
精密工学会九州支部（大分大会） 

第１２回学生研究発表会プログラム ≪ １２月１１日（日） ≫ 
○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： 

河北誠也（九州工大） 
高野祐一（九州工大） 
 
101 機能性材料基板の研
磨特性に関する研究 
○李 学昌（九州大） 

 

座長： 
野地俊成（九州大） 
矢島裕一（九州工大） 
 
201 FFT 解析に基づいた
CMP ポリシングパッド表
面形状評価に関する研究 
○武田 暁（九州工大） 

座長： 
岩佐拓紀（熊本大） 
多賀雅勝（九州工大） 
 
301 切削温度測定のため
の熱起電力特性の機上測
定 
○倉元省吾（鹿児島大） 

座長： 
真喜志真澄人（鹿児島大） 
藤原宏彰（九州大） 
 
401 結晶粒微細化処理を
施した SCM435 鋼の切削
性 
○大村剛輝（九州工大） 

座長： 
南部拓哉（熊本大） 
嶋津賢了（熊本大） 
 
501 5 軸マシニングセンタ
における幾何学的誤差の
定義法に関する基礎的研
究 
○梅井淳平（熊本大） 

座長： 
松永健嗣（九州工大） 
小林祐也（九州工大） 
 
601 アルミニウム合金の
恒温鍛造時に表面処理と
潤滑剤が金型摩耗に与え
る影響 
○森田 専（九州工大） 

9：15 102 単結晶ダイヤモンド
（100）基板の平坦化加工
に関する研究 
○本山修也（熊本大） 

 

202 酸化膜 CMP におけ
るスラリー中微粒子の
挙動解析 
○迫田 卓（九州工大） 

302 エンドミル工具系
のたわみに起因する加
工誤差のインプロセス
補正 
○辛島紘子（鹿児島大） 

402 オートバランサを
用いた長い突き出しを
有するエンドミルの切
削特性 
○冨田知弘（九州工大） 

502 5 軸制御四角錐台加
工による幾何誤差評価
法の基礎研究 -同時 5
軸制御による四角錐台
の加工と形状測定- 
○中山陽平（九州工大） 

602 形状創成放電加工
における電極消耗率に
対する電極回転運動の
効果 -円柱電極による
側面加工における効果- 
○松下栄俊（九州工大） 

9：30 103 単結晶ダイヤモン
ドの紫外光支援高精度
加工に関する研究 
○田川智彦（熊本大） 

203 MTI 処理を用いた
CMP パッド上のスラリ
ー流れの定量的解析 
○麻生康徳（九州大） 

303 超高速マイクロス
ピンドル 5 自由度運動
誤差の簡易同時測定装
置の開発 
○中山義野（九州産大） 

403 微小径エンドミル
加工における加工状態
の監視 -スクエアエン
ドミル加工による溝切
削- 
○春田瑞貴（鹿児島高専） 

503 5 軸制御マシニング
センタのモデルを用い
た幾何偏差推定法にお
ける幾何偏差のモデル
への組み込み方 
○仲村渠大地（沖縄高専） 

603 くり抜き放電加工
におけるスクラップ変
形の予測 -丸棒銅電極
による切断加工におけ
るワーク変形の実測- 
○千葉麻里佳（九州工大） 

9：45 104 紫外光支援による
単結晶 SiC 基板の超精
密研磨加工に関する研
究 
○稲木 匠（熊本大） 

204 サファイア CMP に
おける水酸化フラーレ
ン混合スラリーに関す
る研究 -リサイクル法
に関する検証- 
○烏谷恵里香（九州工大） 

304 レーザ誘導方式深
穴形状測定システムの
開発 -機械的アクチュ
エータについて- 
○中山裕隆（九州大） 

404 ボールエンドミル
による切削抵抗予測に
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
計測システムの開発- 
○八谷康平（長崎大） 

504 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 
○下永吉良仁（鹿児島大） 

604 HPQR を用いたエ
アタービンスピンドル
の制御第 1 報 -気体用
超精密高速応答圧力レ
ギュレータ（HPQR）の
開発- 
○古庄 聡（福岡工大） 

10：00 105 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 
○神崎成広（熊本大） 

205 電解複合CMP法を
応用した構造物内壁の
精密研磨に関する研究 
○嶋田俊太（九州大） 

305 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 
○堀迫晃朝（鹿児島高専） 

405 ボールエンドミル
による創成点固定切削
時の切削抵抗予測に関
する研究 
○宗 賢次郎（長崎大） 

505 工作機械構造にお
けるＣＡＥ解析に関す
る研究 
○大保貴文（鹿児島高専） 

605 HPQR を用いたエ
アタービンスピンドル
の制御第２報 -エアタ
ービン駆動用供給圧の
高速制御- 
○東嶋元気（福岡工大） 

10：15 
10：30 

休憩 

10：30 座長： 
李 学昌（九州大） 
田川智彦（熊本大） 
 
106 ポリシングパッド表
面制御技術 
○郷原敬史（九州工大） 

座長： 
迫田 卓（九州工大） 
嶋田俊太（九州大） 
 
206 三次元測定機能を有
する高速高精度歯車測定
機の開発 
○野地俊成（九州大） 

座長： 
堀迫晃朝（鹿児島高専） 
倉元省吾（鹿児島大） 
 
306 ワイヤ工具による硬
脆材料の高能率切断 
○大久保陽祐（長崎大） 

座長： 
大村剛輝（九州工大） 
宗 賢次郎（長崎大） 
 
406 低環境負荷鋳鉄にお
ける基礎実験 
○宇根裕一（九州大） 

座長： 
下永吉良仁（鹿児島大） 
中山陽平（九州工大） 
 
506 人工関節材料表面へ
のDLCがUHMWPE摩耗
粉形態に及ぼす影響 
○南部拓哉（熊本大） 

座長： 
松下栄俊（九州工大） 
東嶋元気（福岡工大） 
 
606 FDM における導電性
樹脂の吐出機構の作製及
び評価 
○松永健嗣（九州工大） 

10：45 107 Cu-CMP における
温度分布の影響に関す
る研究 
○長岡敦志（九州工大） 

207 高精度エッジ投影
の研究 
○松尾幸祐（長崎大） 

307 CFRP のヘリカル
加工による穴あけ法の
基礎的研究 -各種工具
による加工部の温度へ
の影響- 
○岩佐拓紀（熊本大） 

407 SiCへのマイクロ穴
加工特性に対する超音
波振動の効果 
○藤原宏彰（九州大） 

507 Rectangle Double 
Lag-screw システムに
おける骨頭部の回旋抑
制性についての評価 
○松本保朗（熊本大） 

607 FDM に適用可能な
はんだ混合導電性樹脂
の作製および評価 
○小林祐也（九州工大） 

11：00 108 CMP におけるウェ
ハ-ポリシングパッド間
の液膜厚さに関する研
究 
○有本翔太（九州工大） 

208 表面の高速欠陥検
査に関する研究 
○木下貴友（長崎大） 

308 曲線切れ刃による
三次元切削切屑流出方
向の実測 -経験則との
比較- 
○馬場俊介（九州工大） 

408 アルミニウム合金
の溝加工特性に対する
エンドミル形状の影響 
○過能健太（九州大） 

508 生態模倣軸受にお
ける潤滑液の影響 
○嶋津賢了（熊本大） 

608 通気構造を有する
金属光造形金型の開発 
-樹脂モデルを用いた通
気量予測式の検討- 
○島崎潤也（九州工大） 

11：15 109 CMP 研磨性能に対
するマイクロバブルの
影響に関する研究 
○河北誠也（九州工大） 

209 非接触式三次元測
定機の測定方向におけ
る誤差の評価 
○吉田 悠（九州工大） 

309 ラジアスエンドミ
ル加工の加工特性に関
する研究 -切削抵抗と
工具変位の工具姿勢依
存性- 
○沖本 翔（九州工大） 

409 インコネル 713C
の外周旋削における工
具摩耗に関する研究 
○小川雄立（鹿児島高専） 

509 有限要素解析を用
いたプラスチック製椎
間スペーサーの研究 
○中牟田 侑昌（熊本大） 

609 水溶性樹脂を用い
た射出成形品の研究 
○内島槙二（九州工大） 

11：30 
 
 

11：45 

110 SiO2-CMP におけ
る材料除去メカニズム
に関する研究 -スラリ
ー中微粒子の吸着特性
による影響- 
○高野祐一（九州工大） 

210 光回折を用いた微
小工具径測定法の研究 
○矢島裕一（九州工大） 

310 二段すくい角工具
を用いたSWC切削法の
検討 
○多賀雅勝（九州工大） 

410 省タングステン二
層構造超硬切削工具の
開発 
○真喜志真澄人（鹿児島大）  

 610 射出成形金型の金
型分割面における樹脂
挙動の研究 
○中野翔太（九州工大） 

 
終了 

 


