
精密工学会九州支部（鹿児島大学）	 

        JSPE九州	 鹿児島地方講演会プログラム ≪ ２０１４年１２月６日（土）  午前の部 ≫    ○印は登壇者 
 

 
第 1室 第 2室 第 3室 

9：00	 （9：00 から各 20 分）	 

座長：	 加藤友規（福岡工大）	 

101	 ワイヤ工具によるサファイア切断の研究	 

	 -加工メカニズム解析による高能率化の検討-	 

◯森山慎也(長崎大) 矢澤孝哲(〃) 大坪樹(〃)  
山田玲子(〃) 扇谷保彦(〃) 小島龍広(〃) 

（9：00 から各 20 分）	 

座長：久保田章亀（熊本大）	 

201	 加工雰囲気の違いによる SiC ウエハの研

磨特性	 

◯張	 吉(九州大)	 黒河周平(〃) 林照剛 (〃) 
王成武 (〃) 浅川英志(〃) 

（9：00 から各 20 分）	 

座長：吉満真一（鹿児島高専）	 

301	 極小径光ファイバブ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	 

◯福田光良(北九州市立大) 村上洋 (〃) 
甲木昭雄 (九州大) 佐島隆生 (〃)  
岡田将貴 (北九州市立大) 永浦恵 (〃) 

9：20	 102	 石炭人形製作を目的とした石炭の切削加

工技術	 

○篠﨑	 烈(有明高専)	 中村俊輝 (〃) 

202	 高圧マイクロジェット(HPMJ)	 によるコン

ディショニングの評価	 

◯徳元勇太(九州大)	 北村将(〃) 黒河周平(〃) 
林照剛(〃) 和田雄高((株)荏原製作所)  
福永明(〃)檜山浩國(〃) 

302	 光学式表面性状測定機における異常値解

析	 

◯前田智絵里(北九州市立大)	 村上洋(〃) 
甲木昭雄(九州大) 佐島隆生(〃) 

9：40	 103	 NC	 加工の高精度化を目的とした	 実送り

速度を用いた切削除去量	 の推定手法の検討 
○西岡健人(九州工大)	 榎本祐亮(〃)  
是澤宏之(〃)楢原弘之(〃) 

203	 静電誘引形スプレーを用いたレジスト成

膜に関する研究	 –ノズル形状およびノズルレ

イアウトによるレジスト成膜への影響-	 

◯内山雄介(九州大)	 佛淵友彬(〃)  
宮地計二(旭サナック(株) ) 小林義典(〃) 
松尾一壽(福岡工大) 林照剛(九州大) 
黒河周平(〃) 

303	 砥粒形状を考慮した画像処理による工具

作業面形状の解析	 

◯中野雄一郎(佐世保高専) 坂口彰浩(〃)  
 川下智幸(〃) 松尾修二(〃) 
 

10:00	 104	 ボールエンドミル加工における切削抵抗

予測法の高精度化	 -切削過程における工具挙

動の詳細把握-	 

○塩飽達宏(九州工大)	 吉川浩一(〃)  
上園竜馬(〃) 南渕智洋(〃) 水垣善夫(〃) 

204	 静電誘引形スプレーを用いたレジスト膜

の部分膜厚制御に関する研究	 

◯佛淵友彬(九州大)	 内山雄介(〃)  
宮地計二(旭サナック(株) ) 小林義典(〃) 
松尾一壽(福岡工大) 林照剛(九州大) 
黒河周平(〃) 

304	 非接触式測定データにおける三次元モデ

ルの高精度化処理の検討	 –レーザ照射領域に

おける補正マップの作成と評価-	 

◯高木みゆき(九州工大)	 楢原弘之(〃)  
是澤宏之(〃) 

10:20	 	 

10：20〜10：40（休憩）	 

	 
10:40	 

	 

	 

（10：40 から各 20 分）	 

座長：中尾光博（鹿児島大）	 	 

105	 チタン合金の高速エンドミル加工に適し

た切削油剤について	 

○後藤大輔(鹿児島大)	 近藤英二(〃)	 

（10：40 から各 20 分）	 

座長：鈴木恵友（九州工大）	 

205	 紫外光援用研磨によるダイヤモンド基板

の平坦化	 -研磨定盤の表	 面改質効果-	 

○田北隆浩(熊本大)	 久保田章亀(〃)	 	 

峠睦(〃)	 

（10：40 から各 20 分）	 

座長：村上	 洋（北九州市立大）	 

305	 3 ライン同時光切断式三次元計測装置の高

精度化	 

○古賀裕海(長崎大)	 矢澤孝哲(〃)	 	 

大坪樹(〃)黒岩恵(〃)	 松尾幸祐(〃)	 

山田玲子(〃)	 扇谷保彦(〃)	 小島龍広(〃)	 

11:00	 106	 二層構造超硬切削工具によるステンレス

鋼 SUS304 の旋削加工	 

○渡	 秀作(鹿児島大)	 近藤英二(〃)	 

206	 溶液環境下でのダイヤモンド(111)基板の

高精度研磨に関する研究	 

○永江	 伸(熊本大)	 久保田章亀(〃)	 

	 峠睦	 (〃)	 

306	 小型工作物の輪郭形状の高精度投影装置

開発	 

○濱園和久(長崎大) 矢澤孝哲(〃)	 	 

大坪樹(〃)山田玲子(〃)	 

藤井啓太((株)和井田製作所)中提俊太(〃)	 

11:20	 107	 CFRP の穴あけ加工におけるボールエンドミ

ルの刃先形状に関する研究	 

○高橋弘児(熊本大)	 坂本重彦(〃)	 

207	 ナノ多結晶ダイヤモンドに対するレーザ

走査加工のメカニズム	 

○天本祥文(福岡工大)	 仙波卓弥(〃)	 	 

角谷均(〃)	 

307	 レーザ変位計による実用的三次元形状計

測に関する研究	 

○大坪樹(長崎大)矢澤孝哲(〃)	 

中出口真治(三菱電機(株))	 

11:40	 108	 ステンレス鋼 SUS304 のエンドミル切削に

よる仕上げ面粗さに関する研究	 

○川村浩二(熊本大)	 坂本重彦(〃)	 

村井満(熊本県工技センター)	 

208	 超硬合金製レンズ金型に対するナノ fp 加

工技術	 

○単承玉(福岡工大)	 貝田博典(〃)	 	 

仙波卓弥(〃)天本祥文(〃)	 

308	 歯車全周スキャニング測定と歯面形状解析

に関する研究	 -歯車表面データからのピッチ・歯

厚・歯溝のふれ抽出-	 

○	 上杉健輔(九州大) 寺岡孝(〃)	 

田口哲也(大阪精密機械(株))	 	 

黒河周平(九州大)林照剛(〃) 松川洋二(〃)	 

12:00	 12：10〜13：00	 企業説明会（ランチョンセミナー） 
 

                           1.	 株式会社牧野フライス製作所	 	 2.	 株式会社安川電機 
                           3.	 ＤＭＧ森精機株式会社	 	 	 	 	 	 	 	 4.	 ＨＯＹＡ株式会社 
 



精密工学会九州支部（鹿児島大学）	 

        JSPE九州	 鹿児島地方講演会プログラム ≪ ２０１４年１２月６日（土）	 午後の部 ≫    ○印は登壇者 
 

 
第 1室 第 2室 第 3室 

13:00	 
13：00〜13：20（休憩）	 

13:20	 （13：20 から各 20 分）	 

座長：矢澤孝哲（長崎大）	 

109	 アルミ合金のリーマ加工における切削油

剤の簡易性能評価に関する研究	 

○引地力男(熊本大)	 

（13：20 から各 20 分）	 

座長：篠崎	 烈（有明高専）	 

209	 半球状の PCD 製マイクロ研削工具に対す

る砥石作用面平坦化ツルーイング技術	 

◯仙波卓弥(福岡工大)	 李佩霜(〃) 
 天本祥文(〃) 
 

（13：20 から各 20 分）	 

座長：パナート（九州工大）	 

309	 異なる表面粗さを有する被測定物のスキ

ャニング測定におけるスタイラスチップ挙動

への影響	 

◯藤岡拓寛(九州大) 黒河周平(〃) 林照剛(〃) 
松川洋二(〃) 上杉健輔(〃) 寺岡孝(〃) 

13:40	 110	 四角錐台加工による 5 軸制御加工機の工

作精度評価-工作物形	 状機上測定機の精度検

定-	 

○永美光一(九州工大)	 吉川浩一(〃) 
水垣善夫(〃) 立石祥吾(〃) 湯浅皓介(〃) 

210	 酸素プラズマを用いた PCD 製マイクロ研

削工具に対するドライエッチングのメカニズ

ム	 

◯仙波卓弥(福岡工大) 飯山公太郎(〃) 
天本祥文(〃) 藤山博一(〃) 

310	 三次元測定機能を有する歯車測定機の開

発-全周スキャニング測定における歯形誤差の

繰り返し性評価-	 

◯寺岡	 孝(九州大) 上杉健輔(〃) 黒河周平(〃) 
田口哲也(大阪精密機械(株)) 松川洋二(九州大) 
林照剛(〃) 

14:00	 111	 同時 5 軸制御円錐台加工における工作物

設置姿勢に関する研究	 

◯長野広明(熊本大) 坂本重彦(〃) 
 

211	 軸付小径ダイヤモンド砥石の UV ツルーイ

ング技術の開発	 

◯三角真彦(熊本大)	 坂本武司(〃)  
久保田章亀(〃)峠睦(〃) 

311	 カトラリーの高付加価値デザインを支援

する感性評価-スプーン把持時を対象とした持

ち心地の定量化-	 

◯大浪雅博(九州工大) 楢原弘之(〃)  
中村克昭(〃)是澤宏之(〃) 

14:20	 

	 

112	 電磁力式セミアクティブ型動吸振器によ

る過渡振動の低減	 

◯西村太志(鹿児島大)	 近藤英二(〃) 

212	 紫外線照射研磨による PCD 製切削工具へ

のチャンファ付加と切削性能評価	 

◯松原広樹(熊本大)	 峠睦(〃) 坂本武司(〃) 
久保田章亀(〃) 

312	 加工状態監視機能を有する超高速マイク

ロエアタービンスピンドルの開発	 

◯朱光宇(北九州市立大)	 村上洋(〃)  
甲木昭雄(九州大)佐島隆生(〃)  
内山晃介(北九州市立大) 上尾貴(〃) 
原田秀隆(〃) 

 
14：40〜15：00（休憩）	 

15:00	 （15：00 から各 20 分）	 

座長：小原裕也（鹿児島高専）	 

113	 大気圧プラズマ照射条件による FDM 造形

物表面の表面自由エネルギーの変化	 

◯白濱洋太(九州工大)	 楢原弘之(〃)	 

是澤宏之(〃)	 

（15：00 から各 20 分）	 

座長：天本祥文（福岡工大）	 

213	 アモルファスカーボン膜の特性に及ぼす

金属添加効果	 

◯長谷川裕之(佐賀大)	 渡邊泰生(〃)  
大崎智裕(〃) 

（15：00 から各 20 分）	 

座長：坂本武司（熊本大）	 

313	 形状創成放電加工における電極消耗予測

に基づく加工経路の補正	 -基本アルゴリズム

の検討-	 

◯永井裕大(九州工大)	 吉川浩一(〃)  
岡田一貴(〃) 今村逸人(〃) 水垣善夫(〃) 

15:20	 114	 通気構造を有する金属光造形金型の成形時

の樹脂特性への効果	 

◯田中耕平(九州工大)	 楢原弘之(〃)	 	 

是澤宏之(〃)	 

214	 マルチスケール製品設計システムのため

の時空間モデル	 

◯先田和弘	 

314	 くり抜き放電加工法の加工速度向上に関

する基礎研究	 -第 2 報	 効果的な加工液噴流法

の検討-	 

◯鶴我拓人(九州工大)	 水垣善夫(〃)  
吉川浩一(〃) 

15:40	 115	 電子ビーム加工による金属光造形通気性金

型の目詰まり低減調査	 -金型の表面改質による

濡れ性への影響-	 

◯藤丸浩宣(九州工大)	 楢原弘之(〃)	 

215	 中耳の振動特性から見た伝音効率の向上	 

-耳硬化症手術への適用-	 

◯押方貴至(崇城大) 東町高雄(〃) 
鳥谷龍三(鳥谷耳鼻咽喉科) 

315	 超音波加振式ミニチュアねじ締結法にお

けるねじり振動発生装置の開発	 -ねじり振動

の確認と基礎実験- 
◯﨑山祐太(九州工大)	 吉川浩一(〃)  
水垣善夫(〃) 

16:00	 116	 アセンブリ機能を有するデルタ型3Dプリン

タにおける制御手法の検討	 

◯馬場	 寛(九州工大)	 楢原弘之(〃)	 	 

是澤宏之(〃)	 

  

	 
16：20	 終	 了	 

 


