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第 1室 第 2室 第 3室 第 4室 

9：00	 座長：吉川浩一（九州工業大学）	 

101	 超伝導体を利用した磁気援用加

工技術に関する研究	 

○日高裕（九州工大）鈴木恵友（〃）	 

カチョーンルンルアン・パナート

（〃）小田部エドモント	 荘司（〃）

上原和晃（〃）	 

座長：清水浩貴（九州工業大学）	 

201	 CMP における材料除去メカニ

ズムの支配要因に関する研究	 

○永井利幸(九州工大)鈴木恵友

（〃）	 

カチョーンルンルアン・パナート

（〃）八尋新（〃）	 

座長：坂本武司（有明高専）	 

301 外部微小トルク付与がスピン

ドル回転精度に与える影響	 

○穆暁航（北九州市立大）村上洋

（〃）甲木昭雄（九州大）	 

佐島隆生（〃）朱光字（北九州市

立大）内山晃介（〃）	 

座長：天本祥文（福岡工業大学）	 

401	 超冗長マニピュレータの逆運

動学計算法	 -	 仮想マニピュレー

タの考え方に基づく擬似逆行列の

導出	 –	 

○関段友哉（九州工大）福丸浩史

（〃）林朗弘（〃）佐竹利文（〃）	 

9：20	 102	 鉄鋼材料の切削加工における

切削速度と表面性状の関係	 

○篠﨑烈（久留米高専）福田貴士

（〃） 

202 焼結ダイヤモンド製円板に対

する超平坦化加工技術	 

○張俊偉（福岡工大）仙波卓弥（〃） 
天本祥文（〃） 

302	 エンドミル工具摩耗のインプ

ロセス検出に関する研究	 -検出結

果の切削速度非依存性について	 

○鳥居哲也（九州大）村田光昭（九

州産大）Gouarir	 Amine（九州大）

黒河周平（〃）	 

林照剛（〃）松川洋二（〃）	 

402	 耳小骨の伝音再建手術に用い

られるコルメラの 適設計	 

○劉陽（崇城大）東町高雄（〃）

金房祥央（〃）中村文洋（〃）	 

柳田悠貴（〃）鳥谷龍三（鳥谷耳

鼻咽喉科医院）	 

9：40	 103 人工歯の加工メカニズムに関

する研究	 

○丸木諒祐（長崎大）矢澤孝哲（〃） 
野崎悠輔（〃）大坪樹（サレジオ

高専）山田玲子（長崎大） 
加藤友規（福岡工大） 

203 コロイダルセリア砥粒を用い

た石英ガラス基板研磨	 -	 pH 調整

による高品位・高能率研磨	 –	 

○外山貴彬（九州大）黒河周平（〃） 
林照剛（〃） 

303 超音波加振式ミニチュアねじ

締結法の基礎研究	 -超音波振動数

のトルクへの影響	 –	 

○末本幸大（九州工大）吉川浩一

（〃）水垣善夫（〃）森直樹（〃）

隈光祐（〃）徳田貴文（〃）	 

田中康也（〃）	 

403	 3D	 プリンターを用いた感性評

価を目的とする評価法の検討	 

○大浪雅博（九州工大）楢原弘之

（〃）中村克昭（〃）是澤宏之（〃）	 

10：00	 104	 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	 第２報	 -	 加工面品位の

影響因子について	 -	 

○引地力男（熊本大）	 

204 新規ナノ微粒子を用いた難加

工材研磨手法に関する研究	 

○村川渉（九州工大）佐藤季仁（〃） 
カチョーンルンルアン・パナート

（〃）鈴木恵友（〃） 

304 ボーリング工具用ダイヤモン

ド砥粒の自動選別装置の開発	 

○磯部良太（佐世保高専）	 

川下智幸（〃）坂口彰浩（〃）	 

松尾修二（〃）	 

404	 マルチスケール製品設計・ラ

イフサイクルシミュレーション・

システムの設計と開発	 

○先田和弘	 

10：20	 10：20〜10：40（休	 憩）	 

10：40	 

	 

	 

座長：吉満真一（鹿児島高専）	 

105	 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	 -	 電

圧切替によるレジスト膜の部分膜

厚制御	 –	 

○内山雄介（九州大）黒河周平（〃）

林照剛（〃）宮地計二（旭サナッ

ク㈱）小林義典（旭サナック㈱）

松尾一壽（福岡工大）	 

座長：久保田章亀（熊本大学）	 

205	 カップ型研削工具の砥粒突き

出し量の計測	 

○松井尚督（佐世保高専）	 

坂口彰浩（〃）川下智幸（〃）	 

松尾修二（〃）	 

座長：篠﨑烈（久留米高専）	 

305	 バリのインライン検査に関す

る研究	 

○徳永啓樹（長崎大）矢澤孝哲（〃）	 

山田玲子（〃）松尾幸祐（〃）	 

大坪樹（サレジオ高専）濱園和久

（東芝機械㈱）	 

座長：カチョーンルンルアン・パ

ナート（九州工業大学）	 

405	 極小径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：表面間力の影響	 

○原田秀隆（北九州市立大）	 

村上洋（〃）甲木昭雄（九州大）

佐島隆生（〃）福田光良（北九州

市立大）	 

11：00	 106 樹脂吐出量シミュレーション

に基づく3Dデルタプリンタの吐出

機構に関する研究	 

○馬場寛（九州工大）楢原弘之（〃）	 

是澤宏之（〃）	 

206	 超硬合金製マイクロレンズア

レイ金型の研削加工	 

○貝田博典（福岡工大）天本祥文

（〃）仙波卓弥（〃）	 

306	 ダイヤモンドワイヤ陰影画像

の解析	 

○右田健也（佐世保高専）	 

坂口彰浩（〃）川下智幸（〃）	 

松尾修二（〃）	 

406	 平面測定用5点法MEMS変位計

デバイスの相互干渉軽減法の検討	 

○本永聡一朗（九州工大）	 

亀山貴駿（〃）田丸雄摩（〃）	 

清水浩貴（〃）	 

11：20	 107 異種材を重ね合わせた CFRP の

穴加工の加工精度に関する研究	 

○原田正和（鹿児島高専）	 

島名賢児（〃）川野良太（〃）	 

207	 石英を用いた小径 CBN 電着砥

石の精密ツルーイング法の開発と

研削性能評価	 

○峠直樹（㈱ノリタケカンパニー

リミテド）藤林太郎（熊本大）	 

坂本武司（有明高専）橋新剛（熊

本大）久保田章亀（〃）峠睦（〃）	 

307 高強度ポリエチレン繊維の切

断抵抗に関する基礎研究	 

○原野孝也（九州工大）長野勝一

（〃）村田大輔（〃）	 

407	 三次元座標測定機能を有する

歯車測定機の開発	 –	 はすば歯車

断面スキャニング測定の歯形誤差

評価	 –	 

○寺岡孝（九州大）宇都宮勇貴（〃）	 

黒河周平（〃）田口哲也（大阪精

密機械㈱）松川洋二（九州大）	 

林照剛（〃）	 

11：40	 

	 

	 

	 

12：00	 

108	 CFRP 板の穴あけ加工における

ボールエンドミル前切れ刃の逃げ

面摩耗に関する検討	 

坂本重彦（熊本大）○有島敬太（〃）	 

	 

208	 蛍光プローブを用いた砥粒の

ブラウン運動評価に関する研究	 

○世利俊樹（九州大）林照剛（〃）	 

黒河周平（〃）	 

308θ軸を用いた砥石作業面画像の

高速取得と新たな砥粒分散解析に関

する研究	 

○前田純弥（佐世保高専）川下智幸

（〃）坂口彰浩（〃）松尾修二（〃）	 

408	 超高速オートフォーカスシステ

ムの開発	 

○栗山嵩正（長崎大）矢澤孝哲（〃）	 

下本陽一（〃）筒井悠（〃）	 

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

13：10	 

13：10〜14：10	 	 企業展示	 



 
第 1室	 第 2 室	 第 3 室	 第 4 室	 

14：15	 座長：是澤宏之（九州工業大学）	 

109 エンドミル工具系の振動に起

因する加工誤差の推定	 

○千布匠（鹿児島大）近藤英二（〃）	 

座長：村上洋（北九州市立大学）	 

209	 CMP ハードパッドにおける高

圧ジェット洗浄効果の定量評価	 -	 

定盤回転速度および洗浄時間と洗

浄効果	 

○北村将（九州大）徳元勇太（〃）

黒河周平（〃）林照剛（〃） 
和田雄高（㈱荏原製作所） 
檜山広國（〃）高東智佳子（〃） 

座長：島名賢児（鹿児島高専）	 

309 教育現場での超精密加工への

取組み	 

○山本通（大分高専）安藤開（〃）	 

座長：坂口彰浩（佐世保高専）	 

409	 産業用	 3D プリンタによる通

気性金型の電子ビーム加工を用い

た性能向上	 

○藤丸浩宣（九州工大）楢原弘之

（〃）是澤宏之（〃）	 

14：35	 110 三次元切削における切屑流出

方向と切削抵抗方向の加工条件依

存性	 -	 第 2 報：円弧切れ刃の半径

の効果	 -	 

○唐島涼（九州工大）吉川浩一（〃） 
水垣善夫（〃）森直樹（〃） 

210	 微細凹凸による機能表面創製

の研究	 第一報	 -	 伝熱促進機能表

面と創製方法の検討	 	 

○中出口真治（長崎大）倉成健司

（〃）矢澤孝哲（〃）桃木悟（〃）

松尾寧彦（〃）山田玲子（〃）	 

森高秀四郎（〃）	 

310 高精度ボールエンドミル加工

のための工具姿勢制御手法の提案	 

○寺井久宣（北九州高専）	 

浅尾晃通（〃）吉川浩一（九州工

大） 
	 

410	 フェムト秒レーザーを用いた

ダブルパルスビームによる表面励

起現象を利用した表面加工に関す

る研究	 

○横尾英昭（九州大）林照剛（〃）

松永啓伍（〃）松川洋二（〃）	 

王成武（〃）黒河周平（〃）	 

14：55	 111 ステンレス鋼 SUS304 のエンド

ミル切削における切削抵抗ベクト

ルに関する研究	 

○川村浩二（熊本大）坂本重彦（〃） 
村井満（熊本県産業技術センター） 

211	 相変態領域におけるクロム系

窒化硬質膜の表面特性	 

北御門雄大（佐賀大） 
○長谷川裕之（〃） 

311	 四角錐台加工による 5 軸制御

加工機の工作精度評価	 -	 回転軸

偏差の評価に適した四角両角錐台

の提案	 –	 

○立石祥悟（九州工大）水垣善夫

（〃）吉川浩一（〃）湯浅皓介（〃）

寺嶋啓佑（〃）	 

411	 不燃性加工液のかけ流しによ

るくり抜き放電加工の開発	 -	 か

け流し方法の検討	 –	 

○黒川久仁彦（九州工大）	 

吉川浩一（〃）水垣善夫（〃）	 

森直樹（〃）	 

15：15	 

	 

112 スライド型動吸振器によるエ

ンドンル加工の再生びびり振動の

抑制	 

○石居雅寛（鹿児島大）近藤英二

（〃） 

212	 高圧ジェットを用いた CMP 用

ソフトパッド表面の洗浄効果	 -	 

定盤回転速度と噴霧圧力による洗

浄効果	 –	 

○徳元勇太（九州大）北村将（〃） 
黒河周平（〃）林照剛（〃） 
和田雄高（㈱荏原製作所） 
檜山広國（〃）高東智佳子（〃） 

312	 5 軸制御マシニングセンタの

円錐台加工による精度評価に対す

る数学的解析	 

○坂本重彦（熊本大）	 

412	 パルスファイバーレーザを用

いたナノ多結晶ダイヤモンドに対

する自由曲面の加工技術	 

○天本祥文（福岡工大）仙波卓弥

（〃）角谷均（住友電工㈱）	 

15：35	 113 三次元切削における切屑流出

方向と切削抵抗方向の加工条件依

存性	 -第 3 報：刃先断面先端形状

の影響	 –	 

○小林雄介（九州工大）吉川浩一

（〃）水垣善夫（〃）森直樹（〃）	 

213 微細凹凸による機能表面創製

の研究	 第二報	 -高機能表面創製

のための高速微細加工装置の開発	 

○倉成健司（長崎大）中出口真治

（〃）矢澤孝哲（〃）桃木悟（〃）

松尾寧彦（〃）山田玲子（〃）	 

	 413	 形状創成放電加工における電

極消耗予測の高精度化	 -	 第 5 報	 

実験計画法による影響因子の分析	 

–	 

○知念秀作（九州工大）水垣善夫

（〃）森直樹（〃）吉川浩一（〃）	 

15：55	 
15：55	 〜	 16：15（休	 憩）	 

16：15	 
	 	 	 	 	 	 16：15	 〜	 17：10	 特別講演会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 講	 師：公益社団法人精密工学会	 副会長	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 首都大学東京	 教授	 	 	 	 	 	 	 諸貫	 信行	 氏	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 演	 題：次なる精密工学について	 

17：30	 

17：30	 〜	 19：00	 	 懇親会（九州工業大学	 生協）	 

 


