
人材育成のための MEMS 集中コース in 豊橋 

（MEMS 集中講義） 
 
⽇ 時 MEMS 集中コース 平成 2７年 8 ⽉ 5 ⽇（⽔）、6 ⽇（⽊）、７⽇（⾦） 
  9:30（初⽇のみ 10：00 開始）〜18：00 
 交  流  会 平成 27 年８⽉ 6 ⽇（⽊） 18:00~20:00 
 ⾒  学  会 平成 27 年 8 ⽉５⽇（⽔） 18:00~19:00 
場 所 MEMS 集中コース 豊橋技術科学⼤学 A2-101（A2 棟 101 号室） 
 交  流  会 ひばりラウンジ（http://www.tut.ac.jp/student/structure.html） 
参加費 MEMS 集中コース 無料（コース資料及びコースデータ（DVD-R）を無料配布致します） 
 交  流  会 MEMSPC 会員：⼀⼝につき１名無料 MEMSPC ⾮会員：⼀⼈ 4,000 円 
主 催  東北⼤学 マイクロシステム融合研究開発センター（μSIC）、産業技術総合研究所 集積マイクロシステム 
  研究センター（UMEMSME）、MEMS パークコンソーシアム（MEMSPC）、豊橋技術科学⼤学 
共 催  東北⼤学 原⼦分⼦材料科学⾼等研究機構（WPI-AIMR）、東北⼤学 マイクロ・ナノマシニング研究教育セン

ター（MNC）、東北⼤学 ナノテク⽀援センター（CINTS）、豊橋技術科学⼤学 エレクトロニクス先端融合研究
所（EIIRIS） 

展⽰会 集中コースの期間中、Mini 展⽰会を開催致します。（詳細は“展⽰会概要と要領”を参照下さい） 
 
 
 
 
 
 
【プログラム】 
講 師 ⼾津健太郎、吉⽥慎哉、塚本貴城、室⼭真徳、⽥中秀治、⾨⽥道雄、原基揚、⽻根⼀博、⾦森義明、芳賀

洋⼀、⻄澤松彦、末永智⼀、前⽥⿓太郎、⼩野崇⼈、⼾⽥雅也、桑野博喜、⽯⽥誠、澤⽥和明 
内 容 【８⽉ 5 ⽇（⽔）】（基礎、⾒学会） 

 10:00-12:00   マイクロマシニング１（概論、フォトファブリケーション、エッチング）[⼾津] 
 13:15-16:00   マイクロマシニング２（堆積、接合、複合プロセス、パッケージング他）[⼾津] 
 16:10-17:10 マイクロアクチュエータと圧電薄膜 [吉⽥] 
 17:10-17:35 MEMS ⽤ LSI [室⼭] 
 17:35-18:00 マイクロ熱デバイス（⾚外線イメージャ他）[塚本] 
 18:00-19:00 ⾒学会（エレクトロニクス先端融合研究所、ベンチャービジネスラボラトリ） 
【８⽉ 6 ⽇（⽊）】（⾃動⾞・家電、情報・通信、バイオ・医療、産業化） 
  9:30-10:４0 ⾃動⾞・家電（圧⼒、加速度・ジャイロ、地磁気、マイク他）[⽥中] 
 10:40-12:00 情報・通信応⽤（SAW、BAW、RFMEMS スイッチ、周波数源他）[⽥中、⾨⽥、原] 
 13:15-14:00 光 MEMS [⽻根、⾦森] 
 14:00-14:40 医療・ヘルスケア（健康管理）応⽤ [芳賀] 
 14:40-15:30 マイクロ／ナノ技術とバイオデバイス [⻄澤] 
 15:30-16:20 電気化学バイオイメージング（含 東北⼤-東芝 COI の紹介）[末永] 
 16:30-17:10 センサネットワークのビジネス化 [前⽥（産総研）] 
 17:10-17:50 試作コインランドリにおける MEMS 開発と⼈材育成 [⼾津] 
 18:00-20:00 交流会 
【８⽉ 7 ⽇（⾦）】（製造・検査、環境・安全、トピック、豊橋技術科学⼤学の MEMS） 
  9:30-10:30 製造・検査関連（電⼦線制御、分析、微量流体制御 他）[⼩野] 
 10:30-11:30 ナノ構造と応⽤ [⼩野、⼾⽥] 
 11:30-12:00 インフラ保全や IoT のための MEMS  [桑野] 
 13:15-13:40 エネルギーハ―ベスタ  [桑野] 
 13:40-15:15 最近の MEMS [⽥中] 
 15:25-17:00 豊橋技術科学⼤学のセンサ・MEMS を⽤いた異分野融合研究 [⽯⽥、澤⽥(豊橋技科⼤)]

※各講義の最後で「各分野の最新の技術・業界動向」を話します。 

豊橋（豊橋技術科学⼤学）において、“⼈材育成のための MEMS 集中コース”（MEMS 集中講義）を開催致します。
MEMS 集中コースは、MEMS 技術の基礎的知識から各分野のアプリケーションへの応⽤展開、最新の技術・業界動向まで、
様々な⾓度から MEMS 技術に関する情報を収集できる絶好の機会となります。 

また、8 ⽉５⽇（⽔）1８:00 から、豊橋技術科学⼤学 エレクトロニクス先端融合研究所（EIIRIS）、ベンチャービジネス
ラボラトリ（VBL）の⾒学を⾏います。多数の皆様のご参加をお待ちしております。 

更に、8 ⽉ 6 ⽇（⽊）18:00 から、MEMS パークコンソーシアム主催により、参加者の相互交流、連携構築を⽬的として、
交流会を開催致します。是⾮、皆様の相互交流・連携構築の場としてご活⽤願います。 



【会場へのアクセス】（http://www.tut.ac.jp/docs/campas%20map2012.pdf） 
 

※受講者の皆様には、公共交通機関でのご来場をお願い申し上げます。 
 
【参加申し込み・問い合わせ先】 
 MEMS 集中コース⾃体の事前参加申し込みは不要ですが、交流会や⾒学会へのご参加を希望される場合は、 
下記の参加申込書に所定の事項をご記⼊の上、FAX 若しくは、下記必要事項を記載したメールにて、7 ⽉ 28 ⽇（⽉）
までにお申し込み下さい。 
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MEMS パークコンソーシアム事務局 
 〒980-0845 仙台市⻘葉区荒巻字⻘葉 519-1176 
 東北⼤学 ⻄澤潤⼀記念研究センター内 
 TEL：022-305-2351   FAX：022-305-2352 
 E-mail: memspc@mems.mech.tohoku.ac.jp 



展⽰会の概要及び出展要領 
 
⽇  時： 平成 27 年 8 ⽉ 5 ⽇（⽔） 10:00~18:00 
 平成 27 年 8 ⽉ 6 ⽇（⽊）  9:30~17:50 
 平成 27 年 8 ⽉ 7 ⽇（⾦）  9:30~17:00 
場  所： MEMS 集中コースの会場内（豊橋技術科学⼤学 A2-101） 
出展料： 無料 
出展形式： ポスター、サンプルの展⽰及び配布物（カタログ、パンフレット） 
 PC 等電源を必要とする場合は、テーブルタップ（⻑め）をご⽤意下さい。 
 講義室のためコンセント数に限りがあります。 
⼩間形式： 1,800×450mm のテーブル 

（ポスターは⾃⽴可能なパネルに収納し、パネルを上記テーブルに置き、後⽅の壁に⽴てかける。 
 ポスターを画鋲、テープ等で壁に貼ることはできません） 

⼩間数： ７⼩間程度 
 （出展希望が多数の場合は先着順とさせて頂きます） 
設営・撤収： 設営は 8/5（⽔）9:00〜9:30 でお願い致します。 
 撤収は 8/7（⾦）17:00〜18:00 でお願い致します。 
 上記以外は講義中となりますので、休憩時間、昼⾷時間に設営・撤収をお願い致します。 
問合せ先： 蛸島 武尚 
 マイクロシステム融合研究開発センター 
 TEL：022-795-6256   FAX：022-795-6259  
 E-mail: tako@mems.mech.tohoku.ac.jp 


