
時限研究専門委員会活動報告書 
２０１４年６月２０日 

委員会の名称	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （所属先：エレクトロニクスソサエティ） 
次世代ナノ技術に関する時限研究専門委員会 
 

第一期	 ：活動期間	 平成１６年６月から平成１８年５月まで 
委員長	 宇高勝之（早稲田大学）	 

活動内容 
	 ２年間で合計７回の研究会（内１回の特別講演会を含む） 
第１回研究会：２００４年７月２０日、早稲田大学国際会議場	 ２０７名	 

	 	 テ	 ー	 マ：技術立国再建のためにナノ技術をどのように活かすのか	 

第２回研究会：２００４年１１月２５日、２６日、銀座ラフィナート	 １２１名	 

	 	 テ	 ー	 マ：加工技術から見た次世（代ナノ、次世代ナノ戦略を探る	 

	 	 	 	 	 	 	 日本のナノテクどうなの？、発展が期待される新しいナノテクの世界	 

第３回研究会：２００５年３月２３日、大阪大学豊中キャンパス、８５名	 

	 	 テ	 ー	 マ：信学会総合大会におけるシンポジウム「次世代ナノ技術と情報通信」	 

特別講演会：２００５年６月８日、NTT 武蔵野センター	 ２０名程度	 

第４回研究会：２００５年６月２４日、機械振興会館	 ８５名	 

	 	 テ	 ー	 マ：量子ナノ構造の作製とデバイス化	 

第５回研究会：２００５年１２月９日、NTT 武蔵野センター	 ４０名	 

	 	 テ	 ー	 マ：MEMS	 and	 Nano/Bio	 Techonologies	 

第６回研究会：２００６年３月２６日、国士舘大学世田谷キャンパス	 ５０名	 

	 	 テ	 ー	 マ：ナノ・メカ・バイオ機能材料のデバイス・システムへの応用の新展開	 

	 	 	 	 	 	 	 （電子情報通信学会総合大会におけるチュートリアル）	 

 
研究専門委員会	 １０回開催 
 

 
第二期	 ：活動期間	 平成１８年６月から平成２０年５月まで 

委員長	 中尾正史（ユニオンツール／東北大学／ＮＩＣＴ）	 

活動内容 
	 ２年間で合計３回の研究会（内１回の特別講演会を含む） 
第１回研究会：２００６年６月３０日、機械振興会館	 ４５名	 

	 	 テ	 ー	 マ：インジウムナイトライドの現状と将来（第一段）	 

第２回研究会：２００７年６月２２日、東大武田先端知ビル	 ５０名	 

	 	 テ	 ー	 マ：ナノフォトニクス	 

第３回研究会：２００８年３月１７日、早稲田大学	 ３０名	 

	 	 テ	 ー	 マ：ナノインプリント	 

 
研究専門委員会	 ７回開催 
 

 
第三期	 ：活動期間	 平成２０年６月から平成２２年５月まで 

委員長	 日暮栄治（東京大学）	 

活動内容 
	 ２年間で合計５回の研究会 
第１回研究会：２００８年６月２７日、機械振興会館	 ２０名	 

	 	 テ	 ー	 マ：インジウムナイトライドの現状と将来（第２段）	 

第２回研究会：２００９年１１月１９日、早稲田大学理工学部（大久保キャンパス）１０名	 

	 	 テ	 ー	 マ：光機能超微粒子とその応用の最前線	 	 

第３回研究会：２００９年２月２３日、早稲田大学理工学部（大久保キャンパス）８４名	 

	 	 テ	 ー	 マ：次世代ナノ技術に係わる要素技術「ナノ計測・評価・加工技術」	 

第４回研究会：２００９年６月１９日、機械振興会館	 ６８名	 



	 	 テ	 ー	 マ：ナノインプリント技術	 

第５回研究会：２０１０年２月２４日、早稲田大学早稲田キャンパス	 ３９名	 

	 	 テ	 ー	 マ：ナノテクノロジーと実装技術	 

 
研究専門委員会１回、幹事会５回開催 
 

 
第四期	 ：活動期間	 平成２２年６月から平成２４年５月まで 

委員長	 井筒雅之（東京工業大学）	 

活動内容 
	 ２年間で合計５回の研究会 
第１回研究会：２０１０年６月２７日、機械振興会館	 ２８名	 

	 	 テ	 ー	 マ：ナノ技術のデバイス及びシステムへの応用の現状	 

	 南 信次（産業技術総合研究所）「ナノサイクルと二つのコヒーランス」 
菅原	 充（株式会社 QDレーザ）「量子ドットレーザの実用化への取り組み」 
後藤	 博史（東芝機械株式会社）「ナノインプリントプロセスの実用化展開」 
掛水	 孝彦（オリンパス株式会社）「ナノサーチ顕微鏡の開発」	 

	 

第２回研究会：２０１１年１月１２日、早稲田大学理工学術院（大久保キャンパス）１８名	 

	 	 テ	 ー	 マ：異種要素の集積化技術	 

	 生田 幸士 (東京大学)	 「ハイブリッドナノ光造形法による新原理バイオツール」 
酒井 啓司	 (東京大学)	 	 「インクジェット技術の新展開」	 
中村 真人（富山大学）	 「生細胞プリンティング技術による組織工学へのチャレンジ」 
高尾 英邦（香川大学）	 「ナノ時代におけるＣＭＯＳ集積化ＭＥＭＳ技術の現状と展望」 
浦岡 行治(奈良先端科学技術大学院大学)「バイオナノプロセスを用いた新機能半導体デバイ

ス」 
 

総合大会企画シンポジウム：２０１１年３月１４日、キャンセル	 

	 	 

第３回研究会：２０１１年６月３０日、機械振興会館	 ２９名	 

	 	 テ	 ー	 マ：シリコンフォトニクスからプラズモニクス－通信応用からセンシング,イメージン

グ応用－	 

	 板橋 聖一（NTTアドバンステクノロジ株式会社）「通信応用にむけたシリコンナノフォト
ニックデバイス集積技術」 

大橋 啓之（NEC）「表面プラズモンデバイス」 
石川 靖彦（東京大学）「シリコンフォトニクス - センシングとイメージング -」 
梶川	 浩太郎（東工大総合理工）「表面プラズモンのバイオ分野への応用」	 

	 	 

第４回研究会：２０１２年１月１６日、産業技術総合研究所お台場サイト	 ４２名	 

	 	 テ	 ー	 マ：グリーン＆ライフイノベーションに向けた次世代ナノ材料・デバイス	 

山下	 真司（東京大学）「カーボンナノ材料を用いた光源とセキュアライフ応用」	 

梶川	 浩太郎（東京工業大学）「表面プラズモンのライフ分野への応用」	 

石川	 浩（産業技術総合研究所）「光ネットワークの超低エネルギー化と光デバイス」	 

中川	 茂（日本 IBM）「高性能 IT システムを実現する低消費電力光インターコネクト」	 

菅原	 充（QD レーザ）「量子ドットレーザの現状と将来展望」	 

岡田	 至崇（東京大学）「量子ドット太陽電池」	 

天野	 浩（名古屋大学）「窒化物を用いた LED 及び太陽電池の現状と将来性」	 

岸野	 克巳（上智大学）「次世代のナノコラム LED」	 

	 

総合大会企画シンポジウム：２０１２年３月２１日 
テ ー マ：ナノ加工技術の最新動向と次世代デバイスへの応用 

内海裕一（兵庫県立大）「LIGAプロセスのデバイス応用」 



石田雄三（パルステック工業）「半導体レーザを使った直接描画装置の現状と応用」 
和田英之（モレキュラー・インプリンツ）「インプリントリソグラフィーによるナノスケールデ

バイス製造」 
宮内昭浩（日立）「ナノリソグラフィのバイオ応用」 
渡辺久恒（EUVL基盤開発センタ）「最先端半導体デバイスの動向とナノリソグラフィの現状と

将来」 
佐本典彦（日本電子）「電子ビーム描画技術によるナノリソグラフィの現状」 

 
第５期	 ：活動期間	 平成２４年６月から平成２６年７月まで 
	 委員長	 	 	 小森和弘（産業技術総合研究所）	 

	 

	 平成２４年６月２２日	 機械振興会館	 ２３名	 

電子情報通信学会の材料デバイスサマーミーティング	 

テーマ「プラズモニック・メタマテリアルの最近の進展」 
田中	 拓男（理化学研究所）「光メタマテリアル」	 

納谷昌之、谷	 武晴、都丸	 雄一、白田	 真也（富士フィルム株式会社）「局在プラズモンの応用

-バイオセンサと波長選択反射メタマテリアル-」 
中田	 芳樹、村上	 恵一、富永	 憲明（大阪大学）「干渉レーザー加工法に基づいた新規メタマテ

リアル構造の作製方法」 
井上	 大介（豊田中央研究所）「プラズモニック・カラーフィルター」	 

	 

平成２５年１月２９日	 自主研究会	 電気通信大学	 ４１名	 

テーマ「次世代プロセス技術によるナノ構造の形成と応用」	 

目黒多加志（東京理科大学）「ナノ科学とナノ技術の最近の動向」 
水野 潤（早稲田大学）「低温接合とエレクトロニクス実装技術」 
山本	 治朗（日立中研）「ナノインプリントモールドとナノピラー細胞培養」 
田中	 悟（九州大学）「エピタキシャルグラフェンナノ構造と電子物性相関」 
吉田	 博史（日立 日立研）「Directed Self-Assemblyによるシングルナノパターニング」 
沈	 青（電気通信大学）「半導体量子ドットにおける多重励起子生成と太陽電池への応用」 
	 

平成２５年６月２１日	 機械振興会館	 ２３名	 

電子情報通信学会の材料デバイスサマーミーティング	 

テーマ「ナノデバイスを用いたフォトニクスの広がり」 
野田	 進（京都大学）「フォトニクス・エネルギー融合」	 

稲田	 博史（住友電工）「フォトニクス・センシング融合」 
一木隆範（東京大学）「フォトニクス・バイオ融合」 
中村	 隆宏（PETRA）「フォトニクス・エレクトロニクス融合」	 
	 

平成２６年１月２４日	 自主研究会	 島津製作所	 関西支社	 ３２人	 

「10	 年後のスタンダードに向けたナノ技術光応用の最前線」参加者	 

東木達彦（東芝）「半導体リソグラフィの展望と未来のパターニング技術への応用」	 

岡本敏弘（徳島大）「金属スプリットリング共振器の作製と光波長域におけるLC	 共振現象」	 

高原淳一（大阪大）「量子ドットプラズモニクスとメタマテリアル熱制御の展望」	 

喜多隆（神戸大）「量子ドットを利用した光ハーベスト」	 

松尾慎治（NTT	 フォトニクス研）「フォトニック結晶レーザ」	 

平山秀樹（理化学研究所）	 「フォトニックナノ構造を用いた深紫外LED	 の高効率化の展望」	 

藤川久喜（豊田中研）「積層型ナノホールを用いた赤外線走査素子」	 

	 

平成２６年３月２０日電子情報通信学会	 総合大会企画シンポジウム	 新潟大学 
セッション「CI-2.	 マイクロ・ナノフォトニクス集積および実装技術とその展開」	 

（シリコン・フォトニクス時限専門委員会と共同主催、レーザ・量子エレクトロニクス研専	 共



催）	 

裏升吾（京都工繊大）「波長多重光接続に向けたシリコンナノフォトニック集積技術」 
賣野豊（PETRA）「チップ間光配線に向けたシリコンナノフォトニックデバイス集積技術」 
山田博仁（東北大）「シリコンフォトニクスと光カップラ」 
森雅彦（産総研）「シリコンフォトニクスと LD実装」 
日暮栄治（東大）「高機能光マイクロシステム・センサを実現する低温接合技術」 
石榑崇明（慶大）「モスキート法によるポリマー光導波路の作製と広帯域-高密度オンボード光イ
ンターコネクトへの応用」 
前谷麿明（京セラ）「ポリマー光配線技術を用いた光インターコネクト用基板」 
水野潤（早大）「マイクロフルイディックエンジニアリングとバイオセンサーへの展開」 
羽根一博（東北大）光 MEMS融合システム 
 
平成２６年６月２０日	 機械振興会館	 	 

電子情報通信学会の材料デバイスサマーミーティング	 

テーマ「ナノ・マイクロ加工技術のバイオ・医療応用最前線」	 

坂田	 稔（STマイクロエレクトロニクス）	 「MEMS技術と応用分野」	 

荒川	 貴博	 （東京医科歯科大学）「バイオMEMS技術を利用した生体分子計測への応用」	 

諫本	 圭史	 （サンテック株式会社）「MEMS技術のOCT装置および内視鏡への応用展開」	 

金	 範埈	 （東京大学）「分散自立型センサーによる安全・安心・健康社会の実現」	 

 
 

 
 
 


