
精密工学会九州支部（平成 22 年度熊本大会） 

熊本地方講演会プログラム    ≪ １２月１１日（土） ≫ 会場：工学部 研究棟Ⅰ ( )内：講義室番号   ○：登壇者 

 第 1 室（203） 第 2 室（302） 第 3 室（308） 第 4 室（309） 第 5 室（402） 第 6 室（905） 

9:00 9:00 より（各 20 分） 

座長：久保田章亀 

101 CMP 用フュームドシリカ

スラリーとスクラッチ欠陥

発生の関係 

○山口智士（九州大） 

土肥俊郎（〃） 

河野博之（㈱トクヤマ） 

黒河周平（九州大） 

梅崎洋二（〃） 

松川洋二（〃） 

9:00 より（各 20 分） 

座長：篠﨑 烈 

201 鋭利化した PCD 工具を用

いた CFRP の精密切削加

工 

○東二町圭介（熊本大） 

峠 睦（〃） 

久保田章亀（〃） 

 

9:00 より（各 20 分） 

座長：島名賢児 

301熊大Mg合金押出金型の損

傷に関する研究 

○峠 睦（熊本大） 

佐藤雄樹（〃） 

久保田章亀（〃） 

9:00 より（各 20 分） 

座長：東町高雄 

401 骨折治癒メカニズムを発

現させる髄内釘の開発 

○西村拓哉（熊本大） 

中西義孝（〃） 

水田博志（〃） 

中村英一（〃） 

瀬井 章（〃） 

圓井健敏（㈱マルイ） 

9:00 より（各 20 分） 

座長：大西 修 

501 赤外線カメラを用いた切

削加工監視技術に関する研

究 

○南 晃（鹿児島県工業技術

センター） 

里中 忍（熊本大） 

岩本知広（〃） 

筒口真輝（〃） 

9:00 より（各 20 分） 

座長：豊浦 茂 

601 ＰＣＤおよびダイヤモン

ドコーティング層の高精密

加工 

○中野貴之 

（熊本県立技術短大） 

久保田章亀（熊本大） 

峠 睦（〃） 

9:20 102 セラミックス複合材料基

板の超精密平坦化 CMP 

○吉浦慎一（九州大） 

土肥俊郎（〃） 

黒河周平（〃） 

大西 修（〃） 

山崎 努（〃） 

稲森 太（宇部興産㈱） 

202 ナノ多結晶ダイヤモンド

製切削工具に対するレー

ザ成形技術の開発 

○吉田昌史（福岡工大） 

天本祥文（〃） 

仙波卓弥（〃） 

角谷 均（住友電工） 

302 非線形摩擦を含む機械モ

デルの同定 

○原田博之（熊本大） 

豊澤雪雄（ファナック㈱） 

園田直人（〃） 

柏木 濶（熊本大） 

 

402 表面テクスチャリングが

人工関節のトライボロジー

特性に与える影響 

○松浦達己（熊本大） 

中西義孝（〃） 

日垣秀彦（九州産大） 

三浦裕正（愛媛大） 

峠 睦（熊本大） 

久保田章亀（〃） 

502 エンドミル加工における

再生びびり振動の高速検出 

○大原巨雲（鹿児島大） 

辛島紘子（〃） 

近藤英二（〃） 

602 2～3 インチ単結晶 SiC 基

板の平坦化加工に関する研

究 

○一森佑也（熊本大） 

久保田章亀（〃） 

峠 睦（〃） 

中西義孝（〃） 

9:40 103 CMP プロセス中の研磨微

粒子の挙動の観察 

○出井良和（九州工大） 

木村景一（〃） 

鈴木恵友（〃） 

ｶﾁｮｰﾝﾙﾝﾙｱﾝ・ﾊﾟﾅｰﾄ（〃） 

城山順基（〃） 

203 ナノメータ研削加工用・

PCD 製マイクロ研削工具

の開発 

○合屋尚子（福岡工大） 

天本祥文（〃） 

仙波卓弥（〃） 

303 複合材料のヘリカル加工

に関する研究－切削除去量

が加工精度に与える影響－ 

○坂本重彦（熊本大） 

403 CAD/RPを用いた関節鏡

BOXトレーニングシステ

ムの開発 

○中西義孝（熊本大） 

岩切大起（〃） 

圓井健敏（㈱マルイ） 

三浦裕正（愛媛大） 

峠 睦（熊本大） 

503 微小径ドリル加工におけ

る状態監視  

○加茂陵賀（鹿児島大） 

福留大貴（〃） 

近藤英二（〃） 

603 単結晶 SiC 基板の紫外線

照射援用超精密研磨 

○豊福陽樹（熊本大） 

山口桂司（〃） 

沢見有輝（〃） 

久保田章亀（〃） 

峠 睦（〃） 

 

10:00 104 水酸化フラーレンを用い

た Al2O3-CMPに関する研

究 

○齊藤貴志（九州工大） 

木村景一（〃） 

鈴木恵友（〃） 

ｶﾁｮｰﾝﾙﾝﾙｱﾝ・ﾊﾟﾅｰﾄ（〃） 

是澤龍哉（〃） 

204 ナノメータ研削加工用ダ

イヤモンド電鋳工具の開発 

○孫 万福（福岡工大） 

合屋尚子（〃） 

仙波卓弥（〃） 

304 単結晶コランダムを用い

た切削工具に関する研究 

○廣岡秀一（九州工大） 

平田大輔（日本ﾌｧｲﾝﾃｯｸ㈱） 

吉丸将史（西日本工大） 

是澤宏之（九州工大） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

404 生体親和性を向上させる

スーパープラスチック製の

椎間スペーサーの開発 

○中西義孝（熊本大） 

猿渡佑生（〃） 

瀬井章（〃） 

砥上若菜（〃） 

峠 睦（〃） 

水田博志（〃） 

504 R 刃工具による単結晶シ

リコンの精密切削加工の最

適化 

○小原裕也（鹿児島大） 

楠原一樹（〃） 

近藤英二（〃） 

604 紫外光支援加工した SiC

表面の透過型電子顕微鏡

(TEM)による断面観察 

○沢見有輝（熊本大） 

山口桂司（〃） 

豊福陽樹（〃） 

峠 睦（〃） 

久保田章亀（〃） 

10:20 
10:20 ～ 10:40       休 憩 

10:40 座長：吉川浩一 

105 CMP における材料除去現

象に関する研究－原子間力

顕微鏡を用いた凝着除去現

象の解析－ 

○田中明穂（九州工大） 

木村景一（〃） 

鈴木恵友（〃） 

ｶﾁｮｰﾝﾙﾝﾙｱﾝ・ﾊﾟﾅｰﾄ（〃） 

高橋 昴（〃） 

座長：甲木昭雄 

205 画像処理とサ－ボ制御に

よる規則配列ダイヤモンド

工具の３次元切れ刃計測 

○松尾修二（佐世保高専） 

川下智幸（〃） 

坂口彰浩（〃） 

峠 直樹（㈱ノリタケカン

パニーリミテド） 

樋代康広（〃） 

石井 静（〃） 

座長：中西義孝 

305 柔軟性のある材料を用い

た積層造形に関する基礎的

研究 

○任 蘭（九州工大） 

是澤宏之（〃） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

座長：坂本重彦 

405 顎関節からの負荷が骨部

外耳道に与える影響の力学

的解析（第２報）―鼓膜お

よび耳小骨まで含めた検討

― 

○中村和人（崇城大） 

東町高雄（〃） 

鳥谷龍三（鳥谷医院） 

菅 健一（スガ歯科医院） 

座長：黒河周平 

505 ボールエンドミル加工に

おける切屑流出方向の幾何

的考察-切れ刃形状と流出

方向の相関- 

○甲斐正洋（九州工大） 

角保大希（〃） 

吉川浩一（〃） 

水垣善夫（〃） 

座長：中野貴之 

605 単結晶ダイヤモンド基板

の超精密加工に関する研究 

○福山 栄（熊本大） 

久保田章亀（〃） 

中西義孝（〃） 

峠 睦（〃） 

11:00 106 水素蓄圧器用アルミライ

ナ内面研磨のための基礎

E-CMP 実験 

○與島健司（九州大） 

土肥俊郎（〃） 

黒河周平（〃） 

大西 修（〃） 

佐島隆生（〃） 

206 強力超音波によるチタン

合金の高速度切削加工例 

○岳 義弘（㈱岳将） 

岳 将士（〃） 

306 粉末積層造形物のせん断

応力へ粉末供給装置が及ぼ

す影響 

○叶 云飛（九州工大） 

是澤宏之（〃） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

406各種精密機器・部品にみる

実際工作精度の設定 

○吉永文雄（沖縄高専） 

506二段すくい角を有するエ 

ンドミル工具の開発(第２報) 

○伊藤悠太（九州工大） 

木場信行（㈱大光研磨） 

吉丸将史（西日本工大） 

是澤宏之（九州工大） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

606 紫外光支援加工による単

結晶ダイヤモンドのナノス

ケール平坦化 

○和田翔吾（熊本大） 

濱本啓佑（〃） 

久保田章亀（〃） 

峠 睦（〃） 

11:20 107 加工雰囲気を制御できる

両面同時 CMP 装置の開発

とその加工特性 

○北村 圭（九州大） 

土肥俊郎（〃） 

黒河周平（〃） 

梅崎洋二（〃） 

松川洋二（〃） 

山崎 努（〃） 

Z 207ダイヤモンドワイヤーによ

る高精度スライス加工 

○佐々木浩孝（㈱ノリタケカ

ンパニーリミテド） 

峠 直樹（〃） 

高尾博哲（〃） 

松木智寛（〃） 

307 粉末焼結法を用いた造形

物の内部構造の検討 

○岩永 淳（九州工大） 

是澤宏之（〃） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

407 円錐台加工による５軸制

御工作機械の幾何誤差評価

－幾何シミュレーションに

基づく誤差要因の推定－ 

○廣澤正樹（九州工大） 

吉川浩一（〃） 

水垣善夫（〃） 

菊池秀和（〃） 

507 創成点固定による小径ボ

ールエンドミル加工の高精

度化～切削抵抗が加工精度

に及ぼす影響～ 

○吉村太志（長崎大） 

扇谷保彦（〃） 

小島龍広（〃） 

白濱恭平（〃） 

矢澤孝哲（〃） 

607 紫外光支援加工を用いた

PCD の精密加工技術 

○深江弘之（熊本大） 

平田哲也（〃） 

久保田章亀（〃） 

峠 睦（〃） 

11:40 108 酸化物光学結晶の超精密

ポリシング法の確立と加工

メカニズム解明 

○古賀慎二（九州大） 

土肥俊郎（〃） 

黒河周平（〃） 

大西 修（〃） 

208 溶融微細転写法による熱

可塑性樹脂成形品へのナ

ノ形状転 

○内藤章弘（㈱日本製鋼所） 

古木賢一（〃） 

伊東 宏（〃） 

焼本数利（〃） 

308 金属光造形金型への異種

金属粉末の溶融接合に関す

る研究 

○池内孝弘（九州工大） 

鈴木 裕（〃） 

楢原弘之（〃） 

是澤宏之（〃） 

408 CNC 座標測定機の開発と

校正球を用いた校正方法

の最適化 

○城戸博充（九州大） 

黒河周平（〃） 

田口哲也（大阪精密機械㈱） 

岡田達樹（九州大） 

土肥俊郎（〃） 

508レーザ誘導方式深穴形状 

精度測定システムの開発-ス 

キッド式測定プローブの評価- 

○佐藤 剛（九州大） 

甲木昭雄（〃） 

鬼鞍宏猷（〃） 

佐島隆生（〃） 

村上 洋（九州産大） 

土肥俊郎（九州大） 

608 紫外光支援加工による

CVDダイヤモンド膜の超

精密研磨加工に関する研究 

○太田 定（熊本大） 

山田良輔（〃） 

中野貴之 

（熊本県立技術短大） 

久保田章亀（熊本大） 

峠 睦（〃） 



精密工学会九州支部（平成 22 年度熊本大会） 
12:00 

           12:00 ～ 13:50   昼 食    （12:20～ 商議員会） 

13:50 
13:50～14:50 特別講演 講演題目「これからのものづくりに求められるもの（精密工学会への期待）」 

講 師  精密工学会会長 摂南大学教授 森脇 俊道 氏            会場：研究棟Ⅰ 203 講義室 

 第 1 室（203） 第 2 室（302） 第 3 室（308） 第 4 室（309） 第 5 室（402）  

15:00 15:00 より（各 20 分） 

座長：川下智幸 

109 有機 EL 高分子薄膜の超

平坦化の試み～分子量によ

る影響と熱転写の有用性～ 

○岩橋孝典（九州大） 

土肥俊郎（〃） 

黒河周平（〃） 

宮地計二（㈱旭ｻﾅｯｸ） 

小林義典（〃） 

佐藤行一（㈱住友化学） 

15:00 より（各 20 分） 

座長：木下和久 

209 品質工学を用いた金型冷

却構造設計の基礎的研究 

○梶原友美（九州工大） 

是澤宏之（〃） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

15:00 より（各 20 分） 

座長：引地力男 

309 しわ押え力が絞り加工の

成形性に及ぼす影響―銅板

の絞り加工による基礎実験 

○李 晶（西日本工大） 

亀津達也（〃） 

佐々木雄（〃） 

高 峰（〃） 

15:00 より（各 20 分） 

座長：天本祥文 

409 推進機構を付加したスク

イーズ膜支持リニアスライ

ダ―案内の傾斜角調整によ

る推進― 

○田丸雄摩（九州工大） 

清水浩貴（〃） 

15:00 より（各 20 分） 

座長：坂口彰浩 

509 三角測量式光スキッドセ

ンサの高精度化の研究 

○大坪 樹（長崎大） 

矢澤孝哲（〃） 

前田幸男（富山県立大） 

藤井啓太（㈱和井田製作所） 

扇谷保彦（長崎大） 

小島龍広（〃） 

 

15:20 110 コンディショニングされ

たポリシングパッドの表面

形状評価方法に関する研究 

○奥園貴久（九州工大） 

木村景一（〃） 

鈴木恵友（〃） 

ｶﾁｮｰﾝﾙﾝﾙｱﾝ・ﾊﾟﾅｰﾄ（〃） 

櫛田高志（〃） 

210 環境影響を考慮した次世

代製造技術開発への RT 法

の適用  

○荒瀬智絵（九州工大） 

是澤宏之（〃） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

310 パターン画像の表面形状

への転写加工に関する研究 

○松尾義晃（西日本工大） 

高 峰（〃） 

410 形状創成放電加工におけ

る電極消耗予測の高精度化

－電極形状の精密機上測定

－ 

○山口耕一郎（九州工大） 

横山貴一（〃） 

吉川浩一（〃） 

水垣善夫（〃） 

510 光ファイバプローブを用

いた微細三次元形状精度測

定システムの開発－繰り返

し精度の測定－ 

○村上 洋（九州産大） 

甲木昭雄（九州大） 

鬼鞍宏猷（〃） 

佐島隆生（〃） 

近藤英二（鹿児島大） 

 

15:40 111 マイクロエンドミルの先

端形状が溝加工特性に及ぼ

す影響 

○北 清二郎（九州大） 

大西 修（〃） 

鬼鞍宏猷（〃） 

土肥俊郎（〃） 

黒河周平（〃） 

211 通気性金型材への適用を

目的とした格子状多孔質構

造の設計式の検討 

○竹下 翔（九州工大） 

是澤宏之（〃） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

311 バランス半球構造を用い

た接触式 3 次元測定機用プ

ローブユニットの開発及び

実験評価 

○束 攀峰（西日本工大） 

翁 増仁（〃） 

池尻拓也（〃） 

高 峰（〃） 

411 ミニチュアねじにおける

加振式ねじ締結法の基礎研

究(第二報)－締付けトルク

に対する振動条件の効果－  

○江崎仁隆（九州工大） 

吉川浩一（〃） 

水垣善夫（〃） 

511 逐次三点法による真円形

状測定―新しいプローブ間

隔の決め方― 

○宇田 豊（大阪電通大） 

島田尚一（〃） 

清野 慧（精密測定研究所） 

 

16:00 112 マイクロ電着工具の製作

条件が工具寿命に及ぼす効

果 

○西 裕徳（九州大） 

大西 修（〃） 

鬼鞍宏猷（〃） 

土肥俊郎（〃） 

黒河周平（〃） 

212 無電解ニッケル金型の超

精密研磨面における熱的影

響 

○篠﨑 烈（有明高専） 

難波義治（中部大） 

 412 くり抜き放電加工の高速

化に関する基礎研究－第 2

報 電極先端噴流と電極傾

斜の効果－  

○中島 豊（九州工大） 

尾家百代（〃） 

吉川浩一（〃） 

水垣善夫（〃） 

512 三次元測定機の非接触測

定における誤差の評価 

○万 欢（九州工大） 

是澤宏之（〃） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

 

16:20 
16:20 ～ 16:40       休 憩 

16:40  座長：ｶﾁｮｰﾝﾙﾝﾙｱﾝ・ﾊﾟﾅｰﾄ 

213 ダイヤモンドコンディシ

ョナーによる研磨パッドへ

の影響およびその定量的評

価に関する研究 

○赤間太郎（九州大） 

土肥俊郎（〃） 

黒河周平（〃） 

梅崎洋二（〃） 

松川洋二（〃） 

大西 修（〃） 

座長： 扇谷保彦 

313  FDM に基づく立体造形

を目的とした導電性材料の

作製 

○浦川裕貴（九州工大） 

是澤宏之（〃） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

座長：是澤宏之 

413 マルチスケール製品設

計・シミュレーションシス

テムの研究  

○先田和弘 

座長：村上 洋 

513 高圧エアによるカス落と

す実験用金型の開発－３

DCAD の多機能を応用し

た型設計－ 

○鄭 洹永（西日本工大） 

嶋田寛樹（〃） 

高 峰（〃） 

 

17:00  214 SiC スラリーの製造と超

精密研磨に関する研究～

SiC スラリー性状把握と超

微粒子化の検討～ 

○王 智達（九州大） 

土肥俊郎（〃） 

黒河周平（〃） 

大西修（〃） 

藤田房雄（㈱アドマップ） 

高橋和男（㈱三井造船） 

314  FDM に適用可能な熱可

塑性樹脂吐出機構の開発~

スクリューを用いた吐出機

構の作成及び評価~ 

○下川雄基（九州工大） 

是澤宏之（〃） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

414 機械部品の損傷予知に対

するＡＥ信号の活用 

○木下和久（大分大） 

北村純一（〃） 

永岡慎也（〃） 

成重 諒（〃） 

514 樹脂流動制御成形法に関

する研究‐可視化金型を用

いたポリ乳酸(PLA)の型内

流動観察‐  

○権藤聖仁（九州工大） 

森 直樹（〃） 

是澤宏之（〃） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

 

17:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:40 

 215 SiC 単結晶基板の酸化マ

ンガン系スラリーによる精

密加工プロセスに関する研

究 

○長谷川 正（九州大） 

土肥俊郎（〃） 

黒河周平（〃） 

大西 修（〃） 

河瀬康弘（三菱化学㈱） 

山口靖英(三井金属鉱業㈱) 

315  FDM 成形物における樹

脂層の接着強度評価を目的

とした表面自由エネルギー

の測定 

○實松宏明（九州工大） 

是澤宏之（〃） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

415 生産コスト削減に対する

一考察  

○木下和久（大分大） 

添田省吾（〃） 

本村太一（〃） 

吉村一希（〃） 

 

515 樹脂流動制御成形法を用

いた強化プラスチックの性

能評価 

○島田康平（九州工大） 

森 直樹（〃） 

是澤宏之（〃） 

楢原弘之（〃） 

鈴木 裕（〃） 

 

18:00 
 

20:00 
18:00 ～ 20:00      懇  親  会 

 


