
精密工学会東北支部学術講演会 

開催期日：１２月７日（土） 

会場：014-1192 秋田県仙北市田沢湖卒田字早稲田 430 

田沢湖芸術村 温泉ゆぽぽ 

 

参加登録費：一般 2,000 円（論文集込み）、学生無料（論文集別売り） 

講演論文集：1,000 円 

懇親会費：一般 3,000 円、学生 1,000 円（学生登壇者は無料） 

 

プログラム概要 

 第１室

水芭蕉 

第２室 

紫苑１ 

第３室 

紫苑２ 

第４室 

山桜 

会議室 

片栗 

田沢湖

ビール 

 紫苑前ロ

ビー 

9:10-10:40 

(90min.) 

講演会 

 

講演会 

(若手) 

講演会 

(若手) 

    受付＆ 

Tea 

11:00-12:30 

(90min.) 

講演会 

 

講演会 

(若手) 

講演会 

(若手) 

講演会    企 業 展

示 

12:40-13:30 

(60min.) 

 技術フォ

ーラム（企

業の技術

紹介） 

  幹事会   

13:45-15:45 

(120min.) 

     特別公演（秋田

と小野小町） 

16:10-18:10      懇親会   

懇親会中に、「ものづくり」をテーマとした田沢湖ビールの話を予定しています。 

 

特別公演は事前申し込みが必要です。 

実行委員会幹事、奥山栄樹(okuyama@ipc.akita-u.ac.jp)宛てお問い合わせく

ださい。 

 

  



プログラム詳細 

9:10-10:40(90min.) 第１室 

細管内粗さ計用キャリッジの開発 

鈴木裕一、奥山栄樹（秋田大） 

MCF スラリーによる毛細管内面鏡面仕上げの基礎研究 

王有良 、呉勇波，藤本正和，野村光由（秋田県立大学） 

CFRP の穴あけ加工に関する基礎研究 

朱泰林、呉勇波，野村光由，藤本正和（秋田県立大学） 

石英ガラスの精密研磨における MCF ホイールの長寿命化 

大浦宣翔、呉勇波、藤本正和、野村光由（秋田県立大学）、島田邦雄（福島大

学） 

電界砥粒制御技術の研磨効率向上メカニズムの基礎検討 

久住孝幸、池田洋、佐藤安弘、赤上陽一 （秋田産技セ） 

電界砥粒制御技術を活用したガラス基板向け高効率研磨技術の開発 

池田 洋、中村竜太、久住孝幸、赤上陽一（秋田県産業技術センター） 

 

11:00-12:30(90min.) 第１室 

摩擦力の不均衡を利用した自走式小型アクチュエータの提案 

茂木祐典、村岡幹夫（秋田大学） 

湾曲型空圧アクチュエータを用いた手指拘縮予防装置の開発 

伊藤 裕太、宮川 豊美（秋田工業高等専門学校）、脇元 修一（岡山大学） 

透明柔軟物による生体部位計測用探り棒への適用 

星 一成、長尾光雄、横田 理（日本大学） 

Path design for a target approach using a tracked mobile robot 

E. RIVAS, K.Komagome and K.Mitobe (Yamagata Univ.) 

柔軟腱による腱駆動ロボットアームおよびキネクトを用いたインタフェース 

富沢健児、富樫淳輝，松田司，水戸部和久（山形大学） 

放射性物質による汚染土壌等の減容化に関する研究 

渡邉秀雄、横田 理（日本大学） 

 

  



 

9:25-10:40(75min.) 第２室 

金属ろう付け固定砥粒型ダイヤモンドソーワイヤを用いた各種金属材料への切

断 

齊藤 亜由子、佐藤 達弥、神谷修（秋田大学） 

超音波を援用した SiC セラミックスの内面研削における仕上面性状 

曹建国、呉勇波，藤本正和，野村光由（秋田県立大学），大村昭（株式会社木村

製作所） 

電界非接触撹拌技術を適用した酵素免疫測定法の高速化技術の開発 

加賀谷 昌美、中村 竜太、赤上 陽一(秋田県産業技術センター)、南谷 佳弘

（秋田大学医学部）、小松 国夫（株式会社 セーコン ） 

 

An improved optical sensor for six-degree-of-freedom positioning of a planar 

motion stage 

Xinghui Li, Yuki Shimizu, So Ito, Wei Gao (Tohoku Univ.) 

XYZ 三軸振動センサに関する研究 

相原 涼、伊藤  武志、伊東  聡、清水  裕樹、高  偉（東北大学） 

 

11:00-12:30(90min.) 第２室 

Surface profile measurement of large amplitude micro-optics by using a 

scanning electrostatic force microscope 

Zhigang Jia, Keiichiro Hosobuchi, So Ito, Yuki Shimizu, Wei Gao(Tohoku 

Univ.) 

高精度セラミックス部品の加工機上での非接触形状測定に関する研究 

松 浦 大貴、伊 東 聡, 清水 裕樹, 高  偉（東北大学）、足立 茂, 大 宮 

恭平（日 本ファインセラミックス株式会社） 

力覚センサを用いたロボットによる柔軟物皮下構造推定に関する研究 

国見 晃、葛西 昭治、福田 眞(弘前大学) 

ECR スパッタ高誘電体ＭＩＳの界面品質評価 

照井 悠惟、水田 祥平、小野 俊郎（弘前大学） 

延性二相組織の高温変形に及ぼす強化相の影響に関する FE 解析 

齋藤康平、藤原雅美、高木秀有、小林義和、白井健二（日本大学） 

統計的研削理論による研削面粗さの解析 

中川智晴、吉原信人、西川尚宏、水野雅裕、井山俊郎(岩手大学) 

 

  



 

9:25-10:40(75min.) 第３室 

MCF ポリシングにおける研磨力が材料除去に及ぼす影響 

郭会茹、呉勇波，藤本正和，野村光由（秋田県立大学） 

電界非接触撹拌技術を用いた迅速免疫組織染色方法 

中村 竜太、加賀谷 昌美、赤上 陽一、池田 洋（秋田県産業技術センター）、

南谷 佳弘、南條 博（秋田大学） 

超音波振動切削による複合微細周期構造の創成 

菅井亨、嶋田慶太，水谷正義，厨川常元（東北大学） 

XY マイクロステージ用薄膜型変位センサに関する研究 

―ステージに組み込んだセンサの基礎特性評価― 

菅原 拓馬、彭 玉鑫、東 豊大、清水 裕樹、伊東 聡、高 偉（東北大学）、丹羽 英

二（電気磁気材料研究所） 

静電容量型傾斜センサの高精度化に関する研究 

石川龍弥、伊東聡、清水裕樹、高 偉（東北大学）、Siew-Leng TAN（National 

Metrology Centre A*STAR), 畠良記、吉岡賢司（株式会社 畠茂商店），中川哲

志（マイクロ コンピュータ サイエン ス） 

 

11:00-12:30(90min.) 第３室 

フェムト秒レーザを用いた角度センサに関する研究 

工藤幸利、清水裕樹、伊東聡、高偉（東北大学）、Siew-Leng Tan(National 

Metrology Centre、A*STAR), 

工具刃先幅の精密計測に関する研究 

関根匠、伊東聡， 清水裕樹，高偉（東北大学）、加藤明， 荒川訓明，安竹睦実

（MMC リョ ウテック(株)） 

平滑面欠陥検出向け接触型熱検知センサに関する研究 

大場 裕太、清水 裕樹、高 偉（東北大学） 

屈曲細径な血管内における受動型カテーテル案内機構の基礎研究 

川崎 翔太、福田 眞（弘前大学） 

On-machine fast tool contour measurement by an optical stylus 

SungHo Jang, Yuki Shimizu, So Ito and Wei Gao(Tohoku Univ.) 

センサネットワークデバイスによる医用情報計測 

東泉 雄大、佐川 貢一（弘前大学）、久慈 憲夫（八戸工業高等専門学校）、

小野 俊郎、（弘前大学） 

 

  



 

11:00-12:30(90min.) 第４室 

微小径エンドミルによるガラスエポキシ積層板の高精度加工に関する研究 

奥村恭行 、野村光由，呉勇波，藤本正和（秋田県立大学） 

多軸制御小型 MCF 研磨装置の試作と研磨特性 

佐々木康介 、呉勇波，藤本正和，野村光由（秋田県立大学），島田邦雄（福島

大学） 

電界砥粒制御技術を適用した大口径単結晶サファイア基板の高効率 CMP に関する検討 

千葉 翔悟、伊賀 美里、土田 益広、煙山 康晴、高橋 辰雄（株式会社斉藤光学製作

所）、久住 孝幸、赤上 陽一（秋田県産業技術センター） 

酸化セリウム砥粒高速再生技術の開発 

松下 大作、佐々木 健二（サイチ工業株式会社）、久住 孝幸、赤上 陽一（秋田県産業

技術センター）、久保 百司（東北大学） 

電界砥粒制御技術を用いたＴＡ工具刃先の研磨加工と工具長寿命化効果 

田中 浩、齋藤 翼（鶴岡工業高等専門学校）、谷口 智洋、川瀬 惠嗣（株式会社小林機

械製作所）、赤上 陽一（秋田県産業技術センター） 

精密切断はさみの最適設計に関する研究 

飯村 崇（岩手県工業技術センター）、井山 俊郎（岩手大学）、井上 研司（株

式会社 東光） 

 

  



企業展示 

 

１ （株）東洋ドリル 

２ （株）青山精工 

３ 北光金属工業（株） 

４ （有）峰友技研 

５ タルイシ機工（株） 

６ 秋田扶桑精工（株） 

７ （株）増田鉄工場 

８ （株）三栄機械 

９ インスペック（株） 

１０ サカタ理化学（株） 

１１ アキモク鉄工（株） 

１２ （株）斉藤光学製作所 

 

 


