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会員のメリット 

・研究例会は無料で参加可能 

  ・研究例会はオンラインでも参加可能 

・団体会員は研究例会（見学会）に何人でも参加可能 

 ・研究例会資料は当日配布。電子ファイルで送付有り 

 ・研究会主催共催協賛有料事業の割引 

 ・センシング技術関係の情報提供 

 

会費 

団体(法人)会員------年額 30.000 円 

企業の方は団体(法人)会員です。 

個人会員--------------年額 3,000 円 

    (資料（冊子）の郵送をご希望の方は、 

年会費＋2,500 円) 

   大学や公的機関に所属する個人 

グリーンシステム技術(GST)分科会 

   付加会費--------年額 10,000 円 

（団体(法人)会員のみ） 

グリーンシステム技術分科会への入会は、 

センシング技術応用研究会の会員である事が 

必要です。 

連絡先（事務局） 

ご連絡、お問い合わせは下記までお願い致します。 

 センシング技術応用研究会 事務局 

E-mail: sstj@dantai.tri-osaka.jp 

FAX 0725-51-2597 

TEL 0725-51-2534 (月・火・木のみ対応) 

住所：〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-7-1 

地方独立行政法人大阪産業技術研究所内 

URL:http://tri-osaka.jp/dantai/sstj/ 

   

 

  

  

 
 

  

 「センシング技術」とは、種々の物理量、化学量を検出す

るセンサ技術とその応用システムに関する技術であり、近年

の情報化に伴い、応用される分野が格段に広がってまいりま

した。AI・IoT やロボットなどの技術革新の中で、「センシン

グ技術」は健康・医療、交通・輸送、環境・エネルギー、農

業などあらゆる産業分野の基盤技術です。これから迎える超

スマート社会の中において、「センシング技術」は益々重要

性を増してまいります。 

 センシング技術応用研究会は、「センサ」の言葉もまだ新

鮮な時代の昭和 52年（1977年）、先端センシング技術の追求

と普及発展に寄与することを目的として、全国に先駆けて発

足いたしました。本研究会は時代を経て、21世紀情報社会の

中で新しい技術を取り込みながら、センシング技術の発展を

産官学で共同して推進する研究会です。 

 具体的には、センシング技術に関する情報提供を行うフォ

ーラムとして研究例会、見学会、テクニカルスクール、セミ

ナー、実習講座、グリーンシステム技術分科会を定期的に開

催し、またメールニュースの発信や技術相談を行っています。 

 AI・IoTやロボットがますます進展する情報社会において、

センシング技術は新しい情報技術を取り込み，利用分野の更

なる広がりと重要性を増してきます。本研究会は現在と未来

の技術動向を見つめ、産業発展に役立つ最新技術の情報発信

源であると共に、様々な業界業種の交流及び情報交換の場を

目指します。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

センシング技術応用研究会 

 ご案内 
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～～～～～～活動内容～～～～～～ 

センシング技術応用研究会では 

現在下記のような事業を実施しております。 

■ 研究例会（年 4 回） 

毎回２～３テーマの講演、製品紹介など最新話題

の提供と意見交換を行います。又、後日資料の 

電子ファイルをお送り致します。 

第 213回 研究例会  

開催日：令和 2 年 11 月 25 日（水）13:30～16:20 

会場：堺市産業振興センター 4 階 セミナー室 3 

－講 演－ (13:30～14:30)    

「ニオイで菌を探る： 

文化財環境における真菌検出システムの開発と学術展開」 

  奈良女子大学 自然科学系 准教授 竹内 孝江 氏  

－講 演－ (14:40～15:40) 

 「AI による画像処理とモデル化： 

モダリティ変換などの応用事例」 

 大阪大学大学院 基礎工学研究科 准教授 松原 崇 氏 

－講 演－ (15:50～16:20) 

  自動成分分析装置 PX-375 

 [ターゲット物質 TSP,PM10,PM2.5]について」 

㈱堀場製作所 開発本部 環境・ﾌﾟﾛｾｽ事業ｾﾝﾀｰ  

環境ﾌﾟﾛｾｽ開発部   松本 絵里佳 氏 

                 松本 絵里佳 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ テクニカルスクール（年 1 回） 

センサの使い方など実務重視のスクールを 

1 日かけて実施。(実習を行う場合もあります) 

（最近のテクニカルスクールのテーマ） 

「MEMS 用シリコン深掘り(DRIE)装置活用セミナー」 2016.7.28 開催 

 ｢多様なセンサ出力に対応した計測システムの作製｣2011.11.25開催 

「MEMS 技術とフォトリソグラフィの基礎と応用 

  2014.2.3,2012.10.26, 2011.7.29, 2010.6.11, 2009.6.12 開催 

「MEMS 技術を用いた赤外線・超音波イメージセンサ」2007.4.16 開催 

 

■ セミナー（年１回） 

  最新の話題に関する第一線で活躍中の 

技術者・研究者による総合講演会。 

（最近のセミナーのテーマ） 

「～いよいよ実用化段階！～ 

ＡＩを用いた応用技術の動向と展望」    2020.10.15 開催 

「少子高齢社会のロボティクス日本発少子高齢時代の医療・介護・ 

福祉・健康のためのロボティクス」      2019.6.11 開催 

「IoT が実現する世界の課題と展望」         2018.6.13 開催 

｢ﾊﾞｲｵｾﾝｼﾝｸﾞ-細胞計測,医療診断からﾛﾎﾞﾃｨｸｽへの展開-｣2017.6.30 開催 

「IoT が実現する世界と現状」          2016.6.14 開催 

「3D ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞと有機・ﾌﾟﾘﾝﾀﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽの現状と展望」2015.6.8 開催 

「次世代社会インフラ技術」               2014.6.25 開催 

「ビッグデータとセンシング」           2013.6.14 開催 

「エコロジー社会を支える先端技術」       2012.6.15 開催 

「医療・環境・生活に関するセンサ技術の最新動向」2011.6.17 開催 

 ｢自動車・自転車の安全＆エコとそのセンシング技術｣2010.6.4 開催 

 

■ メールニュースの発行 

関係団体からの情報が入り次第、適宜会員に情報をメー

ル発信します。 

 

■ センサに関する技術相談 

  研究会には産学官の技術者研究者が役員として就任し

ているので、必要に応じて相談に応ずる事が可能です。

また事務局のある(地独)大阪産業技術研究所でも技術

相談を受付しており、橋渡しします。 

■ ＭＥＭＳ実習講座（年２回） 

MEMS 技術の基礎を実習により２日かけて習得します。

少人数で実際にクリーンルーム内で作業を行います。

未経験の方を含めて好評です。 

      MEMS プロセス実習講座 

  開催日： 平成 30 年 11 月 26 日(月)～27 日(火)  

  会 場：  (地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 

 

 

 

 

 

 

   

■ グリーンシステム技術(GST)分科会 

分科会会長 吉村 武（大阪府立大学） 

活動内容 

I．グリーンシステム分野に関する新しいデバイス技術・シス

テム技術、論文の紹介 

II．他機関との共催を含め、調査報告・研究報告会の開催 

III．会員の技術啓蒙と会員相互の技術的交流 

IV．グリーンシステム関連研究・開発を行う大学や企業の見学会 

 

           第 14 回研究例会 

開催日：令和 2年 7月 29日（水）午前 10時 00 分～     

会 場：堺市産業振興センター セミナー室 2 研究例会の様子 

 

 

 

 

 

MEMS 実習の様子 試作センサ例 


