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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 



令和元年度 E 部門総合研究会 開催スケジュール 
 

7 月 1 日（月） 
時間 H2 棟 3F 多目的ホール H2 棟 2F 集会室 1 H1 棟 3F ラウンジ 
9:20   受付開始（ラウンジ前） 

10:20–10:40 
ケミカルセンサ研究会  

（5 件） 
座長 小野寺 武（九州大学） 

 

 10:40–12:00 
バイオ・マイクロシステム研究会  

（4 件） 
座長 坂田 利弥（東京大学） 

12:00–12:20   オーサーズインタビュー 
12:20–13:30 昼食（70 分） ランチョンセミナー 
13:30–13:50  

バイオ・マイクロシステム研究会 
（5 件） 

座長 田畑 美幸（東京医科歯科大学） 
 13:50–15:10 

マイクロマシン・センサシステム研究会 
（4 件） 

座長 室山 真徳（東北大学） 
15:10–15:30   オーサーズインタビュー 
15:30–15:40 休憩（10 分） 

15:40–17:20 
マイクロマシン・センサシステム研究会  

（5 件） 
座長 戸田 雅也（東北大学） 

バイオ・マイクロシステム研究会 
（5 件） 

座長 土肥 徹次（中央大学） 
 

17:20–17:40   オーサーズインタビュー 

18:00–20:00 懇親会 
会場：すずかけ台大学会館内（H1 棟 2F） モトテカコーヒー 

 

7 月 2 日（火） 
時間 H2 棟 3F 多目的ホール H2 棟 2F 集会室 1 H1 棟 3F ラウンジ 
9:00   受付開始（ラウンジ前） 

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 寒川 雅之（新潟大学） 

バイオ・マイクロシステム研究会 
（3 件） 

座長 鈴木 孝明（群馬大学） 
 

10:30–10:50   オーサーズインタビュー 
10:50–11:00 休憩（10 分） 

11:00–12:00 
マイクロマシン・センサシステム研究会 

（3 件） 
座長 山根 大輔（東京工業大学） 

ケミカルセンサ研究会  
（3 件） 

座長 山口 富治（東京電機大学） 
 

12:00–12:20   オーサーズインタビュー 
12:20–13:30 昼食（70 分） ランチョンセミナー 

13:30–15:10 
マイクロマシン・センサシステム研究会 

（5 件） 
座長 鈴木 孝明（群馬大学） 

ケミカルセンサ研究会  
（5 件） 

座長 二川 雅登（静岡大学） 
 

15:10–15:30   オーサーズインタビュー 
15:30–15:40 休憩（10 分） 

15:40–17:00 
マイクロマシン・センサシステム研究会 

（4 件） 
座長 二川 雅登（静岡大学） 

ケミカルセンサ研究会  
（4 件） 

座長 佐々 文洋（九州大学） 
 

17:00–17:20   オーサーズインタビュー 

 

発表時間： 1 件あたり 20 分（発表 15 分＋質疑応答 3 分＋交代時間 2 分）  オーサーズインタビュー： 15 分＋予備 5 分 
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センサ・マイクロマシン部門 (E 部門) 

令和元年度 総合研究会 開催案内 

 
期 日  令和元年 7 月 1 日(月)〜令和元年 7 月 2 日（火） 
会 場 東京工業大学すずかけ台キャンパス・すずかけ台大学会館（H1・2 棟） 
住 所  〒226-8503 神奈川県横浜市緑区⻑津⽥町 4259 

交通アクセスについては次の URL を参照下さい。 
 キャンパスへのアクセス https://www.titech.ac.jp/maps/#suzukakedai 
 キャンパスマップ  https://www.titech.ac.jp/maps/suzukakedai/ 
 

研究会 
(1) マイクロマシン・センサシステム研究会 

7 月 1 日（月）  13:50〜15:10 H2 棟 3F 多目的ホール 
7 月 1 日（月）  15:40〜17:20 H2 棟 3F 多目的ホール 
7 月 2 日（火）  9:30〜10:30 H2 棟 3F 多目的ホール 
7 月 2 日（火）  11:00〜12:00 H2 棟 3F 多目的ホール 
7 月 2 日（火）  13:30〜15:10 H2 棟 3F 多目的ホール 
7 月 2 日（火）  15:40〜17:00 H2 棟 3F 多目的ホール 

(2) ケミカルセンサ研究会 
7 月 1 日（月）  10:20〜12:00 H2 棟 3F 多目的ホール 
7 月 2 日（火）  11:00〜12:00 H2 棟 2F 集会室 1 
7 月 2 日（火）  13:30〜15:10 H2 棟 2F 集会室 1 
7 月 2 日（火）  15:40〜17:00 H2 棟 2F 集会室 1 

(3) バイオ・マイクロシステム研究会 
7 月 1 日（月）  10:40〜12:00 H2 棟 2F 集会室 1 
7 月 1 日（月）  13:30〜15:10 H2 棟 2F 集会室 1 
7 月 1 日（月）  15:40〜17:20 H2 棟 2F 集会室 1 
7 月 2 日（月）  9:30〜10:30 H2 棟 2F 集会室 1 

発表時間 1 件あたり 20 分（発表 15 分＋質疑応答 3 分＋交代時間 2 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 H1 棟 3F ラウンジの所定ポスターボ
ードに貼り出して下さい。15 分間の討論を行います。 
 
参加費（総合研究会資料含む） 

参加費は当日にお支払いいただきますが，下記の URL より事前参加登録にご協力下さい。
当日，受付における手続きを簡素化できます。 

 
総合研究会・懇親会の事前参加登録 https://forms.gle/ERYEhNb4nkiQvJw3A 
 

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 1 日（月） 18：00〜20：00 
 場所：モトテカコーヒー すずかけ台キャンパス店 
 参加費： 当日，受付にてお支払い下さい。 
      総合研究会の参加登録と同時に，事前にお申込みいただいた方がお得です。 
       6 月 24 日までに申込み 一般 4,000 円（税込） 学生 2,000 円（税込） 
       6 月 25 日以降に申込み 一般 4,500 円（税込） 学生 2,500 円（税込） 
 
ランチョンセミナー 

受付の付近で先着順にチケットを配布します。内容は当日にご案内します。 
 
入会キャンペーン 

会期中（7/1〜7/2）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。 
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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 

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://denki.iee.jp/?page_id=3939 
 

問合せ先  
実行委員⻑ 石⽥ 寛（東京農工大学） 
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 
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会場案内図 
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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） 

 〔副委員長〕 寒川雅之（新潟大学） 
 〔幹  事〕 戸田雅也（東北大学） 

    

日 時 ２０１９年７月１日（月） １３：５０〜１７：２０ 

  ２０１９年７月２日（火） ９：３０〜１７：００ 

場 所 東京工業大学すずかけ台キャンパス・すずかけ台大学会館 

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」 

   
（Ｈ２棟３Ｆ多目的ホール） ７月１日（月） １３：５０～１５：１０ 
テーマ「マイクロマシン・センサシステム研究会」 

座長 室山 真徳（東北大学）

MSS-19-11 数 MHz 帯にバンドギャップを持つフォノニック結晶の作製と評価 

◎頓所侑夏，猪股直生，小野崇人（東北大学）

  

MSS-19-12 転写技術により Al ナノ周期構造を形成したプラズモニックカラーシートの 
作製 

◎熊谷隼人（豊橋技術科学大学）

高橋 功，武岡真司（早稲田大学）

澤田和明（豊橋技術科学大学）

藤枝俊宣（東京工業大学）

髙橋一浩（豊橋技術科学大学）

  

MSS-19-13 ナノダイヤモンドのイオン注入による蛍光強度評価 

巻島 創，〇戸田雅也，小野崇人（東北大学）

MSS-19-14 波長可変 MEMS-VCSEL における MEMS 凹面鏡の数学的評価 

◎北川雄真，鈴木雄太，手塚信一郎（横河電機）

 

（Ｈ２棟３Ｆ多目的ホール） ７月１日（月） １５：４０～１７：２０ 
テーマ「マイクロマシン・センサシステム研究会」 

座長 戸田雅也（東北大学）

MSS-19-15 ロータリーエンコーダ金属スケール用金型のフォトリソグラフィ微細加工 

◎山田雄大（豊田工業大学）

閻 紀旺（慶應義塾大学）

佐々木実（豊田工業大学）
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MSS-19-16 濡れ性可変ダイアフラム上への PDMS マッシュルーム型ナノピラーアレイの 
形成 

◎村上雄志，三井秀之，佐藤 翼，峯田 貴（山形大学）

  

MSS-19-17 金属薄膜の熱処理による塑性変形を用いた MEMS カンチレバーのたわみ 
調整法 

◎飯島陽太，増田雄介，田中 勝，峯田 貴（山形大学）

  

MSS-19-18 レーザ直接描画を用いたグレイスケールリソグラフィにおける厚膜レジストの

評価 

〇庄子征希（東北大学）

上瀧英郎（ハイデルベルグ・インストルメンツ）

森山雅昭，戸津健太郎（東北大学）

  

MSS-19-19 電解重合による新しい接着技術によるセンサ化に関する研究 

〇島田邦雄（福島大学）

  

（Ｈ２棟３Ｆ多目的ホール） ７月２日（火） ９：３０〜１０：３０ 
テーマ「マイクロマシン・センサシステム研究会」 

座長 寒川雅之（新潟大学）

  

MSS-19-20 水分量・イオン濃度センサ用フィードバック型インピーダンス計測回路チップ

の製作 

◎寺岡佑起，長屋昇吾，  
安富啓太，平野陽豊，川人祥二，二川雅登（静岡大学）

  

MSS-19-21 液滴生成および急冷が可能なマイクロ流路デバイス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，大森健太郎， 
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-19-22 パッシブワイヤレス SAW 温度センサシステム 

〇工藤高裕，古市卓也，窪田正雄，森田 晃（富士電機）

門田道雄，田中秀治（東北大学）

  

（Ｈ２棟３Ｆ多目的ホール） ７月２日（火） １１：００～１２：００ 
テーマ「マイクロマシン・センサシステム研究会」 

座長 山根大輔（東京工業大学）
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MSS-19-23 ナノチャネルを用いた熱電変換デバイス 

◎宇田川大輝，グェングアントアン，猪股直生，小野崇人（東北大学）

  

MSS-19-24 メタマテリアル構造を用いた振動発電デバイスにおける圧電層膜厚の最適化 

◎市毛 亮，栗山頌明，海野陽平， 
塚本拓野，端倉弘太朗，山田 功，鈴木孝明（群馬大学）

  

MSS-19-25 エレクトレット電位増強による非定常振動発電特性の向上 

◎本間浩章，遠山幸也，年吉 洋（東京大学）

  

（Ｈ２棟３Ｆ多目的ホール） ７月２日（火） １３：３０〜１５：１０ 
テーマ「マイクロマシン・センサシステム研究会」 

座長 鈴木孝明（群馬大学）

MSS-19-26 3 軸 Au 錘 MEMS 加速度センサにおける検出電極構造の検討 

◎市川崇志，新島宏文，古賀達也，山根大輔（東京工業大学）

飯田慎一（NTT-AT）
伊藤浩之，石原 昇，曽根正人，町田克之，益 一哉（東京工業大学）

  

MSS-19-27 複雑形状物体把持制御のための複数接触部を有する触覚センサ 

菅 史賢，藤橋智哉，阿部由杜，安部 隆（新潟大学）

野間春生（立命館大学）

〇寒川雅之（新潟大学）

  

MSS-19-28 布地評価用 2 次元掃引型摩擦感テスタの開発 

◎岩﨑亮太，三島伊吹，大橋祐也，野々村裕（名城大学）

  

神経網型センシングシステムにおけるリレーノードデータ通信の開発 
（※資料への掲載はございません） 

〇伊藤翔太，鈴木康平，菅沼雄介，土屋 駿斗，尾關涼哉（名城大学）

室山真徳（東北大学）

野々村裕（名城大学）

  

MSS-19-30 押し付け型電子部品実装における弾性体回路基板のヤング率と接触抵抗の関係

の評価 

◎佐藤 峻（早稲田大学）

古志知也（産業技術総合研究所）

岩瀬英治（早稲田大学）
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（Ｈ２棟３Ｆ多目的ホール） ７月２日（火） １５：４０～１７：００ 
テーマ「マイクロマシン・センサシステム研究会」 

座長 二川雅登（静岡大学）

MSS-19-31 力・光・温度複合触覚センサを用いた濡れによる質感変化の評価 

◎小塚貴暁，安部 隆，寒川雅之（新潟大学）

  

MSS-19-32 触覚ディスプレイ用の Ni 薄膜バイアスばねおよび SU-8 マイクロ機構の一括 
形成と剛性評価 

◎辻 一樹，徐 嘉楽（山形大学）

阿部 喜，清水智巨，長谷川博康（東海理化）

峯田 貴（山形大学）

  

MSS-19-33 高出力触覚ディスプレイのための形状記憶合金厚膜アクチュエータアレイの 
形成 

◎徐 嘉楽，木村友翼，辻 一樹（山形大学）

阿部 喜，清水智巨，長谷川博康（東海理化）

峯田 貴（山形大学）

  

MSS-19-34 貫通裏面電極をもつ形状記憶合金厚膜アクチュエータ型触覚ディスプレイの 
形成 

◎木村友翼，丸山 顕，徐 嘉楽，峯田 貴（山形大学）
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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 ２０１９年７月１日（月） １０：２０〜１２：００ 

  ２０１９年７月２日（火） １１：００〜１７：００ 

場 所 東京工業大学すずかけ台キャンパス・すずかけ台大学会館 

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」 

 
（Ｈ２棟３Ｆ多目的ホール） ７月１日（月） １０：２０～１２：００ 
テーマ「ＣＨＳ一般セッション１」 

座長 小野寺武（九州大学）

CHS-19-13 メタンガス分布の 3 次元計測システムの開発 

◎稲垣理也，松倉 悠，岩井大輔，佐藤宏介（大阪大学）

  

CHS-19-14 能動化学センシングシステム開発に向けた噴流によって形成される流れ場の 
定量的評価 

◎石田華子，三石健暉，竹村龍一（東京農工大学）

松倉 悠（大阪大学）

石田 寛（東京農工大学）

  

CHS-19-15 ガスセンシング用ドローンの開発：ドローンが作る気流場の数値流体力学 
シミュレーション 

小口彩希，石田華子（東京農工大学）

松倉 悠（大阪大学）

〇石田 寛（東京農工大学）

  

CHS-19-16 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（Ⅱ）

〇野田和俊（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）

  

CHS-19-17 Cell-based QCM Biosensor for Detecting Odorant in Gas Phase 

◎Deng Lin，Sukekawa Yuji（Tokyo Institute of Technology）
Mitsuno Hidefumi，Kanzaki Ryohei（University of Tokyo）

Nakamoto Takamichi（Tokyo Institute of Technology）
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（Ｈ２棟２Ｆ集会室１） ７月２日（火） １１：００～１２：００ 
テーマ「ＣＨＳ一般セッション２」 

座長 山口富治（東京電機大学）

CHS-19-18 二次元電気化学センサ (LAAS) によるコラゲナーゼの反応検出の研究 

◎七條雅人，長谷川有貴，内田秀和（埼玉大学）

  

CHS-19-19 金属接続された微小３電極系の挙動 

◎佐藤優成，假屋洸希，栗原寿明，鈴木博章（筑波大学）

  

CHS-19-20 長期計測を目指したストライプゲート型 pH センサの最適動作条件の確立 

◎谷村圭一，上村渓介，大多哲史，平野陽豊，二川雅登（静岡大学）

  

（Ｈ２棟２Ｆ集会室１） ７月２日（火） １３：３０～１５：１０ 
テーマ「ＣＨＳ一般セッション３」 

座長 二川雅登（静岡大学）

CHS-19-21 色素修飾金ナノ粒子を用いた高速 LSPR ガスセンサアレイの開発 

◎楠田康弘，清水晶太，佐々文洋，林 健司（九州大学）

  

CHS-19-22 蛍光ハイパースペクトル画像による多サンプルガスセンシングと並列較正技術 

◎瀬政康平，佐々文洋，林 健司（九州大学）

  

CHS-19-23 時間変調型ガスセンサ応答の時系列解析による人の行動イベント検出の検討 

◎羅 子涵，佐々文洋，林 健司（九州大学）

  

CHS-19-24 1 step 誘電泳動集積法を用いて作製した SnO₂ナノ粒子修飾 CNT ガスセンサの

NO₂検出特性 

◎小田剛士，河野雅紀，稲葉優文，中野道彦，末廣純也（九州大学）

  

CHS-19-25 誘電泳動集積法によって作製した半導体型カーボンナノチューブチャネル FET
型ガスセンサの NO2 ガス応答 

◎稲葉優文，行部晃生，尾崎圭祐，中野道彦，末廣純也（九州大学）

 

（Ｈ２棟２Ｆ集会室１） ７月２日（火） １５：４０〜１７：００ 
テーマ「ＣＨＳ一般セッション２」 

座長 佐々文洋（九州大学）

CHS-19-26 抗原抗体検査のための 3D 型ウェルセンサの設計と性能評価 

◎鈴木音弥，今泉瑠菜，佐藤理夏，磯田隆聡（北九州市立大学）
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CHS-19-27 Odor Biosensor Using Odorant Binding Protein and Olfactory Receptor 

◎Deng Hongchao，Sukekawa Yuji（Tokyo Institute of Technology）
Mitsuno Hidefumi，Kanzaki Ryohei（University of Tokyo）
Cali Khasim，Persaud Krishna（University of Manchester）

Nakamoto Takamichi（Tokyo Institute of Technology）

  

CHS-19-28 根圏ダイゼイン検出のためのポリクローナル抗体の作製と表面プラズモン共鳴 
免疫センサによる評価 

◎鯵坂大樹，王 ジン，李 心竹，矢田部塁，田原祐助（九州大学）

細木 藍，桜井 望（国立遺伝学研究所）

杉山暁史（京都大学）

小野寺武（九州大学）

  

CHS-19-29 医薬品用苦味センサの耐久性向上を目指した脂質高分子膜の改良 

◎巫 霄，椎野剛史，田原祐助，矢田部塁，都甲 潔（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）
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バイオ・マイクロシステム研究会 

  
〔委 員 長〕

 
坂田利弥（東京大学） 

 〔幹  事〕 野田俊彦（豊橋技術科学大学） 
 〔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 ２０１９年７月１日（月） １０：４０〜１７：２０ 

  ２０１９年７月２日（火） ９：３０〜１０：３０ 

場 所 東京工業大学すずかけ台キャンパス・すずかけ台大学会館 

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」 

 
（Ｈ２棟２Ｆ集会室１） ７月１日（月） １０：４０～１２：００ 
テーマ「生体計測システム・デバイス」 

座長 坂田利弥（東京大学）

BMS-19-25 無線通信を用いた汗中乳酸モニタリングシステムの改良 

〇工藤寛之，齋藤晴名，今野 栄，鈴木正信，古川蓮馬（明治大学）

 

BMS-19-26 霊長類用埋植型光刺激デバイスの開発 

◎長沼京介，太田安美， 
河原麻実子，春田牧人，笹川清隆（奈良先端科学技術大学院大学）

徳田 崇（東京工業大学）

太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学）

  

BMS-19-27 バイオエレクトロニクス向け CMOS 制御光電力伝送技術 

〇徳田 崇（東京工業大学）

Pakpuwadon Thanet，Wuthibenjaphonchai Nattakarn， 
春田牧人，笹川清隆，太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学）

  

BMS-19-28 慢性脳観察用イメージングデバイスの開発 

◎春田牧人（奈良先端科学技術大学院大学）

倉内祐樹（熊本大学）

大澤匡弘（名古屋市立大学）

笹川清隆（奈良先端科学技術大学院大学）

德田 崇（東京工業大学）

太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学）
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（Ｈ２棟２Ｆ集会室１） ７月１日（月） １３：３０～１５：１０ 
テーマ「バイオマテリアル操作・バイオファブリケーション」 

座長 田畑美幸（東京医科歯科大学）

BMS-19-29 灌流可能なオンチップ血管網を利用した三次元組織培養法の開発 

◎亀田良一，岡田 龍（京都大学）

藪内研佑（理化学研究所）

荒岡利和，山下 潤（京都大学）

榎 竜嗣（タカラバイオ）

高里 実（理化学研究所）

横川隆司（京都大学）

  

BMS-19-30 遠心力を用いた細胞操作における微細固定構造の設計 

◎須賀海成，鈴木孝明（群馬大学）

  

BMS-19-31 超並列細胞内デリバリシステム開発に向けた照射光学系の評価及びデバイス 
作製 

◎澤井 慎，Gupta Harsh（豊橋技術科学大学）

Santra Tuhin（インド工科大学）

鹿毛あずさ，柴田隆行，永井萌土（豊橋技術科学大学）

  

BMS-19-32 電界誘起による表面増強ラマン散乱活性微粒子の分散と凝集 

〇山口明啓，福岡隆夫，内海裕一（兵庫県立大学）

  

BMS-19-33 〔欠  番〕 

  

（Ｈ２棟２Ｆ集会室１） ７月１日（月） １５：４０～１７：２０ 
テーマ「バイオセンシング」 

座長 土肥徹次（中央大学）

BMS-19-34 フォトゲート型光センサを用いたレジオネラ属菌のセンシング 

◎田中佐和子，崔 容俊， 
石田 誠，澤田和明，石井 仁（豊橋技術科学大学）

町田克之（東京工業大学）

二階堂靖彦，齋藤光正（産業医科大学）

吉田眞一（福岡聖恵病院）

  

BMS-19-35 低分子バイオマーカーの特異的検出に向けた単分子ナノフィルター膜の制御 

◎檜森匠吾，西谷象一，坂田利弥（東京大学）
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BMS-19-36 微小クラーク型酸素電極を用いた細胞の呼吸活性測定用デバイス 

◎薛 安汝，佐藤達哉，朴 善浩（筑波大学）

木下 学（防衛医科大学校）

鈴木博章（筑波大学）

  

BMS-19-37 金属酸化物材料によるバイオセンシング 

〇田畑美幸，Ratanaporncharoen Chindanai， 
Ainiwaer Dilinaer，北迫勇一，池田正臣， 
合田達郎，松元 亮，田上順次，宮原裕二（東京医科歯科大学）

  

BMS-19-38 高い表面応力感度を有する封止キャビティ構造の MEMS 光干渉型バイオセンサ

の製作・評価 

◎高橋利昌，崔 容俊，  
丸山智史，瀧 美樹，澤田和明，髙橋一浩（豊橋技術科学大学）

  

（Ｈ２棟２Ｆ集会室１） ７月２日（火） ９：３０〜１０：３０ 
テーマ「マイクロシステム・マイクロナノデバイス」 

座長 鈴木孝明（群馬大学）

BMS-19-39 段差二重巻きばね形状による低寄生容量な MRI 用マイクロコイル 

武富航平，堀 正峻，〇土肥徹次（中央大学）

  

BMS-19-40 強化学習を用いたパーソナルロボットハンドの開発 

◎山田敦史，松崎博貴，武田伊織，小野寺宏（東京大学）

  

BMS-19-41 3 次元冶具とフレキシブル基板を用いた折り畳み多層マイクロコイル 

◎泉崎友彦，堀 正峻，土肥徹次（中央大学）
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令和元年度 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 小野 崇人 東北大学 

〃 安部 隆 新潟大学 

総務企画担当 藤田 孝之 兵庫県立大学 

〃 長谷川 有貴 埼玉大学 

会計担当 戸津 健太郎 東北大学 

〃 青野 宇紀 日立製作所 

編修担当 峯田 貴 山形大学 

〃 河野 剛士 豊橋技術科学大学 

研究調査担当 角田 正也 シスメックス 

〃 工藤 寛之 明治大学 

監事 小西 聡 立命館大学 

〃 年吉 洋 東京大学 

委員 荒川 貴博 東京医科歯科大学 

〃 安藤 妙子 立命館大学 

〃 岩見 健太郎 東京農工大学 

〃 白柳 裕介 三菱電機 

〃 菅野 公二 神戸大学 

〃 鈴木 孝明 群馬大学 

〃 鈴木 博章 筑波大学 

〃 積 知範 オムロン 

〃 米田 雅之 アズビル 
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令和元年度電気学会 

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   石田 寛 東京農工大学 
実行副委員長    佐々木 実 豊田工業大学 
       小野 崇人 東北大学 
幹事    松倉 悠 大阪大学 
副幹事        戸田 雅也 東北大学 
委員（総務）    藤田 孝之 兵庫県立大学 
委員（財務）       戸津 健太郎 東北大学 

委員（オブザーバ）    林 健司 九州大学 
           角田 正也 シスメックス 

委員（E 部門誌）   河野 剛士 豊橋技術科学大学 
委員（会場）    山根 大輔 東京工業大学 
委員（若手企画）  安藤 毅 東京電機大学 
論文委員長    小野寺 武 九州大学 
論文副委員長   松永 忠雄 鳥取大学 
    金森 義明 東北大学 
論文幹事   岩瀬 英治 早稲田大学 
    田原 祐助 九州大学 
    土肥 徹次 中央大学 
論文委員      神田 健介 兵庫県立大学 
    鈴木 孝明 群馬大学 
       山口 富治 東京電機大学 
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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 
安部 隆 

令和元年度電気学会センサ・マイクロマシン部門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）。令

和元年度(2019年度)総合研究会の特集号は2020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下さい。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

すのでご参照下さい。投稿受付の締切は 
令和元年(2019年) 8月26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 
「令和元年度センサ・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 < https://www.iee.jp/ > 
・論文のご投稿： 

「出版物・論文」＞「電気学会論文誌への投稿」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下さい。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 河野 剛士（豊橋技術科学大学） 
e-mail: kawano@ee.tut.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。 

 

 マイクロマシン・センサシステム、ケミカルセンサ、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  

－ 18 －



 

 
電気学会 センサ・マイクロマシン部門大会 

第 36 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム 
 

会期：2019 年 11 月 19 日（火）～11 月 21 日（木） 
会場：アクトシティ浜松（静岡県浜松市） 

ホームページ http://www.sensorsymposium.org/ 
 
本シンポジウムはセンサ・マイクロマシン技術のさらなる発展を目標に，学・協会を超えた研究グループ間の情報交換，研
究成果およびアイデアの討議の場として開催される，当該分野における日本最大のシンポジウムです。本シンポジウムに
参加登録すると，会期中に同時開催されるシンポジウム・連携セッションにも参加することができます。今回、一般投稿の口
頭発表を若干増枠し、ポスター発表と併せ，これまで以上に密な議論の場を提供することにしました。また，魅力的な基調
講演に加え，テクニカルツアー，技術ポスター発表，研究者交流企画なども予定しております。皆様からの積極的な投稿と
ご参加をお待ちしております。 
 
○ 論文募集分野 （詳細はホームページに掲載） 

1. 設計・製作技術，材料 2. マイクロナノシステム 
3. センサ・アクチュエータシステム 4. フィジカルセンサ 
5. ケミカルセンサ 6. バイオセンサ 
7. バイオマイクロナノシステム 
8. センサマイクロシステム実装技術 （エレクトロニクス実装

学会連携セッション） 
この 1 年に国際会議で発表された研究成果を日本国内に情報発

信する機会としてご活用いただくことも歓迎いたします。また，電

気学会の研究会および総合研究会の発表論文に新規データ（未

公開データを含む）を追加した上で投稿可能です。 

○ 発表形式および使用言語 
 発表形式： 口頭発表およびポスター形式 
（一般投稿については口頭発表およびポスター発表としま
す。五十嵐賞，奨励賞，最優秀技術論文賞，優秀技術論
文賞候補者、および各分野の優れた論文について口頭発
表を行います） 
 使用言語：日本語または英語 

○ 発表申込方法 
発表概要（A4 版 2 ページ，PDF フォーマット）を，ホームペ
ージから投稿してください。投稿された発表概要は論文委
員会で審査し，採否を通知します。 

発表申込締切 2019 年 6 月 7 日（金）正午  
締め切りました 

○ 速報発表申込方法 
ポスター発表のみ，速報発表申込も受け付けます。投稿さ
れた論文は論文委員会で審査され，採否を通知します。 

速報申込締切 2019 年 9 月 27 日（金）  

○ 表彰 
発表概要，講演論文および会期中の発表を審査し，五十
嵐賞，奨励賞，最優秀技術論文賞，優秀技術論文賞，優
秀ポスター賞の各賞を選定し，シンポジウム会場で表彰を
行います。 

○ 学生会員無料入会キャンペーン 
発表申込もしくは参加申込と同時に電気学会に入会すると，
初年度学生員会費が無料になります。 

○ 参加申込 
早期割引は 11 月 1 日（金）迄です。 

 

〇 テクニカルツアー 
シンポジウム前日 11 月 18 日（月）午後に，JR 東海㈱と，う
なぎパイファクトリーの工場見学を開催します。奮ってご参
加ください。（無料，定員制） 

〇 企画 
異分野間や若手研究者間の交流を促進し，E 部門の活動
内容の広報を目的として様々な企画を催します。 

一般市民参加企画，ライブ参加型研究者交流企画，フォトコンテ

スト，懇親会，若手懇親会 

○ 技術展示 
センサ，MEMS デバイス関係およびその応用シテム製品，
設計ツール，製造装置，測定機器，材料，実装技術関係，
書籍などの展示を募集します。技術プレゼンテーションセッ
ションもあります。 

技術展示申込締切 2019 年 9 月 27 日（金） 

 

○ 同時開催シンポジウム 
■■ 第 10 回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」 ■■ 

    http://www.jsme.or.jp/mnm/ 
■■ 第 11 回「集積化 MEMS シンポジウム」  ■■ 

    http://annex.jsap.or.jp/MEMS/ 
■ 化学とマイクロ・ナノシステム学会 第 40 回研究会 ■ 

   http://cheminas.chips.jp/ 
 
主催 電気学会 センサ・マイクロマシン部門 
協力 応用物理学会 集積化 MEMS 技術研究会 

 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 

協賛 （依頼中含む）エレクトロニクス実装学会，応用物理学会，

計測自動制御学会，システム制御情報学会，次世代セン

サ協議会，精密工学会，センシング技術応用研究会，電気

化学会，電子情報通信学会，日本材料学会，日本真空学

会，日本信頼性学会，日本生体医工学会，日本赤外線学

会，日本ロボット学会，ニューセラミックス懇話会，マイクロ

マシンセンター，レーザー学会，電気学会関連技術委員会 

○ 問合せ先 
「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム事務局 
株式会社セミコンダクタポータル 
電話： 03-5733-4971，FAX： 03-5733-4973 
E-mail: sensorsympo_2019@semiconportal.com 



 
第 36 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムに論文を提出される皆様へ 

電気学会論文誌Ｅへの同時投稿のご案内 
−本年も，掲載料の割引を行います− 

電気学会Ｅ部門編修委員会 委員⻑ 
安部 隆 

 
平素は「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムおよび電気学会論文誌Ｅ（センサ・

マイクロマシン部門誌）に格別のご高配を賜り，厚くお礼申し上げます。 
電気学会論文誌Ｅでは，第 36 回センサ・シンポジウムにご投稿の講演論文を，同時に論文誌Ｅに投稿

いただく「同時投稿」を歓迎いたします。本「同時投稿」制度では，シンポジウム講演論文と同一の内
容のご投稿いただいても「二重投稿」「著作権上の問題」には当たりません*ので，皆様の研究成果を
シンポジウムを超えて，より広く発信いただくためにご利用いただけます。 

* 電気学会論文誌投稿手引  [1] 投稿規則 2.1 (6) による 
 
2019 年 11 月 1 日（金）までに論文誌Ｅに「同時投稿」いただけた場合，掲載料を 50％（ただし上限 2 

万円）割引きますので，費用もお得です。 
 
なお，電気学会論文誌への投稿に際しては，以下の点についてご留意をお願いいたします。 

・センサ・シンポジウム講演論文と電気学会論文誌では，原稿フォーマットは類似しているものの若
干の差異がございます。著者紹介の追加等が必要になります。フォーマットは著者の責任で変更を
お願いいたします。詳しくは電気学会ホームページから「論文投稿」のページをご覧いただき，投
稿手引およびテンプレートをご確認ください。 

・投稿は，電気学会ホームページの「論文投稿」ページから「電子投稿・査読システム」を使って行
います。同システムの投稿画面下方にある特集テーマリストにおいて“『第 36 回センサ・マイクロ
マシンと応用システムシンポジウム』同時投稿論文”を必ず選択してください。（未選択の場合は
割引特典を受けられない場合があります） 

・論文の掲載のためには，一般投稿論文と同様の査読を行います。掲載可の判定となった論文から， 
順次論文誌に掲載します。 

・電気学会以外の学協会に対し著作権を譲渡した講演論文は，本「同時投稿」制度を使った投稿はで
きません。 

・非会員の方の投稿も可能です。しかし，この機会に電気学会への入会をご検討いただければ幸いで
す。電気学会ホームページではオンラインで入会申込が可能です。入会されると掲載料に会員価格
が適用されるとともに，毎月発行される会誌と論文誌が購読でき，バックナンバーも購読可能にな
ります。学生の方は，センサシンポ参加登録と同時に電気学会に入会いただくと，1 年間の電気学
会会費が無料になるキャンペーンを行っています。 

・電気学会ホームページはこちらです。（http://www.iee.jp/） 
 

連絡先： 
ご不明な点がございましたら，下記までメールにて気軽にお尋ねください。皆様の論文誌Ｅへの投稿

を心よりお待ちしております。 
Ｅ部門論文主査 安藤 妙子（立命館大学）tando@fc.ritsumei.ac.jp 
 

Short translation: 
You can submit your manuscript for this symposium to the special issue of IEEJ Transactions on Sensors and 

Micromachines. The same content is accepted if you transferred copyright of your symposium paper to IEEJ. The 
publication fee is discounted by 50% (maximum 20,000 Yen) if you submitted before Nov. 1, 2019 (Fri.) for this 
special issue. Another review will be performed for publication as a regular paper. 

Contact: Editor in chief, Taeko Ando (tando@fc.ritsumei.ac.jp). 
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