国内学術講演会予稿：（2003 年～2016 年まで）
1.

嵯峨由彬, 金俊完, 横田眞一, 枝村一弥： ECF マイクロ液圧源を内蔵した偏心
チューブ形マイクロハンドに関する研究, ロボティクス・メカトロニクス講演会 2016

2.

in Yokohama, ロボティクス・メカトロニクス講演会 2016 講演概要集, No. 16-2, pp.
195, Jun. 2016.
桜井康雄，岡本拓也，中田毅，枝村一弥： 1D シュミレーションを利用した ECF に

3.

よる液冷システムの放熱部の最適設計，平成 28 年度日本フルードパワーシステ
ム春季講演会，東京（2016.5）
HAN DONG, 金 俊完, 横田 眞一, 枝村 一弥： ハイブリッド 3D プリンタによるミ
ニサイズ ECF フィンガの動特性に関する研究, 平成 28 年春季フルードパワーシ
ステム講演会, 平成 28 年春季フルードパワーシステム講演会 講演論文集, 一
般社団法人 日本フルードパワーシステム学会, pp. 30-32, May. 2016.

4.

5.

6.

松原 竜也, 金 俊完, 横田 眞一, 枝村 一弥： ECF ジェット駆動水溶液ポンピ
ングシステムにおける流路への水の残留に関する研究, 第 16 回機素潤滑設計
部門講演会, 第 16 回機素潤滑設計部門講演会 講演論文集, pp. 65-66, Apr.
2016.
金 俊完, 中川 卓也, 横田 眞一, 枝村 一弥： ECF 可変焦点形液体レンズの
高速応答に関する研究, 第 16 回 日本機械学会 機素潤滑設計部門講演会, 第
16 回 日本機械学会 機素潤滑設計部門講演会 講演論文集, 一般社団法人日
本機械学会, pp. 67-68, Apr. 2016.
岡本拓也，桜井康雄，中田毅，枝村一弥： 異なった内径を有する管を組合わせ
たメッシュ電極型 ECF ポンプ，平成 27 年度日本フルードパワーシステム秋季講
演会，鹿児島市（2015.11)
“最優秀講演賞” を受賞 （講演受賞者：足利工大・岡本拓也）

7.

韓冬, 金俊完, 横田眞一, 枝村一弥： 自己整合によるマイクロ鋳型を用いた
ECF マイクロポンプの提案, 平成 27 年秋季フルードパワーシステム講演会, 平
成２７年秋季フルードパワーシステム講演会 講演論文集, 日本フルードパワー
システム学会, pp. 14-16, Nov. 2015.

8.

中川卓也, 金 俊完, 横田眞一, 枝村一弥： 可変焦点形液体レンズを駆動する
ECF マイクロポンプの検討, 山梨講演会 2015, 山梨講演会講演論文集, No.
150-3, pp. 82-83, Oct. 2015.

9.

松原竜也, 金 俊完, 横田眞一, 枝村一弥： ディフューザ形状の非対称流路と
ECF マイクロポンプを統合した水溶液ポンピングシステムの開発, 山梨講演会

2015, 山梨講演会講演論文集, No. 150-3, pp. 84-85, Oct. 2015.
10. 岡本拓也，桜井康雄，中田毅，枝村一弥： 新型メッシュ電極 ECF ポンプの改良，
日本機械学会 2015 年度年次大会，札幌市（2015.9）
11. 松原竜也, 金俊完, 横田眞一, 枝村一弥.： ECF ジェット駆動ディフューザ形バル
ブレスマイクロポンプの提案, 日本機械学会 2015 年度年次大会, 日本機械学
会 2015 年度年次大会 DVD 論文集【No.15-1】, 一般社団法人 日本機械学会,
No. 15-1, Sep. 2015.
12. 小林 紀穂, 飯島 佳樹, 竹村 研治郎, 横田 眞一, 枝村 一弥： 電界共役流体
の旋回流を用いた液滴混合デバイスによる生体発光, 平成 27 年春季フルードパ
ワーシステム講演会, 平成 27 年春季フルードパワーシステム講演会論文集, 一
般社団法人日本フルードパワーシステム学会, pp. 61-63, May. 2015.
13. 金 俊完, 三栗野 功大, 横田 眞一, 枝村 一弥： ECF と五角柱電極アレイを用
いた強制液冷システム, 平成 27 年春季フルードパワーシステム講演会, 平成 27
年春季フルードパワーシステム講演会論文集, 一般社団法人日本フルードパワ
ーシステム学会, pp. 73-75, May. 2015.
14. 清水美咲, 金俊完, 横田眞一, 枝村一弥： DRIE を用いた三角柱ｰスリット型電
極対の製作による ECF 効果に関する研究, 日本設計工学会 2015 年度春季大
会研究発表講演会, 日本設計工学会 2015 年度春季大会研究発表講演会講演
論文集, 公益社団法人 日本設計工学会, pp. 81-82, May. 2015.
15. 金 俊完，山田嘉穂，横田眞一，枝村一弥： 多層化による高アスペクト比電極対
を用いた ECF マイクロポンプ，平成 25 年度春季フルードパワーシステム講演会
講演論文集，東京， pp.109/111, (2013)
16. 佐藤政哉，金 俊完，横田眞一，枝村一弥： ECF マイクロポンプ組み込み可変
焦点形液体レンズに関する研究,日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演
会 2013（ROBOMEC2013）講演論文 集，No.13-2, 2A1-D11，つくば，(2013)
“日本機械学会若手優秀講演フェロー賞” を受賞 （受賞者：東工大・佐藤政哉）
17. 上野将平，竹村研治郎，横田眞一，枝村一弥：電界共役流体を用いたシャクトリ
ムシ型ロボット,日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2013
（ROBOMEC2013）講演論文集，No.13-2, 2A1-M05，つくば，(2013)
18. 小林紀穂，竹村研治郎, 横田眞一, 枝村一弥:電界共役流体を用いたタンク・ポ
ンプ一体型 3 関節ロボットフィンガ,日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講
演会 2013（ROBOMEC2013）講演論文集，No.13-2, 1A1-L04，つくば，(2013)
19. Gu Hongri，金 俊完，横田眞一，枝村一弥：電極対のマイクロ化による ECF 効果
に関する研究，日本機械学会 2013 年度年次大会 DVD-ROM 論文集, 東京，
No.13-1, J114012, (2013)

20. 金俊完，近藤一由，横田眞一，枝村一弥：MEMS 技術を用いた針－円筒スリット
形 ECF マイクロ液圧源，日本機械学会 2013 年度年次大会 DVD-ROM 論文集,
東京，No.13-1, J114013, (2013)
21. 嚴 祥仁，横田眞一，金 俊完，枝村一弥：両方向 ECF マイクロポンプによるマイ
クロアクチュエータの駆動，日本機械学会 2013 年度年次大会 DVD-ROM 論文集,
東京，No.13-1, J114023, (2013)
22. 佐藤政哉，金 俊完，横田眞一，枝村一弥：ECF ジェット駆動偏心チューブマイク
ロアクチュエータの特性評価，日本機械学会関東支部山梨講演会 2013 講演論
文集, pp./, (2013)
23. 佐藤政哉，金 俊完，横田眞一，枝村一弥：ECF マイクロポンプ組込偏心チュー
ブ形マイクロアクチュエータに関する研究，平成 25 年秋季フルードパワーシステ
ム講演会，神戸，pp112./114, (2013)
24. 小林紀穂，竹村研治郎, 横田眞一, 枝村一弥: 電界共役流体を用いた Droplet
μ TAS のための液滴混合デバイス（複数液滴の自律的混合），平成 25 年秋季フ
ルードパワーシステム講演会，神戸，pp121.123/, (2013)
25. 上野将平，竹村研治郎，横田眞一，枝村一弥： 電界共役流体を用いたマイクロ
ロボットハンド，平成 25 年秋季フルードパワーシステム講演会，神戸，
pp.109/111, (2013)
26. 田中 豊，横田眞一，枝村一弥： 機能性流体 ECF を用いたマイクロポンプモジュ
ール，平成 25 年秋季フルードパワーシステム講演会，神戸，pp.124/126, (2013)
27. 金 俊完，山田嘉穂，横田眞一，枝村一弥：三角柱－スリット形電極対の三次元
集積化による ECF マイクロポンプ，日本機械学会 第 12 回機素潤滑設計部門講
演会，No.12-14, pp151./152, (2012)
28. 金 俊完，王海波，横田眞一，枝村一弥：MEMS 技術を用いた ECF 三角柱－スリ
ット形電極対の性能評価，日本機械学会 第 12 回機素潤滑設計部門講演会，
No.12-14, pp.153/154, (2012)
29. 嚴祥仁，増田弘樹，横田眞一，吉田和弘，枝村一弥：ECF マイクロシリンダ，第
24 回「電磁力関連のダイナミクス」シンポジウム（Sead24)講演論文集，富山，
（2012-5）
30. 嚴祥仁，増田弘樹，横田眞一，吉田和弘，枝村一弥：ECF ジェット駆動マイクロ
液圧用シリンダ，日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス（Robomec2012）講
演会 2012，浜松、，（2012-5）
31. 中川慶，森健人，竹村研次郎，横田眞一，枝村一弥：電界共役流体を駆動源と
した衝突形マイクロ流体素子-駆動原理の確認および流路形状の検討-，日本
機械学会ロボティクス・メカトロニクス（Robomec2012）講演会 2012，浜松、，
（2012-5）

32. 上野将平，竹村研次郎，横田眞一，枝村一弥：電界共役流体を用いた小型壁
面移動ロボット，日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス（Robomec2012）講演
会 2012，浜松、，（2012-5）
33. 楢木美香，竹村研次郎，横田眞一，枝村一弥：電界共役流体を応用したタービ
ン型モータ，日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス（Robomec2012）講演会
2012，浜松、，（2012-5）
34. 増田弘樹，嚴祥仁，横田眞一，吉田和弘，枝村一弥：ECF ジェット圧力駆動マイ
クロシリンダの試作および特性解明，日本機械学会山梨講演会 2011，甲府、，
（2011-10）
35. 嚴 祥仁，増田弘樹，横田眞一，吉田和弘，枝村一弥：ECF ジェットを用いた両
方向ローリングダイアフラムマイクロアクチュエータに関する研究，日本機械学
会 2011 年度年次大会 DVD-ROM 論文集， 東京，No.11-1, DVD-ROM, (2011)
36. 今村 恒彦，鈴木 俊也，金 俊完，横田 眞一, 枝村 一弥; EMS 技術による
ECF マイクロレートジャイロの開発, 日本機械学会 2011 年度年次大会
DVD-ROM 論文集， 東京，No.11-1, DVD-ROM, (2011)
37. 田中 豊，渡邊 彬，酒井朗弘，横田 眞一, 枝村 一弥; 電極間における電界
共役流体の流れの可視化, 日本機械学会 2011 年度年次大会 DVD-ROM 論文
集, 東京，No.11-1, DVD-ROM, (2011) J112024
38. 嚴 祥仁，横田眞一，吉田和弘，増田弘樹，枝村一弥：高温環境における ECF
アクチュエータの可能性? 温度変化による電流値の変化，RSJ2011AC3K1-4，
第 29 回日本ロボット学会学術講演会，(2011)
39. 金 俊完，齋藤 優，横田眞一，枝村一弥：McKibben 形 ECF 人工筋を有する拮
抗駆動マイクロアクチュエータ，平成 23 年度春季フルードパワーシステム講演
会講演論文集，東京， pp.88/90, (2011)
40. 金 俊完，横田眞一，枝村一弥：ECF を用いた可変焦点マイクロレンズ，平成 23
年度春季フルードパワーシステム学術講演会講演論文集，東京，pp.127/129,
(2011)
41. 王 海波，金 俊完，横田眞一，枝村一弥：三角柱-スリット形電極対を用いた
ECF ジェット発生器の性能評価 MEMS 技術を用いた管路形 ECF マイクロポン
プ，RM10-0659，日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2010
（ROBOMEC2010）講演論文集，旭川 CD-rom, 1P1-B03, (2010)
42. 横田眞一，尾川宜嗣，枝村一弥，竹村研治郎： ECF ジェット駆動３軸液体マイ
クロレートジャイロ，第 18 回 Robomec 2010 講演論文集，旭川 CD-rom,
1P1-B08, (2010)
43. グエンヴィンソンタン，金 俊完，横田眞一，枝村一弥：MEMS 技術を用いた管
路形 ECF マイクロポンプ，RM10-0659，日本機械学会ロボティクス・メカトロニク

ス講演会 2010（ROBOMEC2010）講演論文集，旭川， CD-rom, 1P1-B05,
(2010)
44. 鈴木俊也，横田眞一，金 俊完，今村恒彦，枝村一弥：MEMS 技術による ECF
マイクロレートジャイロの特性評価，RM10-0587，日本機械学会ロボティクス・メ
カトロニクス講演会 2010（ROBOMEC2010）講演論文集，旭川， CD-rom,
1P1-B04, (2010)
45. 金 俊完，グエンヴィンソンタン，横田眞一，枝村一弥：MEMS 技術を用いた高
出力管路形 ECF マイクロポンプ，日本機械学会第 10 回機素潤滑設計部門講演
論文集， 新潟，No.10-10, pp.79/80,(2010)
46. 鈴木俊也，横田眞一，金 俊完，枝村一弥：MEMS 技術による ECF マイクロレー
トジャイロの小形化，日本機械学会九州支部講演会講演論文集， 熊本，
No.181-1, pp.29/30, (2010)
47. 長岡知伸，横田眞一，竹村研治郎，枝村一弥：断面に 3 室を有する ECF ジェット
駆動マイクロフィンガ，日本機械学会九州支部講演会講演論文集， 熊本，
No.181-1, pp.35/36, (2010)
48. 尾川宜嗣，横田眞一，枝村一弥，竹村研治郎：ECF を応用した３軸液体マイクロ
レートジャイロの開発，日本機械学会九州支部講演会講演論文集， 熊本，
No.181-1, pp.19/20, (2010)
49. 長岡知伸，矢島史也，横田眞一，竹村研治郎，枝村一弥：ECF マイクロフィンガ
に関する研究，平成 21 年春季フルードパワーシステム講演会講演論文集，
pp.83/85，(2009)
50. 横田眞一，本郷 充俊，竹村研治郎，枝村一弥，今村恒彦，熊谷秀夫：ECF マ
イクロレートジャイロの低駆動電圧化，第 17 回 Robomec 講演会 2009 講演論文
集，CD-rom，(2009)
51. 金 俊完，尾川宜嗣，横田眞一，吉田和弘、枝村一弥：MEMS 技術による ECF
ジェットアクチュエータの高出力化，第 51 回自動制御連合講演会講演予稿集,
山形大, 11 月 22 日,番号: 203, pp.30/31, (2008)
52. 矢島史也，横田眞一，竹村研治郎，枝村一弥：ECF ジェットを用いたマイクロ人
工筋セルの集積化，2008 年度第 14 回日本 IFToMM 会議シンポジウム講演論
文集, 大岡山, pp.83/86, (2008)
53. 竹村研治郎，矢島史也，小泉和弘，横田眞一，枝村一弥：集積化セルによる
ECF マイクロ人工筋，第 16 回 Robomec 講演会 2008 講演論文集,
CD-rom-1A1-B15, (2008)
54. 金 俊完，尾川宜嗣，横田眞一，吉田和弘、枝村一弥：MEMS 技術による ECF
ジェットアクチュエータ，日本機械学会 2008 年度年次大会講演会講演論文集，
Vol.7, [3204] pp.153/154, (2008）

55. 竹村研治郎，横田眞一，鈴木 守，枝村一弥，熊谷秀夫，今村恒彦：電界共役
流体を用いた液体レートジャイロ，平成 20 年春季フルードパワーシステム講演
会講演論文集, pp.32/34, (2008)
56. 田中 豊，海老沢政文，常磐慧，横田眞一，枝村一弥：機能性流体を用いたマ
イクロポンプモジュール，平成 20 年春季フルードパワーシステム講演会講演論
文集, pp.35/37, (2008)
57. 横田眞一，鈴木 守，竹村研治郎，枝村一弥，熊谷秀夫，今村恒彦：電界共役
流体を用いた流体レートジャイロの研究，電磁力関連シンポジウム SEAD20 講
演会論文集，pp.535/537, (2008)
58. 竹村研治郎，矢島史也，小泉和弘，横田眞一，枝村一弥：集積化セルによる
ECF マイクロ人工筋，第 16 回 Robomec 講演会 2008 講演論文集,
CD-rom-1A1-B15, (2008)
59. 金 俊完，横田眞一，吉田和弘，枝村一弥：MEMS 技術を用いた ECF マイクロモ
ータ,日本機械学会機素潤滑設計部門講演会講演論文集，pp.117-118, (2008)
60. 竹村研治郎, 横田 眞一，阿部竜太郎，枝村一弥： 電界共役流体を用いたマ
イクロフィンガの研究，平成 19 年秋季フルードパワーシステム講演会講演論文
集, 霧島， pp.34/36, (2007)
61. 竹村研治郎，矢島史也，小泉和弘，横田眞一，枝村一弥：集積化セルによる
ECF マイクロ人工筋，第 16 回 MAGDA 講演会 2007 講演論文集, pp79/82,
(2007)
62. 鈴木 守，横田眞一，竹村研治郎，枝村一弥，熊谷秀夫，今村恒彦：電界共役
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