
第１室 第２室 第３室
座長　近藤 康雄（山形大学） 座長　菊池 武士（山形大学） 座長　峯田 貴（山形大学）

9:10 ２−０１　低剛性な腱駆動型ロボットアームのための
　　　　　ゴム紐巻き取り装置の開発
　　　◯富沢 健児 （山形大学）
　　　 　小野寺 健斗 （山形大学）
　　　 　冨樫 淳輝 （山形大学）
　　　 　松田 司 （山形大学）
　　　 　水戸部 和久 （山形大学）

9:30 １−０１　高硬度冷間ダイス鋼のミーリング加工における
        　快削成分，硬さの影響
　　　◯小林　庸幸 （山形県工業技術センター）
　 　　　小野　昌寛 （株式会社　 上世紀）
　 　　　矢作　勇雄 （株式会社　 上世紀）
　 　　　鈴木　庸久 （山形県工業技術センター）
　 　　　高橋　裕和 （山形県工業技術センター）
　 　　　荘司　彰人 （山形県工業技術センター）
　 　　　渡部　光隆 （山形県工業技術センター）
　 　　　村岡　潤一 （山形県工業技術センター）
　 　　　佐藤　　啓 （山形県工業技術センター）

２−０２　ウェアラブルミニチュアヒューマノイドの
　　　　　操作インターフェイス
　　　◯佐藤 勝俊 （山形大学）
　　 　　日原 聖人 （山形大学）
　　 　　杉山 将斗 （山形大学）
　　 　　水戸部 和久 （山形大学）
　　 　　妻木 勇一 （山形大学）

３−０１　SU-８微細2段ピラー構造のはっ水特性
　　　◯小林 誠也 （山形県工業技術センター）
  　 　　岩松 新之輔 （山形県工業技術センター）
  　 　　矢作 徹 （山形県工業技術センター）
  　 　　阿部 泰 （山形県工業技術センター）
  　 　　渡部 善幸 （山形県工業振興課）
  　 　　牧野 英司 （弘前大学）
  　 　　峯田 貴 （山形大学）

9:50 １−０２　酸化セリウム-CNT複合ダイヤモンド砥石による
　　　　　石英ガラスの研削特性
　　　◯加藤 睦人 （山形県工業技術センター）
　　 　　鈴木 庸久 （山形県工業技術センター）
　　 　　村岡 潤一 （山形県工業技術センター）
　　 　　横山 和志 （山形県工業技術センター）

２−０３　小惑星探査ローバ用の環境温度駆動型
　　　　　座屈ばねアクチュエータの提案
　　　◯菅井 敦久 （山形大学）
  　 　　峯田 貴 （山形大学）
  　 　　多田隈 理一郎 （山形大学）
  　 　　妻木 勇一 （山形大学）

３−０２　強力超音波を援用した微粒子複合めっき被膜
　　　　　の高速成膜
　　　◯鈴木 庸久 （山形県工業技術センター）
   　　　加藤 睦人 （山形県工業技術センター）
   　　　村岡 潤一 （山形県工業技術センター）
   　　　横山 和志 （山形県工業技術センター）

10:10 １−０３　多孔質シリコンの形成及び赤外線吸収特性
　　　◯矢作 徹 (山形県工業技術センター)
  　 　　阿部 泰 (山形県工業技術センター)
  　 　　岩松 新之輔 (山形県工業技術センター)
  　 　　渡部 善幸 (山形県工業振興課)
  　 　　小林 誠也 (山形県工業技術センター)

２−０４　軽量ロボットアーム用手首機構
　　　◯島貫 翔太 （山形大学）
   　　　妻木 勇一 (山形大学)
   　　　多田隈 理一郎 (山形大学)

３−０３　メガヘルツ定在波音場を用いた薄型
　　　　　電鋳ブレードにおける砥粒の整列
　　　◯村岡 潤一 （山形県工業技術センター）
  　　 　鈴木 庸久 （山形県工業技術センター）
  　　 　中村 健太郎 （東京工業大学）

座長 　伊藤 伸英（茨城大学） 座長　伊藤 昌彦（仙台高専） 座長　三村 宣治（新潟大学）

10:40 １−０４　水溶性加工液の動的監視システム
　　　　　に関する研究
　　　　　－ ＬＥＤセンサーを利用した外観色
　　　　　　　モニタリングシステム －
　　　◯祥雲 洪樹 （山形大学）
  　　 　近藤 康雄 （山形大学）

２−０５　床からの立ち上がり動作を補助する装置の
　　　　　駆動機構の設計
　　　◯佐藤 慶和 （山形大学）
  　　 　南後 淳 （山形大学）

３−０４　足首角度操作による準受動歩行ロボットの
　　　　　歩幅制御
　　　◯佐々木 駿 （山形大学）
  　 　　石井 信行 （山形大学）
  　 　　圓谷 裕紀 （山形大学）
  　 　　水戸部 和久 （山形大学）

11:00 １−０５　スピンオングラスによるトレンチ埋め込みと
　　　　　化学的表面研磨を用いた
　　　　　近接デュアルAFM探針の作製
　　　◯川島 健太 （山形大学）
  　　 　 峯田 貴 （山形大学）

２−０６　ＶＧＲラック＆ピニオンの歯面測定と
　　　　　出力性能評価
　　　◯西川 高弘 （山形大学）
　　　 　大町 竜哉 （山形大学）
　　　 　小松原 英範 （山形大学）

３−０５　人工筋紡錘の実現のための
　　　　　大変形測長センサの開発
　　　◯黒木 晃彦 （山形大学）
  　　 　菊池 武士 （山形大学）

11:20 １−０６　マイクロヒーターを搭載した流路型
　　　　　グルコースセンサーの開発
　　　◯岩松 新之輔 （山形県工業技術センター）
　　 　　阿部 泰 （山形県工業技術センター）
　　 　　矢作 徹 （山形県工業技術センター）
　　 　　渡部 善幸 （山形県工業振興課）
　　 　　小林 誠也 （山形県工業技術センター）

２−０７　異形断面を有する木材加工用
　　　　　万能バイスの開発
　　　◯三浦 宏信 （山形大学）
  　　 　近藤 康雄 （山形大学）

３−０６　補助装置の占有空間を減少させた
　　　　　乗用型歩行訓練器の設計
　　　◯佐藤　拓也（山形大学）
  　　 　南後　淳 （山形大学）
  　　 　丹羽　淑寛 （山形大学）

11:40 １−０７　A fast tool servo system for fabrication and
　　　　　measurement of micro-structured surfaces
　　　◯ Yuan-Liu Chen (Tohoku University)
  　  　　Kang-Won Lee (Tohoku University)
  　　  　Yuki Shimizu (Tohoku University)
  　　  　So Ito (Tohoku University)
  　　  　Wei Gao (Tohoku University)
  　　  　Bing-Feng Ju (Zhejiang University)

２−０８　真直形状測定のための
　　　　　サンプリング点数の多い一般化した二点法
　　　　◯奥山 栄樹 （秋田大学）

３−０７　生理的曲線を利用した起き上がり補助装置の
　　　　　設計・開発
　　　◯岩﨑 優人 （山形大学）
  　　　 南後 淳 （山形大学）

ショートプレゼンテーション１
座長　吉原信人（岩手大学）

ショートプレゼンテーション２
座長　奥山栄樹（秋田大学）

13:00 ０１　超音波加工におけるクラック発生の解明
　　　◯王　静思 (東北大学)
          嶋田 慶太 (東北大学)
　　　　 厨川 常元 (東北大学)

１６　動力循環構造を有する機械装置系の
　　　振動抑制制御
　　　（センサベースト制御の適応効果シミュレーション）
　　　◯鈴木 宏介（仙台高等専門学校）
　　　 　伊藤 昌彦（仙台高等専門学校）

０２　統合型金型生産システムの構築に関する研究
　　　◯石黒 裕將（岩手大学）
　　 　　井山　俊郎（岩手大学）
　　 　　水野　雅裕（岩手大学）
　　 　　吉原　信人（岩手大学）
　　 　　西川　尚宏（岩手大学）

１７　2リンクマニピュレータの残留振動抑制制御
　　　（センサベースト制御の適応効果の
　　　　シミュレーション）
　　　◯小林 拓也（仙台高等専門学校）
　　　 　伊藤 昌彦（仙台高等専門学校）

０３　外注製品選択・日程計画立案システムに
　　　関する研究
　　　◯小野寺　太郎（岩手大学）
　　 　　井山　俊郎（岩手大学）
　　 　　水野　雅裕（岩手大学）
　　 　　吉原　信人（岩手大学）
　　 　　西川　尚宏（岩手大学）

１８　介助型パワーアシスト車椅子の操作性に
　　　関する研究
　　　◯河合 大貴（新潟大学）
　 　　　三村 宣治（新潟大学）

０４　修正組立法を用いた高精度加工組立生産
　　　システムに関する研究 (バッファ導入効果)
　　　◯畑山　渉（岩手大学）
　　 　　井山　俊郎（岩手大学）
　　 　　水野　雅裕（岩手大学）
　　 　　吉原　信人（岩手大学）
　　 　　西川　尚宏（岩手大学）

１９　全天候自転車の開発
　　　～3輪・4輪自転車用前進／後退切替装置
　　　　　の検討～
　　　◯小野 陽洋（福島工業高等専門学校）
　　　 　松尾 忠利（福島工業高等専門学校）
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０５　高分子テンプレートを用いた微細表面構造を
　　　有する耐熱性高分子フィルムの作製と
　　　構造・物性評価
　　　◯海藤 嘉宏（山形大学）
　　 　　根本 昭彦（山形大学）
　　 　　高山 哲生（山形大学）
　　 　　伊藤 浩志（山形大学）
　　 　　藤井 さなえ（藤森工業(株））
　　 　　西尾 美帆子（藤森工業(株））
　　 　　鈴木 豊明（藤森工業(株））

２０　箱型多自由度超音波モータの小型化
　　　◯羽生 裕成（芝浦工業大学）
　　　 　清水 健介（芝浦工業大学）
　　　 　梅澤 卓生（芝浦工業大学）
　　　 　山科 俊尚（芝浦工業大学）
　　　 　志村 俊介（芝浦工業大学）
　　　 　小池 義和（芝浦工業大学）

０６　屈曲振動モード超音波振動板を用いた
　　　複合めっきによる薄型電鋳ブレードの砥粒制御
　　　◯横山 和志（山形県工業技術センター）
　 　　　鈴木 庸久（山形県工業技術センター）
　 　　　村岡 潤一（山形県工業技術センター）

２１　「力覚センサを用いたロボットによる形状計測法
　　　の研究」について
　　　◯国見 晃（弘前大学）
　　 　　葛西 昭治(弘前大学)
　　 　　福田 眞(弘前大学)

０７　ELID研削用小型電解水生成ノズルの開発
　　　◯石間 敦（茨城高専）
　　 　　長谷川 勇治（茨城高専）
　　 　　伊藤 伸英（茨城大学）
　　 　　高橋 岐明（茨城大学）
　　 　　大森 整（理化学研究所）
　　 　　加藤 照子（理化学研究所）

２２　柔軟接触センサによる加工表面の凹凸の
　　　計測について
　　　◯加藤 隆樹（日本大学）

０８　卓上研削加工機によるマイクロピンの創成技術
　　　◯大塚 明宏（茨城大学）
　 　　　伊藤 伸英（茨城大学）
　 　　　大森 整（理化学研究所）
　 　　　上原 嘉宏（理化学研究所）
　 　　　西村 真理子（サンテクノ株式会社）

２３　Eccentric error compensation for surface form
　　　measurements of gears
　　　◯許 斌（東北大学）
　　　 　伊東 聡（東北大学）
　　　 　清水 裕樹（東北大学）
　　　 　高 偉（東北大学）

０９　植物カーボンを用いた砥石の開発と特性
　　　◯滝本 真吾（茨城大学）
　　 　　伊藤 伸英（茨城大学）
　　 　　菅谷 修平（茨城大学）
　　 　　大森 整（理化学研究所）
　　 　　加藤 照子（理化学研究所）
　　 　　春日 博（理化学研究所）

２４　An optical inspection method for tool cutting edge
　　　◯張 城豪（東北大学）
　　 　　清水 裕樹（東北大学）
　　 　　伊東 聡（東北大学）
　　 　　高 偉（東北大学）

１０　ELID研削におけるナノカーボン添加研削液の特性
　　　◯永吉 啓（茨城大学）
　　 　　伊藤 伸英（茨城大学）
　　 　　大森 整（理化学研究所）
　　 　　加藤 照子（理化学研究所）
　　 　　春日 博（理化学研究所）
　　 　　高橋 豊（新世代加工システム株式会社）
　　 　　石井 勝也（株式会社シオン）

２５　微小球付きナノピペットプローブに関する研究
　　　◯小玉 一成（東北大学）
　　　 　伊東 聡（東北大学）
　　　 　高 偉（東北大学）

１１　電解水を用いたELID研削
　　　◯井手上 敬（茨城大学）
　　 　　伊藤 伸英（茨城大学）
　　 　　大森 整（理化学研究所）
　　 　　加藤 照子（理化学研究所）
　　 　　水谷 正義（理化学研究所）
　　 　　小茂鳥 潤（慶応義塾大学）
　　 　　河野 直（(有)ノフィル）

２６　モザイク格子サーフェスエンコーダに関する研究
　　　-マルチプローブ生成ユニットの改善-
　　　◯伊藤 武志（東北大学）
　　 　　金 于載（東北大学）
　　 　　清水 裕樹（東北大学）
　　 　　伊東 聡（東北大学）
　　 　　高 偉（東北大学）

１２　ELID研削用熱処理型砥石の開発
　　　◯滝 和也（茨城大学）
　 　　　伊藤 伸英（茨城大学）
　 　　　大森 整（理化学研究所）
　 　　　春日 博（理化学研究所）
　 　　　加藤 照子（理化学研究所）

２７　マイクロステージ用変位センサに関する研究
　　　◯東 豊大（東北大学）
　　 　　彭 玉鑫（東北大学）
　　 　　清水 裕 樹（東北大学）
　　 　　伊東 聡（東北大学）
　　 　　高 偉（東北大学）
　　 　　丹羽 英二（公益財団法人　電磁材料研究所）

１３　３次元工具振動を利用した直線溝アレイの
　　　鏡面仕上げ
　　　（工具へのスリット付与が研磨性能に与える効果）
　　　◯佐藤 統隆（岩手大学）
　　 　　水野 雅裕（岩手大学）
　　 　　井山 俊郎（岩手大学）
　　 　　吉原 信人（岩手大学）
　　 　　西川 尚宏（岩手大学）

２８　光学式３軸角度センサの高精度化に関する研究
　　　◯村田 大（東北大学）
　　 　　清水 裕樹（東北大学）
　　 　　伊東 聡（東北大学）
　　 　　高 偉（東北大学）

１４　MIS 界面品質における
      成膜中イオンエネルギーの影響
　　　◯照井 悠惟（弘前大学）
　　 　　福田 幸夫（諏訪東京理科大学）
　　 　　岡本 浩（弘前大学）
　　 　　小野 俊郎（弘前大学）

２９　Low-cost and compact interference lithography of
　　　grating fabrication for surface encoders
　　　◯Xinghui Li（Tohoku University）
　　 　　Yuki Shimizu（Tohoku University）
　　 　　So Ito（Tohoku University）
　　 　　Wei Gao（Tohoku University）

１５　ECRスパッタによるナノ多層構造誘電体の形成
　　　◯林 茂人（弘前大学）
　 　　　福田 幸夫（諏訪東京理科大学）
　 　　　岡本 浩・弘（弘前大学）
　 　　　小野 俊郎（弘前大学）

３０　Modeling and analysis of an XY micro-stage for
　　　precision positioning
　　　◯Yuxin Peng（Tohoku University）
　　 　　Yuki Shimizu（Tohoku University）
　　 　　So Ito（Tohoku University）
　　 　　Wei Gao（Tohoku University）

14:10

３１　A scanning electrostatic force microscope for
　　　 surface profile measurement
　　　◯Zhigang Jia（Tohoku University）
　　 　　Shigeaki Goto（Tohoku University）
　　 　　Keiichiro Hosobuchi（Tohoku University）
　　 　　So Ito（Tohoku University）
　　 　　Yuki Shimizu（Tohoku University）
　　 　　Wei Gao（Tohoku University）

14:20
15:50

16:00
17:00

17:30
19:30 懇親会　会場　山形大学生協食堂

特別講演 　会場　第１室
「フレキシブル有機ＥＬディスプレイの開発動向と基盤技術」

講師 山形大学有機エレクトロニクス研究センター 准教授 水上　誠 氏

ポスターセッション　会場　セミナー室(第１室 向い)


