平成３０年度
電気学会センサ・マイクロマシン部門
総合研究会プログラム

開 催 日：平成３０年７月１２日（木）
・１３日（金）

開催場所：奈良県文化会館

電気学会センサ・マイクロマシン部門
センサ・マイクロマシン部門各技術委員会

平成 30 年度 E 部門総合研究会 開催スケジュール
7 月 12 日（木）
時間

A 会場 （小ホール）

8:30

受付開始 （小ホール前）

9:30–10:30

マイクロマシン・センサシステム研究会
（3 件）
座長 佐々木実（豊田工業大学）

B 会場 （集会室ＡＢ）

集会室 D

PHS
技術
委員会

BMS
技術
委員会

集会室 C

集会室 D

MSS
技術
委員会

CHS
技術
委員会

オーサーズインタビュー

10:45–10:50

休憩
バイオ・マイクロシステム研究会
（5 件）
座長 坂田利弥（東京大学）
オーサーズインタビュー

12:45–14:00

昼食（75 分）

スポ ンサ ー 展 示

14:00–14:25

フォトコンテストプレゼン

14:25–14:45

E 部門合同研究会
（3 件）
座長 南保英孝（金沢大学）

14:45–15:45

バイオ・マイクロシステム研究会
（4 件）
座長 土肥徹次（中央大学）

15:45–16:00

フォト コンテ スト展 示

マイクロマシン・センサシステム研究会
（5 件）
座長 峯田 貴（山形大学）

12:30–12:45

オーサーズインタビュー

16:00–16:05
16:05–17:45

集会室 C

バイオ・マイクロシステム研究会
（3 件）
座長 三木則尚（慶應義塾大学）

10:30–10:45

10:50–12:30

C 会場 （展示室 C）

休憩
マイクロマシン・センサシステム研究会
（5 件）
座長 松永忠雄（東北大学）

ケミカルセンサ研究会
（5 件）
座長 野田和俊（産業技術総合研究所）

17:45–18:00

オーサーズインタビュー
懇親会
会場：奈良国立博物館内 レストラン 葉風泰夢（ハーフタイム）

18:30–20:30

7 月 13 日（金）
時間

A 会場 （小ホール）

8:30

受付開始 （小ホール前）

9:00–10:20

フィジカルセンサ研究会
（4 件）
座長 寒川雅之（新潟大学）

B 会場 （集会室ＡＢ）

バイオ・マイクロシステム研究会
（4 件）
座長 鈴木孝明（群馬大学）

10:20–10:35

オーサーズインタビュー
休憩
マイクロマシン・センサシステム研究会
（5 件）
座長 鶴岡典子（東北大学）

ケミカルセンサ研究会
（5 件）
座長 安藤 毅（東京電機大学）

12:20–12:35

オーサーズインタビュー

12:35–13:50
E 部門合同研究会
（3 件）
座長 土肥徹次（中央大学）

フィジカルセンサ研究会
（3 件）
座長 神田健介（兵庫県立大学）

14:50–15:05

オーサーズインタビュー

15:05–15:10
15:10–16:50

休憩
マイクロマシン・センサシステム研究会
（5 件）
座長 岩田達哉（豊橋技術科学大学）

17:15–17:45

フォト
コンテスト
担当
委員会

ケミカルセンサ研究会
（5 件）
座長 佐々文洋（九州大学）

16:50–17:05
17:05–17:15

スポ ンサ ー 展 示

13:50–14:50

昼食（75 分）

フォト コンテ スト展 示

10:35–10:40
10:40–12:20

C 会場 （展示室 C）

オーサーズインタビュー
E 部門誌表彰式
フォトコンテスト表彰式
実行委員会

発表時間： 1 件あたり 20 分（発表 15 分＋質疑応答 4 分＋交代時間 1 分）

オーサーズインタビュー：15 分

総合研究会プログラム目次
総合研究会開催案内 ···············································

1

会場案内図 ·······················································

4

研究会プログラム ·················································

6

フォトコンテストのご案内 ·········································

20

役員・実行委員 ···················································

22

電気学会 E 部門誌への投稿のご案内 ·································

24

電気学会 E 部門への入会案内 ·······································

25

センサ・マイクロマシン部門 (E 部門)
平成 30 年度 総合研究会 開催案内
期 日

平成 30 年 7 月 12 日(木)～平成 30 年 7 月 13 日（金）

会 場

奈良県文化会館

住 所

〒630-8213 奈良県奈良市登大路町 6−2
交通 アクセスについては次の URL を参照下さい。
http://www.pref.nara.jp/22520.htm
最寄り駅は近鉄奈良駅です。JR 奈良駅とは異なりますのでご注意下さい。

研究会
(1) フィジカルセンサ研究会
7 月 13 日（金）

9:00〜10:20

A 会場（小ホール）

7 月 13 日（金）

13:50〜14:50

B 会場（集会室 AB）

7 月 12 日（木）

16:05〜17:45

B 会場（集会室 AB）

7 月 13 日（金）

10:40〜12:20

B 会場（集会室 AB）

7 月 13 日（金）

15:10〜16:50

B 会場（集会室 AB）

(2) ケミカルセンサ研究会

(3) マイクロマシン・センサシステム研究会
7 月 12 日（木）

9:30〜10:30

A 会場（小ホール）

7 月 12 日（木）

10:50〜12:30

A 会場（小ホール）

7 月 12 日（木）

16:05〜17:45

A 会場（小ホール）

7 月 13 日（金）

10:40〜12:20

A 会場（小ホール）

7 月 13 日（金）

15:10〜16:50

A 会場（小ホール）

(4) バイオ・マイクロシステム研究会
7 月 12 日（木）

9:30〜10:30

B 会場（集会室 AB）

7 月 12 日（木）

10:50〜12:30

B 会場（集会室 AB）

7 月 12 日（木）

14:25〜15:45

B 会場（集会室 AB）

7 月 13 日（金）

9:00〜10:20

B 会場（集会室 AB）

7 月 12 日（木）

14:45〜15:45

A 会場（小ホール）

7 月 13 日（金）

13:50〜14:50

A 会場（小ホール）

(5) E 部門合同研究会

発表時間

1 件あたり 20 分（発表 15 分＋質疑応答 4 分＋交代時間 1 分）

－ 1 －

オーサーズインタビュー
議論・交流を深めるためにオーサーズインタビューを各セッション終了後に実施します。
発表者はセッション終了後に，講演内容のスライドを C 会場（展示室 C）の所定ポスターボ
ードに貼り出し，15 分間の討論を行います。

フォトコンテスト
ショートプレゼンテーション： 7 月 12 日（木）14:00〜14:45 A 会場（小ホール）
作品展示： C 会場（展示室 C）

表彰式
7 月 13 日（金）

17:05〜17:15

・E 部門誌 英文特集号

A 会場（小ホール）

最優秀論文賞 表彰

・フォトコンテスト表彰

参加費（総合研究会資料含む。当日お支払い下さい）
電気学会会員

10,000 円（不課税）

電気学会学生会員

5,000 円（不課税）

一般，事業維持員

15,000 円（税込）

会員外学生

8,000 円（税込）

懇親会
日時：7 月 12 日（木） 18：30～20：30
場所：奈良国立博物館地下 レストラン 葉風泰夢（ハーフタイム）
参加費：一般 4,500 円（税込） 学生 1,500 円（税込）
当日，受付にてお申込み下さい。

入会キャンペーン
会期中（7/12〜7/13）に会場でご入会いただいた学生を対象として，
「入会金無料」
「初年
度年会費免除」のキャンペーンを行います。また，当日の参加費も「学生会員価格」でご参
加頂けます。この機会に是非ご入会下さい。

技術者継続研鑚（CPD）
本総合研究会へのご参加・論文発表等は，当学会が登録・管理する継続研鑚（Continuing

－ 2 －

Professional Development）の証明サービスの対象です。CPD 登録会員は参加証，領収書，
テキスト表紙コピー等，聴講や発表したことが確認できるエビデンスを保管し，CPD 実績
証明書の発行申請時にはそれらを提出して下さい。
電気学会 CDP 登録会員は随時募集しています。詳細は次の URL をご覧下さい。
http://www.iee.jp/?page_id=3939

問合せ先
実行委員長 太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学）
電気学会事業サービス課（event@iee.or.jp）
Tel: 03-3221-7313 FAX: 03-3221-3704

主

催
電気学会センサ・マイクロマシン部門
センサ・マイクロマシン部門各技術委員会

後

援
奈良県

－ 3 －

総合研究会 会場案内図

懇親会 会場案内図

－ 4 －

会場マップ（奈良県文化会館 2F）

－ 5 －

フィジカルセンサ研究会
〔委 員 長〕藤田孝之（兵庫県立大学）
〔幹

事〕工藤寛之（明治大学），寒川雅之（新潟大学）

〔幹事補佐〕荒川貴博（東京医科歯科大学）

日

時

２０１８年７月１３日（金） ９：００～１４：５０

場

所

奈良県文化会館

議

題

テーマ「フィジカルセンサとそのプロセス技術および一般」

（Ａ会場（小ホール））７月１３日（金） ９：００～１０：２０
テーマ「フィジカルセンサ」
座長 寒川雅之（新潟大学）
PHS-18-21

共振型 3 軸磁気センサの設計
◎本郷裕之，月山元貴，
氏家朱理，神田健介，藤田孝之，前中一介（兵庫県立大学）

ゾル・ゲル PZT 薄膜の熱処理条件と圧電 MEMS 超音波センサの感度
（※資料への掲載はございません）
○中島将太，塩見 丈，
山下 馨，岩本一宏，野田 実（京都工芸繊維大学）

PHS-18-23

味覚センサ用脂質高分子膜界面分析のための和周波発生振動分光システムの
開発
○池沢 聡，椎野剛史，矢田部塁，田原祐助，都甲 潔（九州大学）

PHS-18-24

柔軟センサを用いた血圧推定における姿勢情報による精度向上の検討
◎藤田亮介，江龍徳行，神田健介，藤田孝之，前中一介（兵庫県立大学）

（Ｂ会場（集会室ＡＢ））７月１３日（金） １３：５０～１４：５０
テーマ「触覚センサ」
座長 神田健介（兵庫県立大学）
PHS-18-25

エラストマ封止 PZT/Si マイクロカンチレバー振動覚センサの試作評価
◎高橋春暁，難波勇太，安部 隆，寒川雅之（新潟大学）

－ 6 －

PHS-18-26

ロボット応用をめざした摩擦感試験機による評価測定
◎三島伊吹，野々村裕（名城大学）

PHS-18-27

有限要素法によるロボット用温力感センサヘッドの熱解析
◎大橋祐也，土屋駿斗（名城大学）
室山真徳（東北大学）
野々村裕（名城大学）

－ 7 －

ケミカルセンサ研究会
〔委 員 長〕 石田 寛（東京農工大学）
〔幹

事〕 小野寺武（九州大学）

〔幹事補佐〕 松倉 悠（大阪大学）

日

時

２０１８年７月１２日（木） １６：０５～１７：４５
２０１８年７月１３日（金） １０：４０～１６：５０

場

所

奈良県文化会館

議

題

テーマ「ケミカル・バイオセンサとそのプロセス技術および一般」

（Ｂ会場（集会室ＡＢ））７月１２日（木） １６：０５～１７：４５
テーマ「CHS 一般セッション 1」
座長 野田和俊（産業技術総合研究所）
CHS-18-7

トライモード光導波路干渉計による化学センシング
◎海老原恵都，内山田健，浅川 潔，鈴木博章（筑波大学）

CHS-18-8

長期 pH 計測に向けたストライプゲート型 pH センサの提案
◎上村渓介，大石竜太，大多哲史，平野陽豊，二川雅登（静岡大学）

CHS-18-9

酵素シートを用いたセンサ測定法の開発
◎渡邊裕樹，吉田雄貴（北九州市立大学院）
井本亘栄，鈴木音弥，礒田隆聡（北九州市立大学）

CHS-18-10

電位検出型 H2O2 イメージセンサを用いた海馬の細胞外イメージング
◎土井英生，奥村悠基，堀尾智子，岩田達哉（豊橋技術科学大学）
Bijay Palajuli（山梨大学， 愛知医科大学）
奥村弘一，高橋一浩，服部敏明（豊橋技術科学大学）
小泉修一（山梨大学）
澤田和明（豊橋技術科学大学）

CHS-18-11

キトサン膜を用いた酵素型非標識 Lactate イメージセンサの製作
土井英生，◎雌熊宏隆，奥村悠基，堀尾智子，
奥村弘一，岩田達哉，高橋一浩，服部敏明，澤田和明（豊橋技術科学大学）

－ 8 －

（Ｂ会場（集会室ＡＢ））７月１３日（金） １０：４０～１２：２０
テーマ「CHS 一般セッション２」
座長 安藤 毅（東京電機大学）
CHS-18-12

高速 LSPR ガスセンサを搭載した匂い痕跡可視化ロボット
◎楊 中元，佐々文洋，林 健司（九州大学）

CHS-18-13

LSPR 散乱光を利用したガス可視化撮像光学系
◎副田貴明，楊 中元，佐々文洋，林 健司（九州大学）

CHS-18-14

風防付きガスセンサとガウシアンフィルタを用いたガス源探索のための 2 値化
ガス検出法の検討
◎ビルゲラクリスチャン，山本晃史（東京農工大学）
松倉 悠（大阪大学）
石田 寛（東京農工大学）

CHS-18-15

IoT センサユニットと小型無人航空機を活用した火山帯ガス測定システム
○野田和俊（産業技術総合研究所）
丸本幸治（国立水俣病総合研究センター）
新村太郎（熊本学園大学）
須藤靖明（阿蘇火山博物館）

CHS-18-16

匂い刺激による鳥獣害対策技術に関する基礎検討
◎佐々文洋，楊 中元，森元章悟，安田章人，細谷忠嗣（九州大学）
大橋二大，吉田由紀，犬童拓也（日本電信電話）
林 健司（九州大学）

（Ｂ会場（集会室ＡＢ））７月１３日（金） １５：１０～１６：５０
テーマ「CHS 一般セッション 3」
座長 佐々文洋（九州大学）
CHS-18-17

味覚センサを用いた高感度甘味料評価手法の検討
◎劉 元昌，巫 霄，田原祐助，矢田部塁（九州大学）
池崎秀和（インテリジェントセンサーテクノロジー）
都甲 潔（九州大学）

CHS-18-18

スパッタ成長 ZnO 単結晶層の水素ガス応答における温度依存性
◎久米井俊哉，渡邊有香，
安藤 毅，水野 愛，篠田宏之，六倉信喜（東京電機大学）
－ 9 －

CHS-18-19

UV-LED を用いた SnO2 ナノ粒子修飾カーボンナノチューブガスセンサの空気中
NO2 検出の高感度化
◎河野雅紀，中野道彦，末廣純也（九州大学）

CHS-18-20

特異的気体検出に向けた逆オパール型フォトニック結晶の開発
◎木村大樹，村上弘明，小森雄仁，小野寺武（九州大学）

CHS-18-21

NO2 検出を目的とした誘電泳動集積法を用いたカーボンナノチューブ FET ガス
センサの作製
◎行部晃生，中野道彦，末廣純也（九州大学）

－ 10 －

マイクロマシン・センサシステム研究会
〔委員長〕 佐々木実（豊田工業大学）
〔幹 事〕 戸田雅也（東北大学）

日

時

２０１８年７月１２日（木） ９：３０～１７：４５
２０１８年７月１３日（金） １０：４０～１６：５０

場

所

奈良県文化会館

議

題

テーマ「マイクロマシン・センサシステムとそのプロセス技術および一般」

（Ａ会場（小ホール））７月１２日（木） ９：３０～１０：３０
テーマ「７月１２日」
座長 佐々木実（豊田工業大学）
MSS-18-7

視覚的質感の並置混合表面における光学的評価方法の検証
◎郭 涵，平山 翼，岩瀬英治（早稲田大学）

MSS-18-8

プローブ型共焦点内視鏡用 2 次元レーザー走査ユニットによる生きたマウスの
細胞画像取得
◎石河範明，河村幸則，窪田正雄（富士電機）
兵藤文紀，村田正治，橋爪 誠，澤田廉士，江藤比奈子（九州大学）
鈴木 健（富士電機）

MSS-18-9

内視鏡観察機能を有した細径チューブ形状神経電極の作製と電気的特性評価
◎池田尚人，魯 文広，松永忠雄，
鶴岡典子，虫明 元，小山内実，大城朝一，芳賀洋一（東北大学）

（Ａ会場（小ホール））７月１２日（木） １０：５０～１２：３０
テーマ「７月１２日」
座長 峯田 貴（山形大学）
MSS-18-10

熱輻射を制御する表面機能付き金属細線ヒータの製作
◎山田雄大，佐々木実（豊田工業大学）

MSS-18-11

皮膚表面付着物の影響を考慮した熱伝導による皮膚水分量の算出方法
◎山本真史，岩瀬英治（早稲田大学）

－ 11 －

MSS-18-12

パッシブワイヤレス SAW 温度センサシステム
○工藤高裕，古市卓也，森田 晃（富士電機）
門田道雄，田中秀治（東北大学）

MSS-18-13

マイクロスケールガスタービントッピングサイクル用遠心ウェーブロータの空
力性能解析
◎田口翔理，陸野晃平，鳥山寿之（立命館大学）

MSS-18-14

高出力を目指した電磁誘導式 MEMS エアタービン発電機のタービンの形状
及び磁気回路構造の検討
◎海老澤和紀，工藤和也，金子美泉，田中勝之，内木場文男（日本大学）

（Ａ会場（小ホール））７月１２日（木） １６：０５～１７：４５
テーマ「７月１２日」
座長 松永忠雄（東北大学）
MSS-18-15

Au 錘 MEMS 慣性センサモジュールの評価
◎古賀達也，高安基大，山根大輔，伊藤浩之（東京工業大学）
小西敏文（NTT-AT）
石原 昇，町田克之，益 一哉（東京工業大学）

MSS-18-16

〔欠

MSS-18-17

シングル Au 錘 3 軸差動 MEMS 加速度センサの検討

番〕

◎乙部翔太，新島宏文，
高安基大，山根大輔，伊藤浩之，石原 昇，町田克之（東京工業大学）
小西敏文，佐布晃昭，飯田慎一（NTT-AT）
益 一哉（東京工業大学）

種々サイズの凸構造をもつ周期的な Si マイクロ凹凸表面による触感の評価
（※資料への掲載はございません）
○徐 嘉楽，野々村美宗，峯田 貴（山形大学）
MSS-18-19

人工ニューラルネットワーク IC により歩行動作を可能にした 6 足 MEMS
マイクロロボット
◎河村彗史，田中泰介，
野口大輔，早川雄一朗，金子美泉，齊藤 健，内木場文男（日本大学）

－ 12 －

（Ａ会場（小ホール））７月１３日（金） １０：４０～１２：２０
テーマ「７月１３日」
座長 鶴岡典子（東北大学）
MSS-18-20

流路素子と一体化したフィルタフリー蛍光検出システム
◎崔 容俊，高橋一浩，岩田達哉，澤田和明（豊橋技術科学大学）

MSS-18-21

短波長検出に向けたフィルタフリー蛍光センサの検出電流のシミュレーション
◎手島拓哉，崔 容俊，
飛沢 健，高橋一浩，岩田達哉，澤田和明（豊橋技術科学大学）

MSS-18-22

金属ナノ粒子の電界トラップにおける電解質濃度による粒子流れの影響
◎黄 平，古志知也，岩瀬英治（早稲田大学）

MSS-18-23

2 液 3 相構造のマイクロ流路による微小液滴を用いたナノ粒子生成システムの
試作
◎藤本望夢，神田岳文，阪田祐作，山田嘉昭，妹尾典久，脇元修一（岡山大学）
中崎義晃，音山貴文（ナノ・キューブ・ジャパン）

MSS-18-24

マイクロ流体デバイス中の不混和流体におけるトルエン分散金ナノ粒子の合成
◎浜本真央，梁 毅楊，柳生裕聖（関東学院大学）

（Ａ会場（小ホール））７月１３日（金） １５：１０～１６：５０
テーマ「７月１３日」
座長 岩田達哉（豊橋技術科学大学）
MSS-18-25

P(VDF/TrFE)薄膜を用いた高周波型 MEMS 超音波アレイセンサの開発
○田中恒久，村上修一，宇野真由美（大阪産業技術研究所）

MSS-18-26

FePd 磁歪膜と PZT 圧電膜を搭載した共振型 MEMS 磁気センサ
岡田尚樹，鈴木広大，○峯田 貴（山形大学）

MSS-18-27

超音波振動子と微細針を組み合わせた体表からの極低侵襲細胞採取デバイス
◎葉 煬，鶴岡典子，上地達哉，松永忠雄，芳賀洋一（東北大学）

MSS-18-28

伸び縮みする太陽電池の仕組みとそれにピエゾ効果を併せ持つセンサ
○島田邦雄（福島大学）

－ 13 －

MSS-18-29

ミリ波レーダを用いた河川防災用センサシステムの開発
○寒川雅之，ウィタカアンドリュー（新潟大学）
酒井直樹（イートラスト）

－ 14 －

バイオ・マイクロシステム研究会
〔委 員 長〕太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学）
〔幹

事〕野田俊彦（奈良先端科学技術大学院大学）

〔幹事補佐〕永井萌土（豊橋技術科学大学），二川雅登（静岡大学）

日

時

２０１８年７月１２日（木） ９：３０～１５：４５
２０１８年７月１３日（金） ９：００～１０：２０

場

所

奈良県文化会館

議

題

テーマ「バイオ・マイクロシステムとそのプロセス技術および一般」

（Ｂ会場（集会室ＡＢ））７月１２日（木） ９：３０～１０：３０
テーマ「バイオマイクロシステムの装置応用」
座長 三木則尚（慶應義塾大学）
BMS-18-23

連結接触子を用いた血圧脈波計測デバイス
豊島 悠，堀 正峻，○土肥徹次（中央大学）

BMS-18-24

げっ歯類・霊長類脳の光学特性の測定と脳表光刺激デバイスの試作
◎長沼京介，太田安美，木村文香，春田牧人，
野田俊彦，笹川清隆，徳田 崇，太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学）

BMS-18-25

皮膚貼付式乳酸計測システムの開発と応用展開
○工藤寛之，鈴木悠亮，榎本圭吾（明治大学）
細山明子，森澤健一郎，平 泰彦（聖マリアンナ医科大学）

（Ｂ会場（集会室ＡＢ））７月１２日（木） １０：５０～１２：３０
テーマ「エレクトロバイオロジー」
座長 坂田利弥（東京大学）
BMS-18-26

光エネルギーの変換により駆動する半導体マイクロモータ
◎勝島実央，渡部郁巴，鈴木博章（筑波大学）

BMS-18-27

ウェアラブルイオンセンサを指向したイオン感応型薄膜トランジスタのデバイス
設計と特性評価
伊藤健介，○坂田利弥（東京大学）

－ 15 －

BMS-18-28

人工視覚用ハニカム型 CMOS スマート電極アレイの作製と機能検証
◎寺田啓介，野田俊彦（奈良先端科学技術大学院大学）
中野由香梨，寺澤靖雄（ニデック）
春田牧人，笹川清隆，徳田 崇，太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学）

BMS-18-29

近赤外高速眼底カメラ用オンチップフィルタ搭載イメージセンサの試作
◎白髭大貴，竹原浩成（奈良先端科学技術大学院大学）
角 博文（東京大学）
笹川清隆，春田牧人，
野田俊彦，徳田 崇，太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学）

BMS-18-30

FRET 計測に向けたハイブリッド型励起光除去フィルタ搭載 CMOS イメージング
デバイス
◎亀山愛樹，ヒーワンシェン，木村文香，春田牧人，
野田俊彦，笹川清隆，徳田 崇，太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学）

（Ｂ会場（集会室ＡＢ））７月１２日（木） １４：２５～１５：４５
テーマ「バイオマイクロシステムの製作技術」
座長 土肥徹次（中央大学）
BMS-18-31

血管内皮細胞により被覆されたアルギン酸ゲルファイバを犠牲層とした分岐状血
管様流路の形成
◎西村啓吾，森本雄矢，森 宣人，竹内昌治（東京大学）

BMS-18-32

厚膜感光性材料の接着性を利用した 3 次元集積技術
◎上野秀貴（群馬大学）
山田 功，鈴木孝明（群馬大学）

BMS-18-33

生体吸収性材料のマイクロモールディング加工法の開発
◎神田循大，竹原宏明，一木隆範（東京大学）

BMS-18-34

多点光照射で形成した構造物を用いた超並列単一細胞回収技術の開発
◎鈴木裕也，佐伯拓朗，平塚翔太，柴田隆行，永井萌土（豊橋技術科学大学）

（Ｂ会場（集会室ＡＢ））７月１３日（金） ９：００～１０：２０
テーマ「ナノマイクロ流体バイオシステム」
座長 鈴木孝明（群馬大学）

－ 16 －

BMS-18-35

AFM リソグラフィーで作製したナノ領域への DNA オリガミの特異的固定
◎山下直輝，朴 晟洙（京都大学）
馬 志鵬（浙江大学）
川合健太郎（大阪大学）
平井義和，土屋智由，田畑 修（京都大学）

BMS-18-36

〔欠

BMS-18-37

経上皮電気抵抗測定に用いる銀/塩化銀平面電極搭載マイクロ流体デバイスの

番〕

作製
◎宮崎貴史，平井義和，亀井謙一郎，土屋智由，田畑 修（京都大学）

BMS-18-38

逐次反応を行う 3 次元マイクロ混合デバイスの形状検討と作製
◎立花岳志（慶應義塾大学）
神谷厚輝，大崎寿久，三澤宣雄，藤井聡志（神奈川県立産業技術総合研究所）
三木則尚（慶應義塾大学）
竹内昌治（東京大学）

－ 17 －

フィジカルセンサ
ケミカルセンサ
マイクロマシン・センサシステム

合同研究会

バイオ・マイクロシステム
〔委 員 長〕藤田孝之（兵庫県立大学）
〔幹

事〕工藤寛之（明治大学），寒川雅之（新潟大学）

〔幹事補佐〕荒川貴博（東京医科歯科大学）

〔委 員 長〕石田 寛（東京農工大学）
〔幹

事〕小野寺武（九州大学）

〔幹事補佐〕松倉 悠（大阪大学）

〔委 員 長〕佐々木実（豊田工業大学）
〔幹

事〕戸田雅也（東北大学）

〔委 員 長〕太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学）
〔幹

事〕野田俊彦（奈良先端科学技術大学院大学）

〔幹事補佐〕永井萌土（豊橋技術科学大学），二川雅登（静岡大学）

日

時

２０１８年７月１２日（木） １４：４５〜１５：４５
２０１８年７月１３日（金） １３：５０〜１４：５０

場

所

奈良県文化会館

議

題

テーマ「センサ・マイクロマシン一般および，センサ・マイクロマシンに共通する次
世代ニーズ（ライフやグリーン・イノベーション等，ただしこれに限定しない）」

－ 18 －

（Ａ会場（小ホール））７月１２日（木） １４：４５〜１５：４５
テーマ「合同研究会１」
座長 南保英孝（金沢大学）
PHS-18-15

Design and development of novel gas sensor by electrochemical deposition of gold

CHS-18-1

cluster on electrode surface

MSS-18-1

*Parthojit Chakraborty, Wan-Ting Chiu, Masato Sone, Takamichi Nakamoto

BMS-18-17

(Tokyo Institute of Technology)

PHS-18-16

Comparison of Autoencoder with NMF for Odor Component Exploration Using Mass

CHS-18-2

Spectrometry

MSS-18-2

*Dani Prasetyawan, Takamichi Nakamoto (Tokyo Institute of Technology)

BMS-18-18

PHS-18-17

Fabrication of Micro-Thermoelectric Cooler Based on Electrochemical Deposition

CHS-18-3

*Jirath Enju, Huu Trung Nguyen, Khairul Fadzli Bin Samat, Takahito Ono

MSS-18-3

(Tohoku University)

BMS-18-19

（Ａ会場（小ホール））７月１３日（金） １３：５０〜１４：５０
テーマ「合同研究会２」
座長 土肥徹次（中央大学）
PHS-18-18

Fabrication of a Thin, High Performance Optical Structure for FRET Imaging

CHS-18-4

*Wan Shen Hee, Aiki Kameyama,

MSS-18-4

Makito Haruta, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Jun Ohta

BMS-18-20

PHS-18-19

(Nara Institute of Science and Technology)

Development of 3D Parallel Single-Cell Printer Based on Deterministic Encapsulation

CHS-18-5

*ROHIT BHARDWAJ,KENTARO TANAGI,

MSS-18-5

GAURAV PANDEY, TAKAYUKI SHIBATA, MOETO NAGAI

BMS-18-21

PHS-18-20
CHS-18-6

(Toyohashi University of Technology)

Highly Sensitive Hermetically Packaged Microsensor for Photoacoustic Detection
+Imran Latif, Zhonglie An, Masaya Toda, Takahito Ono (Tohoku University)

MSS-18-6
BMS-18-22

－ 19 －

フォトコンテストのご案内
「ざんねんなめむす(MEMS)の写真
～思わずだれかに見せたくなる! MEMS あるある，プロセスあるある～」
昨年に引き続きフォトコンテストを開催いたします。デバイスの作製途中でよくある失敗も
写真としては価値があるかも。一生懸命作製したけれども失敗してしまった、日の目を見なか
ったデバイス写真をアピールしてみませんか。日頃から作製結果を観察しながら多くの画像を
記録されていると思います。目を疑う現象や構造など，お気に入りの一枚を展示し多くの方に
観てもらうことで，微細加工技術の面白さをセンサ・マイクロマシン部門に限らず広く理解し
てもらいたく，情報発信の一環として企画しました。応募作品の展示および写真に関するショ
ートプレゼンテーションを行い，参加者による投票などで優秀な作品を選び表彰致します。是
非ご参加下さい。
【ショートプレゼンテーション】
日時：7 月 12 日（木）14:00～14:45
場所：A 会場（小ホール）
【作品展示】
場所：C 会場（展示室 CD）
【投票期間】
7 月 13 日（金）14:00 まで
受付時に配布した投票用紙に記入の上，C 会場設置の投票箱へ入れてください
【作品一覧】
（ショートプレゼン発表順）
１．ナスカの地上絵カンチレバー
峯田 貴, 三品和樹, 洪 振瑞（山形大学）
２．銅めっき後レジスト残渣除去でヒゲ生えた
竹原浩成, 春田牧人, 野田俊彦, 笹川清隆, 徳田 崇, 太田 淳（奈良先端科学
技術大学院大学）
３．薄膜化による性能アップと歩留まりの板ばさみ
Chang, Yen-Wei, 佐々木実（豊田工業大学）
４．♫ ~Rain drop falling on my sensor ~♪
Chindanai RATANAPORNCHAROEN, 田畑美幸 （東京医科歯科大学）, 野崎義人
（早稲田大学）, 宮原裕二（東京医科歯科大学）

－ 20 －

５．暴風にあおられたように
寒川雅之（新潟大学）
６．見慣れた光景
郷

幸佑, 土井英生, 澤田和明（豊橋技術科学大学）, 高橋一浩（豊橋技術科

学大学, JST さきがけ）
７．秘密のアイランド発見！！
石河範明（富士電機株式会社）
８．どうして剥がれた?
池田尚人（東北大学）
９．Si 凹凸迷路を彷徨うニワトリ？
峯田 貴, 徐 嘉楽（山形大学）
１０．噛み合わない櫛歯
土肥徹次（中央大学）
１１．4 インチポテトチップ状 Si ウエハ
神田健介, 前中一介, 藤田孝之（兵庫県立大学）
１２．マイクロオリガミ Flowers
徳田 崇, 笹川清隆, 野田俊彦, 春田牧人, 太田 淳（奈良先端科学技術大学院
大学）
１３．光ファイバにそびえ立つスカイツリー
松永忠雄（東北大学）
１４．Welcome to Iridium planet. “いらっしゃいませ”
Chattarika KHAMHANGLIT, 田畑美幸, 宮原裕二（東京医科歯科大学）
１５．ジャック・オー・ランタン
木村大樹, 村上弘明, 小森雄仁, 小野寺武（九州大学）
１６．重力じゃないのよ
戸田雅也（東北大学）

企画担当：立体構造や柔軟材料への微細加工，実装技術に関する若手研究者を中心とした調査専門委員会
委員長: 松永忠雄（東北大学）, 幹事: 小野寺武（九州大学）, 幹事: 鶴岡典子（東北大学）
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平成 30 年度 電気学会
センサ・マイクロマシン部門 役員会
部門長

前中 一介

兵庫県立大学

副部門長

年吉 洋

東京大学

〃

小野 崇人

東北大学

総務企画担当

寒川 雅之

新潟大学

〃

藤田 孝之

兵庫県立大学

会計担当

米田 雅之

アズビル

〃

戸津 健太郎

東北大学

編修担当

神田 岳文

岡山大学

〃

峯田 貴

山形大学

研究調査担当

林 健司

九州大学

〃

角田 正也

シスメックス

監事

太田 淳

奈良先端科学技術大学院大学

〃

小西 聡

立命館大学

委員

味戸

克裕

日本電信電話

〃

安藤

毅

東京電機大学

〃

太田

淳

奈良先端科学技術大学院大学

〃

河野

剛士

豊橋技術科学大学

〃

柴山

勝己

浜松ホトニクス

〃

菅野

公二

神戸大学

〃

鈴木

孝明

群馬大学

〃

鈴木

博章

筑波大学

〃

高尾

英邦

香川大学

〃

野田

和俊

産業技術総合研究所
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平成３０年度電気学会
センサ・マイクロマシン部門 総合研究会 実行委員会
実行委員長

太田 淳

奈良先端科学技術大学院大学

実行副委員長

石田 寛

東京農工大学

年吉 洋

東京大学

幹事

野田 俊彦

奈良先端科学技術大学院大学

副幹事

松倉 悠

大阪大学

委員（総務）

寒川 雅之

新潟大学

委員（財務）

米田 雅之

アズビル

委員（オブザーバ）

積

知範

オムロン

林

健司

九州大学

委員（E 部門誌）

峯田 貴

山形大学

委員（会場）

野田 俊彦

奈良先端科学技術大学院大学

論文委員長

永井 萌土

豊橋技術科学大学

論文副委員長

二川 雅登

静岡大学

小野寺 武

九州大学

三木 則尚

慶應義塾大学

南保 英孝

金沢大学

松永 忠雄

東北大学

寒川 雅之

新潟大学

坂田 利弥

東京大学

鈴木 孝明

群馬大学

山口 富治

東京電機大学

佐々 文洋

九州大学

金森 義明

東北大学

岩見 健太郎

東京農工大学

池永 訓昭

金沢工業大学

神田 健介

兵庫県立大学

論文幹事

論文委員
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電気学会センサ・マイクロマシン部門誌（E部門誌）への投稿のご案内
― E部門誌では今年も「総合研究会特集号」を企画いたします ―
電気学会E部門編修委員長
小野 崇人

電気学会センサ・マイクロマシン部門 平成３０年度総合研究会へ原稿提出される皆様へ
平素は電気学会E部門誌に格別のご高配を賜り，厚くお礼申し上げます。E部門では，平成
25年度より総合研究会と部門誌が連携して「総合研究会特集号」を企画しております。総合研
究会にご投稿される「研究会資料」に著者紹介欄を付け加えていただければ，ほぼそのままの
内容でも論文誌にご投稿いただけます（一般投稿論文と同様の査読プロセスが入ります）。平
成30年度(2018年度)総合研究会の特集号は2019年5月号として発行の予定です。研究会資
料として執筆いただいた論文を「査読付学術論文」とするために，是非この機会をご利用いた
だいてご投稿いただきますようお願い申し上げます。
非会員のみによる投稿もできますが，この機会にぜひ電気学会へご入会ください。非会員
のみの投稿に比べて掲載料もお得です。
電気学会への論文投稿に関しましては，下記の電気学会ホームページに詳細説明があり
ますのでご参照ください。投稿受付の締切は
平成30年(2018年) 8月27日（月）
とさせていただきます。ご投稿にあたっては電子投稿・査読システムにログインいただき「論文・
資料・研究開発レターの投稿」から「E部門誌」→「論文」を選択いただいて，原稿投稿の画面
で特集テーマとして
「平成30年度センサ・マイクロマシン部門総合研究会特集号」
を選択して下さい。
電気学会ホームページ <http://www.iee.jp>
・論文のご投稿：
ページ左側の縦に3 つ並んだ大きなボタンの一番下「論文投稿」をクリックして下さい。
ご不明な点等ございましたら，下記までメールにてお気軽にお尋ねください。みなさまのE部
門誌へのご投稿を心よりお待ちしております。
問合せ先：
E部門論文誌 編修副委員長 峯田貴（山形大学）
e-mail: mineta-t@yz.yamagata-u.ac.jp
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電気学会 センサ・マイクロマシン部門（Ｅ部門）へ
センサやマイクロマシンは、ますます高度化するシステムの主要部を構成し、その知能化・高度
化・小形化に不可欠です。この２１世紀の新しい基盤技術を分野の枠を超えて協力し合い推進する
ため、研究発表や交流の場としてＥ部門が設けられました。
Ｅ部門に入会すると、電気学会誌とセンサ・マイクロマシン部門誌（Ｅ部門誌）の電子ジャーナ
ル版を閲覧できます。Ｅ部門誌にはセンサやマイクロマシンに関する技術情報が満載で、この分野
の会議や講習会などに関する世界中の情報なども入手できます。
Ｅ部門誌を論文発表の場として御活用下さい。和文英文は問いません、また特集号の論文募集も
行います。詳細は「電気学会部門誌への投稿手引」をご参照下さい。
（論文投稿に関するお問い合わ
せは電気学会会誌編修課まで）
この他、全国大会・シンポジウム・研究会などで研究成果を発表し、専門家同士で突っ込んだ討
論ができます。特に、
「センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム」は毎年電気学会主催
で開催され、我が国でこの分野の最大の会として重要な役割を果たしてきました。また、同会場に
て日本機械学会マイクロ・ナノ工学専門会議主催「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」および応用
物理学会集積化 MEMS 技術研究会主催「集積化 MEMS シンポジウム」等も開催されます。学会横断的
な情報交換、ディスカッションが出来る貴重な機会ですので、奮ってご参加ください。
フィジカルセンサ、ケミカルセンサ、マイクロマシン・センサシステム、バイオ・マイクロシス
テムなどの各種技術委員会の下で、それぞれ最新のトピックスに関する研究調査活動が行われてお
り、その技術報告を入手することができます。それぞれの技術委員会にて毎年数回開催される研究
会の資料を、是非予約申込されるようお薦めします。
（お問い合わせは電気学会事業サービス課ま
で）また、著名な講師による講習会にも参加し、最新のトピックスについて判り易く学ぶことがで
きます。
その他、電気学会に入会されると多くの特典があります。詳細は「電気学会入会のおすすめ」を
ご参照下さい。

電気学会新規加入の方
「電気学会入会のおすすめ」をご覧の上、入会申込書に記入し、
部門誌 無料
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
と御指定下さい。
電気学会ＨＰからも入会を受け付けています。
正員の年会費は１万円です。学部学生や大学院生の方は、学生員として入会金が免除になり年会
費は４,８００円で、しかも正員と同じサービスを受けられます。

電気学会他部門会員の方
Ｅ部門誌の追加加入は年間６，０００円です。論文単位で購入（1 論文２，０５７円）する事も
可能です。なお部門移行も可能です。
（お問い合わせは電気学会まで）編修出版課
電気学会 〒１０２－００７６ 東京都千代田区五番町６－２ HOMAT HORIZON ビル８Ｆ
ＴＥＬ：０３－３２２１－７３０２，ＦＡＸ ：０３－３２２１－３７０４
電気学会ホームページもご覧下さい。edit@iee.or.jp
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