
精密工学会九州支部（平成22年度熊本大会） 

第１１回学生研究発表会プログラム ≪ １２月１２日（日） ≫ 

会場：研究棟Ⅰ ( )内は講義室番号  ○：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） 

9：15 座長  

田北正智（熊本大） 

高橋 昴（九州工大） 

101 CMP プロセスにお
けるポリシングパッ
ド-ウェハ間で発生す
る現象の解明－ポリ
シングパッド-ウェハ
間距離の測定－ 

○山根康志（九州工大） 

  座長 

米村星人（九州工大）
木村太郎（九州工大） 

401工作機械構造の CAE

解析に関する研究 

○田島裕介（鹿児島高専） 

 

座長 

坪内雅俊（九州工大）
大穂泰正（九州工大） 

501 予測制御アルゴリズ
ムの導出と AC サー
ボモータによる応答
性の検証 

○柴田寛史（九州産大） 

座長 

江口 翔（九州大） 

今村昌平（九州大） 

601 関節鏡手術技術トレ
ーニングシステムの
開発 

○岩切大起（熊本大） 

9：30 102 SiO2・C60(OH)x 混
合スラリーを用いた
Al2O3 の研磨特性に
関する研究 

○是澤龍哉（九州工大） 

座長 

牧尾信平（九州工大） 

永田福人（有明高専） 

202 薄板の超精密切削加
工用真空チャックの
開発 

○児玉 旭（鹿児島大） 

座長  

平野賢治（熊本大） 

長野拓義（熊本大） 

302 シ リ コ ン ウ エ ハ
CMP 用硬質研磨パッ
ドに関する研究 

○森塚 陽（九州大） 

402 CCD画像撮影システ
ムを用いた工具挙動
計測に関する研究 

○久保田吉博 

（鹿児島高専） 

502 CNC 座標測定機の開
発と歯車の全歯溝の
歯元・歯底形状一括測
定 

○岡田達樹（九州大） 

602 膝動態の 6 自由度測
定 

○甲斐慎太郎（熊本大） 

9：45 103 SiO2膜の CMP 工程
におけるスラリー中
の研磨微粒子の観察 

○城山順基（九州工大） 

203 切削温度測定のため
の熱起電力特性の機
上測定 

○河野直喜（鹿児島大） 

303 新しい溝パターンパ
ッドによるガラス基
板の高効率研磨に関
する研究 

○山上雄史（九州大）
  

403 微小径エンドミル加
工における加工状態
の監視 

○吉留愛（鹿児島高専） 

503 レーザ誘導方式深穴
形状精度測定システ
ムの開発－圧電アク
チュエータの特性－ 

○岩元真一（九州大） 

603 バイオミメティック
ベアリングにおける
摩耗試験 

○中渡瀬良平（熊本大） 

10：00 104 光回折・散乱を利用
した CMP 用ポリシ
ングパッドの表面形
状特性の評価に関す
る研究 

○櫛田高志（九州工大） 

204 チタン合金の高速エ
ンドミル加工 

○本田朊央（鹿児島大） 

304 加 工 環 境 制 御 型
CMP 装置を用いた
Cu の加工特性 

○江頭峻輝（九州大） 

404 インコロイ 713C の
外周旋削における加
工面品位に関する研
究 

○井出上昴広 

（鹿児島高専） 

504 5 軸制御円錐台加工
における加工誤差の
工作物配置依存性-テ
ーブル旋回軸からの
距離と加工誤差の相
関- 

○菊池秀和（九州工大） 

604 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 

○濱本啓佑（熊本大） 

10：15 105 CMP における材料
除去現象を考慮した
マイクロパターンッ
ドの開発－PEEK 材
を用いたポリシング
パッドの耐摩耗性の
評価－ 

○磯野慎太郎(九州工大) 

205 平行板ばね式動吸振
器によるエンドミル
工具系の強制振動の
低減 

○藤山健太郎（鹿児島大） 

305 新しい CMP 用パッ
ドとコンディショニ
ング法に関する研究 

○江上和貴（九州大） 

405 樹木等細断機のメカ
ニズムに関する研究 

○葛迫健太（鹿児島高専） 

505 PLC を用いた位置デ
ータの通信に関する
研究 

○瀬尾謙太（九州職能大） 

605 CFRP のヘリカル加
工による穴あけ法の
基礎的研究～公転速
度による加工部の温
度への影響～ 

○竹山卓郎（熊本大） 

10：30 

 
10:30 ～ 10:45       休    憩 

10：45 

 
10:45 ～ 11:45    企 業 説 明 会 

12：00 座長 

竹山卓郎（熊本大） 

本田朊央（鹿児島大） 

106 二種の異形状切れ刃
を有するエンドミル
の切削性能 

○牧尾信平（九州工大） 

座長 

櫛田高志（九州工大） 

城山順基（九州工大） 

206 通気性能を有する金
属光造形金型表面へ
の電子ビーム加工の
及ぼす影響 

○上田剛史（九州工大） 

座長 

江頭峻輝（九州大） 

江上和貴（九州大） 

306 硬脆材料の高精度切
断 

○美濃田拓（長崎大） 

座長 

濱本啓佑（熊本大） 

井出上昴宏（鹿児島高専） 

406 CMP におけるスラ
リー層の厚さに関す
る研究 

○深川博信（九州工大） 

座長 

岡田達樹（九州大） 

菊池秀和（九州工大） 

506 環境循環に特化した
新規高分子材料の射
出成形性と物性評価 

○北村貴祐（九州工大） 

座長 

藤山健太郎（鹿児島大）
吉留愛（鹿児島高専） 

606 ホブコーティング膜
AlCrSiN の耐摩耗性
向上に関する研究 

○今村昌平（九州大） 

12：15 107 制振合金を用いた突
出長の長いエンドミ
ルの開発 

○渡邊大夢（九州工大） 

207 有限要素解析を用い
た 2 次元モデルの応
力解析手法の検討 

○安永志郎（九州工大） 

 

307 小径ボールエンドミ
ル加工の高精度化に
関する研究（創成点固
定切削時の切削抵抗
に及ぼす切削条件の
影響） 

○白濱恭平（長崎大） 

407 LAFP法－電解複合効
果を利用した選択的
研磨技術に関する研
究 

○岩崎優士（九州工大） 

507 ガスバリア性向上に
関する研究－樹脂流
動制御法を用いた成
形品の評価― 

○坪内雅俊（九州工大） 

607マイクロ PCD ドリル
を用いた SiC 工作物
の加工特性 

○江口 翔（九州大） 

12：30 108 結晶粒微細化処理を
施したアルミニウム
合金の切削特性 

○米村星人（九州工大） 

208 多孔質構造用造形デ
ータ生成ソフトウェ
アの処理の高速化 

○河野匠司（九州工大） 

308 単結晶 SiC 基板の加
工とトライボロジー
に関する研究 

○平野賢治（熊本大） 

408 CMP におけるスラ
リー流れに関する研
究 

○知覧勇気（九州工大） 

508 射出成形金型の成形
性に関する研究 

○大穂泰正（九州工大） 

608 放電加工パラメタに
対するシリコンの加
工特性 

○稲尾卓哉（九州大） 

12：45 109 恒温鍛造におけるア
ルミニウム合金の金
型凝着摩耗メカニズ
ム 

○大室直之（九州工大） 

209 柔軟性を持った積層
造形物の構築を目的
としたディスペンサ
ーによる高分子材料
吐出実験 

○古城吉啓（九州工大） 

309 簡易 CNC 加工装置
の開発 

○田北正智（熊本大） 

409 CMP における材料
除去現象に関する研
究－分光的手法を用
いた凝着除去現象の
解析－ 

○高橋 昴（九州工大） 

509 形状創成放電加工に
おける傾斜面加工の
電極消耗率に対する
電極回転運動の効果 

○横山貴一（九州工大） 

609 アルミの深穴加工に
おけるチップブレー
カ形状と加工条件の
最適化に関する基礎
研究 

○永田福人（有明高専） 

13：00 

 

 

13：15 

110 アルミ合金のドライ
エンドミル加工にお
ける DLC コーティ
ングの効果． 

○木村太郎（九州工大） 

 310 紫外光支援研磨法に
よる PCD の精密加工
技術 

○長野拓義（熊本大）
  

410 粒子モデルによる
CMP スラリー流動解
析の構築 

○松岡翔吾（九州工大） 

 510 曲線切れ刃による 3
次元切削における切
屑流出方向の実測 

○角保大希（九州工大） 

 

 


