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IIP2019 情報・知能・精密機器部門
（IIP 部門）講演会

企

画

一般社団法人 日本機械学会 情報・知能・精密機器部門

開催日

2019 年 3 月 20 日（水），21 日（木）

会

場

東洋大学

協

賛

精密⼯学会，⽇本時計学会，電⼦情報通信学会，⽇本トライボロジー学会，応⽤物理学会，計

川越キャンパス（川越市鯨井 2100）

測⾃動制御学会，システム制御情報学会，情報ストレージ研究推進機構，電気学会，⽇本ＡＥＭ学会，⽇
本磁気学会，⽇本⽣体医⼯学会，⽇本表⾯科学会，⽇本フルードパワーシステム学会，⽇本ロボット学
会，エッジプラットフォームコンソーシアム，エナジーハーベスティングコンソーシアム

IoT シンポジウム「振動発電技術の現状」
3/20 14:45〜17:45
A 室（2201） 座長 冨澤泰（株式会社東芝）

14:45〜15:15
ジャイロ効果を用いる振動発電機
保坂

寛（東京大学）

15:15〜15:45
電磁誘導型振動エネルギーハーベスティング — 非線形広帯域化と応答安定化
増田

新（京都工芸繊維大学）

15:45〜16:15
圧電薄膜を用いた振動発電素子開発
神野

伊策（神戸大学）

谷

弘詞（関西大学）

16:15〜16:45
摩擦発電とセンサへの応用

16:45〜17:15
磁歪材料を用いた振動発電技術の実用化展開
上野 敏幸（金沢大学）
17:15〜17:45
カリウムイオンエレクトレット技術と振動発電素子への応用
橋口

原（静岡大学）

若手研究者招待講演
3/21 13:00〜15:00
A 室（2201） 座長 田中由浩（名古屋工業大学）
13:00〜13:30
機械工学的ヒューマンセンシング
奥山 武志（東北大学大学院工学研究科）
ヒトを計測するヒューマンセンシング技術は，医療分野だけでなく，工業分野などで様々な分
野で活用されている．計測対象としては，身体各部の位置などの行動情報，心拍などの生理情
報，感覚などの心理情報などがあり，これらの情報のうち，ヒトが関わる力学現象を計測する
計測技術において，機械工学の知見が重要な役割を担っている．本講演では力学現象に基づく
手指の行動情報のセンシング技術について，研究事例を紹介する．

13:30〜14:00
環境制御型走査電子顕微鏡を用いた脱濡れ過程の計測：接触線挙動のスケール
依存性の検討
杵淵 郁也（東京大学大学院工学系研究科）
プリンテッドエレクトロニクスにおいて，ミクロンスケールの配線を作成する際に問題となる
のが，液滴の接触線が基板表面に引っかかるピンニングと呼ばれる現象である．本研究では，
環境制御型走査電子顕微鏡を用いて微小な水滴を観察し，蒸発による液滴の脱濡れ現象，特に
接触線の動きに関して検討を行った．凝縮過程の計測についても報告する．接触線の挙動のス
ケール依存性が配線作成に与える影響について議論する．

14:00〜14:30
蛍光・りん光分子を用いた熱流体可視化計測
松田 佑（早稲田大学理工学術院）
種々の工業製品の製造過程から動作環境のあらゆる場面において，熱流体現象を詳細に把握し
適切にハンドリングすることが重要である．我々は蛍光・りん光分子を用いた熱流体計測手法
に着目して研究を進めている．この手法ではセンサーとなる蛍光・りん光分子を塗布した表面
上での，圧力・温度を面計測することができ，従来の点計測手法に比べて優れた特長をもつ．
本講演では，蛍光・りん光分子の塗布手法から応用例に関して概説する．

14:30〜15:00
ナノスケールのすき間でせん断される液体のレオロジー計測
伊藤 伸太郎（名古屋大学大学院工学研究科）
ナノスケールのすき間に介在する液体は，すき間を構成する固体表面との分子間相互作用や幾
何的な閉じ込め効果によって，バルク状態とは異なる力学特性（粘弾性）をもつことが知られ
ている．このような現象の解明と定量化は，トライボロジーや微細加工が関連する様々な工学
学分野において重要となっている．我々はナノスケールのすき間でせん断される液体の動的粘
弾性を高精度に定量化するレオロジー計測法を確立した．本研究では計測法の概要と測定事例
について紹介する．

IIP2019 一般講演プログラム（口頭発表） 3 月 20 日

一般講演 3/20
B室
医療･福祉･ヘルスケアに関するテクノロジー ①
2019 年 3 月 20 日(水) 09:45 ~ 10:45
B 室(2202)
座⻑

大瀧保明 (神奈川工科大学)

11:30 ~ 11:45
[1B07] しこり検出用触診センサシステムの開発に関する研
究
*武内 大樹 1，田中 真美 1，奥山 武志 2 (1.東北大学大学院医工学
研究科，2.東北大学大学院工学研究科)

09:45 ~ 10:00
[1B01] サンプリングノズル向け小型超音波洗浄機の開発
*堀江 陽介 1，野中 昂平 2 (1.株式会社日立製作所研究開発グルー
プ，2.株式会社日立ハイテクノロジーズ)

C室
マイクロナノ理工学 ①
2019 年 3 月 20 日(水) 09:45 ~ 10:45

10:00 ~ 10:15

C 室(2203)

[1B02] 褥瘡予防に向けた力フィードバックシステムの開発
*宮元 大地 1，五十嵐 洋 1 (1.東京電機大学)

座⻑

野老山貴行 (名古屋大学)

09:45 ~ 10:00
[1C01] 光ピンセットを用いた局所的粘性評価

10:15 ~ 10:30

*彭 啓宇 1，田中 健太郎 1，岩本 勝美 1 (1.東京海洋大学)

[1B03] Predicting possibility of mild cognitive impairment
from gait parameter measured with inertial sensor
1

1

1

10:00 ~ 10:15

*Mukhriz Amir , Chikara Nagai , Koichi Sagawa , Yuichi

[1C02] 原子間力顕微鏡を用いた吸着膜と液体の界面スリッ

Hirakawa2, Kaori Sawada3 (1.Hirosaki University, Graduate

プ計測

School of Science and Technology , 2.Hirosaki University,

*葛谷 紘澄 1，張 賀東 1，福澤 健二 1，伊藤 伸太郎 1 (1.名古屋大

Graduate School of Health Sciences , 3.Hirosaki University,

学)

Graduate School of Medicine)

10:15 ~ 10:30
10:30 ~ 10:45

[1C03] 温度条件制御下での固液境界におけるエバネッセン

[1B04] 視覚制限下での直進歩行における立体音響の誘導効
果と周囲音の影響

ト光の干渉によるコロイド粒子の流動速度計測の試み
*白井 克明 1，建石 勇斗 1，畠中 丈瑠 1，山田 侑汰 1 (1.芝浦工業

*塚田 維王 1，綿貫 啓一 1，村松 慶一 1，楓 和憲 1 (1.埼玉大学 大

大学)

学院理工学研究科)

10:30 ~ 10:45
[1C04] せん断下の高分子溶液のマルチフィジックス解析

医療･福祉･ヘルスケアに関するテクノロジー ②
2019 年 3 月 20 日(水) 11:00 ~ 11:45

*鷲津 仁志 1,2，臼井 颯馬 1，川手 大樹 1 (1.兵庫県立大学，2.京都
大学)

B 室(2202)
座⻑

五十嵐洋 (東京電機大学)

11:00 ~ 11:15

マイクロナノ理工学 ②

[1B05] 透析用血液回路の組立操作における手際と心理の計

2019 年 3 月 20 日(水) 11:00 ~ 12:00

測 –生理心理指標による自律神経活動の評価

C 室(2203)

*大瀧 保明 1，佐藤 めい 1，永山 大起 1 (1.神奈川工科大学)

座⻑

白井克明 (芝浦工業大学)

11:00 ~ 11:15
11:15 ~ 11:30
[1B06]

[1C05] 水晶振動子センサとガラス球プローブを用いたナノ
すきま潤滑の垂直力・せん断力同時計測法の高精度化

前立腺触診用単関節ロボットフィンガシステムの開発に関す

*福澤 健二 1，森田 祥平 1，⻄澤 興 1，伊藤 伸太郎 1，張 賀東 1 (1.

る研究

名古屋大学)

*田村 亮磨 1，奥山 武志 2，田中 真美 1 (1.東北大学大学院医工学
研究科，2.東北大学大学院工学研究科)
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11:15 ~ 11:30
[1C06] 毛管付着力と濡れ面の形状

IoT と情報・知能・精密機器

*崔 峻 1，李 賀 1，田中 健太郎 1，岩本 勝美 1 (1.東京海洋大学)

2019 年 3 月 20 日(水) 11:00 ~ 12:15
D 室(2204)

11:30 ~ 11:45
[1C07] 塩化ビニルマイクロメートルサイズ突起創製と霜成
⻑⽅向の制御
*野老山 貴行 1，小林 将大 1，寺田 真 1，澤田 航 1，竹内 裕也 1，
梅原 徳次 1 (1.名古屋大学)

座⻑

冨澤泰 (株式会社東芝)

11:00 ~ 11:15
[1D06] 転がり軸受組込み型摩擦帯電センサの開発
*沖塩 大樹 1，谷 弘詞 2，呂 仁国 2，小金沢 新治 2，多川 則男 2 (1.
関⻄⼤学⼤学院理⼯学研究科システム理⼯学専攻，2.関⻄⼤学シ
ステム理工学部)

11:45 ~ 12:00
[1C08] 真空中におけるナノストライプ構造の低摩擦発現機

11:15 ~ 11:30

構

[1D07] 咬合力によって駆動する静電誘導型口腔内エネルギ
*齊藤 正利 1，安藤 泰久 1 (1.東京農工大学大学院)

ーハーベスタの開発
*市川 健太 1，土方 亘 1 (1.東京工業大学)

D室

11:30 ~ 11:45

メカニカルシステムとその知能化 /

[1D08] 電磁力による超薄型エネルギーハーベスタの研究
*盛井 航太 1，小金沢 新治 2，谷 弘詞 2，呂 仁国 2，多川 則男 2，

家庭・業務用電化機器
2019 年 3 月 20 日(水) 09:30 ~ 10:45
D 室(2204)
座⻑

大岡昌博 (名古屋大学)

09:30 ~ 09:45

石井 智丈 2 (1.関⻄⼤学⼤学院，2.関⻄⼤学)

11:45 ~ 12:00
[1D09] AI,IoT の利用に関するイメージの形成について
*木村 南 1 (1.玉川大学工学部エンジニアリングデザイン学科)

[1D01] 三軸触覚センサ搭載ロボットハンドの Tacit Learning
によるシミュレーション
1

12:00 ~ 12:15
2

1

*岩崎 慶多 ，下田 真吾 ，大岡 昌博 (1.名古屋大学大学院情報

[1D10] 単方向スイッチを用いた摩擦発電機の出力電力変換

学研究科，2.国立研究開発法人理化学研究所)

効率の向上
*谷 弘詞 1，呂 仁国 1，小金沢 新治 1，多川 則男 1 (1.関⻄⼤学)

09:45 ~ 10:00
[1D02] 複数筋肉に対する振動刺激による膝関節動作変更時
の振動刺激パラメータ影響に関する研究
*本田 功輝 1，緒方 大知 1，木口 量夫 2 (1.九州大学大学院，2.九
州大学)

10:00 ~ 10:15
[1D03] パワーアシストと振動刺激が生起する運動錯覚現象
向畑 健人 1，小村 啓 1，本田 正計 2，*大岡 昌博 1 (1.名古屋大学
大学院情報学研究科，2.静岡県工業技術研究所)

10:15 ~ 10:30
[1D04] ハイブリッド電気自動車の自動運転へのエネルギー
最適制御の適用 –位置制御のための最適制御則の導出
*内田 博志 1，福島 直人 2，萩原 一郎 3 (1.福山大学，2.（株）福
島研究所，3.明治大学)

10:30 ~ 10:45
[1D05] 加速度センサを利用した能動型搬送台の制御
*行川 裕也 1，池田 毅 1 (1.山陽小野田市立山口東京理科大学)
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一般講演 3/21
11:30 ~ 11:45

B室

[2B06] ナノ厚さ液体膜の潤滑メカニズム解明のための固

情報機器コンピュータメカニクス

体二面接触状態のその場計測

2019 年 3 月 21 日(木) 10:00 ~ 10:30
B 室(2202)
座⻑

*内田 悠斗 1，張 賀東 1，三矢 保永 2，福澤 健二 1，伊藤 伸
太郎 1 (1.名古屋大学，2.名古屋産業科学研究所)

小金沢新治 (関⻄⼤学)

10:00 ~ 10:15

11:45 ~ 12:00

[2B01] ゴム封止部品の圧縮変形を考慮した気密封止性能

[2B07] 複合潤滑膜の摩擦特性に関する研究
*上更家 勇樹 1，谷 弘詞 2，呂 仁国 2，小金沢 新治 2，多川 則

の定量化手法
*山崎 達也 1，藤森 晋也 2 (1.株式会社日立製作所研究開発グ

男 2 (1.関⻄⼤学⼤学院，2.関⻄⼤学)

ループ，2.株式会社日立 LG データストレージ)

12:00 ~ 12:15
[2B08] 空気及びヘリウム中におけるレーザ照射による磁

10:15 ~ 10:30
[2B02] ヘリウム環境下でのディスクフラッター
1

1

1

*口脇 勇 ，⻄⽥ 辰彦 ，半谷 正夫 (1.日本発条(株))

気ディスク PFPE 潤滑膜の分解挙動とスメア特性
*舘 健治 1，市川 覚基 1，大多和 晃司 1，谷 弘詞 2，呂 仁国
2

，小金沢 新治 2，多川 則男 2 (1.関⻄⼤学⼤学院，2.関⻄⼤学)

ヘッド・ディスク・インターフェイスと
トライボロジー ①

C室

2019 年 3 月 21 日(木) 10:30 ~ 11:00

マイクロナノメカトロニクス

B 室(2202)
座⻑

2019 年 3 月 21 日(木) 10:00 ~ 11:00

谷弘詞 (関⻄⼤学)

C 室(2203)
座⻑

10:30 ~ 10:45
[2B03] 固体潤滑剤としての硫化物の熱電特性評価 –熱電
変換デバイスへの適用
*佐藤 知広 1，寺⻄ 海 1，石川 修平 2，齋藤 賢一 1，宅間 正
則 1，高橋 可昌 1 (1.関⻄⼤学，2.関⻄⼤学⼤学院)

鈴木孝明 (群馬大学)

10:00 ~ 10:15
[2C01] ナノスリットによる DNA 分子濃縮における理論
モデルを用いた印加電圧の最適化
*東 直輝 1，福澤 健二 1，伊藤 伸太郎 1，張 賀東 2 (1.名古屋
大学大学院工学研究科マイクロ・ナノ機械理工学専攻，2.名古
屋大学大学院情報学研究科複雑系科学専攻)

10:45 ~ 11:00
[2B04] 非軸対称容器内の積層回転円盤に駆動される複雑
流れの解明 –円盤垂直断面の 2 次流れの可視化とシュラウ
ド開口部における流れ場の速度計測に向けた試み
*白井 克明 1，石山 太一 1，平野 良 1 (1.芝浦工業大学)

10:15 ~ 10:30
[2C02] マイクロフォースセンサを用いた根の機械的性質
の解析
*肥田 博隆 1，伊⿊ 大祐 1，神野 伊策 1，野田口 理孝 2 (1.神
⼾⼤学，2.名古屋大学)

ヘッド・ディスク・インターフェイスと

10:30 ~ 10:45

トライボロジー ②

[2C03] 多軸走査型 MEMS ミラーアレイにおける単一重畳

2019 年 3 月 21 日(木) 11:15 ~ 12:15
B 室(2202)
座⻑

松岡広成 (鳥取大学)

11:15 ~ 11:30
[2B05] TFC ヘッドスライダのタッチダウン現象のシミュ
レーション解析
*小野 京右 1 (1.東京工業大学（OB）)

信号による独立駆動
*森本 涼介 1，吉水 勇太 1，岩瀬 英治 1 (1.早稲田大学)

10:45 ~ 11:00
[2C04] 2D オーセチック構造を用いたダイヤフラム型圧
電振動発電デバイス
*海野 陽平 1，栗山 頌明 1，市毛 亮 1，鈴木 孝明 1,2 (1.群馬大
学，2.JST さきがけ)
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マイクロナノ理工学 ③
2019 年 3 月 21 日(木) 11:15 ~ 12:00
C 室(2203)
座⻑

福澤健二 (名古屋大学)

10:15 ~ 10:30
[2D04] 二軸間のフィルムにおけるシワ発生に関する基礎
実験
*吉田 和司 1，鵜飼 優也 1，餌原 大盛 1 (1.山陽小野田市立山

11:15 ~ 11:30
[2C05] 培養細菌の高分解能電子顕微鏡観察を目指した寒

口東京理科大学)

天マイクロ流体デバイスの開発
*安藤 瑞基 1，小俣 透 1，石田 忠 1 (1.東京工業大学)

情報・精密機器のサーボ・スマート制御 ①
11:30 ~ 11:45

2019 年 3 月 21 日(木) 10:30 ~ 11:00

[2C06] 細胞動態オンライン計測に向けた自動校正機能を

D 室(2204)

有するグルコースセンサ集積型マイクロ流体デバイス
*鈴木 智稀 1，小森 喜久夫 2，木村 啓志 1 (1.東海大学，2.東
京大学)

座⻑

熱海武憲 (千葉工業大学)

10:30 ~ 10:45
[2D05] ヘリウム漏れを考慮した流体起因振動を補償する
HDD のヘッド位置決め制御系の開発

11:45 ~ 12:00
[2C07] フレキシブルエレクトロニクスを利用した生体情
報モニタリングシステムの開発
*大矢 貴史 1，大友 春輝 1，小川 隼人 1，菊地 鉄太郎 2，佐々
木 大輔 2，清水 達也 2，福田 憲二郎 3，染谷 隆夫 3，梅津 信
二郎 1 (1.早稲田大学，2.東京女子医科大学，3.国立研究開発法

*藪井 将太 1，井上 剛志 1 (1.名古屋大学工学研究科)

10:45 ~ 11:00
[2D06] 回動およびスライド可能な搬送ローラを用いた紙
媒体の高精度姿勢制御技術
*松田 裕道 1，山根 淳 2，髙山 英之 1 (1.株式会社リコー研究

人理化学研究所)

開発本部リコー未来技術研究所基盤技術開発センター制御技
術開発室，2.株式会社リコー研究開発本部リコー未来技術研究
所基盤技術開発センター基盤技術開発室)

D室
フレキシブル体のハンドリングと

情報・精密機器のサーボ・スマート制御 ②

高機能化技術

2019 年 3 月 21 日(木) 11:15 ~ 12:30
2019 年 3 月 21 日(木) 09:30 ~ 10:30

D 室(2204)

D 室(2204)
座⻑

小林祐子 (株式会社東芝)

09:30 ~ 09:45
[2D01] 高剛性用紙を含む冊子ページめくり装置の検討
*柴田 亨 1，宮坂 徹 1 (1.株式会社日立製作所研究開発グルー
プ)

09:45 ~ 10:00
[2D02] ロール・ツー・ロール・プリンテッド・エレクト
ロニクス技術の発展を目的とした基礎検討
*池田 祐太 1，橋本 巨 2，砂見 雄太 2,3 (1.東海大学大学院，2.
東海大学，3.東海大学マイクロ・ナノ研究開発センター)

10:00 ~ 10:15
[2D03] 多孔質ナノシートの大量創製に関する検討
*田島 伸一 1，橋本 巨 2，砂見 雄太 2,3 (1.東海大学大学院 工
学研究科機械工学専攻，2.東海大学工学部機械工学科，3.東海
大学マイクロ・ナノ研究開発センター)

座⻑

薮井将太 (名古屋大学)

11:15 ~ 11:30
[2D07] HDD 三段アクチュエータシステムにおける
RBode plot を用いた制御系設計法
*加藤 勇人 1，熱海 武憲 1 (1.千葉工業大学)

11:30 ~ 11:45
[2D08] Magnetic-Head Positioning Control with
Quadruple-Stage Actuator for HDDs
*Takenori Atsumi1，Shota Yabui2 (1. Chiba Institute of
Technology，2. Nagoya University)

11:45 ~ 12:00
[2D09] PWM 型入力系の周波数整形型終端状態制御に関
する一考察
*瀧澤 侑也 1，鈴木 雅康 1，平田 光男 1 (1.宇都宮大学)

IIP2019 一般講演（口頭発表）プログラム 3 月 21 日

12:00 ~ 12:15
[2D10] インク循環供給システムの流体モデリング –(1)シ
ステム同定によるモデル構築
*植松 勇一郎 1，若狭 凌生 1，森 敦司 1 (1.株式会社リコー)

12:15 ~ 12:30
[2D11] インク循環供給システムの流体モデリング –(2)
実 FB システムによるモデル検証
*若狭 凌生 1，植松 勇一郎 1，森 敦司 1 (1.株式会社リコー)

IIP2019 一般講演（ポスター発表）

3 月 21 日

一般講演（ポスター発表）3/21
A 室/ポスター会場

[P09] ゼラチンゲルのマイクロ放電加工における加工
時の速度と溝形状との関係
*田村 隆行 1，秋山 亮太朗 2，梅津 信二郎 2 (1.早稲田大学

ポスター発表

大学院，2.早稲田大学)

座⻑

田中由浩 (名古屋工業大学)

15:15 ~ 16:00

ショートプレゼンテーション (A 室)

16:00 ~ 17:00

ポスター発表 (ポスター会場)

[P10] 非拘束心電脈波同時計測系の開発
*須井 翼 1，藤枝 俊宣 2，廣瀬 佳代 3，梅津 信二郎 1 (1.
早稲田大学創造理工学部総合機械工学科，2.東京工業大学，

[P01] 水晶振動子（QCM）を用いた表面力測定に関す

3.東京都健康⻑寿医療センター)

る基礎研究 –超高精度表面力測定における共振周波数
変化の解析
*中田 悠人 1，河野 太一 1，⻑⾕川 真之 2，小林 隼人 2，
松岡 広成 1，福井 茂寿 1，加藤 孝久 3 (1.鳥取大学，2.株式

[P11] 振動により可動するソフトロボティクスの作製
*秋山 亮太朗 1，田村 隆行 2，
梅津 信二郎 1 (1.早稲田大学，
2.早稲田大学大学院)

会社エリオニクス，3.東京大学)

[P12] 表面張力を利用した水面移動ロボットの研究
[P02] 多軸３D プリンターによる試作品の作製
*李 暁彤 1，梅津 信二郎 2 (1.早稲田大学院，2.早稲田大学)

*原 康次郎 1，鈴木 健司 1，金田 祥平 1，高信 英明 2，三
浦 宏文 1,2 (1.工学院大学マイクロシステム研究室，2.工学
院大学ロボティクス研究室)

[P03] 手術支援用多関節鉗子マニピュレータの検討
*湯川 俊浩 1，福田 健人 1 (1.岩手大学理工学部システム創
成工学科)

[P13] 小型リーダフォローワシステムを用いたシナリ
オを有するレスキュープロジェクト管理
*加藤 誠 1，鷲尾 恒人 1 (1.大阪工業大学工学部機械工学科)

[P04] openpose を用いた、歩行分析システム開発の検
討
*周 成 1，梅津 信二郎 2 (1.早稲田大学院，2.早稲田大学)

[P05] 上肢パワーアシストスーツの開発
*平光 功明 1，門倉 悠真 1 (1.東芝インフラシステムズ
（株）
インフラシステム技術開発センター自動化･画像応用シス
テム開発部)

[P06] 揺動ガラスステージによる顕微鏡下の三次元画
像の取得
*井口 大輔 1，松本 潔 1 (1.東洋大学)

[P07] 移動ロボット用プラットホーム(T 型ロボットベ
ース)の重心位置とバネ位置の検討
*小林 祐介 1 ，益田 俊樹 1 ，佐藤 研 1 (1.東京都立産業技
術研究センター)

[P08] ロボット知能化のためのトリガによるシーン遷
移とシナリオ変更
*加藤 誠 1，井村 菜月 1，小田 奨 1 ，小林 裕之 1 (1.大阪
工業大学工学部機械工学科)

