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支部長就任１年を振り返って
精密工学会九州支部長
支部長に就任して早くも１年．この間，世界，日本お
よび大学の情勢は著しく変化した．
「IT 革命」が叫ばれていたかと思うと，突然「IT 不
況」という寝耳に水のニュースが世界をかけめぐる．経
済のグローバル化は，製造業を含む多くの産業に強烈な
インパクトを与えている．IT 産業ひとつをとっても，台
湾，シンガポール，韓国はもとより，中国や東南アジア
の諸国からの追い上げは厳しく，日本は安穏としてはお
れない状況にある．しかし，このような中で「われわれ
技術者・研究者は最重要・最優先の課題を解決するとと
もに，世界のどこよりも一歩先を行く『本物の技術』を
求めて行くしかない」と思うこの頃である．
一方，国公立大学の独立行政法人化も間近に迫ってお
り，国からの予算規模の縮小や予算の重点配分なども発
表されている．したがって，産学連携の推進や特許の取
得などによる研究費の獲得も重要性を増している．産学
連携については，学会の分科会や専門委員会をベースに
して実施することも有効と思われる。それには，是非と
も九州発の分科会や専門委員会を構成し，研究開発を行
うとともに技術を深めていくことをお奨めしたい．
さて，支部活動のうち，支部講演会はかねてより，中
国四国支部との共催講演会を隔年で，そしてその中間の
年は支部単独で行うという方式で開催されている．ここ
５年間の講演数では必ずしも共催講演会の方が多いわけ
ではないが，数の上からはともかく，中国四国支部の研
究者・技術者との情報交換を行い，互いに切磋琢磨する
ことはきわめて有意義であると考えられる．したがって，
今後もこの方式を継続する方針であり，今年は 2002 年度
の全国大会を考慮して１年早め，長崎大学で共催講演会
を開催する．
2002 年度秋季大会は，ご存知のように 2002 年 10 月 2
〜4 日の間，熊本大学で開催される．安井平司実行委員
長の下で，実行委員，評議員，商議員の方々をはじめ支
部会員がそれぞれの立場で，この大会を成功させるべく

鬼鞍

宏猷

ご協力願いたい．
昨年の商議員会で佐世保高専の久留須先生が発案され
た学生研究発表講演会は，早速，第１回を 2001 年 3 月に
九州大学で開催し，多くの先生方の温かいご指導で 21 件
もの講演がなされた．まだ，学生主体の講演会には程遠
かったが，今後の指導しだいで学生のプレゼンテーショ
ン能力やコミュニケーション／ディベート能力の向上が
期待できる．このような教育的な観点から，この講演会
を利用していただけると幸いである．今年度は長崎大学
で一般の講演会と同時に開かれる．
ところで，ここ５年間，支部会員数は，正会員が微増
し学生会員が増加して全体としてはやや増加傾向にある
が，大きな問題点は賛助会員数の激減である．これは景
気の落ち込みによるものが最大の原因と考えられるが，
支部会員一人一人の研究・技術レベルアップの努力が学
会への求心力を高めることにつながるものと確信してい
る．
支部の業務は，これまで支部が熊本大学にあるとい
う物理的な事情のために，熊本大学の先生方に大きな負
担がかかってきた．これを改善するために，多くの支部
会員で負担を分かち支部を運営することの必要性を強く
感じる．またそれが支部への参加意識を増すことにもつ
ながると思う．そこで，一昨年から申し上げているよう
に，業務の分担を支部商議員にお願いするとともに，現
在ある幹事会をより有効に機能させたいことである．た
とえば，各行事（支部主催／共催講演会，講習会，学生
研究発表講演会）や業務（会員増加，ニュースレター編
集）などを数人ずつの商議員で分担してはいかがか，と
思っている．
私自身，まだ，支部の活性化にはほとんど貢献してい
ないことを申し訳なく思っている．残る１年において微
力ながら，努力を傾けたい．これまで以上に注目される
支部へと進化を遂げるべく会員皆様のご協力をお願いし
たい．

精密工学会九州支部これからのカレンダー
2001/ 11/3
2001/11/ 30
2002/10/1〜5

2001年度精密工学会九州支部・中国四国支部･合同長崎地方学術講演会(於：長崎大学工学部)
2001年度精密工学会九州支部精密生産加工技術セミナー(於：九州大学)
2002年度精密工学会秋季大会学術講演会(於：熊本大学)
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支部４０周年記念技術講演会・特別講演会開催
昨年１１月２４日２０００年度支部総会に際して、支部４０周年記念技術講演会と特別講演会が開催されました。
会場は熊本大学大学院自然科学研究科の大講義室で、当日は北九州から鹿児島に至る九州一円から７０数名の企業、
大学、高専の技術者・研究者の参加者を得ました。当日の講演内容は別表に示すとおりです。本部からは副会長の大
阪大学教授

片岡俊彦先生をお招きして、表面の超精密計測技術に関する特別講演を頂きました。この他、最新のロ

ボット技術の動向、レーザ等による３次元超微細加工技術、半導体製造装置における先端技術の話題、超精密機械加
工による３次元形状加工装置と加工技術等精密工学分野を研究・開発・事業とする参加者にとって極めて興味深い、
示唆に富むしかも最先端の話題が多く、各講演後も多くの質問や意見が交換され、盛会裏に終えました。
特別講演
「 表面の超精密計測 」
精密工学会副会長 大阪大学教授
技術講演
九州支部長挨拶
精密工学会九州支部長
生産現場におけるロボット技術
（株）安川電機
部長
半導体およびガラスの３次元超微細加工技術
住友重機械工業（株）主任技師
半導体製造装置の現状
東京エレクトロン九州（株）社長
超精密機械加工技術と装置
豊田工機（株）
主査

片岡 俊彦 氏
鬼鞍 宏猷 氏
田中 雅人 氏
林

健一 氏

山城

恵 氏

坪井

暉 氏

見 学 会 昼食時（11：50〜12：50）には熊本大学工学部保存の国指定重要文化財工作機械の見学

また、本講演会に際し、２０００年度支部総会も行い、庶務･会計報告、次年度役員の決定、事業計画の提案がなさ
れ、これらの了承を得て終了した。なお、総会中には以下の支部表彰を実施した。
・ 精密工学会九州支部技術賞：
業績題目：高速スキャン塗布システムの開発
受賞者 ：飽本 正巳（東京エレクトロン九州株式会社）
竹下 和宏（東京エレクトロン九州株式会社）
江崎 幸彦（東京エレクトロン九州株式会社）
川崎 義行（東京エレクトロン九州株式会社）
・ 精密工学会九州支部功労賞：
受賞者 ：安井 平司（熊本大学工学部）
４０周年記念講演会終了後、熊本大学内くすのき会館にて懇親会を行い、多くの支部先輩、企業人、大学人、学生
含めて４０人前後の方々が支部発足の頃の思い出や近況を語りあった。

４０周年技術講演会・特別講演会

懇親会風景
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研究室紹介

◇長崎大学工学部機械システム工学科
加工システム学研究室

本研究室は生産システム学講座（大講座）に属しており、西田知照教授以下３名のスタッフと６名の修士大学院生、
８名の卒業研究生（４年生）により構成されています。研究室では、機械加工に関する研究に加え、動力伝達用プラ
スチック歯車の研究に取り組んでいます。現在の主要な研究テーマと具体的な内容は以下の通りです。
(1)

マシニングセンタによる５軸加工時の工具経路算出法

５軸加工時の工具経路を本研究室で考案した等勾配法の原理に基づいて算出する手法を検討しています。ここで、
等勾配法の原理とは工具切削点において工具輪郭の接線勾配、工具運動軌跡の接線勾配および工作物形状の接線勾配
が一致するというものです。等勾配法を適用すると非常に複雑な３次元形状を有する工作物を加工する工具経路を解
析的に効率よく算出することができます。ただし、その場合には工作物形状が式で表現されている必要があります。
現在、自由曲面（離散点で表現されている工作物形状）に対して等勾配法を適用し、高精度加工を実現する手法につ
いて検討を進めています。また、工具干渉を解析的に予測し、回避する手法の検討も進めています
(2)

５軸加工における表面粗さ形状の算出法

複雑な曲面を高精度に加工するには工具経路だけではなく、送り速度、工具姿勢などの切削条件を検討する必要が
あります。特に最近は高速高送りで加工が行われることが増えており、加工面精度に及ぼす切削条件の影響を考慮す
る必要性が高まっています。本研究では工具切れ刃と工作物の相対運動で決定される切削面形状を予測する手法につ
いて検討しています。
(3)

成形加工用の工具輪郭設計用ソフトウェアの開発

本研究室では、はすば歯車の成形研削仕上げを行う砥石の輪郭計算法を確立しました。本研究で開発された計算法
を利用して砥石輪郭を修整し、歯車研削を行う研削盤が既に市販されています。現在、開発した計算法を応用してツ
イストドリルのねじれ溝やねじなど、さまざまなねじれ溝を持つ工作物を加工するための工具輪郭をパソコン上で容
易に設計できるソフトウェアの開発を進めています。
(4)

動力伝達用プラスチック歯車の低騒音化

プラスチック歯車は振動吸収性に優れ低騒音であると一
般的に考えられていますが、動力伝達用歯車として使用
すると意外と大きな騒音を発生させます。しかし、プラ
スチック歯車に関しては設計手法がまだ確立されておら
ず、騒音の低減化は試行錯誤でなされているというのが
実情です。本研究では、動力伝達用プラスチック歯車の
騒音低減化を実現する方策を検討することを目的として
動力伝達用ナイロン歯車の振動・騒音機構について調べ
ています。

- 3 -

等勾配法の応用例

（インペラの４軸加工）
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精密工学会九州支部

第１回学生研究発表講演会開催

本年３月１３日（火）、精密工学会九州支部 第１回学生研究発表講演会を九州大学において開催しました。そ
の趣旨は学生会員が研究発表を通じて学会への参加意識を高めるだけでなく，「もの作り」の重要性を再認識し大学
や高専の学生が相互に交流をすることにあり、本部における「学生会員卒業研究発表講演会」とリンクさせたもので
す．但し、九州支部としての独自性も考えて、２回目以降、開催時期を秋の支部講演会と併行して実施することとし、
前記の趣旨に大学院、学部、高専の学生が研究テーマにおける中間的な発表を行なって、討論や意見交換を通して自
己の研究テーマおよびその進め方を見なおすための機会をもってもらうものとしました。
第１回発表会では準備期間の少ない状況での募集であり、機械学会との日程重複等があったにもかかわらず２１件
の論文発表を得ました。発表者は大学院生、学部４年生、高専生でそれぞれの立場から自己の研究内容を報告・討論
して頂きました。また、参加者の相互評価と一部指導教官の評価も加えて、以下の５件にベストプレゼンテーション
賞を贈賞しました。
・
精密工学会九州支部 第１回学生研究発表講演会ベストプレゼンテーション賞
１） ロボットサッカーのための画像処理サーバの設計と性能評価
長崎総合科学大学 高瀬 淳亮
２） マイクログラインディング用ツールの開発とマイクロファブリケーション
福岡工業大学工学研究科 濱崎 紗由美
藤井 晋一
福岡工業大学工学部
上原 雄一
笠
優
中田 清也
吉嶺 裕
３） CNC 操作用アプリケーションソフトウエアの開発
鹿児島高専
五反田 裕也
山本 真由美
井手之上 恵美
４）超音波振動研削による超硬マイクロ工具の製作に関する基礎研究
九州大学大学院
猪本 聡
柏木 良昭
九州大学工学部
畑
亮
５） LSI ウエハの精密ダイシングにおけるチッピング抑制法の開発
熊本大学工学部
今里 寛知
熊本大学大学院
濱松 豪
*********************************************************************************************************

九州支部賛助会員一覧紹介（2001 年 9 月現在）

㈱唐津鐵工所

唐津市二夕子 3-12-41

西部電機㈱

福岡県粕屋郡古賀町駅東 3-3-1

第一精工㈱

大野城市御笠川 6-4-1

㈱安川電機 基礎研究所

北九州市八幡西区黒崎城石 2-1

京セラ㈱総合研究所

国分市山下町 1-4

ノリタケダイヤ㈱

福岡県浮羽郡田主丸町竹野 210

オムロン㈱ 熊本研究所

益城郡益城町田原 2081-17

ファナック㈱ 九州支社

菊池郡菊陽町津久礼駄飼代 2570-2

東京エレクトロン九州㈱

菊池郡菊陽町津久礼 2655

日本電子材料㈱ 熊本工場

菊池郡七城町大字蘇崎 1396-5
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２０００年度精密工学会九州支部事業報告および会計報告
１．［事業報告］（平成１２年２月１日〜平成１３年１月３１日）
１．総会・役員会
(1)総会
平成１２年１１月２４日（金） 熊本大学工学部
(2)商議員会
平成１２年１１月２４日（金）
〃
(3)幹事会
平成１２年 ４月２１日（金） 熊本大学工学部
ほか３回
２．行事
(1)学術講演会
精密工学会中国四国支部・九州支部共催高知地方学術講演会
期日：平成１２年１１月１０日（金）
会場：高知工科大学
(2)特別講演
「表面の超精密計測」
精密工学会副会長・大阪大学教授
片岡 俊彦 氏
期日：平成１２年１１月２４日（金）
会場：熊本大学工学部
(3)技術講演会
４０周年記念技術講演会
期日：平成１２年１１月２４日（金）
会場：熊本大学工学部
(4)講習会
精密生産加工技術講習会
後援：宮崎県工業技術センター、（社）宮崎県工業倶楽部
（財）宮崎県産業支援財団
期日：平成１２年１２月２２日（金）
(5)その他
九州支部ニュースレター第６号発行(平成１２年３月)
九州支部ニュースレター第６号発行(平成１２年３月)
２．［会計報告］（平成１２年２月１日〜平成１３年１月３１日）
２．支出

１．収入
1)前期より繰越金
３９７，３９５
2)平成 12 年度支部活動運営費
８９５．３００
3)利子
２４９
4)学術講演会補助金
０
5)学術講演会（講演申込費、論文集代）
０
6)40 周年記念技術講演会
１３８，０００
7)懇親会費
５４，０００
8)精密生産加工技術講習会参加費
２１７，０００
9)その他
３，０００
計

３．差引残高（次年度へ繰越）

１，７０４，９４４円

１９８，８８７円

1)会議費
2)総会費
3)学術講演会費
4)懇親会費
5)表彰費
6)精密生産加工技術講演会費
7)４０周年記念技術講演会費
8)九州支部ニュース６号発行費
9)旅費・交通費
10)印刷・通信費
11)消耗品費
12)事務人件費
13)雑費
計

１２６，６６０
１５０，５１０
２００，０００
１２８，６２０
３７，９９６
２４８，２７９
１８４，４１０
８６，４３０
１０，１００
３２，９５６
８，７４６
２９０，０００
１，３５０

１，５０６，０５７円

[九州支部ニュースに関する御意見・御寄稿のお願い]
支部ニュースに御意見や御寄稿などございましたら，九州支部までお寄せ下さい．
[会員御勧誘のお願い]
学会活性化のために，正会員・学生会員・賛助会員の増加を計画しております．身近な方で
精密技術に御関心のある方がいらっしゃいましたら，入会をお薦め下さい．入会のしおりは
支部にございます．ご請求下さい．
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お知らせ
1. ２００１年度九州支部 精密生産加工技術講習会
ＩＴ時代を切拓く超精密マイクロ加工技術
−技術の基礎と適用事例を中心に−
・開 催 日

2001 年 11 月 30 日（金）

・開催場所

九州大学ベンチャービジネスラボラトリー
福岡市東区箱崎 6-10-1

・講演題目
高速電鋳技術を駆使したマイクログラインディング用ツールの開発
福岡工大
ＬＩＧＡプロセス

仙波卓弥

−超精密マイクロ部品の量産−
住友電工

羽賀

剛

東成エレクトロビーム

横井哲郎

レーザ微細加工技術の紹介

微細、精密放電加工技術の最新動向
三菱電機

毛呂俊夫

超精密マイクロ切削加工とその応用
電通大

2.

竹内芳美

２００１年度九州支部・中国四国支部共催長崎地方学術講演会
九州支部第２回学生研究発表会
・開催日
2001 年 11 月 3 日（土）
長崎大学工学部（長崎県長崎市文教町 1-14

・会場

Tel:0958-47-1111）

3．２００２年度精密工学会秋季大会の開催
約１０年振りの本部秋季大会の開催となります。
2002 年 10 月 1 日（火）〜5 日（土）

・開催日
１日

見学会

２日〜４日

シンポジウム、一般講演会、特別講演会

５日

懇話会（仮称）

・会場

熊本大学工学部（熊本市黒髪 2-39-1

Tel:096-342-3762）

精密工学会九州支部ニュース 第６号 2000年3月発行
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精密工学会九州支部
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E-mail：jspe@mech.kumamoto-u.ac.jp

Homepage：http://server.mech.kumamoto-u.ac.jp/jspe/
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