
精密工学会九州支部（大分大会） 

精密工学会九州支部 大分地方講演会プログラム ≪ １２月１０日（土） ≫ 

 
○印は登壇者 

 
第 1 室 第 2 室 第 3 室 第 4 室 第 5 室 第 6 室 

9:00 座長: 
鈴木恵友（九州工大） 
101 有機薄膜太陽電池に

おけるスプレー塗布条件

と有機膜状態の関係 
○村田晶彦（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 
黒河周平（九州大） 

座長： 
張 波（佐賀大学） 
201 超硬合金に対するナ

ノメータ研削加工用・ダイ

ヤモンド電鋳工具の開発 
○合屋尚子（福岡工大） 
 孫 万福（福岡工大） 
天本祥文（福岡工大） 
仙波卓弥（福岡工大） 

座長： 
矢澤孝哲（長崎大） 
301 単結晶シリコンの切

削加工に及ぼす切削油剤

の影響 
○小原裕也（鹿児島大） 
近藤英二（鹿児島大） 
岩本竜一（鹿児島県工技

センター） 

座長: 
村上洋（九州産大） 
401 誤差情報を持つレー

ザースキャンデータによ

る曲面補完の精度評価 
○万 欣（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 

座長: 
扇谷保彦（長崎大） 
501 低環境負荷加工技術

の選択へのＭＴシステム

の適用-積層造形技術での

ケーススタディ- 
○荒瀬智絵（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 

座長: 

是澤宏之（九州工大） 

601 くり抜き放電加工の高

速化に関する基礎研究 -第
3 報 加工液噴流を用いた

電極冷却の効果- 
○中島 豊（九州工大） 
吉川浩一（九州工大） 
水垣善夫（九州工大） 

9:20 102 TSV 用 Si ウエハの加

工変質層の評価 
○岩元真一（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 
黒河周平（九州大） 
大西 修（九州大） 
畝田道雄（九州大） 
鈴木敏之（三菱化学㈱） 
河瀬康弘（三菱化学㈱） 
原田 憲（三菱化学㈱） 

202 ナノ多結晶ダイヤモ

ンド製切削工具を用いた

超硬合金の高速切削 
○吉田昌史（福岡工大） 
天本祥文（福岡工大） 
仙波卓弥（福岡工大） 
角谷 均（㈱住友電工） 

302 平行板ばね式動吸振

器によるマシニングセン

タ主軸ヘッドの振動低減 -
断続切削による切削力に

起因する強制振動の低減- 
○藤山健太郎（鹿児島大） 
近藤英二（鹿児島大） 
松元健太（㈱キラ・コー

ポレーション） 

402 実用型三次元測定機

用ユーザビリティを重視

した制御システムの開発 
○翁 増仁（西日本工大） 
嶋田寛樹（西日本工大） 
高 峰（西日本工大） 

 

502 樹脂流動制御成形法

を適用したパイプ成形品

の物性改善に関する研究 
○北村貴祐（九州工大） 
森 直樹（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 

602 形状創成放電加工に

おける電極消耗予測の高

精度化 -第 2 報：測定力調

整機構付き接触式測定器

の開発- 
○横山貴一（九州工大） 
松下栄俊（九州工大） 
山口耕一郎（九州工大） 
吉川浩一（九州工大） 
水垣善夫（九州工大） 

9:40 103 有機EL高分子薄膜の

スプレー製膜法における

乾燥速度の影響 
○岩橋孝典（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 
黒河周平（九州大） 
大西 修（九州大） 
小林義典（㈱サナック） 
佐藤行一（㈱住友化学） 
村田昌彦（九州大） 

203 逃げ面非接触形ナノ

多結晶ダイヤモンド製マ

イクロボールエンドミル 
○橋本明典（福岡工大） 
天本祥文（福岡工大） 
仙波卓弥（福岡工大） 
角谷 均（㈱住友電工） 

303 薄板の精密加工用多

孔質樹脂真空チャックの

開発 
○児玉 旭（鹿児島大） 
近藤英二（鹿児島大） 
岩本竜一（鹿児島県工技

センター） 

403 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（第 2 報） -ライン

カメラによる高速画像取

得- 
○中田雅也（佐世保高専） 
小島啓史（佐世保高専） 
石田智樹（佐世保高専） 
山崎龍平（佐世保高専） 
川下智幸（佐世保高専） 
坂口彰浩（佐世保高専） 
松尾修二（佐世保高専） 
峠 直樹（㈱ﾉﾘﾀｹｶﾝﾊﾟﾆｰ

ﾘﾐﾃﾄﾞ） 
樋代康弘㈱ﾉﾘﾀｹｶﾝﾊﾟﾆｰﾘ

ﾐﾃﾄﾞ 

503 樹脂流動制御成形法

に基づく強化樹脂の物性

改善に関する研究 
○島田康平（九州工大） 
森 直樹（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 

603 形状創成放電加工に

おける電極消耗予測の高

精度化 -第 3 報：放電面積

を考慮した予測手法の開

発- 
○山口耕一郎（九州工大） 
横山貴一（九州工大） 
松下栄俊（九州工大） 
吉川浩一（九州工大） 
水垣善夫（九州工大） 

10:00 104 LN 単結晶基板研磨に

おける機械的作用と化学

的作用の影響 
○古賀慎二（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 
黒河周平（九州大） 
大西 修（九州大） 
畝田道雄（金沢工大） 
松廣啓治（日本ガイシ

㈱） 

204 ナノ多結晶ダイヤモ

ンドに対する仕上げ成形

技術 
○太田修介（福岡工大） 
天本祥文（福岡工大） 
仙波卓弥（福岡工大） 
角谷 均（㈱住友電工） 

304 切削工具－被削材間

熱起電力特性の機上測定 
○河野直喜（鹿児島大） 
近藤英二（鹿児島大） 

404 画像処理とサ－ボ制

御による配列ダイヤモン

ド工具の３次元切れ刃計

測（第 3 報） -ラインカメ

ラ取得画像による砥粒切

れ刃の解析- 
○小島啓史（佐世保高専） 
中田雅也（佐世保高専） 
山崎龍平（佐世保高専） 
石田智樹（佐世保高専） 
川下智幸（佐世保高専） 
坂口彰浩（佐世保高専） 
松尾修二（佐世保高専） 
峠 直樹（㈱ﾉﾘﾀｹｶﾝﾊﾟﾆｰ

ﾘﾐﾃﾄﾞ） 
樋代康弘㈱ﾉﾘﾀｹｶﾝﾊﾟﾆｰﾘ

ﾐﾃﾄﾞ） 

504 樹脂流動制御成形法

を用いた成形品のガスバ

リア性評価 
○坪内雅俊（九州工大） 
森 直樹（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 

604 RC 回路を用いたシリ

コンの放電加工特性 
○稲尾卓哉（九州大） 
大西 修（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 
黒河周平（九州大） 
佐島隆生（九州大） 
畝田道雄（金沢工大） 

10:20 
10:40 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 



 
 第 1 室 第 2 室 第 3 室 第 4 室 第 5 室 第 6 室 

10:40 座長: 
黒河周平（九州大） 
105 ポリシングパット表

面におけるドレッシング

メカニズムの解析 
○是澤龍哉（九州工大） 
木村景一（九州工大） 
ｶﾁｮｰﾝﾙﾝﾙｱﾝ・ﾊﾟﾅｰﾄ 
（九州工大） 

鈴木恵友（九州工大） 

座長: 
坂本重彦（熊本大） 
205 テクスチャリング技

術が人工関節面間の摩耗

に与える影響 
○松浦達己（熊本大） 
中西義孝（熊本大） 
峠 睦（熊本大） 
水田博志（熊本大） 
三浦裕正（愛媛大） 
日垣秀彦（九州産大） 

座長: 
甲木昭雄（九州大） 
305 ドライホブ切りにお

ける仕上げ面粗さに及ぼ

す切りくず形状の影響 -舞
いツールによる基礎実験- 
○松岡寛憲（大分大） 
劉 孝宏（大分大） 
小寺 創（大分大） 

座長: 
川下智幸（佐世保高専） 
405 微細三次元形状測定

用プロービングシステム

の開発 
○村上 洋（九州産大） 
甲木昭雄（九州大） 
佐島隆生（九州大） 
山本立憲（九州産大） 

座長: 
吉川浩一（九州工大） 
505 金属光造形における

レーザ焼結時の熱伝導解

析 -レーザ照射パターンに

よる影響- 
○安永志郎（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 

座長: 
大西 修（九州大） 
605 ミリ絶縁ドット静電

チャックの開発に関する

研究 
○花木宏次（佐賀大） 
佐藤 駿（佐賀大） 
横山ちひろ（佐賀大） 
張 波（佐賀大） 
馬渡俊文（佐賀大） 

11:00 106 Cu-CMP における研

磨性能劣化因子に関する

研究 
○深川博信（九州工大） 
木村景一（九州工大） 
ｶﾁｮｰﾝﾙﾝﾙｱﾝ・ﾊﾟﾅｰﾄ 
（九州工大） 

鈴木恵友（九州工大） 

206 ラグスクリューの形

状および配置が骨頭部の

回旋抑制性に与える影響 
○西村拓哉（熊本大） 
松本保朗（熊本大） 
中西義孝（熊本大） 
峠 睦（熊本大） 
水田博志（熊本大） 
日垣秀彦（九州産大） 

306 紫外線援用研磨法に

より鋭利化した PCD エン

ドミルによるバリ抑制効

果 
○石丸大祐（熊本大） 
峠 睦（熊本大） 
牟田博紀（熊本大） 
久保田章亀（熊本大） 
坂本武司（熊本大） 

406 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（長崎大） 
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（長崎大） 

506 金属光造形複合加工

法による格子状多孔質構

造の通気特性 
○竹下 翔（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 

606 ミリ絶縁ドット静電

チャックに関する研究 
○佐藤 駿（佐賀大） 
花木宏次（佐賀大） 
横山ちひろ（佐賀大） 
張 波（佐賀大） 
馬渡俊文（佐賀大） 

11:20 107 SiO2-CMP における

材料除去メカニズムに関

する研究 - SiO2研磨微

粒子の吸着現象の解

析- 
○田中明穂（九州工大） 
木村景一（九州工大） 
鈴木恵友（九州工大） 
ｶﾁｮｰﾝﾙﾝﾙｱﾝ・ﾊﾟﾅｰﾄ 
（九州工大） 

高野祐一（九州工大） 

207 歩行支援ロボット用

薄型軽量高減速比関節駆

動機構 
○山本耕之（久留米工大） 
松田鶴夫（久留米工大） 

307 セラミック球の超精

密研削における in-process
陽極酸化ドレッシングに

関する研究 
○馬 聞卓（佐賀大） 
飯山史章（佐賀大） 
張 波（佐賀大） 
馬渡俊文（佐賀大） 

407 高回転工具の動的振

れ測定装置開発 
○宮崎祐樹（長崎大） 
矢澤孝哲（長崎大） 
前田幸男（富山県立大） 
藤井啓太（㈱和井田製作

所） 
広田耕平（㈱和井田製作

所） 
扇谷保彦（長崎大） 
小島龍広（長崎大） 

507 多孔質積層造形モデ

ルに対する造形データ生

成処理の高速化 
○河野匠司（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 

607 マイクロ抵抗スポッ

ト溶接機を用いた積層ア

ルミニウム箔の微細溶接 
○松本孝之（千葉工大） 
吉岡俊朗（千葉工大） 
久保内達郎（日本ケミコ

ン㈱） 

11:40 

 

 

 

12:00 

108 Proposal of Variable 
Rotation Polishing in 
CMP Process 
○Phaisalpanumas Pipat

（九州工大） 
木村景一（九州工大） 
鈴木恵友（九州工大） 
ｶﾁｮｰﾝﾙﾝﾙｱﾝ・ﾊﾟﾅｰﾄ 

（九州工大） 

208 拡張現実感技術を応

用した超音波ガイド下穿

刺手技支援システムの開

発 
○石原賢太（沼津高専） 
川口龍樹（沼津高専） 
藤尾三紀夫（沼津高専） 
池上直行（静岡がんセン

ター） 
鈴木 裕（九州工大） 

308 マイクロ電着工具を

用いたシリコンへの ELID
研削加工特性 
○高下洋平（九州大） 
大西 修（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 
黒河周平（九州大） 
畝田道雄（金沢工大） 

 

408 歯模型の高速非接触

三次元計測 
○西口暢一（長崎大） 
矢澤孝哲（長崎大） 
黒岩 恵（㈱恵夢工房） 
扇谷保彦（長崎大） 
小島龍広（長崎大） 

508 ディスペンサによる

アルギン酸を用いた三次

元造形物の作製 -単純形状

の作製及び評価- 
○任 蘭（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 

608 Qsw-YAG レーザによ

る積層アルミニウム箔の

溶接２ 
○久保卓也（千葉工大） 
 前田真吾（千葉工大） 
吉岡俊朗（千葉工大） 
徳永 剛（千葉工大） 
久保内達郎（日本ケミコ

ン㈱） 

12:10 
 
 
 
13:20 

商議員会（12：10-13：20） 企業説明会（目標 6 社）（12：10－13：20） 
ランチョンセミナー形式 

13:30 
13:45 総会 13：30 ～ 13：45  

13:45 
 
 
 
 
14:45 

特別講演会 13：45 ～ 14：45 
 

        講 師 ：江藤博明氏（うそかまことか不思議な大分の歴史を探る会 主宰） 
        講演題目：大分を日本の首都に仕掛けた豊後武士団の謎 
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15:00 座長: 
ﾊﾟﾅｰﾄ（九州工大） 
109 Bell-Jar 型 CMP 装置

を用いた加工環境制御下

におけるサファイアの加

工特性 
○江頭峻輝（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 
黒河周平（九州大） 
大西 修（九州大） 
畝田道雄（金沢工大） 
越山 勇（(財)越山科学

技術振興財団 

座長: 
吉満真一（鹿児島高専） 
209 マイクロ光学部品の

超精密切削加工に関する

研究 - Cu めっき，Ni-P め

っきロール金型の工具摩

耗の検討 – 
○鈴木孝明（富山県立大） 
前田幸男（富山県立大） 

座長: 
篠崎烈（有明高専） 
309 3D 視界情報共有分析

による技能伝承システム

の構築（第 1 報） -システ

ムの提案- 
○矢澤孝哲（長崎大） 
大坪 樹（長崎大） 
木下貴友（長崎大） 
扇谷保彦（長崎大） 
小島龍広（長崎大） 

座長: 
久保田章亀（熊本大） 
409 光切断法を応用した

CMP におけるウエハとポ

リシングパッド間の観察

法に関する研究 
○山根康志（九州工大） 
木村景一（九州工大） 
ｶﾁｮｰﾝﾙﾝﾙｱﾝ・ﾊﾟﾅｰﾄ 
（九州工大） 

鈴木恵友（九州工大） 
 

座長: 
天本祥文（福岡工大） 
509 品質工学を用いた金

型冷却構造の配置検討 
○梶原友美（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 

座長: 
島名賢児（鹿児島高専） 
609 GFRP 製ネジの締付け

及び強度特性に及ぼすナ

ット高さの影響 
○小林光男（工学院大学） 
福田勝己（東京高専） 
後藤芳樹（工学院大学） 

15:20 110 高圧雰囲気対応型

CMP 装置による SiC ウエ

ハ特性に関する研究 
○譚 喆（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 
黒河周平（九州大） 
大西 修（九州大） 
畝田道雄（金沢工大） 
山崎 努（九州大） 

210 単結晶コランダムを

工具材種として用いた切

削工具の開発 
○廣岡秀一（九州工大） 
吉丸将史（西日本工大） 
牛尾雅樹（福岡県工技セ

ンター） 
是澤宏之（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 

310 複雑形状加工の高精

度・高能率化に関する研究 
○馬場信肇（長崎大） 
矢澤孝哲（長崎大） 
前田幸男（富山県立大） 
扇谷保彦（長崎大） 
小島龍広（長崎大） 

410 CMP におけるポリシ

ング界面現象に関する研

究 -ポリシングパッド表面

形状がスラリー流れに及

ぼす影響- 
○由井隆司（九州工大） 
木村景一（九州工大） 
鈴木恵友（九州工大） 
ｶﾁｮｰﾝﾙﾝﾙｱﾝ・ﾊﾟﾅｰﾄ 

（九州工大） 
有本翔太（九州工大） 

510 射出時における気体

の発生と成形性に関する

研究 
○大穂泰正（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 

610 ミニチュアねじの締

付けにおける加振の効果

（第 2 報） -超音波加振に

よるトルク低減効果- 
○木村太郎（九州工大） 
吉川浩一（九州工大） 
水垣善夫（九州工大） 
江崎仁隆（NOK） 
藤津謙二（九州工大） 

15:40 111 CMP 研磨用 SiC スラ

リーの製造と研磨特性に

関する研究 
○王 智達（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 
黒河周平（九州大） 
大西 修（九州大） 
畝田道雄（九州大） 
藤田房雄（㈱アドマッ

プ） 
高橋和男（三井造船㈱） 

211 制振合金を用いた長

い突出量を有するエンド

ミルの開発 
○渡邊大夢（九州工大） 
吉丸将史（西日本工大） 
是澤宏之（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 

311 ボールエンドミル切

削による切削抵抗の予測

に関する研究 -ボールエン

ドミル切れ刃に作用する

切削抵抗の高精度計測- 
○宮原一成（長崎大） 
扇谷保彦（長崎大） 
小島龍広（長崎大） 
矢澤孝哲（長崎大） 
白濱恭平（長崎大） 

411 分光法を用いたポリ

シングパッドの表面性状

に関する研究 
○高橋 昂（九州工大） 
木村景一（九州工大） 
ｶﾁｮｰﾝﾙﾝﾙｱﾝ・ﾊﾟﾅｰﾄ 

（九州工大） 
鈴木恵友（九州工大） 
 

511 分子動力学シミュレ

ーションによる粉末積層

造形の粉末供給の基礎的

研究 
○叶 云飛（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 

611 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(第 2 報) -旋回

軸方向誤差に起因する加

工誤差の検討- 
○菊池秀和（九州工大） 
中山陽平（九州工大） 
水垣善夫（九州工大） 
吉川浩一（九州工大） 
 

16:00 112 加工環境を制御した

CMP 装置による SiC ウエ

ハの高能率加工に関する

研究 -酸化剤（KMnO4）
を添加したコロイダルシ

リカの加工特性- 
○尹 涛（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 
黒河周平（九州大） 
大西 修（九州大） 
畝田道雄（金沢工大） 
山崎 努（九州大） 

212 曲線切れ刃による3次

元切削での切屑流出方向

の実測 -画像計測値と切削

抵抗値の比較- 
○角保大希（九州工大） 
吉川浩一（九州工大） 
水垣善夫（九州工大） 
馬場俊介（九州工大） 

312 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

の加工誤差発生原因の検

討- 
○白濱恭平（長崎大） 
扇谷保彦（長崎大） 
小島龍広（長崎大） 
矢澤孝哲（長崎大） 
宮原一成（長崎大） 

412 CMP パッドドレッシ

ングにおけるドレッサ砥

粒の配置と軌跡に関する

研究 
○江上和貴（九州大） 
黒河周平（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 
大西 修（九州大） 
畝田道雄（金沢工大） 
門村和徳（㈱アライドマ

テリアル） 

512 プレスハードニング

成形条件および金型構造

に関する研究 
○大室直之（九州工大） 
中村克昭（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 

612 FDM に適用可能な熱

可塑性樹脂吐出機構の開

発 -スクリュー機構の機能

性評価 – 
○下川雄基（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 

16:20 113 単結晶ダイヤモンド

の紫外光支援加工におけ

る加工雰囲気の影響 
○長野拓義（熊本大） 
峠 睦（熊本大） 
久保田章亀（熊本大） 
横井裕之（熊本大） 
坂本武司（熊本大） 

213 ホブコーティング膜

AlCrSiN の耐摩耗性に関

する研究 
○米村星人（九州大） 
梅崎洋二（九州大） 
大西 修（九州大） 
黒河周平（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 

313 チタン合金の高速エ

ンドミル加工における冷

風冷却の効果 
○本田朋央（鹿児島大） 
近藤英二（鹿児島大） 

413 Cu メッキ Si ウエハに

よるスクラッチの簡易評

価法 
○山口智士（九州大） 
土肥俊郎（九州大） 
河野博之（九州大） 
黒河周平（九州大） 
大西 修（九州大） 
畝田道雄（金沢工大） 

513 自発高圧エアによる

カス落とし金型の開発 -圧
縮空気の挙動および力学

的な機能検証- 
○嶋田寛樹（西日本工大） 
鄭 成均（西日本工大） 
翁 増仁（西日本工大） 
高 峰（西日本工大） 

613 FDM 造形物における

樹脂層の接着強度評価手

法の検討 
○實松宏明（九州工大） 
是澤宏之（九州工大） 
楢原弘之（九州工大） 
鈴木 裕（九州工大） 

16:40 
 
 
 
 
17:00 

114 紫外光支援加工によ

る焼結ダイヤモンドの研

磨機構 
○平田哲也（熊本大） 
峠 睦（熊本大） 
久保田章亀（熊本大） 
横井裕之（熊本大） 
坂本武司（熊本大） 
渡邉純二（熊本大） 

214 工具・被削材間接触電

気抵抗変化によるフライ

ス工具摩耗のインプロセ

ス検出 
○村田光昭（九州大） 
黒河周平（九州大） 
大西 修（九州大） 
畝田道雄（金沢工大） 
土肥俊郎（九州大） 

    

 懇親会会場へ移動 
18:00 
20:00 懇親会 

 


