法による三角形状金ナノプレートの合成
浜本 真央 *, 柳生 裕聖
関東学院大学

14P5-PN-22
低エンドトキシンアルギン酸ハイドロゲル
マイクロビーズからの AAV 徐放制御

日置 愛基 *[1], 髙塚 柊平 [1], 倉科 佑太 [2], 尾上 弘晃 [1]
[1] 慶應義塾大学 , [2] 東京農工大学

14P5-PN-23
循環腫瘍細胞捕捉のためのマイクロ流体デバイスの開発
―マイクロポスト部の寸法拡大による流路詰まりの抑制―

安積 拓矢 *[1], 早瀬 仁則 [1], 鈴木 利宙 [2], 中面 哲也 [3], 市川 哲平
[1]
[1] 東京理科大学 , [2] 帝京大学 , [3] 国立がん研究センター

14P5-PN-24
歩行における３次元腕振り運動が手首装着型
エネルギーハーベスターの発電出力に与える影響
姚 佳明 *, 梅 旭濤 , 三好 智也 , 鈴木 雄二
東京大学

14P5-PN-25
合体・分解型マイクロゲルロボットの駆動

渡邊 夏生 *[1] 横山 義之 [2], 早川 健 [1]
[1] 中央大学 , [2] 富山県産業技術研究開発センター

14P5-PN-26
超音波の干渉がもたらす力学的刺激に応答する構造色デバイス
後藤 颯 *, 尾上 弘晃
慶應義塾大学

14P5-PN-27
水中で用いる薄くてしなやかな三軸接触応力センサの開発
村上 和真 *, 笹川 和彦 , 藤崎 和弘 , 三浦 鴻太郎
弘前大学

14P5-PN-28
プラズモニック光検出器を用いた分光法による
複数種のガス計測

山岡 詩菜 *[1], 金田 裕喜 [1], 齋藤 史朗 [2], 大下 雅昭 [1], 菅 哲朗 [1]
[1] 電気通信大学 , [2] イムラ・ジャパン

14P5-PN-29
熱溶融積層 3D プリンタを用いた単層ヒンジ構造の自己折り畳み
田久 健人 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

14P5-PN-30
ヤモリを模倣した微細毛のフェムト秒レーザー加工による作製
坂本 陣也 *, 鈴木 昌人 , 高橋 智一 , 青柳 誠司
関西大学

14P5-PN-31
電気二重層の電荷量変調を用いた圧力センサの開発

井上 航太 *[1], 三輪 一元 [2], 中村 史香 [1], 清水 直 [2], 伊佐野 雄司
[1], 澤田 温 [1], 小野 新平 [2],
太田 裕貴 [1]
[1] 横浜国立大学 , [2] 電力中央研究所

14P5-PN-32
有機電子回路のための印刷型有機薄膜トランジスタの開発
原 悠真 *, 吉田 昭太郎
中央大学

14P5-PN-33
シリコン電極薄型燃料電池の開発
―保護膜堆積による多孔質のエッチングストップ層化―
高岸 瑞生 *, 中島 萌美 , 早瀬 仁則
東京理科大学
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14P5-PN-34
DNA のカスケード伸長反応を利用した
DNA 架橋ゲルによる抗原センサ

加藤 智史 *[1], 石羽 友莉花 [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

14P5-PN-35
零熱膨張ガラスを用いた MEMS 半球振動子の作製
内海 太一 *, 小代 洸太 , 塚本 貴城 , 田中 秀治
東北大学

14P5-PN-36
細胞マイクロアレイの三次元構造ウェルの
流れ場による細胞固定効率

佐野 涼太 *[1], 小山 健太朗 [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

14P5-PN-37
温度勾配によって生じるマイクロ粒子周りの流れの
可視化手法の検討
梅 世哲 *, 辻 徹郎 , 田口 智清
京都大学

14P5-PN-38
デフォーカス・ナノ粒子画像流速計によるナノ流路の
流速分布計測
佐伯 陽 *[1], 田中 美典 [1], 花崎 逸雄 [2], 嘉副 裕 [1]
[1] 慶應義塾大学 , [2] 東京農工大学

14P5-PN-39
接合条件と熱酸化処理が直接接合品質に与える
影響に関する研究

弓 天驕 *, Khan Muhammad Jehanzeb, 鈴木 裕輝夫 , 田中 秀治
東北大学

14P5-PN-40
単一細胞を並列操作するペリスタポンプ一体型
マイクロピペットアレイの開発
宅和 宏樹 *, 永井 萌土 , 柴田 隆行 , 岡本 俊哉
豊橋技術科学大学

14P5-PN-41
MEMS デバイスの性能評価及び AFM による摩擦試験
谷口 治暉 *, 安藤 泰久
東京農工大学

14P5-PN-42
細胞動態のオンライン計測に向けてグルコースセンサを
集積化したオンチップポンプ型生体模倣システムの開発

鮫島 奎哉 *[1], 宮下 創 [1], 榛葉 健汰 [1], 小森 喜久夫 [2], 木村 啓志 [1]
[1] 東海大学 , [2] 近畿大学

14P5-PN-43
三次元裏面露光を用いた UV-PDMS 製マイクロ構造の作製
関口 天 *[1], 上野 秀貴 [2], 田中 有弥 [1], 鈴木 孝明 [1]
[1] 群馬大学大学 , [2] 産業技術総合研究所

14P5-PN-44
工業用純チタンの機械的性質に及ぼす多軸鍛造後のクロス
圧延の影響
石井 芳幸 , 久保木 功
工学院大学

14P5-PN-45
PDMS 型を用いた射出成形法の提案と任意形状の
ポリ乳酸製マイクロニードルの作製

山口 大輔 *[1], 楊 淏予 [1], 鈴木 昌人 [1], 高橋 智一 [1], 青柳 誠司 [1],
鈴木 康一郎 [2], 芳賀 善九 [3]
[1] 関西大学 , [2] 武蔵野化学研究所 , [3] メイホー

14P5-PN-46
非調和変調法を用いた磁気共鳴検出のための
マイクロストリップライン型複合コイル
椎名 司 , 廣川 直樹 , 小野 崇人 , 戸田 雅也 *
東北大学

14P5-PN-47
ポリマー微細加工による多層中空構造を用いた
昆虫規範型飛行体用トランスミッション
木村 元宣 *, 末次 亮太郎 , 上尾 純平 , 石原 大輔
九州工業大学

14P5-PN-48
MEMS 触覚センサのための
カンチレバーたわみ形状制御手法の開発
鄭 盈権 *, 川﨑 雄記 , 安部 隆 , 寒川 雅之
新潟大学

14P5-PN-49
実験および数値シミュレーションに基づいた
細胞匂いセンサのためのガス導入流路

中根 卓馬 *[1], 大崎 寿久 [2], 三村 久敏 [2], 高森 翔 [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

14P5-PN-50
Si ウェハを用いた静電力提示触覚ディスプレイと
圧電アクチュエータとの複合化
近藤 雅敏 *, 高橋 駿 , 安部 隆 , 寒川 雅之
新潟大学

14P5-PN-51
折り線を有する切り紙構造における折り上げ方法の検討
中村 凪 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

14P5-PN-52
気液界面張力を接着力として利用した自己組織化系の構築
伊東 章 *, 鈴木 宏明
中央大学

14P5-PN-53
フェムト秒レーザを用いたコラーゲンハイドロゲルの
3D バイオプロセシング
熊谷 侑晟 *, 大内 良平 , 須藤 亮 , 田口 良広
慶應義塾大学

14P5-PN-54
微細藻類懸濁液中における多点光照射を用いた微小構造の
拡散泳動法の開発
手嶋 日向 *, 大野 凌雅 , 岡本 俊哉 , 柴田 隆行 , 永井 萌土
豊橋技術科学大学

14P5-PN-55
AI-enabled single-cell detection and photocuring for cell
screening
Tanmay Debnath*, Shunya Okamoto, Takayuki Shibata, Moeto Nagai
Toyohashi University of Technology

14P5-PN-56
結合力モデルを用いた SOFC セラミックス材料の
クラック生成解析
瀨川 伊響 *, 小瀧 直輝 , 原 祥太郎
千葉工業大学

14P5-PN-57
ナノプラズモニクスにおけるホットキャリア注入条件と
半導体の屈折率との関係の解明
荒河 雄太 *, 酒井 康徳
芝浦工業大学

14P5-PN-58
蛍光 Self-quenching による超瞬間凍結された微小液滴の
ガラス化評価
渡部 広機 *, 湯浅 裕太 , 秋山 佳丈
信州大学

14P5-PN-59
単一細胞熱分析のための自立チャネル型
ナノカロリメータの開発
梅野 錬 *, 焦 一航 , 矢吹 智英
九州工業大学

14P5-PN-60
首振り型の乳がん検診用超音波プローブの
構造に関する基礎研究
勝村 安結 *, 三木 則尚
慶應義塾大学

2022年11月15日（火）
09:10-10:00
15A1-M 基調講演 I

座長：安部 隆（新潟大学）
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15A1-M

15P2-PN-8
機械式腕時計におけるエネルギー伝達効率向上のための
シリコンがんぎ車
* 舟川 剛夫
セイコーエプソン

培養神経回路への局所的な薬剤投与のための
有機電子イオンポンプの製作
児玉 泰河 *, 礎 慎太郎 , 吉田 昭太郎
中央大学

15P2-PN-9

10:00-11:40
15A2-M 日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門表彰式・
表彰講演
座長：鈴木 宏明（中央大学）

マイクロ・ナノ 3 Ｄプリンティング：
技術の進歩と異分野融合イノベーション
* 丸尾 昭二
横浜国立大学

音響応答性ハイドロゲル開発のための
Ca-Alg ゲルシートに含有された気泡核の共振挙動の観察
李 江 *[1], 尾上 弘晃 [2], 倉科 佑太 [1]
[1] 東京農工大学 , [2] 慶応義塾大学

15P2-PN-10
自己組織化エレクトレットを用いた
MEMS 振動エナジーハーベスタの高出力化の検討

杉本 澪貴 *[1], 李 睿宸 [1], 川島 康介 [1], 田中 有弥 [2], 山根 大輔 [1]
[1] 立命館大学 , [2] 群馬大学

15P2-PN-11
12:50-13:30

15P1-M 出展者による技術展示発表セッション II

「省・小・精」から生み出す価値で 人と地球を豊かに彩る

セイコーエプソン
AFM・SEM 同時解析装置 FusionScope および Nanosurf 社 AFM のご紹介

日本カンタム・デザイン
フォトリソをもっと手軽に マスクレス露光装置 PALET（パレット）

ネオアーク
微細レーザー加工と精密貼り合わせ技術で作るマイクロ流路

シーエステック
金属用絶縁皮膜コーティング液『 クレコート 』の紹介

イチネンケミカルズ
SPP テクノロジーズのセンサ・MEMS 製造装置
SPP テクノロジーズ
新規エレクトレット材料を用いた振動発電デバイスのご紹介
/ ウイルスセンサのご紹介
デンソー
住友精密グループの “MEMS ソリューション
住友精密工業

13:40-15:10
15P2-P ポスターセッション II
15P2-PN-1
マイクロ流路を持つ弱連成マイクロカンチレバーによる
流体内微小質量の高感度計測法
中村 匠実 *[1], 藪野 浩司 [1], 山本 泰之 [2], 松本 壮平 [2]
[1] 筑波大学 , [2] 産業技術総合研究所

15P2-PN-2
POF のドライエッチング技術の検討

中島 遼 *[1], 中西 拓登 [1], 李 ひよん [2], 水野 洋輔 [3], 山根 大輔 [1]
[1] 立命館大学 , [2] 芝浦工業大学 , [3] 横浜国立大学

15P2-PN-3
電解エッチング法による Ti 系材料の微細構造形成と強度評価
大石 恭徳 *, 佐々木 朋祐 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

15P2-PN-4
有機材料を中心とした
導電性高分子アクチュエータシステムの構築
佐々木 海 *, 吉田 昭太郎
中央大学

15P2-PN-5
ワクシニアウイルスベクターを用いた新型コロナウイルス
ワクチン用マイクロニードルパッチの開発
工藤 光太 *[1], 朴 鍾淏 [1], 比嘉 雅彦 [2], 古関 文 [2], 安井 文彦 [2],
小原 道法 [2], 金 範埈 [1]
[1] 東京大学 , [2] 東京都医学総合研究所

15P2-PN-6
ナノ空間 1 粒子サンプリングに向けた階層的ナノ流路の作製
垣内 理那 *, 嘉副 裕
慶應義塾大学

15P2-PN-7
マイクロニードル付き吸盤のための設計検討
小口 篤紀 *, 寺嶋 真伍 , 岩瀬 英治
早稲田大学

拍動流による細胞培養のための
電場駆動型チューブレスポンプの開発

川田 到 *, 小林 颯介 , 趙 凱 , 市川 賀康 , 元祐 昌廣
東京理科大学

15P2-PN-12
チタン箔ベース MEMS のための生産プロセスの開発
海野 一真 *, 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

15P2-PN-13
バクテリアセルロースより生成した
カーボン多孔質体の熱伝導率計測

東 蒼汰 *, 李 秦宜 , 内村 元紀 , 津守 不二夫 , 高橋 厚史
九州大学

15P2-PN-14
流体構造連成解析に基づく弓形人工聴覚上皮の
液中における周波数弁別能評価
山崎 嘉己 , 川野 聡恭
大阪大学

15P2-PN-15
電熱駆動式４D プリンテッドマイクロアクチュエータの
熱機械特性
橋本 将明 *, 佐藤 鳳也 , 陳 天洲 , 田口 良広
慶應義塾大学

15P2-PN-16
紙面上プリントパターン電極による磁性粒子制御技術の開発
桑野 湧輝 *, 三宅 亮 , 笠間 敏博
東京大学

15P2-PN-17
同期振動実現に向けた MEMS チルトミラーアレイの設計
大木 幹也 *, 中村 友哉 , Banerjee Amit, 廣谷 潤 , 土屋 智由
京都大学

15P2-PN-18
マイクロチャンバーを用いた局所的な
上皮細胞間物質透過の評価
喜田 龍哉 *, 津金 麻実子 , 鈴木 宏明
中央大学

15P2-PN-19
フェムト秒パルスレーザによるジルコニアの
マイクロ・ナノ加工特性に及ぼすドーパント濃度の影響
山室 悠香 *[1], 下山 智隆 [2], 閻 紀旺 [1]
[1] 慶應義塾大学 , [2] 東ソー

15P2-PN-20
エレクトレットを用いた皮膚貼り付け型エネルギーハーベスタ
武部 将弥 *, 三好 智也 , 鈴木 雄二
東京大学

15P2-PN-21
紙分析デバイスのための温度応答性バルブの性能評価

長野 雅也 *[1], 岩崎 渡 [2], 森田 伸友 [2] 西東 洋一 [1], 中西 義孝 [1],
中島 雄太 [1]
[1] 熊本大学 , [2] 産業技術総合研究所

15P2-PN-22
有限要素法による Ti 製 MEMS 圧力センサの感度解析
中井 遥介 *, 安部 隆 , 寒川 雅之
新潟大学
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15P2-PN-23
電子顕微鏡観察用の超薄切片試料の自己整合捕捉機能を
付加した支持チップの形成および捕捉挙動評価
髙橋 響 *[1], 小入羽 祐治 [2], 峯田 , 貴 [1]
[1] 山形大学 , [2] 日本電子

15P2-PN-24
ベイズ最適化による組織成熟化の最適条件の探索

宮田 大輝 *[1], 笠原 啓太郎 [1], 倉科 祐太 [2], 山田 貴大 [1], 舟橋 啓
[1], 尾上 弘晃 [1]
[1] 慶應義塾大学 , [2] 東京農工大学

15P2-PN-25
多段音響分離デバイスによる
サイズ混合プラスチック微粒子濃縮回収の検証
城内 健希 *, 大堀 結丸 , 中山 明美 , 森脇 洋 , 秋山 佳丈
信州大学

15P2-PN-26
プール方式で SARS-CoV- ２変異株の検出と特定を
可能にする DNA バーコードビーズの開発
西川 香里 , 金子 泰洸ポール *, 川崎 真由 , 新宅 博文
理化学研究所

15P2-PN-27
MEMS 共振子の温度特性を予測するシミュレータの作成
山田 駿介 *, 田中 秀治
東北大学

15P2-PN-28
プラズモニック分光素子による連続スペクトルの分光の研究

金田 裕喜 *[1], 大下 雅昭 [1], 山岡 詩菜 [1], 齋藤 史郎 [2], 菅 哲朗 [1]
[1] 電気通信大学 , [2] イムラジャパン

15P2-PN-29
液体金属のイオンゲルコーティングを用いた
配線絶縁層の自己形成に関する研究

村上 航輝 *, 浅田 珠里 , 宇佐美 夏香 , 伊佐野 雄司 , 神頭 萌果 , 松田
涼佑 , 上野 和英 , 太田 裕貴 ,
渕脇 大海
横浜国立大学

15P2-PN-30
折り線を有する切り紙構造による
2 面コーナーリフレクタアレイの製作
羽根田 海 *, 佐藤 峻 , 岩瀬 英治
早稲田大学

15P2-PN-31
プラズマ援用原子層堆積プロセスで生じる
気相粒子の反応散乱モデル構築に向けた
反応性力場分子動力学シミュレーション
小﨑 祐助 *, 上根 直也 , 馬渕 拓哉 , 徳増 崇
東北大学

15P2-PN-32
有機材料のみを用いた屈曲点の硬さ制御が可能な
ソフトロボットの構築
船越 耀介 *, 吉田 昭太郎
中央大学

15P2-PN-33
設計論構築のためのマイクロプラズマバブルの
生成メカニズム解明
山下 優 *, 佐久間 臣耶 , 山西 陽子
九州大学

15P2-PN-34
非定常単細線加熱法を用いた石けん膜の熱物性値測定に
おける膜モデル形状の影響
草部 泰知 *, 田中 誠一 , 藤原 誠之
明石工業高等専門学校

15P2-PN-35
一方向性の 3 次元神経軸索形成のための
段差付きマイクロ流路デバイス
柳川 三四郎 *[1], 尾上 弘晃 [1], 根岸 みどり [2]
[1] 慶應義塾大学 , [2] 武蔵野大学

15P2-PN-36
生物表面（蚊、フナムシ）を模倣したマイクロニードルの
内面構造の作製とその流体抵抗低減効果の検討
山内 陽弘 *, 鈴木 昌人 , 高橋 智一 , 青柳 誠司
関西大学

15P2-PN-37
収縮層の剥離抑制による 2 層自己折り畳みにおける
高折り上げ角の実現
佐藤 祐輔 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

15P2-PN-38
同心円状に収縮するチューブ状骨格筋組織の作製
趙 炳郁 *, 森本 雄矢 , 竹内 昌治
東京大学

15P2-PN-39
精子形成機序解明に向けた
精細管培養イメージングデバイスの開発

白井 大喜 *[1], 鴨下 真紀 [2], 中村 寛子 [1], 小川 毅彦 [3], 伊川 正人
[2], 木村 啓志 [1]
[1] 東海大学 , [2] 大阪大学 , [3] 横浜市立大学

15P2-PN-40
シングル液滴トラップによる
大面積 2 光子マイクロ光造形法の開発
日高 彰大 *, 古川 太一 , 向井 理 , 丸尾 昭二
横浜国立大学

15P2-PN-41
斜立した LIG カンチレバーを用いた三軸触覚センサ
中島 利八郎 *, 高橋 英俊
慶應義塾大学

15P2-PN-42
零熱膨張率ガラスを用いたカンチレバー型振動子の作製
小代 洸太 *, 内海 太一 , 塚本 貴城 , 田中 秀治
東北大学

15P2-PN-43
細胞振動マイクロアレイデバイスの振動挙動の評価
湯谷 祥樹 *[1], 中原 佐 [1], 佐藤 克也 [2], 南 和幸 [1]
[1] 山口大学 , [2] 徳島大学

15P2-PN-44
局在表面プラズモン共鳴励起増強蛍光を利用した
蛍光偏光型液体温度計測ナノプローブの開発
村田 貴彬 *, 巽 和也 , 栗山 怜子 , 中部 主敬
京都大学

15P2-PN-45
フッ素樹脂を用いたアッシングによる SU8 のエッチング
安井 学 *, 本泉 佑 , 黒内 正仁 , 金子 智
神奈川県立産業技術総合研究所

15P2-PN-46
ラプラス圧力条件下のマイクロ / ナノパターンの潤滑特性
佐藤 拓心 *, 安藤 泰久
東京農工大学

15P2-PN-47
圧電ポリマー振動発電デバイスの
インパルス加振に対する発電特性

森下 浩多 *[1], 田中 有弥 [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

15P2-PN-48
マイクロバブル増強型の腫瘍焼灼治療に向けた
数理モデルの構築と温度上昇の数値シミュレーション
加賀見 俊介 *, 金川 哲也
筑波大学

15P2-PN-49
遠赤外領域で円二色性を示す薄膜
古澤 岳 *, 菅 哲朗
電気通信大学

15P2-PN-50
NMR 検出のためのマイクロチューブ型共振器
柴木 涼介 *, 小野 崇人 , 戸田 雅也
東北大学

15P2-PN-51
UV/ozone 表面改質が施されたナノピラー培養基材を用いた
多能性幹細胞のスフェロイド形成
宮田 昌悟 *, 山井 佑馬
慶應義塾大学
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15P2-PN-52
SOFC 空気極／電解質界面近傍の
FIB-SEM 三次元再構築化と応力分布解析

中沢 拓斗 *[1], 瀨川 伊響 [1], 原 祥太郎 [1], 鹿園 直毅 [2]
[1] 千葉工業大学 , [2] 東京大学

15P2-PN-53
流路型ナノポアを用いた交流ナノポア法による
単一ナノ粒子の周波数特性評価
小若 龍世 *, 山本 貴富喜
東京工業大学

15P2-PN-54

2022年11月16日（水）
09:20-10:00
16A1 基調講演 V

座長：永瀬 雅夫（徳島大学）

16A1-M
B5G/6G に向けた拡張無線ネットワークと時空間同期
- マイクロデバイスからのボトムアップアプローチ * 原 基揚
情報通信研究機構

UV レーザ加工による薄膜ガラスフォースプレート
桐山 大世 *, 島崎 健一郎 , 中島 利八郎 , 高橋 英俊
慶應義塾大学

15P2-PN-55
レーザー光反射強度計測によるジュール加熱に伴う
アルミ配線膜表面温度の非接触測定
村上 大志 *[1], 土屋 智由 [2], 三宅 修吾 [1]
[1] 神戸市立工業高等専門学校 , [2] 京都大学

15P2-PN-56
インモールド電子デバイス実装におけるストレッチャブル
印刷配線の立体加工を利用した電気伝導特性制御
井上 雅博 *, 大嶋 玲奈
群馬大学

15P2-PN-57
ひずみ負荷によるグラフェン表面ガス分子吸着特性変化を
利用した高感度ガスセンサの開発
鈴木 研 *, 廣瀬 雄士 , 尹 朦 , 喬 向宇
東北大学

15P2-PN-58
AC ナノポア法の広帯域化に向けたナノポア構造の検討
堀 宏輔 *, 山本 貴富喜
東京工業大学

15P2-PN-59
櫛歯型イオン電流センサによる層流火炎のクエンチ過程の観察
中別府 修 *, 小山 慶一郎 , 谷川 郁馬
明治大学

15P2-PN-60
単分散 GUV を用いた DNA 凝集体形成のサイズ制御

米山 遼太郎 *[1], 牛山 諒太 [1], 丸山 智也 [2], 瀧ノ上 正浩 [2], 鈴木
宏明 [1]
[1] 中央大学 , [2] 東京工業大学

15:20-16:00
15P3-M 基調講演 II

座長：磯部 良彦（ミライズテクノロジーズ）

出展者による技術展示発表セッション III

フレキシブルプリント配線板
太洋工業
水素ガス環境用小型圧力センサ
日本ファインセラミックス
DeepSniffer：AI で深化していくにおいセンシング
ユー・エス・イー
マテリアル先端リサーチインフラ事業のご紹介

文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM Japan）
ハイデルベルグ・インストルメンツ マスクレスアライナー、
直接描画装置のご紹介
ハイデルベルグ・インストルメンツ
音響による分離とトラッピング技術を活かした研究ツールのご紹介

フィジオテック
細胞培養：意外と無視できない細胞外の環境
マトリクソーム

12:50-14:20
16P2-P ポスターセッション III
16P2-PN-1
多点触覚デバイスの検討

曽根 順治 *, 佐藤 龍弥 , 萩原 順平
東京工芸大学

16P2-PN-2
薄板型熱発電素子の積層による熱電性能の向上について
今田 将勢 *, 木村 由斉 , 燈明 泰成
東北大学

16P2-PN-3
液浸型の回転傾斜露光を用いた紫外線露光装置の開発
香川 学斗 *, 高橋 英俊
慶應義塾大学

16P2-PN-4
自己組織化エレクトレットの３次元電界特性に関する検討

李 睿宸 *[1], 杉本 澪貴 [1], 川島 康介 [1], 田中 有弥 [2], 山根 大輔 [1]
[1] 立命館大学 , [2] 群馬大学

16P2-PN-5
フェムト秒レーザ多光子熱還元による Cu2O /NiO
混合ナノ球インクを用いた Cu-Ni 合金の大気中描画

15P3-M
多孔性配位高分子と無機材料の
相乗的インターフェースの空間化学
―新しい高感度、非接触、リアルタイム検出システムー
北川 進
京都大学

16:10-17:30
15P4-M 基調講演 III & IV

座長：磯部 良彦（ミライズテクノロジーズ）

15P4-M-1
大塚国際美術館の愉しみ方
浅井 智誉子
大塚国際美術館

15P4-M-2
地方酒蔵が目指す未来
松浦 素子
本家松浦酒造場

18:30-20:30
15P5 FT 合同懇親会（パークウエストン）

32

16P1-M

Future Technologies from TOKUSHIMA 2022

Nguyen Vu Trung Kien*, 小林 優希 , Tran Duc Thuan, 溝尻 瑞枝
長岡技術科学大学

16P2-PN-6
カンチレバー型 MEMS 触覚センサの
接触部突起位置合わせ手法の開発

岩橋 拓磨 *[1], 川崎 雄記 [1], 矢島 樹 [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

16P2-PN-7
有機物電子素子を使用した無線電力伝送
川上 哲 *, 吉田 昭太郎
中央大学

16P2-PN-8
OpenFOAM を用いたマイクロ液滴の表面張力振動解析と
その検証
伊藤 良 *, 田中 健太郎
東京海洋大学

16P2-PN-9
フェムト秒レーザ付加・除去加工による
3D 熱駆動マイクロアクチュエータの作製
山下 優 *, 熊谷 侑晟 , 橋本 将明 , 田口 良広
慶應義塾大学

16P2-PN-10
積分ジャイロスコープのための 2 軸縮退多重質量振動子
陳 建霖 *[1], 塚本 貴城 [1], Langfelder Giacomo[2], 田中 秀治 [1]
[1]Tohoku University, [2]Politecnico di Milano

16P2-PN-11
動物実験用人工聴覚上皮における周波数弁別能の in vitro 評価
明神 一樹 *, 山崎 嘉己 , 川野 聡恭
大阪大学

16P2-PN-12
細胞整列に向けた磁気駆動型細胞伸展デバイスの開発
大野 颯良 *, 中原 佐 , 南 和幸
山口大学

16P2-PN-13
老化における細胞の膜張力と遺伝子発現の統合解析
塩見 晃史 *, 金子 泰洸ポール , 西川 香里 , 新宅 博文
理化学研究所

16P2-PN-14
マイクロニードルによる表皮デバイスと皮膚内液との結合
小山 峻輝 *, 船越 耀介 , 児玉 泰河 , 吉田 昭太郎
中央大学

16P2-PN-15
反応性イオンエッチングと電解加工による
チタンウェハの微細加工プロセスの開発

西村 哲登 *, 渡邉 悠太 , 千野 輝弥 , 寒川 雅之 , 安部 隆
新潟大学

16P2-PN-16
パルス電圧印加を用いた間隔可変単結晶
シリコンナノギャップの電子輸送特性計測
霜降 真希 *, 廣谷 潤 , Banerjee Amit, 土屋 智由
京都大学

16P2-PN-17
ステンレス箔上圧電薄膜を用いた
フレキシブルエナジーハーベスタの作製・評価
寺本 大葵 *, 神野 伊策
神戸大学

16P2-PN-18
構造色素子とカラーセンサによる液中成分検知システム
西田 知司 *, 尾上 弘晃
慶應義塾大学

16P2-PN-19
微小ガラス電極による電解質溶液の導電率と
温度依存性の定量評価
岸本 龍典 *, 藤 東生 , 土井 謙太郎
豊橋技術科学大学

16P2-PN-20
3D リソグラフィ法を用いたマイクロアーチ構造アレイの作製
小山 健太朗 *, 佐野 涼太 , 田中 有弥 , 鈴木 孝明
群馬大学

16P2-PN-21
Microphysiological System（MPS）を用いた灌流培養によ
る近位尿細管上皮細胞の機能向上
後藤 智美 *, 中村 寛子 , 原 夕賀 , 木村 啓志
東海大学

16P2-PN-22
有機物のみで構成されたダイオードの開発
中谷 翔大 *, 原 悠真 , 川上 哲 , 吉田 昭太郎
中央大学

16P2-PN-23
シリコン研削切りくずへのミリ秒レーザ照射による
3C-SiC ナノワイヤ生成
南 かのん *[1], 小日向 恭祐 [2], 閻 紀旺 [1]
[1] 慶應義塾大学 , [2] ディスコ

16P2-PN-24
液相還元法による金ナノ粒子合成における合成温度の影響
舒 聖 *, 浜本 真央 , 柳生 裕聖
関東学院大学

16P2-PN-25
燃料電池触媒層白金表面への非フッ素アイオノマーの
吸着現象の解析
金 雁偉 *, 紀 佳淵 , 黄 聖峰 , 馬渕 拓哉 , 徳増 崇
東北大学

16P2-PN-26
複数種類の細胞による組織形成に向けた
ゲルマイクロパターン形成技術
園田 啓人 *, 西東 洋一 , 中西 義孝 , 中島 雄太
熊本大学

16P2-PN-27
微小凹凸表面の親疎水性変化による液体の
入り込み切り替えの実現
塩田 大基 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

16P2-PN-28
顔面麻痺患者の自然な表情再現のための
神経信号計測・刺激システムに関する基盤技術

三木 龍平 *[1], Savogin Daniel[1], 大田 能士 [1], 佐久間 恒 [2], 鎌田
将史 [1], 矢澤 真樹 [1], 三木 則尚 [1]
[1] 慶應義塾大学 , [2] 東京歯科大学

16P2-PN-29
切り紙構造を用いた格子間隔可変な回折格子
桐生 敦哉 *, 菅 哲朗 , 古澤 岳
電気通信大学

16P2-PN-30
多結晶を用いた区画化による
PZT エピタキシャル薄膜の亀裂進展抑制
吉田 慎哉 *[1], 勝又 優 [2], 田中 秀治 [2]
[1] 芝浦工業大学 , [2] 東北大学

16P2-PN-31
固液界面ナノバブルの三相界線における
力学的バランスに関する分子動力学的解析

城ノ園 優佑 *[1], 津田 伸一 [2], 徳増 崇 [3], 永島 浩樹 [1]
[1] 琉球大学 , [2] 九州大学 , [3] 東北大学

16P2-PN-32
Transfer Length Method による液体金属と
固体金属間の接触抵抗計測の検討
佐藤 峻 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

16P2-PN-33
マイクロからナノスケールの溝が滑り出し摩擦に及ぼす影響
近藤 壱晟 *, 安藤 泰久
東京農工大学

16P2-PN-34
単一神経細胞の制御と可動化のための
マイクロハイドロゲルアレイの開発

礎 慎太郎 *, 畑 翔太 , 兒玉 泰河 , 吉田 昭太郎
中央大学

16P2-PN-35
希薄濃度を評価するためのマイクロ・ナノ流路の作製
齋藤 國太郎 *, 岸本 龍典 , 土井 謙太郎
豊橋技術科学大学

16P2-PN-36
光による空間的制御が可能な自己組織化システムの構築
渡邉 夏海 *, 尾上 弘晃
慶應義塾大学

16P2-PN-37
遠心力を用いた細胞固定操作のための
マイクロ流体チップの設計
山田 光将 *, 田中 有弥 , 鈴木 孝明
群馬大学

16P2-PN-38
パリレン封止可能なシリコーンオイルを
分散媒とした自己修復型金属配線の検討
末次 尚貴 *, 岩瀬 英治
早稲田大学

16P2-PN-39
イオンゲルとエラストマー薄膜を用いた透明・高通気性・
超柔軟薄膜温湿度センサの開発
伊佐野 雄司 *[1], 藤田 創 [2], 村上 航輝 [1], 倪 思捷 [1], 黒瀧 悠太 [1],
高野 珠実 [1], 磯田 豊 [1], 松田 涼佑 [1], 中村 史香 [1], 西躰 優希 [1],
Nyamjargal Ochirkhuyag[1], 大久保 佑亮 [3], 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 , [3] 国立医薬品食品衛生研究所
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16P2-PN-40

16P2-PN-55

電気化学マイクロ・メタネーションデバイス

ウェット接合構造に基づくナノペーパーへの
オリガミ機構の実装

川村 重樹 *, 小野 崇人 , 戸田 雅也 , Nguyen Van Toan
東北大学

16P2-PN-41
Electrowetting-on-dielectric による
マイクロ格子構造内への液体の浸透

初鹿 勇成 *, 花崎 逸雄
東京農工大学

16P2-PN-56
TRI 法を用いたエレクトロマイグレーションにおける
ボイド成長への動作温度の影響

矢菅 浩規 *, 奥村 剛
お茶の水女子大学

16P2-PN-42
青色光による導電性高分子の光造形

田中 康寛 *, 荒木 謙吾 , 玉井 莞爾 , 巽 和也 , 栗山 怜子 , 中部 主敬
京都大学

16P2-PN-57
マイクロプラズマバブルを用いたハイドロゲルへの金属堆積

竹之内 麻衣 *, 向井 理 , 古川 太一 , 丸尾 昭二
横浜国立大学

16P2-PN-43
ミニブタ用小型血液濾過装置の設計及び ex vivo

髙橋 晴菜 *, 山下 優 , 佐久間 臣耶 , 山西 陽子
九州大学

16P2-PN-58
マイクロドロップレットを用いた均一 DNA ゲルの調整法

大田 能士 *[1], 河野 麗 [1], 菅野 義彦 [2], 三木 則尚 [1]
[1] 慶應義塾大学 , [2] 東京医科大学

黄 之泰 *[1], 佐藤 玲子 [1], 米山 遼太郎 [1], 瀧ノ上 正浩 [2], 鈴木 宏
明 [1]
[1] 中央大学 , [2] 東京工業大学

16P2-PN-44
ゲル電極を用いた透明な
誘電エラストマアクチュエータの作製

16P2-PN-59
オンチップポンプ型多臓器生体模倣システムを用いた
薬剤評価試験

辻野 昇陽 *, 早川 健
中央大学

榛葉 健汰 *[1], 中村 寛子 [1], 西川 昌輝 [2], 酒井 康行 [2], 木村 啓志 [1]
[1] 東海大学 , [2] 東京大学

16P2-PN-45
皮膚貼り付け型電子デバイスの電源供給のための
伸縮性ポリマーエレクトレット
王 瑞 *, 鈴木 邦子 , 三好 智也 , 鈴木 雄二
東京大学

16P2-PN-46
トラップデバイスにおける気液及び液液混相流の対比

山中 康平 *, 古谷 正裕 , 田中 大喬 , 田中 大器 , 関口 哲志 , 庄子 習一 ,
鷲尾 方一
早稲田大学

16P2-PN-47
空圧駆動マイクロピラーデバイスによる
振動誘起流れの生起制御
佐藤 拓 *, 金子 完治 , 早川 健 , 鈴木 宏明
中央大学

16P2-PN-48
銅ナノ粒子分散シリコーンオイルによる配線自己修復の検討
梅田 茜 *, 末次 尚貴 , 岩瀬 英治
早稲田大学

16P2-PN-49
圧電振動板の面内変形と面外変形を利用した
振動型センサに関する研究
森川 友也 *, 松本 潔
東洋大学

16P2-PN-50
SOFC 燃料極の初期粉体特性と機械的特性とを関連づける
メゾスケールモデル開発
梅澤 慧伍 *, 原 祥太郎
千葉工業大学

16P2-PN-51
自動デカルトロボットによるナノリットル液滴印刷用
マイクロノズル

Muhammad Awais Maqbool*, Rifat Hussain Chowdhury, Shunya
Okamoto, Takayuki Shibata, Moeto Nagai
Toyohashi University of Technology

16P2-PN-52
Bi-directional3 ω法を用いた塗膜の熱物性計測
淺野 恭平 *, 焦 一航 , 宮崎 康次 , 矢吹 智英
九州工業大学

16P2-PN-53【講演取下げ】
脳梗塞用ステントリトリーバの X 線下での
視認性向上に関する技術検討
伴 悠月 *, 加藤 正悟 , 三木 則尚
慶應義塾大学

16P2-PN-54
積分ジャイロスコープのための固有モード分離用 ASIC
塚本 貴城 *, 田中 秀治
東北大学
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14:30-15:10
16P3-M 基調講演 VI
座長：加地 範匡（九州大学）
16P3-M
ヒト血液脳関門 -Blood-Brain Barrier（BBB）- を知る、創る、操る：
物流システムの解明から Human BBB on-a-Chip への展開
立川 正憲
徳島大学

15:10-15:50
16P4-M 閉会式、賞審査発表及び撤去
2022年11月17日（木）
09:00-18:00
テクニカルツアー実施

テクニカルツアー（日亜化学工業見学他）

14P2-C-2

応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会
第 14 回「集積化 MEMS シンポジウム」

グラフェン積層接合への高電界による抵抗状態遷移
* 福永 郁也 , 大井 基暉 , 村上 隼瑛 , 大野 恭秀 , 永瀬 雅夫
徳島大学

14P2-C-3
SiC 基板上短冊状グラフェンからの遠赤外線放射
* 片岡 大治 , 久原 拓真 , 大野 恭秀 , 永瀬 雅夫
徳島大学

2022年11月14日（月）

14P2-C-4

9:30-10:00
14A1-M 開会式

1mW 級出力エナジーハーベスタで駆動する
IoT 無線センサ端末の動作検証
* 本間 浩章 {1}, 山田 駿介 {2}, 年吉 洋 {1}
{1} 東京大学 , {2} 東北大学

10:00-10:40
14A2-M Future Technologies10 周年記念企画セッション

14P2-C-5

司会：磯部 良彦（ミライズテクノロジーズ）
座長：年吉 洋（電気学会センサ・マイクロマシン部門長），土屋 智由（日
本機械学会マイクロ・ナノ工学部門長）

ORC 発電システムのための流路一体型 MEMS タービンの評価
* 金子 美泉 , 仁木 雄哉 , 武田 健嗣 , 粟飯原 萌 , 内木場 文男
日本大学

14A2-M-1

14:40-15:40
14P3-C センサ・アクチュエータ・材料

挑戦を続けよう

* 桑野 博喜 {1}{2}
{1} 東北大学 , {2} 仙台スマートマシーンズ

座長：廣谷 潤（京都大学）

14A2-M-2
Future Technologies への CHEMINAS 参画から 5 年、
その経緯とこれから

14P3-C-1


* 横川 隆司
京都大学

知能化共振加速度センサの記憶容量と感度の関係
* 水本 昂宏 , Banerjee Amit, 廣谷 潤 , 土屋 智由
京都大学

14P3-C-2
電荷増倍機能を有する結晶セレン膜積層型
8K 固体撮像デバイスの研究

10:40-11:55
14A3-M FT 合同招待セッション

14P3-C-3

14A3-M-1

MEMS デバイスを利用した Ni 基薄膜金属ガラスの内部応力測定

集積化 MEMS 技術によるマルチモーダル分子認識センサ

* 高瀬 駿 , 岡 智絵美 , 櫻井 淳平 , 秦 誠一
名古屋大学

* 高橋 一浩
豊橋技術科学大学

14P3-C-4

14A3-M-2

反力可変触覚ディスプレイ用アクチュエータの
駆動特性に及ぼす触知ピン形状の影響

MEMS 気流センサによる生体情報センシング
* 長谷川 義大
広島市立大学



* 村瀬 正憲 , 南原 圭汰 , 岡 智絵美 , 秦 誠一 , 櫻井 淳平
名古屋大学

14A3-M-3

2022年11月15日（火）

しなやかな機能につながる応用力学
* 花崎 逸雄
東京農工大学

09:10-09:50
15A1-M  基調講演 I

14A3-M-4

座長：安部 隆（新潟大学）

ヒト胎盤模倣システムの開発 *
梶 弘和
東京医科歯科大学

15A1-M
機械式腕時計におけるエネルギー伝達効率向上のための
シリコンがんぎ車

12:10-12:45



* 舟川 剛夫
セイコーエプソン

14P1-M 出展者による技術展示発表セッション I

ジオマテックの薄膜技術を用いたセンサ素子のご紹介
ジオマテック
マイクロ流体チップを用いた測定＆評価環境を構築したい方へ

エス・イー・アール
医療機器及びマイクロデバイス事業紹介
ＡＳＴＩ
徳島大学ポスト LED フォトニクス研究所の御紹介
徳島大学
センサデバイスの「静」と「動」を見える化する非接触の測定技術

ポリテックジャパン

12:50-13:40

15P1-M 出展者による技術展示発表セッション II

13:00-14:30
14P2-C 高周波・NEMS・発電システム

座長：秦 誠一（名古屋大学）

14P2-C-1
* 前澤 宏一 , 森 雅之
富山大学



* 為村 成亨 {1}, 峰尾 圭忠 {1}, 新井 俊希 {1}, 宮川 和典 {1}, 杉山 睦 {2},
難波 正和 {1}
{1}NHK 放送技術研究所 , {2} 東京理科大学

座長：永瀬 雅夫（徳島大学）, 荒川 貴博（東京工科大学）, 安部 隆（新潟
大学）, 寺尾 京平（香川大学）

マルチモード空洞共振器を用いた周波数ΔΣ方式走査型
マイクロ波近接場顕微鏡の可能性





「省・小・精」から生み出す価値で 人と地球を豊かに彩る

セイコーエプソン
AFM・SEM 同時解析装置 FusionScope および Nanosurf 社 AFM のご紹介

日本カンタム・デザイン
フォトリソをもっと手軽に マスクレス露光装置 PALET（パレット）

ネオアーク
微細レーザー加工と精密貼り合わせ技術で作るマイクロ流路

シーエステック
金属用絶縁皮膜コーティング液『 クレコート 』の紹介

イチネンケミカルズ
SPP テクノロジーズのセンサ・MEMS 製造装置
SPP テクノロジーズ
新規エレクトレット材料を用いた振動発電デバイスのご紹介 /
ウイルスセンサのご紹介
デンソー
住友精密グループの “MEMS ソリューション	
住友精密工業

Future Technologies from TOKUSHIMA 2022

35

2022年11月17日（木）

15:20-16:00
15P3-M  基調講演 II

09:00-18:00
テクニカルツアー実施

座長：磯部 良彦（ミライズテクノロージズ）

15P3-M

テクニカルツアー（日亜化学工業見学他）

多孔性配位高分子と無機材料の相乗的インターフェースの 
空間化学
―新しい高感度、非接触、リアルタイム検出システムー
* 北川 進
京都大学

16:10-17:30
15P4-M  基調講演 III & IV

座長：磯部 良彦（ミライズテクノロージズ）

15P4-M-1
大塚国際美術館の愉しみ方
* 浅井 智誉子
大塚国際美術館

15P4-M-2
地方酒蔵が目指す未来
* 松浦 素子
本家松浦酒造場

18:30-20:30
15P5  FT 合同懇親会（パークウエストン）
2022年11月16日（水）
09:20-10:00
16A1-M  基調講演 V

座長：永瀬 雅夫（徳島大学）

16A1-M
B5G/6G に向けた拡張無線ネットワークと時空間同期
- マイクロデバイスからのボトムアップアプローチ -



* 原 基揚
情報通信研究機構

12:00-12:55

16P1-M 出展者による技術展示発表セッション III

フレキシブルプリント配線板
太洋工業
水素ガス環境用小型圧力センサ
日本ファインセラミックス
DeepSniffer：AI で深化していくにおいセンシング
ユー・エス・イー
マテリアル先端リサーチインフラ事業のご紹介

文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM Japan）
ハイデルベルグ・インストルメンツ マスクレスアライナー、
直接描画装置のご紹介
ハイデルベルグ・インストルメンツ
音響による分離とトラッピング技術を活かした研究ツールのご紹介

フィジオテック
細胞培養：意外と無視できない細胞外の環境
マトリクソーム
ザイゴ社最新の光学白色干渉計
アメテック ザイゴ事業部

14:30-15:10
16P3-M  基調講演 VI

座長：加地 範匡（九州大学）

16P3-M
ヒト血液脳関門 -Blood-Brain Barrier（BBB）- を知る、創る、操る：
物流システムの解明から Human BBB on-a-Chip への展開
* 立川 正憲
徳島大学

15:10-15:50
16P4-M  閉会式
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14P5-PC-02

化学とマイクロ・ナノシステム学会
第 46 回研究会
2022年11月14日（月）
9:30-10:00
14A1-M 開会式
10:00-10:40
14A2-M Future Technologies10 周年記念企画セッション

司会：磯部 良彦（ミライズテクノロジーズ）
座長：年吉 洋（電気学会センサ・マイクロマシン部門長），
土屋 智由（日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門長）

14A2-M-1
挑戦を続けよう

* 桑野 博喜（1），
（2）
（1）東北大学 （2）
,
仙台スマートマシーンズ

14A2-M-2
Future Technologies への CHEMINAS 参画から 5 年、
その経緯とこれから
* 横川 隆司
京都大学

10:40-11:55
14A3-M FT 合同招待セッション

座長：永瀬 雅夫（徳島大学）, 荒川 貴博（東京工科大学）,
安部 隆（新潟大学）, 寺尾 京平（香川大学）

14A3-M-1
集積化 MEMS 技術によるマルチモーダル分子認識センサ
* 高橋 一浩
豊橋技術科学大学

14A3-M-2
MEMS 気流センサによる生体情報センシング
* 長谷川 義大
広島市立大学

14A3-M-3
しなやかな機能につながる応用力学
* 花崎 逸雄
東京農工大学

14A3-M-4
ヒト胎盤模倣システムの開発 *
梶 弘和
東京医科歯科大学

12:10-12:45

14P1-M 出展者による技術展示発表セッション I

ジオマテックの薄膜技術を用いたセンサ素子のご紹介

ジオマテック
マイクロ流体チップを用いた測定＆評価環境を構築したい方へ

エス・イー・アール
医療機器及びマイクロデバイス事業紹介
ＡＳＴＩ
徳島大学ポスト LED フォトニクス研究所の御紹介
徳島大学
センサデバイスの「静」と「動」を見える化する非接触の測定技術

ポリテックジャパン

13:00-14:30

14P2-B ショートプレゼンテーション I ＆
14P5-P ポスターセッション I（17:30-19:00）
14P5-PC-01
マイクロ流体デバイスによる択一的なオルガネラ移植

和田健一（1，2），細川和生（2），伊藤嘉浩（2），前田瑞夫（2）
（1）九大院薬，（2）理研

イメージングフローサイトメトリーによる
免疫細胞の受容体局在とサイトカイン産生の関連性探索

磯崎瑛宏（1），Natsumi Tiffany Ishii（1），北一真（2），岡祐馬（2），
山岸舞（3），Yaqi Zhao（1），柳田匡俊（2），合田圭介（1，4，5，6）
（1）東京大学，
（2）シスメックス，
（3）ライブセルダイアグノシス，
（4）武漢大学，（5）UCLA，（6）CYBO

14P5-PC-03
Pre-determining by law of virtual AI trial in Metaverse
space before national regulation in the field applied
Microfluidics

Prof.Toshiko Sawaguchi,M.d.,& Ph.D.& Bachelor of Law
Komazawa University Law School，The Univesity of Fukuchiyama

14P5-PC-04
マイクロ構造体上での組織変形を記述する
粒子ベース力学モデルの開発

山下忠紘（1），松澤諒介（1），松尾瑛（1），深町崇耶（2），Philip
Kollmannsberger（3）
，須藤亮（1），奥田覚（2）
（1）慶應義塾大学，（2）金沢大学，（3）ヴュルツブルク大学

14P5-PC-05
両連続相マイクロエマルションの水相ナノ流路を
電析反応場としたナノポーラス銅膜形成法の開発

芝駿介（1），緒方彩乃（1），山田美月（1），國武雅司（2），加藤大
（3），丹羽修（4），松口正信（1）
（1）愛媛大院理工，（2）熊本大学，（3）産総研，（4）埼玉工大

14P5-PC-06
DNA 捕捉ビーズを用いた
Microbead-based digital PCR 法の確立

Benediktus N. Hapsianto（1）
，小島直（2），Nicolas Lobato-Dauzier
（3），栗田僚（2），Anthony Genot（3）
，松永行子（1），
藤井輝夫（1），金秀炫（1）
（1）東大生研，（2）産総所，（3）LIMMS/CNRS-IIS

14P5-PC-07
フーリエ合成高調音響波による微小流路内での
可変・動的な微粒子フォーカシング

津山慶之（1），Sangwook Lee（2）
，吉岡祐亮（1），太田禎生（2）
（1）東京医大，（2）東大先端研

14P5-PC-08
単一微粒子解析に向けた超高速 fL 液滴ソーターの開発

津山慶之（1），日野出憲治（2），吉岡祐亮（1），太田禎生（2）
（1）東京医大，（2）東大先端研

14P5-PC-09
ポリサルコシン - ポリ乳酸ポリマーから成る
三次元ナノファイバー（HYDROX）による
心筋細胞の三次元培養に関する検討

松井勇人（1），松木哲雄（2），山崎春香（1），小林幸子（1），叶井
正樹（1，2）
（1）（株）島津製作所基盤技術研究所，（2）奈良先端科学技術大学
院大学先端科学技術研究科

14P5-PC-10
Microfabricated Hollow Fiber Bioreactor for the
Biofabrication of Skeletal Muscle Tissues
聶銘昊，島亜衣，竹内昌治
東京大学大学院情報理工学系研究科

14P5-PC-11
ユビキタス検査を実現する
ロッド型生体分子捕捉システムの開発
笠間敏博，三宅亮
東大院工

14P5-PC-12
PEG 化 PDMS を用いたポアセンサ保管と単一細菌計測への応用

嶋田泰佑（1），藤野慶子（1），安井隆雄（1，2，3），加地範匡（2，
4），馬場嘉信（1，2，5）
（1）名大院工，
（2）名大未来社会，
（3）JST-PRESTO，
（4）九大院工，
（5）QST 量子生命

14P5-PC-13
マイクロ流体デバイスを用いた
長鎖プラスミド DNA 搭載ナノ粒子の作製

宇野秀哉（1），真栄城正寿（2，4），佐藤悠介（3），石田晃彦（2），
原島秀吉（3），渡慶次学（2）
（1）北大院総化，（2）北大院工，（3）北大院薬，（4）JST さきがけ
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14P5-PC-14
ハイスループットに細胞同定が可能な
2D Flow Cytometry の開発

上野将輝（1），飯塚邦彦（2），田子沙織（2），満仲健（3），佐藤大
紀（3），進藤隆弘（3），栗生識（2），長阪一憲（4），
藤井輝夫（2），金秀炫（2）
（1）東京大学工学系研究科，
（2）東京大学生産技術研究所，
（3）シャー
プ株式会社，（4）帝京大学

14P5-PC-15
ゲルプレート上のマイクロ流路を用いた化学走性に基づく
植物寄生性線虫の分離手法

中田千聖（1），澤進一郎（2），神野伊策（1），肥田博隆（1）
（1）神大院，（2）熊大院先端先端科学研究部附属生物環境農学国際
研究センター

14P5-PC-16
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

河合貴哉（1），小野島大介（2），湯川博（2），野平幸佑（3），閔弘
圭（3），馬場嘉信（1）
（1）名大院工，（2）名大未来社会，（3）（株）Liberaware

14P5-PC-17
３自由度運動可能な多筋組織アクチュエータ

任新竹（1），森本雄矢（2），竹内昌治（2）
（1）東京大学工学部，（2）東京大学大学院情報理工学系研究科

14P5-PC-18
マイクロ流体デバイスを用いたイネの側根の栄養屈性解析

根本慎司（1），山崎清志（2），Marcel Beier（3）
，藤原徹（2），神
野伊策（1），肥田博隆（1）
（1）神大院工，（2）東大院農，（3）北大院理

14P5-PC-19
血中循環腫瘍細胞の分取に向けた粘弾性流体制御による
オンチップセルソーター

長坂柚葵（1），松村洋貴（1），中川悠太（1），磯﨑瑛宏（1），合田
圭介（1，2，3，4）
（1）東京大学，（2）武漢大学，（3）UCLA，（4）CYBO

14P5-PC-20
コラーゲンファイバーを用いる
流体デバイス統合型多層皮膚モデルの作製

霜田有里，山中啓吾，山田真澄，鵜頭理恵，関実
千葉大院工

14P5-PC-21
機械的抵抗下での根の伸長挙動のオンチップ解析手法
堀江智貴，神野伊策，肥田博隆
神大院工

14P5-PC-22
酵母の個別解析のためのバルブ付き
マイクロ流体デバイスの開発

矢郷望，Prihardi Kahar，荻野千秋，神野伊策，肥田博隆
神大院工

14P5-PC-23
伸展刺激によって活性化される OP9 細胞の遺伝子が
血液細胞分化に与える影響

池田涼音（1），北島健二（2），原孝彦（2），佐藤香枝（1）
（1）日本女子大学大学院，（2）東京都医学総合研究所

14P5-PC-24
ガラス繊維を用いた PM2.5 に 対する
サンプリング計測デバイスの開発

伊勢谷太一（1），小野島大介（2），湯川博（2），野平幸佑（3），閔
弘圭（3），馬場嘉信（1）
（1）名大院工，（2）名大未来社会，（3）（株）Liberaware

14P5-PC-25
ゼラチン製マイクロデバイスを用いた
毛細血管網および口腔がん三次元モデルの構築

別所朋香（1），佐藤香枝（1），井川和代（2）
（1）日本女子大院理，（2）岡大中性子医療研究センター

14P5-PC-26
OP9 細胞への伸展刺激により産生する
分泌性分化誘導因子の探索
関根詩乃，佐藤香枝
日本女子大院理
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14P5-PC-27
センサ細胞スフェロイドのシグナル応答を評価可能な
マイクロ流体デバイス

谷凌介（1），小田悠加（2），森本雄矢（2），竹内昌治（2）
（1）東京大学工学部，（2）東京大学大学院情報理工学系研究科

14P5-PC-28
マイクロチャネル乳化と界面通過法を用いたリポソーム生成
中川翔太，鳥取直友，佐久間臣耶，山西陽子
九大院工

14P5-PC-29
培養肉のためのウシ細胞を用いた大型骨格筋組織構築

孫榮君（1），趙炳郁（2），森本雄矢（2），竹内昌治（1，2）
（1）東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻，（2）東京大学大
学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻

14P5-PC-30
ゲルアクチュエータの変位拡大のための
部分的拘束プロセスの提案とその評価

中野京香（1），横山義之（2），早川健（1）
（1）中央大学，（2）富山県産業技術研究開発センター

14P5-PC-31
鞭毛型マイクロゲルロボットの運動解析

佐藤日向子（1），横山義之（2），早川健（1）
（1）中央大学，（2）富山県産業技術研究開発センター

14P5-PC-32
iPS 細胞の効率的分化誘導を目指した
微小溶液環境可変デバイスの開発

深井大暉，米田将太，高尾英邦，下川房男，寺尾京平
香川大学

14P5-PC-33
可分解アンカを用いた 3 次元骨芽細胞組織の二重構築
福島皓平，聶銘昊，三浦重徳，森本雄矢，竹内昌治
東大院情報理工

14P5-PC-34
イオン選択性色素液体ナノエマルション含有ゲルの開発と
1 ステップ分析デバイスへの応用
小泉有右，末吉健司，遠藤達郎，久本秀明
阪公大院工

14P5-PC-35
プロトンポンプ阻害剤を用いたがん細胞の
エクソソーム分泌機構の解析

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（1）
（1）名大院工，（2）名大未来社会，（3）愛知県がんセンター

14P5-PC-36
Microelectrodes Fabricated By Vacuum Filling With
Low-Melting-Point Alloy For Muscle Tissue Stimulation
Tingyu Li，Minghao Nie，Yuya Morimoto，Shoji Takeuchi
the University of Tokyo

14P5-PC-37
敗血症の病態解明を目指した腎微小環境解析マイクロ流体
実験システムの開発

荒木佑弥（1），小山哲哉（1），高尾秀邦（1），下川房男（1），中野
大介（2），寺尾京平（1）
（1）香大院工，（2）香大院医

14P5-PC-38
SU-8 ナノ加工を用いた単一細胞情報取得のための
超微細構造物の開発
多納圭祐，原田雅彦，高尾英邦，下川房男，寺尾京平
香大院工

14P5-PC-39
マイクロメッシュシートを利用した三次元細胞培養法の開発

安藤萌（1），堀武志（2），山本茜（2），北野勇（3），石原甲平（3），
水田太郎（3），長濱宏治（4），吉田昭太郎（1），
梨本裕司（2），梶弘和（2）
（1）中央大学大学院理工学研究科，（2）東京医科歯科大学生体材料
工学研究所，（3）株式会社水田製作所，
（4）甲南大学フロンティアサイエンス学部

14P5-PC-40
血管網デバイスを用いた内皮間葉移行および
口腔癌の転移メカニズムの理解

土屋香碧（1），梨本裕司（2），堀武志（2），吉田昭太郎（1），渡部
徹郎（3），梶弘和（2）
（1）中央大学大学院理工学研究科，（2）東京医科歯科大学生体材料
工学研究所，（3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合

14P5-PC-41
スポンジモノリスカラムによる細胞の機械的特性に
基づいた分離法の開発

辻健吾（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

14P5-PC-42
血中がん細胞動態解析に向けた 3 次元毛細血管
狭窄部モデルの開発
青野航汰，白神吉洋，高尾英邦，下川房男，寺尾京平
香川大学

14P5-PC-43

16:05-17:20

14P4-B 馬場 嘉信 先生 紫綬褒章受章記念講演
座長：北森 武彦（国立清華大学・玉山榮誉講座教授）

16:05-16:50

紫綬褒章受章記念講演

* 馬場 嘉信
名古屋大学大学院工学研究科 教授

16:50-17:05

紫綬褒章ご受章に寄せて

* 庄子 習一
早稲田大学理工学術院基幹理工学部 教授

17:05-17:20

紫綬褒章ご受章に寄せて
* 大塚 浩二
京都大学大学院工学研究科 教授

PDMS 多孔質膜を用いた腸管モデルの構築
一番ヶ瀬史奈，山川暢太，加地範匡
九大院工

14P5-PC-44

17:30-19:00
14P5-P ポスターセッション I

三次元培養骨格筋組織の選択的刺激デバイス
山田拓希，趙炳郁，森本雄矢，竹内昌治
東京大学

14P5-PC-45
遠心マイクロ流体デバイスにおけるアクティブ攪拌

二見昌宏（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）山梨大学工学部，（2）山梨大学医学部

14P5-PC-46
Compensation of PDMS background autofluorescence in
fluorescence polarization immunoassays

Liu Hao（1）
，Mao fukuyama（2），Ogura yu（3）
，Motohiro
kasuya（4）
，Sho onose（5），Koji Shigemura（6）
，
Manabu tokeshi（7）
，Akihide hibara（8）
（1）IMRAM，Tohoku University，
（2）Department of Chemistry，
Graduate School of Science，Tohoku University，
（3）Division of Applied Chemistry，Faculty of Engineering，
Hokkaido University，Japan，
（4）Faculty of Production Systems Engineering and Sciences，
Komatsu Univer

14P5-PC-47
強化学習を適用したマイクロペリスタルティックポンプに
よるソーティング
松田誠也，浮田芳昭
山梨大工

14P5-PC-48
膀胱上皮多層化に向けた膀胱上皮細胞と線維芽細胞の
共培養による膀胱モデルの確立

西村太希（1），髙田裕司（2），尾藤和浩（3），髙里実（3，4，5），
藤本和也（2），横川隆司（2）
（1）京都大学工学部，（2）京都大学大学院工学研究科，（3）理化学
研究所生命機能科学研究センター，
（4）京都大学大学院生命科学研究科，（5）大阪大学大学院医学系研
究科

14P5-PC-49
iPS 細胞胚様体内の細胞間相互作用評価に向けた
局所薬剤刺激デバイスの開発

楠直人（1），小長谷周平（2），豊田太郎（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）香大院工，（2）京大 CiRA，（3）タツモ株式会社

14:40-15:55

14P3-B CHEMINAS 若手企画

2022年11月15日（火）
09:10-09:50
15A1-M 基調講演 I

座長：安部 隆（新潟大学）

15A1-M
機械式腕時計におけるエネルギー伝達効率向上のための
シリコンがんぎ車
* 舟川 剛夫
セイコーエプソン

10:00-11:15

15A2-B ショートプレゼンテーション II ＆
15P2-P ポスターセッション II（13:40-15:10）
15P2-PC-01
圧力駆動型生体模倣システムによる微小血管組織の構築
杉浦慎治，進和美
産総研細胞分子

15P2-PC-02
自然乳化と水性二相系を利用するマイクロ液滴内相分離
小嶋櫻子，佐々木直樹
立教大理

15P2-PC-03
シースフロー型ポストアレイデバイスによる液滴生成
増井周造，菅野佑介，西迫貴志
東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所

15P2-PC-04
大腸菌一細胞由来の細胞外膜小胞を検出する
マイクロ流体デバイスの開発

横山文秋（1，2），Andre kling（2）
，Petra S. Dittrich（2）
（1）東大理，（2）DBSSE ETH Zurich

15P2-PC-05
食品由来材料によるスプリットリング共振器の共振解析
田島卓郎，林勝義
NTT Lab.

15P2-PC-06
EluNA システムを用いた迅速・簡便な RNA 抽出法の開発

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）株式会社島津製作所，（2）公益財団法人かずさ DNA 研究所
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15P2-PC-07
Synthesis of organic semiconductor nanoparticles with
3D-printed millifluidic
Gwenael Bonfante，Anthony J. Génot，Soo Hyeon Kim，Sylvain
Chambon
LIMMS-CNRS（IRL2820）/IIS，Institute of Industrial Science，
University of Tokyo

15P2-PC-08
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
高効率アプタマー選抜

高尾隼空（1），上野楓（1），飛田安梨沙（1），遠藤達郎（1），久本
秀明（1），末吉健志（1，2）
（1）阪公大院工，（2）JST さきがけ

15P2-PC-09
流向制御に基づく高スループットダメージレスセルソーター

蔡 坤鵬＊，阿尻大雅，山脇幸也，菅野朋子，Maharjan Bishnu Devi，
白井健太郎
シスメックス株式会社

15P2-PC-10
機能拡張可能な
シーケンシャルソーティングカートリッジの開発

阿尻大雅，Mankar Shruti，山脇幸也，菅野朋子，Maharjan Bishnu
Devi，蔡坤鵬＊，白井健太郎
シスメックス株式会社

15P2-PC-11
Roll to Roll 量産適性を有する熱転写印刷を用いた
紙分析デバイスの作製技術

文珠卓也（1），平川学（1），久保山聡（1），才木陸朗（2），石田晃
彦（3）
（1）デクセリアルズ株式会社，（2）北大院総化，（3）北大院工

15P2-PC-12
熱可逆性ハイドロゲルを用いた人工胚盤胞の創出

今村聡，文小鴻，寺田志穂，山本暁久，睦田 Zapater 香織，澤田杏子，
吉本昂希，田中求，亀井謙一郎
京都大学高等研究院 物質ー細胞統合システム拠点（WPI-iCeMS）

15P2-PC-13
人工細胞膜アレイチップを用いた
イオンチャネル活性測定のための膜形成技術の開発

三村久敏（1），大崎寿久（1，2），中尾賢治（2），高森翔（1），竹
内昌治（1，3，4）
（1）神奈川県立産業技術総合研究所，（2）株式会社 MAQsys，（3）
東京大学大学院情報理工学系研究科，
（4）東京大学生産技術研究所

15P2-PC-14
三次元尿細管モデル開発のための尿細管細胞と内皮細胞の
共培養における線維芽細胞導入の検討
佐藤記一
群大院理工

15P2-PC-15
マイクロ肝臓モデルの冷蔵保存法の検討

引地真彩（1），清水拓也（2），佐藤記一（1）
（1）群馬大院理工，（2）サンデンリテールシステム

15P2-PC-16
抗がん剤評価のためのマイクロ肝がんモデルの開発と
薬剤の吸収を防ぐコーティング法の開発
土屋友理華，鈴木孝明，佐藤記一
群馬大院理工

15P2-PC-17
de novo 設計ナノポアによるタンパク質断片の同定
山地未紗，川野竜司
東京農工大生命工

15P2-PC-18
マイクロ流体デバイスを用いた人工エクソソームの開発

丹羽彩由花（1），大山祥大（1），真栄城正寿（2，3），石田晃彦（2），
渡慶次学（2）
（1）北大院総合化学院，（2）北大院工学研究院，（3）JST さきがけ

15P2-PC-19
誘電体ナノ構造を用いた高感度分光センシング

祖川隼輝（1），加藤遼（1，2），田中拓男（1，2），矢野隆章（1，2）
（1）徳島大 pLED，（2）理研
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15P2-PC-20
スフェロイド内部への送液・吸引システムの開発
村上明弘，小俣透
東工大院工

15P2-PC-21
スターラ駆動型オンチップポンプの送液性能向上に向けた
検討
小見山槙，榛葉健汰，植田祐輝，木村啓志
東海大学

15P2-PC-22
オープンチップを用いた音響流体微細操作システム
平田菜摘，早川健
中央大学

15P2-PC-23
SARS-CoV-2 elicits innate immune response and ciliary
damage in an hiPSC-derived airway-on-chip model

Sachin Yadav（1）
，Kazuya Fujimoto（1）
，Toru Takenaga（2），
Yukiko Muramoto（2）
，Ryuta Mikawa（3）
，
Koichi Igura（3，5），Senye Takahashi（3，5），Takeshi Noda（2），
Shimpei Gotoh（3，4，5）
，Ryuji Yokokawa（1）
（1）Department of Micro Engineering，Kyoto University，（2）
Institute of Frontier Life and Medical Science，Kyoto University，
（3）
Department of Drug Discovery for Lung Diseases，Kyoto University，
（4）Department of Respiratory Medicine，Kyoto University，
（5）
Center for

15P2-PC-24
チップ上に形成した化学反応素子ネットワークによる信号抽出
垂野快征，岡野太治
東京農工大学

15P2-PC-25
カリウムイオン定量のための距離ベース紙分析デバイスの開発

才木陸朗（1），石田晃彦（2），真栄城正寿（2），渡慶次学（2），谷
博文（2）
（1）北大院総化，（2）北大院工

15P2-PC-26
Pressure-induced micro gap control on an ultra thin glass
microfluidics

Doudou Ma（1，2）
，Koki Yamamoto（1）
，Nobutoshi Ota（1）
，
Yuri Ito（1）
，Yalikun Yaxiaer（1，3）
（1）RIKEN，（2）Osaka Univ.，（3）Nara Institute of Science and
Technology

15P2-PC-27
ポリスチレン製自律遠心マイクロ流体デバイスの免疫測定評価

有賀崇人（1），佐伯興一（2），佐藤瑠美（2），浮田芳昭（1）
（1）山梨大学工学部，（2）宮川化成工業株式会社

15P2-PC-28
多孔質液体セパレーターを統合した
微粒子分離用マイクロ流体システム
林あゆみ，逸見るな，山田真澄，関実
千葉大院工

15P2-PC-29
ガスセンシングを指向した印刷型導電性 MOF の開発

大代晃平（1），佐々木由比（1），鵜飼順三（2），南豪（1）
（1）東大生研，（2）トヨタ自動車

15P2-PC-30
ヒト不死化ポドサイトを用いた糸球体モデルにおける
チャージバリア機能の検討
渡部祥山，田渕史，Darryl Koh，藤本和也，横川隆司
京大院工

15P2-PC-31
マイクロ流体回路を用いた酵素反応系の機序探索
三木祐人，佐藤友美，笠間敏博，三宅亮
東大院工

15P2-PC-32
アルギン酸ゲルを用いた細胞パターン形成技術の構築と
シングルセルの形態制御

竹本晴彦（1），西東洋一（2），中西義孝（2，3），中島雄太（2，3，
4，5）
（1）熊本大学大学院自然科学教育部，（2）熊本大学大学院先端科学
研究部，（3）熊本大学産業ナノマテリアル研究所，
（4）国際先端科学技術研究機構，（5）JST 創発

15P2-PC-33

15P2-PC-47

Preparation of liposomes that vomit inner solution using
microfluidic device

ウェイトトレーニングによる培養骨格筋組織の
成熟度向上の実現

JI JIAJUE，和泉佳弥乃，川野竜司
東京農工大・工

15P2-PC-34

本井健太郎，Byeongwook Jo，森本雄矢，竹内昌治
東京大学大学院情報理工学系研究科

15P2-PC-48
塩水のみで駆動するハイドロゲル電池の 2 次電池利用の検討

腎近位尿細管上皮細胞に対するシスプラチン毒性の
インピーダンスによるリアルタイム評価
髙田裕司，Ramin Banan Sadeghian，藤本和也，横川隆司
京大院工

15P2-PC-35
先端鋭利型対向電極を用いたエクソソームインピーダンス計測
西林寛大，江口正徳
呉工業高等専門学校

15P2-PC-36
ハイスループット細胞分析のための縦方向
electrorotation “vROT”
依田和真，関口大裕，市川賀康，元祐昌廣
理科大院工

15P2-PC-37
高濃度相補鎖プローブを用いたナノポア計測による
fM オーダー核酸分子の検出
竹内七海，川野竜司
農工大院工

15P2-PC-38
リポソームへの標的分子輸送による
自律診断治療システムの構築
鈴木春音，林貢平，川野竜司
東京農工大学大学院

15P2-PC-39
マイクロ流体デバイスを用いた胞巣状軟部肉腫と
転座型腎細胞がんの血管新生誘導能の比較

北田敦也（1），Hang Zhou（1）
，Wenlong Wang（1），藤本和也（1），
田中美和（2），馬場理也（3），中村卓郎（4），横川隆司（1）
（1）京都大学大学院工学研究科マイクロエンジニアリング専攻，
（2）
がん研究会がん研究所がんエピゲノムプロジェクト，
（3）熊本大学国際先端医学研究機構がん代謝学分野，（4）東京医科
大学医学総合研究所実験病理学部門

15P2-PC-40
血管網を有する骨格筋モデルの構築に向けた
hiPSC 共分化誘導法の開発

松島歩夢，山本一貴，秋山裕和，本多裕之，清水一憲
名大院工

15P2-PC-41
フォトニック結晶を用いた DNA メチル化解析

中島悠佑（1），川崎大輝（1），末吉健志（1，2），久本秀明（1），
遠藤達郎（1）
（1）大公大院工，（2）JST さきがけ

15P2-PC-42
誘電泳動を利用した異種細胞の位置選択的捕捉と
共培養システムの開発

江口瑠（1），鈴木雅登（1，2），安川智之（1，2）
（1）兵庫県大院理，（2）兵庫県大先端医療工学研究所

15P2-PC-43
バイオメンブレンの引張特性評価のための
静電吸着型サンプル固定デバイス
奈良山公佑，山西陽子，佐久間臣耶
九大院工

15P2-PC-44
交流電界を用いた生体細胞と細胞外小胞の分離

甲斐萌華（1），町依蕗（1），岡田麻美（2），梶谷直人（3），江口正
徳（1）
（1）呉高専，（2）呉医療センター，（3）熊大院医

15P2-PC-45
エレクトロローテーションマイクロアレイを用いた
生体細胞の誘電特性測定
藤井蒼太，植松琢登，江口正徳
呉高専

中山海斗，吉田昭太郎，鈴木宏明
中央大学大学院理工学研究科

15P2-PC-49
電界誘起気泡を用いた
内視鏡的粘膜下層剥離術用バブルメスの開発

村上雄基（1），池松弘朗（2），山西陽子（1）
（1）九大院工，
（2）国立がん研究センター 先端医療開発センター 内
視鏡機器開発分野

11:20-12:10

15A3-B 依頼講演

座長：小暮 健太朗（徳島大学大学院医歯薬学研究部（薬学系） 教授）

11:20-11:45

トラックエッチ膜フィルター電極を用いる
フロースルー型バイオセンサ
* 水口 仁志
徳島大学大学院社会産業理工学研究部 准教授

11:45-12:10

中赤外パッシブ分光イメージングによる非破壊微物分析
ー非侵襲血糖値センサー、マイクロプラスチック弁別ー
* 石丸 伊知郎
香川大学創造工学部機械システム工学領域 教授

12:50-13:45

15P1-M 出展者による技術展示発表セッション II

「省・小・精」から生み出す価値で 人と地球を豊かに彩る

セイコーエプソン
AFM・SEM 同時解析装置 FusionScope および Nanosurf 社 AFM のご紹介

日本カンタム・デザイン
フォトリソをもっと手軽に マスクレス露光装置 PALET（パレット）

ネオアーク
微細レーザー加工と精密貼り合わせ技術で作るマイクロ流路

シーエステック
金属用絶縁皮膜コーティング液『 クレコート 』の紹介

イチネンケミカルズ
SPP テクノロジーズのセンサ・MEMS 製造装置
SPP テクノロジーズ
新規エレクトレット材料を用いた振動発電デバイスのご紹介 /
ウイルスセンサのご紹介
デンソー
住友精密グループの “MEMS ソリューション
住友精密工業

13:40-15:10
15P2-P ポスターセッション II
15:20-16:00
15P3-M 基調講演 II

座長：磯部 良彦（ミライズテクノロージズ）

15P3-M
多孔性配位高分子と無機材料の
相乗的インターフェースの空間化学

―新しい高感度、非接触、リアルタイム検出システムー
* 北川 進
京都大学

16:10-17:30
15P4-M 基調講演 III & IV

座長：磯部 良彦（ミライズテクノロージズ）

15P2-PC-46
オープン型マイクロ流路による
細胞・粒子のペアリング配置の試み
寺谷浩登，村上友樹，鈴木宏明
中央大学
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15P4-M-1
大塚国際美術館の愉しみ方
* 浅井 智誉子
大塚国際美術館

15P4-M-2
地方酒蔵が目指す未来
* 松浦 素子
本家松浦酒造場

18:30-20:30
15P5 FT 合同懇親会（パークウエストン）
2022年11月16日（水）
09:20-10:00
16A1-M 基調講演 V

座長：永瀬 雅夫（徳島大学）

小型両生類の個体識別に向けた電界誘起気泡による
生体表面への磁気パターニング

島内孝輔（1），山下優（1），原本悦和（2），山西陽子（1）
（1）九大院工，（2）産業技術総合研究所

16P2-PC-08
抗体修飾光駆動ツールとマイクロ流体デバイスを用いた
1 細胞組立プラットフォームの開発
伊藤拓海，森駿太郎，高尾英邦，下川房男，寺尾京平
香川大学

16P2-PC-09
マイクロ流路を用いた DNA 修飾ナノ粒子封入液滴の生成と
液滴内結晶化

高尾梓（1），鳥取直友（1），横森真麻（2），田川美穂（2），菅野茂
夫（3），佐久間臣耶（1），山西陽子（1）
（1）九大院工，（2）名大未来材料・システム研究所，（3）産総研生
物プロセス研究部門

16P2-PC-10
単一細胞分析のための PDMS ステンシルデバイスの開発

16A1-M
B5G/6G に向けた拡張無線ネットワークと時空間同期
- マイクロデバイスからのボトムアップアプローチ * 原 基揚

12:00-12:55

16P1-M 出展者による技術展示発表セッション III

フレキシブルプリント配線板
太洋工業
水素ガス環境用小型圧力センサ
日本ファインセラミックス
DeepSniffer：AI で深化していくにおいセンシング
ユー・エス・イー
マテリアル先端リサーチインフラ事業のご紹介

文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM Japan）
ハイデルベルグ・インストルメンツ 
マスクレスアライナー、直接描画装置のご紹介

ハイデルベルグ・インストルメンツ
音響による分離とトラッピング技術を活かした研究ツールのご紹介
フィジオテック
細胞培養：意外と無視できない細胞外の環境
マトリクソーム
ザイゴ社最新の光学白色干渉計
アメテック ザイゴ事業部

10:10-11:40
16A2-B ショートプレゼンテーション III
16P2-P ポスターセッション III（12:50-14:20）
16P2-PC-01
マイクロ流路を利用した薬剤応答面積依存性の
定量解析法の開発
中村瑠太，高尾英邦，下川房男，平野勝也，寺尾京平
香川大学

16P2-PC-02
化学反応素子チップを用いた画像エンコーディング
岩田あずさ，町田慧，岡野太治
東京農工大学工学部

16P2-PC-03
水平振動によるミリスケールの細胞パターン生成
森田晃平，早川健
中央大学

16P2-PC-04
Development of a biohybrid odorant sensor with multiple
wells Using CMOS-MEA
Yujia Lian，Haruka Oda，Minghao Nie，Shoji Takeuchi
東京大学

16P2-PC-05
誘電泳動を利用した特定サイズのリポソームの選択的捕捉

波多美咲（1），鈴木雅登（2），安川智之（1）
（1）兵庫県大院理，（2）兵庫県大先端医工研

16P2-PC-06
細胞を複数配列したハイドロゲルシート手動作製デバイス

加藤碧（1），小田悠加（2），大崎寿久（3），三村久敏（3），高森翔
（3），三木則尚（2），竹内昌治（2）
（1）慶應義塾大学理工学部機械工学科，（2）東京大学大学院情報理
工学系研究科知能機械情報学専攻，
（3）神奈川県立産業技術総合研究所人工細胞膜システムグループ
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16P2-PC-07
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岡圭吾（1），大塚洋一（2），加地範匡（3）
（1）九大工，（2）阪大院理，（3）九大院工

16P2-PC-11
マイクロ流路で作製した単分散 GUV への
膜タンパク質挿入の評価

南條哲至（1），津金麻美子（1），松浦友亮（2），牛山諒太（1），鈴
木宏明（1）
（1）中央大理工，（2）東京工業大地球生命

16P2-PC-12
ハイドロゲル材料内部の局所的な弾性評価手法の検討

中島響（1），小池優巴（1），横山義之（2），萩原将也（3），早川健
（1）
（1）中央大，（2）富山県産業技術研究開発センター，（3）理研

16P2-PC-13
ナノワイヤアレイを用いた網羅的な単一細胞外小胞計測

鈴木駿介（1），安井隆雄（1），金秀炫（2），小嶋良輔（3），嶋田泰
佑（1），馬場嘉信（1，4，5）
（1）名大院工，
（2）東大 IIS，
（3）東大院医，
（4）名大未来社会，
（5）
QST

16P2-PC-14
オルガノイド由来細胞と不死化細胞を用いた
糸球体ろ過選択性の比較

田渕史（1），藪内研佑（2，3），佐原義基（3），高里実（2，4），
藤本和也（1），横川隆司（1）
（1）京都大学大学院工学研究科，（2）理化学研究所生命機能科学研
究センター，（3）大阪大学大学院医学系研究科，
（4）京都大学大学院生命科学研究科

16P2-PC-15
絨毛構造を模倣したマイクロ腸管モデルの作製とその評価
山川暢太，一番ヶ瀬史奈，加地範匡
九大院工

16P2-PC-16
超音波顕微鏡を用いた微粒子の非接触機械指標計測システム
後藤友希，山西陽子，佐久間臣耶
九大院工

16P2-PC-17
多点電気化学デバイスによるハイドロゲルに包埋した
ゼブラフィッシュ胚の呼吸活性測定

石川蓮珠（1），鈴木雅登（1，2），安川智之（1，2）
（1）兵庫県大院理，（2）兵庫県大先端医療工学研究所

16P2-PC-18
振動誘起流れを用いた振動方向切換えによる流体混合の
効率化と評価
永倉大暉，金子完治，佐藤拓，佐藤玲子，早川健，鈴木宏明
中央大学

16P2-PC-19
電流センシングによる単一マイクロプラスチックのサイズ分析
岸本祐汰，三浦夏琳，加地範匡
九大院工

16P2-PC-20
分解性アンテナを用いた屋外環境における
土壌 pH のワイヤレスセンシング

阪部拳（1），菅哲朗（2），尾上弘晃（1）
（1）慶應義塾大学，（2）電気通信大学

16P2-PC-21
PEGDA ハイドロゲルを用いたイムノウォールチップの開発

奥野将真（1），野見山拓真（2），番野雄斗（1），加地範匡（2）
（1）九大工，（2）九大院工

16P2-PC-22
単一細胞由来の細胞分泌物の解析のための
ゲル製マイクロウェルアレイデバイス

山形智咲（1），板井駿（1），倉科佑太（2），浅井誠（3），星野歩子
（4），尾上弘晃（1）
（1）慶應義塾大学大学院理工学研究科，
（2）東京農工大学工学部，
（3）
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート，（4）東京工
業大学生命理工学院

16P2-PC-23
ナノポア計測に応用可能なサンプル調整マイクロ流路の開発
銭彦尭，庄司観
長岡技術科学大学

16P2-PC-24
微細操作に向けた音響波印加効率の評価
八巻隼大，平田菜摘，早川健
中央大

16P2-PC-25
マイクロレールを用いたリポソーム捕捉原理の検討
岡田瞬，庄司観
長岡技術科学大学大学院工学研究科

16P2-PC-26
マイクロファイバ状心筋組織を用いた伝導速度の一方向解析

益田緋里（1），板井駿（1），倉科佑太（2），遠山周吾（3），尾上弘
晃（1）
（1）慶應義塾大学大学院理工学研究科，（2）東京農工大学工学部機
械システム工学科 （3）慶應義塾大学医学部循環器内科
,

16P2-PC-27
接着細胞の局所的解析のための密封による細胞小領域の選択
近藤充，宮路克弘，小俣透
東工大院工

16P2-PC-28
多孔電極を用いた細胞代謝物の in situ リアルタイム計測

宇田川喜信（1），伊野浩介（2），梨本裕司（3），珠玖仁（2）
（1）東北大学環境科学研究科，（2）東北大学工学研究科，（3）東京
医科歯科大学生体材料工学研究所

16P2-PC-29
輸送渦を用いた超高速オンチップ in-liquid ディスペンサー
齋藤真，山西陽子，佐久間臣耶
九大院工

16P2-PC-30
振動誘起流れを用いた細胞の高速回転操作に向けた
構造体のデザイン
小林大保，小池優巴，早川健
中央大学

16P2-PC-31
収縮・膨張抑制による流路つき金属被覆寒天の
電子線照射変形の低減
関口大雅，石田忠
東工大院工

16P2-PC-32
GelMA ハイドロゲルを用いた
免疫評価マイクロ流体デバイスの開発

番野雄斗（1），野見山拓真（2），奥野将真（1），加地範匡（2）
（1）九大工，（2）九大院工

16P2-PC-33
イムノウォールチップを用いたインターロイキン評価系の構築

野見山拓真（1），奥野将真（2），番野雄斗（2），加地範匡（1）
（1）九大院工，（2）九大工

16P2-PC-34
セルロースナノファイバーの乾燥収縮を介した
膜融合反応による単一 EV 統合解析

16P2-PC-35
厚膜ダブルエマルションからのオイル層分離による
単分散 GUV 形成の条件検討
山田寛己，鈴木宏明
中央大学大学院理工学研究科

16P2-PC-36
がん細胞スフェロイドを対象とした
エンドサイトーシス抑制ファージディスプレイ
スクリーニングマイクロ流体デバイス

菊本要（1），門之園哲哉（2），小俣透（1）
（1）東工大工学院，（2）東工大生命理工学院

16P2-PC-37
低酸素低栄養領域の観察とアクセスが容易な
がん細胞培養デバイス

角崎青周（1），大友秀太（1），門之園哲哉（2），小俣透（1）
（1）東工大工学院，（2）東工大生命理工学院

16P2-PC-38
単一細菌センシングによる迅速な菌種・耐性識別法の創出

井上健太郎（1），嶋田泰佑（1），安井隆雄（1，2，3），山崎聖司（4），
西野邦彦（4），馬場嘉信（1，2，5）
（1）名大院工，
（2）名大未来社会，
（3）JST さきがけ，
（4）阪大産研，
（5）QST 量子生命

16P2-PC-39
深層学習を用いたオンチップ血管網の形成過程における
細胞形態の分類
入佐大河，Hang Zhou，藤本和也，横川隆司
京都大学

16P2-PC-40
振動が誘起する流れ場の 3 次元挙動の数値シミュレーション

浅田勇飛（1），金子完治（1），佐藤拓（1），黄之泰（1），永倉大暉
（1）早川健（1），長谷川洋介（2），鈴木宏明（1）
（1）中央大学，（2）東京大学生産技術研究所

16P2-PC-41
ハイドロゲルを足場とした人工群体モデル構築の試み
沖田拓之進，鈴木宏明
中央大学大学院理工学研究科

16P2-PC-42
微小孔アレイデバイスを用いたベシクル膜転写技術の開発
入澤侑人，安田隆
九工大院生命体工

16P2-PC-43
枯草菌の電気的細胞融合の条件探索に向けた
並列マイクロ対向電極の開発
木内翠，石田忠
東京工業大学

16P2-PC-44
層間マイクロ貫通孔を通じた一定量液滴形成技術の開発
青木志雲，石田忠
東京工業大学

16P2-PC-45
イオン電流計測を用いた ATP 応答型 DNA ナノポアの機能評価
赤井大夢，庄司観
長岡技術科学大学機械創造工学専攻

16P2-PC-46
組織培養用デバイスを用いた筋組織への運動神経細胞塊の接着

菱沼拓未（1），森本雄矢（1），根岸みどり（2），竹内昌治（1）
（1）東大情理，（2）武蔵野大薬

16P2-PC-47
細胞外小胞の尿への排出機構解析に向けた
プラットフォーム開発

三津屋里奈（1），安井隆雄（1，3，4），夏目敦至（3），小嶋良輔（6），
嶋田泰佑（1），佐藤記一（2），馬場嘉信（1，3，5）
（1）名大院工，（2）群馬大院理工，（3）名大未来社会，（4）JST さ
きがけ，（5）QST，（6）東大院医

川口彰太（1），安井隆雄（1，2，3），古賀大尚（4），嶋田泰佑（1），
神谷由紀子（1），浅沼浩之（1），真栄城正寿（5），
渡慶次学（5），村上正晃（6），馬場嘉信（1，2，7）
（1）名古屋大学大学院工学研究科，（2）名古屋大学未来社会創造機
構ナノライフシステム研究所，（3）JST さきがけ，（4）大阪大学産
業科学研究所，（5）北海道大学大学院工学研究院，（6）北海道大学
遺伝子病制御研究所，（7）QST
Future Technologies from TOKUSHIMA 2022
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16P2-PC-48
3D プリンティングによる灌流可能な分岐チャネルが
埋め込まれた軟質コラーゲン組織
森田智博，聶銘昊，三浦重徳，竹内昌治
東京大学大学院情報理工学系研究科

12:00-12:55

16P1-M 出展者による技術展示発表セッション III

フレキシブルプリント配線板
太洋工業
水素ガス環境用小型圧力センサ
日本ファインセラミックス
DeepSniffer：AI で深化していくにおいセンシング
ユー・エス・イー
マテリアル先端リサーチインフラ事業のご紹介
文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM Japan）
ハイデルベルグ・インストルメンツ
マスクレスアライナー、直接描画装置のご紹介

ハイデルベルグ・インストルメンツ
音響による分離とトラッピング技術を活かした研究ツールのご紹介

フィジオテック
細胞培養：意外と無視できない細胞外の環境
マトリクソーム
ザイゴ社最新の光学白色干渉計
アメテック ザイゴ事業部

14:30-15:10
16P3-M 基調講演 VI

座長：加地 範匡（九州大学）

16P3-M
ヒト血液脳関門 -Blood-Brain Barrier（BBB）- を知る、創る、操る：
物流システムの解明から Human BBB on-a-Chip への展開
* 立川 正憲
徳島大学

15:10-15:50
16P4-M 閉会式
2022年11月17日（木）
09:00-18:00
テクニカルツアー実施

テクニカルツアー（日亜化学工業見学他）
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 Sponsors
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ Strap Sponsors ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ Sponsors ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ Photo contest Sponsors ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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Future Technologies From TOKUSHIMA 2022 - PhotoCon 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。今年は従来のミ
リ部門・マイクロ部門・ナノ部門のスケールごとの3部門に，CG/動画部門，高校生部門が加わリ作品を募集し全37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16日（水）15:10-15:50

FT閉会式・表彰式にて

【ナノ部門】
NM1 小さな小さな枝豆です
F E - S E Mで パターニングしたシリコン含 有
樹脂を観察していたところ,枝豆のようなゴ
ミ（?）を見つけました。家族からは本当の枝
豆？と聞かれました。

安井 学
（神奈川県立産業技術総合研究所）

NM2 手作りアップルパイ
シリコン材料を結晶異方性エッチングするた
めウェットエッチングしたところ、マスク下に
液が入り込んでしまい果肉たっぷりのアップ
ルパイが出来上がってしまいました！

NM7 ナノいくら
円柱の構造を製作するつもりでしたが、
ドラ
イエッチングに失敗し、先端が尖った構造が
できてしまいました。それを上から観察した
SEM画像です。

山田 遼太、池沢 聡、岩見 健太郎
（東京農工大学）

NM8 グルー探し
（ナノ）
ミニオンズ大集合

長屋 浩太（ミライズテクノロジーズ）

a-Si柱のメタサーフェスを製作した際に、反
応性イオンエッチングの過程で過剰エッチン
グされた柱をSEMで撮影した写真です。バー
バーバー バーバーナナ♪

NM3 ドラゴンエッグ

NM9 菱形パターンの弓なり

シリコン基板表面にドライエッチング技術を
使って反射防止構造を施しました。電子顕微
鏡像のそれは何とも奇妙な…まるで龍の卵
のように見えませんか！

弓幹のように曲がったシリコン細線光導波路
の上面に菱形パターンアレイが浮かび上が
り、それが弓に刻まれた模様のようです。

浅井 淳一（ミライズテクノロジーズ ）

PRUTPHONGS PONRAPEE、青木 活真、
池沢 聡、岩見 健太郎（東京農工大学）

肥後 昭男（東京大学）

NM4 愛犬アリー

NM10 ナノモンスターボール

週明け月曜日の装置校正中・・ ふと画面を見
ると愛犬アリーを発見！他にもゾウやクリオ
ネに見えるかも？ 私

TiO2層を堆積させたナノ周期構造観察時に
一か所構造が欠落している箇所があり、よく
見ると「ポケットモンスター」のモンスター
ボールに見えてきました。モンスターじゃなく
て光をゲットしたい・・・。

一瀬 倫子（ミライズテクノロジーズ）

王 彦康、西田 智紀、中島 悠佑、遠藤 達郎
（大阪公立大学）

NM5 ゼルダの伝説
神々のトライフォース
複合原子層物質MXeneが、たまたま三角形
で合成された。ナノスケールの三角形はまる
でトライフォースのようだ！

山田 駿介（東北大学）

NM11 めっきの花
金属膜のめっき堆積後にSEMで表面を観察
したところ、氷の結晶のようなものがありまし
た。いったい何でしょう？？

川村 重樹（東北大学）

NM6 とても小さなタケノコの里
本当は八角柱を敷き詰めようととしたのに、
なぜか不思議な構造が大量にできてしまっ
た時のSEM画像です。特に手前のいくつかが
なんとなくタケノコに見えてきませんか…？

山口 眞和、池沢 聡、岩見 健太郎
（東京農工大学）
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【マイクロ部門】
UM1 モンキーポッド

UM6 マイクロピラミッド

金めっきを成長させ過ぎた結果、ウエハの上
に実りある樹が育ちました。

エッチングに失敗して穴だらけになったSi基
板にPDMSを流し込んで作製したマイクロピ
ラミッド。内部には私たちの知らない太古のウ
イルスや細菌が眠っているかもしれません。

青野 宇紀、友常 仁之、吉村 保廣
（日立製作所）

UM2 ラスベガスの夜景を望む
真っ暗な夜、ラスベガスを目指す。山あいの
道をひたすら進むと、
フロントガラスの向こう
に、、、見えた！光の街！Cu箔を貼った基板。断
面観察のための固定樹脂層がほんのり明る
く照らされた夜空のよう。

古田 裕子、岩田 史郎
（島根県産業技術センター）

関口 大雅、石田 忠（東京工業大学）

UM7 燦然と輝くSiのトロフィ
Si基板を超平滑エッチングしたマイクロ流
路のド真ん中に、燦然と輝くトロフィが出現！
（完璧なはずの流路（深さ10μm、画像の上
下が岸壁）に１箇所だけ残渣･･しかも2次電
子の関係で誇らしく
（憎く？）輝く）

峯田貴、徐嘉楽（山形大学・和歌山高専）

UM3 1/6の奇跡

UM8 クラゲと十字

研究として、絶縁層を一部除去して6つの電極
を作製しました。絶縁層が露出できているか
金めっきを施して確認したところ、写真の電極
以外は金めっきが成長しませんでした。その
晩飲んだお酒はなぜかしょっぱかったです。

基板観察の目印用に作成した十字マーク
（長
さ150 μm）の付近に付着していたゴミが制
作過程を経てクラゲのような形になったもの。

渡邉 凌、岩見 健太郎（東京農工大学）

石川 泰地（東北大学）

UM4 63カラットのダイアモンド

UM9 惑星直列の瞬間？

鍼灸針上に光導波路を作製し、導波路からの
出射光強度を計測していたところ、導波路内
に大きな謎の陥没を発見した。陥没がダイア
モンドに見えたことから命名した。

幾層にも重なる惑星直列を観察しました。最
外径から125μm、115μm、90μm、40μm
と惑星にしてはオーダーが小さすぎますね。
光ファイバ端面、光ファイバ先端に接合した
ガラスダイアフラムです。

森 啓悟、鶴岡 典子、芳賀 洋一
（東北大学）

松永忠雄、伊藤 彰、芳賀 洋一
（鳥取大学・東北大学）

UM5 院生の朝

UM10 カンチレバーたちの阿波おどり

学会の要旨提出期限が迫る中、最後の一押し
に取得した免疫染色画像です。撮り終えた頃
には朝を迎えており、達成感と共に空腹が押
し寄せてきました。取得した複数画像を重ね
合わせると、目の前には目玉焼きが…。

触覚センサの検知素子となるマイクロカンチ
レバーの応力制御がうまくいかず形状がバ
ラバラになってしまいましたが、これが阿波
おどりの連の手の動きのような躍動感をかも
し出しています。

髙田 裕司、
指導教員：横川 隆司（京都大学）

川﨑 雄記、寒川 雅之（新潟大学）

MM1 原初のパイ

MM3 光るシマウマ

感光性ポリイミドを300℃でポストベークした
ところ、
ダミーウェハとして使用していたプリン
ト基板が膨らんでしまったときの写真です。
ア
ルミホイルの上に、膨らんで層状になったプリ
ント基板がおいてあり、初めて作って失敗した
あの日のパイにしか見えませんでした。

マイクロ流路に墨液を流しました。顕微鏡
の光が差し込んで、シマウマが浮かび上が
ります。

【ミリ部門】

楠田 悠賀、石田 忠（東京工業大学）

石川 泰地、芳賀 洋一（東北大学）

MM2 昆虫「細」集

MM4 レインボー・コレクター

切削加工でアリサイズの昆虫作製に挑戦しま
した。手前にクワガタムシ、左奥にはカブトム
シ、右奥にはトンボを作り、昆虫採集をイメー
ジしました。本物のアリもビックリ？
（アリは生
きています）。

くさび形干渉計の表面に白色光を照射する
と虹 色 の 干 渉 縞 が 出てくる。青 空 のレイン
ボーみたいな感じです。

徳岡 泰憲、石田 忠（東京工業大学）
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DONG JIAYUAN、松永 忠雄（鳥取大学）

MM5 ちょっと早めの徳島のクリスマス

MM7 産業のコメ？

自作のフォトマスクと赤・緑色発光性溶液を
用いて，世界に一つだけのシースルー電気化
学発光デバイスを作製しました．このデバイ
スで今年のシンポジウム，そして徳島を盛り
上げます！

現在、半導体は産業のコメと呼ばれて久しい
ですが、
この脚部部品はそんな半導体製造装
置を用いて作製しました。実際のお米と同様
に丹精込めて手作業で作っています。
ご笑味
ください。

羽田 祥真，加藤 えみり，山本 聖也，笠原
崇史（法政大学）

古屋 菫、木屋 大地、高橋 知宏、齊藤 健
（日本大学）

MM6 生命感あるガラス
シリカガラスの中に植物の根の微細な構造
を完全に転写しました．写真は透明なガラス
内のただの「空洞」ですが，形状はまさに根
そのままです．細かい根毛構造は10μm程度
の太さです．まるで生きているかのようなみ
ずみずしさを画像からお楽しみください．

古賀 哲郎，
指導教員：津守 不二夫（九州大学）

【CG／動画部門】
XM2（CG）恋人さんと一緒に
花火大会見に行きました？？
今年も花火大会中止になったので、蛍光顕微
鏡で花火大会を見てきました。

青木 志雲、佐藤 綾音、石田 忠
（東京工業大学）

XM1（動画）Si片持ちはり破壊の瞬間
MEMS片持ちはり構造体が、過大加速度によって破壊される様子。Siは
脆いため、はり・マス付け根で発生する応力集中によって急激に構造体
の破壊に至る。

横田 隆人、神田 健介、藤田 孝之、前中 一介（兵庫県立大学）

XM3（動画）マイクロミラー
角度制御テスト

Ou Chuan Hui, Nguyen Van Toan,
Takahito Ono（Tohoku University）

【高校生部門】
HS1 花開く硬骨

HS3 花の中から

私たちは、吸盤状の腹鰭をもつハゼ科の淡
水魚であるヨシノボリに興味を持ち、その吸
盤の構造について研究を行いました。その中
で、吸盤中の硬骨について調べるため透明
標本を作成したときの写真です。

久米島に行ったときに撮ったものです。花の
奥まで入ったハチが出てくる様子を撮りまし
た。

紀伊 葉月、連名：友行 暖乃、立石 侑己、
指導教員：津川 大輔（徳島県立脇町高等
学校）

立石 桃、
指導教員：阿部 肇（徳島県立城南高等学
校）

HS2 何匹？

HS4 プラナリアのしっぽすい星

私たちは、タバコシバンムシの幼虫の食性に
ついて研究しました。写真は飼育していたシ
バンムシの幼虫と膠（にかわ）を砕いた物で
す。皆さんは、何匹いるか分かりますか？

プラナリアが、星々のキラめく宇宙を飛んで
いくすい星になりました。

池上 遥、片岡 陽佳、内藤 芭奈、藤井 美佳、
指導教員：津川 大輔（徳島県立脇町高等
学校）

上野 佳那子、
指導教員：阿部 肇（徳島県立城南高等
学校）
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 会場

会

場：11月14日～16日

アスティとくしま

〒770-8055 徳島県徳島市山城町東浜傍示1番地1 （やましろちょうひがしはまぼうじ）
TEL（088）624-5111

市バス
バス停
文理大学前

交通アクセスリンク
空港から徳島駅（もしくはアスティとくしま）への学会バスもご利用可能です。
50
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 Floor Plan

1F

多目的ホール
M 会場
基調講演、企画セッション
マイクロ・ナノ工学シンポ
出展者プレゼンテーション
ポスターセッション
出展ブース

アリーナ 2F 階段

受
付

フォトコン・川柳

物産店

入口
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2F

アリーナ 2F
一般休憩室
アリーナ 2F
一般休憩室

3F

52
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Exhibition

1F
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 Poster Session

センサシンポジウムポスタセッション

マイクロ・ナノ工学シンポジウムポスタセッション

CHEMINAS46ポスタセッション

54
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Future Technologies from TOKUSHIMA 2022 シャトルバス
シャトルバス（徳島⇔アスティとくしま、無料）および路線バス時刻表（徳島駅⇔文理大学前、210円）
所要時間12分～20分程度
11月13日および17日の徳島⇔アスティとくしま間のシャトルバスサービスはありませんのでご留意ください。
路線バスの山城線は日曜祝日ダイヤは平日ダイヤと異なります。
（南部循環線は同じです）
。山城線の日曜祝日ダイヤは下記
URL をご参照ください。 https://www.city.tokushima.tokushima.jp/bus/jikokuhyo.files/yamashiro.pdf
2022年11月14日（月）開演9:30、終演19:00（ポスター終了）
アスティとくしま
（文理大学前乗車）
→徳島駅

徳島駅→アスティとくしま
（文理大学前下車）
時間帯

6

徳島駅前

路線バス
（3番のりば）

ふれあい健康館行
山城線（平日ダイヤ）
55

7

20 50

9

20★

8

10

徳島駅前行
南部循環線（左回り）

15 50

05 40

13

25

12

16

00 35

18

35
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19
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21

05 55

23

8
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33

13
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23 58

00 30

18 48

17

08 38

17 58

19
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18

20

00

38

15

18

10
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11

16

21

FT専用シャトルバス
（無料）

08 48

14
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15

9

13 48

30
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23 48

12

00 30

20 55

57

7

徳島駅前行
南部循環線
（右回り）

00 30
00 30

10 45

徳島駅前行
山城線
（平日ダイヤ）

10

00 30

00 35

文理大学前
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15 50
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15

00 30

30

時間帯

6
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10 55
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FT専用シャトルバス
（無料）

00 30
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8

33

00

43

28

00 30
00 30

43

37

10 20 30 50
00

2022年11月15日（火）開演9:10、終演17:30（ポスター終了15:10）懇親会会場直行バスは別途あり（ホテルバス）
徳島駅→アスティとくしま
（文理大学前下車）
時間帯

6

徳島駅前

路線バス
（3番のりば）

ふれあい健康館行
山城線（平日ダイヤ）
55

7

20 50

9

20★

8

10

徳島駅前行
南部循環線（左回り）

15 50

35
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33

00 30
00
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00
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FT専用シャトルバス
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9

00 30
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7

徳島駅前行
南部循環線
（右回り）

10

13

16

徳島駅前行
山城線
（平日ダイヤ）

00 30

05 40

15

30

文理大学前

30

11

14

時間帯

6
00 20 30 40

10 55

12

アスティとくしま
（文理大学前乗車）
→徳島駅
FT専用シャトルバス
（無料）

00 20 40

2022年11月16日（水）開演9:20、終演15:50（ポスター終了14:20)
徳島駅→アスティとくしま
（文理大学前下車）
時間帯

6

徳島駅前

路線バス
（3番のりば）

ふれあい健康館行
徳島駅前行
山城線（平日ダイヤ） 南部循環線（左回り）
20 50

9

20★

10

15 50

10 55
30

11

05 40

13

25

12

15 50

14
15

00 35

16

00 35

18

35

17
19
20
21

FT専用シャトルバス
（無料）

55

7
8

アスティとくしま
（文理大学前乗車）
→徳島駅

05 55
15
10
00

10 45
20 55
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時間帯

6
00 30 40
00 30

文理大学前

徳島駅前行
山城線
（平日ダイヤ）
57

7

23 48

9
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8
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南部循環線
（右回り）
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（無料）
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13 48

14

33

00 40
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★16:50発のバスは空港行
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徳島駅前シャトルバス乗り場
ホテルサンルート前

徳島駅前

56

市バス

③番乗り場
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第 39 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
磯部 良彦
ミライズ テクノロジーズ
実行副委員長
澤田 和明
豊橋技術科学大学
幹事
長谷川 有貴
埼玉大学
副幹事
野田 俊彦
豊橋科学技術大学
副幹事
大野 恭秀
徳島大学
論文委員長
荒川 貴博
東京工科大学
論文副委員長
小野寺 武
九州大学
論文副委員長
菅野 公二
神戸大学
論文委員会オブザーバ
戸田 雅也
東北大学
財務委員長
山下 馨
京都工芸繊維大学
財務副委員長
三田 吉郎
東京大学
企業展示主担当
加納 一彦
デンソー
企業展示副担当
内貴 崇
ローム
企業展示副担当
上瀧 英郎
ハイデルベルグ・インストルメンツ
若手企画主担当
猪股 直生
東北大学
若手企画副担当
中澤 謙太
静岡大学
行事企画担当（フォトコン）
池沢 聡
東京農工大学
行事企画担当（テクニカルツアー） 安藤 毅
千葉工業大学
広報委員長
神田 健介
兵庫県立大学
広報副委員長
加納 一彦
デンソー
応用物理学会集積化 MEMS シンポジウム
実行委員長
永瀬 雅夫
徳島大学
実行副委員長
土屋 智由
京都大学
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
安部 隆
新潟大学
プログラム委員長
燈明 泰成
東北大学
化学とマイクロ・ナノシステム第 46 回研究会
実行委員長
加地 範匡
九州大学
化学とマイクロ・ナノシステム会長
火原 彰秀 東北大学
エレクトロニクス実装学会企画セッション担当
多喜川 良
九州大学
顧問
積 知範
オムロン
顧問
前中 一介
兵庫県立大学

第 39 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
論文副委員長
論文副委員長
論文委員会オブザーバ
分野 1
主査
副査

荒川 貴博
小野寺 武
菅野 公ニ
戸田 雅也

設計・製作技術，材料
鈴木 裕輝夫
平井 義和
安藤 妙子
伊藤 寿浩
猪股 直生
入江 康郎
岩瀬 英治
岩見 健太郎
菅 哲朗
笠井 隆
小西 敏文
小林 大造
佐々木 実
式田 光宏
下川 房男

東京工科大学
九州大学
神戸大学
東北大学

東北大学
京都大学
立命館大学
東京大学
東北大学
みずほリサーチ & テクノロジーズ
早稲田大学
東京農工大学
電気通信大学
三井化学
NTT アドバンステクノロジ
立命館大学
豊田工業大学
広島市大学
香川大学
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生津 資大
樋口 徹
溝尻 瑞枝
望月 俊輔
本間 浩章
分野 2 マイクロナノシステム
主査
齊藤 健
副査
村上 賢治
金子 美泉
蒲原 敦彦
後藤 正英
島内 岳明
高橋 一浩
田中 秀治
年吉 洋
戸田 雅也
肥後 昭男
鳥山 寿之
古田 一吉
三田 吉郎
山根 大輔

日本大学
オリンパス
日本大学
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
東北大学
東京大学
立命館大学
先端素材高速開発技術研究組合（ADMAT）
東京大学
立命館大学

分野 3 センサ・アクチュエータシステム
主査
和泉 慎太郎
副査
吉田 慎哉
才木 常正
佐々木 敬
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
桜井 淳平

神戸大学
芝浦工業大学
兵庫県立工業技術センター
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
名古屋大学

分野 4 フィジカルセンサ
主査
野田 堅太郎
副査
竹下 俊弘
池沢 聡
岡谷 泰佑
蔭山 健介
笠原 崇史
神田 健介
グェンタンヴィン
柴崎 一郎
寒川 雅之
高橋 英俊
竹井 裕介
中澤 寛一
橋本 和彦
原 基揚
廣田 正樹
山下 馨
吉田 幸久

富山県立大学
産業技術総合研究所
東京農工大学
東北大学
埼玉大学
法政大学
兵庫県立大学
産業技術総合研究所
野口研究所
新潟大学
慶應義塾大学
産業技術総合研究所
ミライズテクノロジーズ
近畿大学
情報通信研究機構
九州大学
京都工芸繊維大学
三菱プレシジョン

分野 5 ケミカルセンサ
主査
副査

58

京都先端科学大学
ローム株式会社
長岡技術科学大学
NTT データ数理システム
東京大学

安藤 毅
南保 英孝
青野 宇紀
飯谷 健太
石田 寛
稲波 久雄
関口 哲志
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千葉工業大学
金沢大学
日立製作所
東京医科歯科大学
東京農工大学
日立製作所
早稲田大学

分野 6 バイオセンサ
主査
副査

竹井 義法
田原 祐助
中本 高道
長谷川 有貴
林 健司
二川 雅登
松倉 悠
松本 裕之
山口 富治

金沢工業大学
信州大学
東京工業大学
埼玉大学
九州大学
静岡大学
電気通信大学
岩崎電気
東京電機大学

三澤 宣雄
村上 裕二
伊藤 健
内田 諭
遠藤 達郎
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
光野 秀文
安田 隆

麻布大学
静岡理工科大学
関西大学
首都大学東京
大阪府立大学
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
東京大学
九州工業大学

分野 7 バイオマイクロナノシステム
主査
山本 貴富喜
副査
木村 啓志
石田 忠
尾上 弘晃
久米村 百子
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
茂木 克雄
分野 8
主査
副査

エレクトロニクス実装学会連携
多喜川 良
倉島 優一
石河 範明
伊藤 高廣
小林 健
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

東京工業大学
東海大学
東京工業大学
慶應義塾大学
九州工業大学
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
東京電機大学

九州大学
産業技術総合研究所
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
東北学院大学
東北大学
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
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第 13 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

安部 隆
燈明 泰成
徳増 崇
太田 裕貴
塚本 貴城
鈴木 宏明
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
南 和幸
中島 雄太
秋山 佳丈
安藤 泰久
岩見 健太郎
神田 岳文
鈴木 孝明
田中 健太郎
生津 資大
森本 賢一
柳生 裕聖
矢吹 智英

新潟大学
東北大学
東北大学
横浜国立大学
東北大学
中央大学
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
早稲田大学
電気通信大学
山口大学
熊本大学
信州大学
東京農工大学
東京農工大学
岡山大学
群馬大学
東京海洋大学
京都先端科学大学
東京大学
関東学院大学
九州工業大学

第 14 回集積化 MEMS シンポジウム実行委員会（敬称略）
実行委員長
永瀬 雅夫
副実行委員長兼論文委員長
土屋 智由

徳島大学
京都大学

2022 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
副委員長
副委員長
顧問
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
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秦  誠一
町田 俊太郎
田中 秀治
積 知範
高尾 英邦
曽根 正人
福田 和人
澤田 和明
有本 和民
前中 一介
石井 仁
平本 俊郎
年吉 洋
石田 誠
益 一哉
河村 誠一郎
西岡 泰城
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名古屋大学
KOKUSAI ELECTRIC
東北大学
オムロン
香川大学
東京工業大学
JR 東日本
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
東京大学
豊橋技術科学大学
東京工業大学
JST
日本大学理工学部

特別会員
監事
幹事
副幹事
副幹事
論文委員長
広報
副広報
会計
副会計
副会計
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
企画
企画
企画
企画
企画
企画

水田 千益
町田 克之
山根 大輔
神田 健介
Mark Chang
土屋 智由
前田 祐作
本間 浩章
猪股 直生
鈴木 孝明
山田 駿介
永瀬 雅夫
伊藤 浩之
馬場 昭好
日暮 栄治
李 相錫
三田 吉郎
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
米谷 玲皇
林 育菁
村上 修一
島村 俊重
河野 剛士
前澤 宏一
竹下 俊弘
望月 俊輔
小西 敏文
中澤 寛一
金子 美泉
高橋 一浩
宮島 博志

モーデック 技術顧問
東京工業大学
立命館大学
兵庫県立大学
東京工業大学
京都大学
香川高専
東京大学
東北大学
群馬大学
東北大学
徳島大学大学院
東京工業大学
九州工業大学
東北大学
鳥取大学
東京大学
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
株式会社イングスシナノ
九州大学大学院
ＮＨＫ放送技術研究所
東京大学
Goertek Japan
大阪産業技術研究所
NTT 情報ネットワーク総合研究所
豊橋技術科学大学
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
ミライズテクノロジーズ
日本大学理工学部
豊橋技術科学大学
住友精密工業

CHEMINAS 46 実行委員会（敬称略）
実行委員長：
実行委員：

加地 範匡
小暮 健太朗
上野 雅晴
寺尾 京平
芝 駿介
肥田 博隆
内藤 豊裕
桐谷 乃輔
末吉 健志

九州大学
徳島大学
徳島大学
香川大学
愛媛大学
神戸大学
理研鼎業
大阪府立大学
大阪府立大学
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世 界を動 か す、
ありとあらゆる機 器 の中で、
半 導 体 が 働 いている。
そして、
その 小さな半 導 体 の中に広 がるのは、
さらに小さな極 微 の 世 界 。
この 極 微 の 世 界に込 められた技 術 が 、
世にある様々な社 会 課 題を解 決 すると
わたしたちは信じている。

エレクトロニクスの 技 術で、
美しい未来を。

ローム
Webサイトは
こちら
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納入台数 1000 台以上。創業 38 年の実績。
卓上型から大型装置まで幅広いラインナップ。
レーザー直接描画装置のエキスパート。

μMLA

The power of direct writing

MLA300

MLA150

VPG+ 1400

DWL66+

卓上型マスクレス

スタンドアロン型

量産型マスクレスア

アライナー

マスクレスアライナー

ライナー

直接描画装置

Nano Frazor

大型基板対応

サーマルプローブリ

高速描画装置

ソグラフィー

ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社
横浜市緑区白山 1－18－2 ジャーマンインダストリーパーク

E-Mail sales@himt.co.jp

日本語ブログ
Home Page

Tel. 045-938-5250

https://www.himt-jp.com/
https://heidelberg-instruments.com/en/

開発報告
業界きっての技術力を持つ

住友精密工業が開発した
真北方位・姿勢角検出装置
ノースファインダー™

GCAH-21

概要
GPSなしでリアルタイム姿勢方位を出力
高精度にロール/ピッチ角とヨー角を演算
初期静定は簡単、コマンドひとつだけ
MEMS技術により小型・高耐久・低価格を実現

88×80（㎜）
700ｇ以下

詳細はこちら

www.spp.co.jp/mems
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Abstract Deadline

6 December 2022
transducers2023.org

Conference Chair

Satoshi KONISHI, Ritsumeikan University

Executive Program Chair

Shuji TANAKA, Tohoku University

Organizing Committee Chair

Osamu TABATA, Kyoto Univ. of Advanced Science
Venue

Kyoto International Conference Center
（国立京都国際会館）

25-29 June 2023, Kyoto, JAPAN

Future Technologies from KUMAMOTO 2023
「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム
マイクロ・ナノ工学シンポジウム
集積化MEMSシ
シンポジウム
化学とマイクロ・ナノシステム学会 研究会

2023年
年11月
月6日
日（月）～8日
日（水）

熊本城ホール
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