
9:30 01 多波長光コヒーレント断層法の構成に関する基礎検討

○岩渕拓哉（弘前大）
　福田眞（弘前大）
　齊藤玄敏（弘前大）

02 金型生産におけるＧＡを用いたスケジューリング法に
関する研究

○佐々木龍也（岩手大）
　井山俊郎（岩手大）
　水野雅裕（岩手大）
　吉原信人（岩手大）
　西川尚宏（岩手大）

14 電気防錆加工法の応用研究
-汚染物除去による加工水浄化性能の検討-

○西川尚宏（岩手大）
　佐藤佳則（岩手大）
　工藤圭太（岩手大）
　村瀬貴俊（岩手大）
　吉原信人（岩手大）
　萩原義裕（岩手大）
　加藤大雅（岩手大）
　大川井宏明（岩手大）
　刈田清貴（岩手大）
　井山俊郎（岩手大）
　水野雅裕（岩手大）
　塚本真也（岡山大）

03 最適修正機械選択法を組み込んだ高精度加工組立生産
システムに関する研究（工具磨耗の影響）

○佐々木　洋樹（岩手大）
　井山俊郎（岩手大）
　水野雅裕（岩手大）
　吉原信人（岩手大）
　西川尚宏（岩手大）

15 高齢者向け歩行器用電動アシストシステムの開発

○瀬谷亮哉（日本大）
　岡部宏（日本大）

04 ＧＡを用いた生産能力調整法に関する研究

○工藤航介（岩手大）
　井山俊郎（岩手大）
　水野雅裕（岩手大）
　吉原信人（岩手大）
　西川尚宏（岩手大）

16 体内異常部位検知用システムの開発に関する研究

○田村誠（東北大）
　奥山武志（東北大）
　田中真美（東北大）

05 ナノ多層構造酸窒化誘電体の電気特性評価

○林茂人（弘前大）
　福田幸夫（諏訪東京理科大学）
　室田淳一（東北大）
　櫻庭政夫（東北大）
　小野俊郎（弘前大）

17 大振幅マイクロ形状測定のための超精密走査型トンネ
ル顕微鏡用Zスキャナに関する研究

○後藤成晶（東北大）
　細渕啓一郎（東北大）
　清水裕樹（東北大）
　高偉（東北大）

06 センサネットワークによる人動態の多点計測

○安田貴弘（弘前大）
　佐川貢一（弘前大）
　久慈憲夫（八戸高専）
　小野俊郎（弘前大）

18 レーザー変位計を用いた工具刃先形状測定に関する
研究 -微小幅工具刃先測定の際のレーザ変位センサ
の出力特性-

○大澤慎一（東北大）
　高偉（東北大）
　清水裕樹（東北大）
　福田努（ＭＭＣリョウテック株式会社）
　加藤明（ＭＭＣリョウテック株式会社）
　久保田晃史（ＭＭＣリョウテック株式会社）

07 内視鏡用シングルファイバ観察機構の検討

○小笠原明也（弘前大）
　豊田宏 (広島工大)
　福田眞 (弘前大)
　小野俊郎 (弘前大)

19 熱検知型接触センサによる半導体ウェハ上の表面欠陥
検出手法の提案

○盧文剣（東北大）
　清水裕樹（東北大）
　高偉（東北大）

08 イオン液体を用いたイオン源の研究

○鈴木達也（東北大）
　上田智之（東北大）
　長澤純人（東北大）
　桑野博喜（東北大）

10:50

20 屈折率分布型レンズを用いた走査投影露光のパターン
形成特性

○鈴木岳（東京電機大）
　小林宏史（東京電機大）
　堀内敏行（東京電機大）

10:50

11:00

10 マイクロ化学分析システムのための微小液滴の撹拌と
化学発光反応

○小林誠也（山形県工業技術センター）
　牧野英司（弘前大）
　佐々木愛（弘前大）
　小山崇宣（弘前大）
　成田学人（弘前大）
　峯田貴（山形大）

11:00 21 ノンバックラッシ歯車装置系の振動抑制制御
-速度センサを併用するモデルベースト制御手法の位置
ループへの組込み-

○小河原聡（仙台高専）
　伊藤昌彦（仙台高専)

11 膵臓モデルのための括約筋アクチュエータの形成

○佐野雄介（弘前大）
　佐藤矩昭（弘前大）
　牧野英司（弘前大）
　笹川和彦（弘前大）
　佐藤矩昭（弘前大）

22 Performance testing and evaluation of a high-
precision air-bearing displacement sensor

○李康源（東北大）
　清水裕樹（東北大）
　高偉（東北大）

12 エポキシ樹脂ＳＵ－８上の液滴の濡れに関するメッ
シュ状微細表面構造の影響

○佐々木愛（弘前大）
　村上和也 （弘前大）
　牧野英司 （弘前大）
　小林誠也 （山形県工業技術センター)
　峯田貴 （山形大）

23 Evaluation of the linear scale for a linear
encoder

○WooJae Kim（東北大）
　木村明秀（東北大）
　清水裕樹（東北大）
　高偉（東北大）

透明半球シリコーンゴムを用いた生体計測用探り棒の
提案

○古川真都（日本大）
　長尾光雄（日本大）
　横田理（日本大）

09

セッション②　座長　吉原信人 (岩手大)

13 マイクロキャパシタに関する研究

○曽田陽彦（東北大）
　長澤純人（東北大）
　桑野博喜（東北大）

休憩

2011年度精密工学会東北支部学術講演会プログラム

ショートプレゼンテーションセッション
（会場：ホテル25F 「雅」 ）

セッション①　座長　伊藤昌彦 (仙台高専)



24 A micro actuator for linear-rotary two-axis
positioning

○Yuxin Peng（東北大）
　清水裕樹（東北大）
　高偉（東北大）

32 自転／公転型研磨法による加工特性について

○大村元志（秋田県立大）
　呉勇波（秋田県立大）
　藤本正和（秋田県立大）
　佐々木宇宙（秋田県立大）
　林偉民（群馬大）

25 In-process cutting edge inspection of single
point diamond micro-tools on a precision lathe

○張城豪（東北大）
　浅井岳見（東北大）
　清水裕樹（東北大）
　高偉（東北大）

33 Precision Chemo-Mechanical Machining of Optical
Glass with the Assistance of Ultrasonic Vibration

○李亜国（秋田県立大）
　呉勇波（秋田県立大）
　曹建国（秋田県立大）
　郭会茹（秋田県立大）
　藤本正和（秋田県立大）

26 A micro-ball stylus for form measurement of
micro-structured surface

○Bin Xu（東北大）
　清水裕樹（東北大）
　高偉（東北大）

34 低周波振動を援用した自転／公転型研磨法の開発に
関する基礎検討

○小林直貴（秋田県立大）
　佐藤光平（秋田県立大）
　呉勇波（秋田県立大）
　藤本正和（秋田県立大）
　林偉民（群馬大）
　徐世傑（有限会社メカノトランスフォーマ）
　矢野健（有限会社メカノトランスフォーマ）
　山形豊（理化学研究所）
　樋口俊郎（東京大）
　鈴木浩文（中部大）
　牧野俊清（株式会社長津製作所）

27 Fundamental performance of zirconia-coated
carbonyl-iron-particles based magnetic compound
fluid slurry in ultrafine polishing of PMMA

○郭会茹（秋田県立大）
　呉勇波（秋田県立大）
　李亜国（秋田県立大）
　曹建国（秋田県立大）
　藤本正和（秋田県立大）
　Stephen Jacobs（University of Rochester）

35 スクラッチ試験による溶射皮膜および鉱石のAE特性

○青田有司（日本大）
　横田理（日本大）
　長尾光雄（日本大）

28 Siウェハーエッジトリートメントにおける超音波援用
化学機械複合研削の加工特性

○佐々木勝一（秋田県立大）
　呉勇波（秋田県立大）
　藤本正和（秋田県立大）
　周立波（茨城大）

36 ３次元工具振動による放電加工面の鏡面仕上げ

○田中大介（岩手大）
　水野雅裕（岩手大）
　井山俊郎（岩手大）
　吉原信人（岩手大）
　西川尚宏（岩手大）

29 内径2mmの小径管内面へのパターン形成

○鈴木裕哉（東京電機大）
　堀内敏行（東京電機大）

37 ８の字型３次元工具振動を利用した金型材料の研磨
（研磨ペーストの自動供給および基礎実験）

○佐藤統隆（岩手大）
　柏崎真克（岩手大）
　水野雅裕（岩手大）
　井山俊郎（岩手大）
　吉原信人（岩手大）
　西川尚宏（岩手大）

30 MCF (Magnetic compound fluid)を利用した3D微細構造
金型の低周波振動研磨

○盛竜太郎（秋田県立大）
　呉勇波（秋田県立大）
　藤本正和（秋田県立大）
　島田邦雄（福島大）

38 石英ガラスの超精密研削に関する研究

○阿部卓朗（東北大）
　姚鵬（中国東北大学工学部）
　厨川常元（東北大）
　閻紀旺（東北大）

31 超音波振動を援用したSiCセラミックス内面の精密研削

○曹建国（秋田県立大）
　呉勇波（秋田県立大）
　郭会茹（秋田県立大）
　李亜国（秋田県立大）
　藤本正和（秋田県立大）

12:20

39 レーザ照射による単結晶シリコン加工変質層の修復

○小林史典（東北大）
　閻紀旺（東北大）
　久保百司（東北大）
　厨川常元（東北大）

12:20
13:20
13:20

14:40

15:00

16:35

16:45

17:45

18:00

20:00

ポスターセッション
（会場：ホテル25F 「月」）

休憩

休憩

懇親会
（会場： ホテル2F グランドポールルーム「雀」）

討論会　「震災復興に向けたものづくり成長戦略」
（会場：ホテル2F グランドポールルーム「竹」）

休憩

基調講演　「復興のための日本のものづくり成長戦略」 桜井充氏
（会場：ホテル2F グランドポールルーム「竹」）

休憩


