
座長： 佐川　貢一(弘前大学） 座長： 藤﨑　和弘（弘前大学） 座長：

9:00-9:15

Ⅰ-01

○

マイクロスケール工作機械における手動操作
支援装置の開発
清野　敏準（日本大学）
齋藤　明徳（日本大学）

Ⅱ-01

○

簡易双腕ロボットによる操り動作のためのビ
ジュアルフィードバックに関する研究
金　知優(仙台高等専門学校)
伊藤　昌彦(仙台高等専門学校)

Ⅲ-01

9:15-9:30

Ⅰ-02

○

Positioning of a diamond cutting tool by
utilizing a force sensor-integrated fast tool
servo
Shu Wang（東北大学）
陳　遠流（浙江大学）
伊東　聡（東北大学）
清水　裕樹（東北大学）
高　偉（東北大学）

Ⅱ-02

○

動力循環構造を有する機械装置系の振動抑
制制御　　-付加速度センサを用いたセンサ
ベースト制御の位置制御ループへの組込み-
穴澤　憲了(仙台高等専門学校)
伊藤　昌彦(仙台高等専門学校)

Ⅲ-02

9:30-9:45

Ⅰ-03

○

XYマイクロステージ用薄膜型変位センサに関
する研究―搭載したセンサを用いたステージ
の位置決め―
菅原　拓馬（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（電気磁気材料研究所）
佐々木　祥弘（電気磁気材料研究所）

Ⅱ-03

○

板状部材の変形を利用した超音波モータの開
発
安部　祐樹(秋田大学)
長縄　明大(秋田大学)
小松　和三(秋田大学)
関　健史(秋田大学)
伊藤　尚志(株式会社ベスト)

Ⅲ-03

9:45-10:00

Ⅰ-04

○

接触式変位センサによる歯車形状測定に関す
る研究
町田　裕貴（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）

Ⅱ-04

○

ダンパを有する精密位置決め装置の力学モデ
ルについて
梁　志しん(秋田大学)
坂元　亮太(秋田大学)
長縄　明大(秋田大学)
渋谷　嗣(秋田大学)
櫻田　陽(秋田県産業技術総合研究センター)
荒川　亮(秋田県産業技術総合研究センター)
森　英季(秋田県産業技術総合研究センター)

Ⅲ-04

10:00-10:15

Ⅰ-05

○

微小球付きナノピペットプローブを用いた形状
計測に関する研究 – 第4報 周波数変調プロー
ブの三軸方向の感度評価 -
菊地　浩貴（東北大学）
伊東　聡（東北大学）
高　偉（東北大学）

Ⅱ-05 Ⅲ-05

10:15-10:30

座長： 原　圭祐（一関工業高等専門学校） 座長： 工藤　謙一（（地独）青森県産業技術センター） 座長： 伊東　聡（東北大学）

10:30-10:45

Ⅰ-06

○

導電性ラバーボール含有メタル-レジンボンド
砥石の特性調査‐ボンド材が及ぼす加工面粗
さへの影響‐
萩原　史門（茨城大学）
伊藤　伸英（茨城大学）
前林　直希（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）
長谷川　勇治（茨城工業高等専門学校）

Ⅱ-06

○

センサネットワークデバイスによる運動中の生
体情報計測
東泉　雄大(弘前大学)
吉澤　渓太(弘前大学)
佐川　貢一(弘前大学)
小野　俊郎(弘前大学)

Ⅲ-06
○

湾曲型空圧ゴムアクチュエータの基本特性
宮川　豊美（秋田工業高等専門学校）
脇元　修一（岡山大学）
伊藤　裕太（扶桑精工株式会社）

10:45-11:00

Ⅰ-07

○

サファイアウエハの精密研磨におけるMCFホ

イール寿命の評価
大浦　宣翔(秋田県立大学)
呉　勇波(秋田県立大学)
野村　光由(秋田県立大学)
藤本　正和(秋田県立大学)

Ⅱ-07
○

KTN-EO結晶を用いた広角内視鏡の開発
木村　元勇(弘前大学)
鈴木　雄太(弘前大学)
花田　修賢(弘前大学)
小野　俊郎(弘前大学)

Ⅲ-07
○

工具摩耗の少ないドライ穴あけ加工の研究
中居　久明（（地独）青森県産業技術センター）
吉田　 光弘（株式会社永木精機）
澤　 武一（芝浦工業大学）

11:00-11:15

Ⅰ-08

○

微小径エンドミルによるガラスエポキシ積層板
のポケット加工
川澄　正祥(秋田県立大学)
野村　光由(秋田県立大学)
呉　勇波(秋田県立大学)
藤本　正和(秋田県立大学)

Ⅱ-08

○

バイオチップ作製を目的とした各種レーザーに
よる透明材料の２・３D微細加工技術開発
大宮　慧(弘前大学)
石川　延明(弘前大学)
花田　修賢(弘前大学)

Ⅲ-08

○

先端加工ファイバを用いた変位計に関する研
究
藤ケ森　賢太郎(秋田大学)
奥山　栄樹(秋田大学)

11:15-11:30

Ⅰ-09
○

ハイレシプロ研削における研削抵抗の解析
吉間　睦紀(岩手大学)
吉原　信人(岩手大学)
西川　尚宏(岩手大学)
水野　雅裕(岩手大学)

Ⅱ-09
○

短パルスレーザによる表面微細周期構造創成
小玉　脩平(東北大学)
柴田　章宏(東北大学)
嶋田　慶太(東北大学)
水谷　正義(東北大学)
厨川　常元(東北大学)

Ⅲ-09
○

クランプ力によるワーク変形に関する考察
和合　健(（地独）岩手県工業技術センター)
浅沼　拓雄(（地独）岩手県工業技術センター)

11:30-11:45

Ⅰ-10

○

超音波振動切削による複合微細構造創成の
高精度化(Improvement of fabrication method
of composite microstructure with ultrasonic
vibration cutting)
嶋田　慶太(東北大学)
水谷　正義(東北大学)
厨川　常元(東北大学)

Ⅱ-10

○

ECRスパッタ高誘電体スタックゲート界面の評
価
水田　祥平(弘前大学)
岡本　浩(弘前大学)
福田　幸夫(諏訪東京理科大学)
小野　俊郎(弘前大学)

Ⅲ-10

○

分長の考え方を応用した真直形状測定に関す
る研究
奥山　栄樹(秋田大学)

11：45-13：15 休憩

休憩

2014年度精密工学会東北支部学術講演会プログラム
第１室

（第2講義室）

第２室

（第6講義室）

第３室

（第8講義室）



座長： 吉原　信人（岩手大学） 座長： 和合　健（（地独）岩手県工業技術センター） 座長： 水谷　正義（東北大学）

13:15-13:30

Ⅰ-11

○

ハイドロキシアパタイト粒子衝突を用いた加工
特性変化
久慈　千栄子(東北大学)
大久　洋幸(東北大学)
冨江　瑛彦(東北大学)
泉田　一賢(東北大学)
赤塚　亮(東北大学)
佐々木　啓一(東北大学)
今野　豊彦(東北大学)
嶋田　慶太(東北大学)
水谷　正義(東北大学)
厨川　常元(東北大学)

Ⅱ-11

○

XYZ三軸振動センサに関する研究
-第2報 信号処理系の最適化と微小振動計測
について-
相原　涼(東北大学)
伊藤　武志(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)

Ⅲ-11
○

LiNbO3を利用した小型加速度センサの開発

村井　博(（地独）青森県産業技術センター)
山崎　喜一郎(多摩川モバイル電装株式会社)
谷内　雅紀(多摩川精機株式会社)
田中　浩(多摩川精機株式会社)
松井　友弘(多摩川精機株式会社)
荒屋　和貴(多摩川精機株式会社)

13:30-13:45

Ⅰ-12

○

Material removal of hard and brittle materials
in ultrasonic machining by using SPH method
王　静思(東北大学)
康　媛(東北大学)
嶋田　慶太(東北大学)
水谷　正義(東北大学)
厨川　常元(東北大学)

Ⅱ-12

○

A study on a six-degree-of -freedom surface
encoder
Cai Yindi(東北大学)
Yuki Shimizu(東北大学)
Xinghui Li(東北大学)
So Ito(東北大学)
Wei Gao(東北大学)

Ⅲ-12

○

微小生体を対象としたマイクロインジェクション
システムの開発
工藤　謙一(（地独）青森県産業技術センター)
高橋  進吾(（地独）青森県産業技術センター)
伊藤  寿美夫（株式会社クラフトワークス)

13:45-14:00

Ⅰ-13

○

超音波振動高速切削に関する研究　－ステン
レス鋼の高速切削実験と振動方向の影響の調
査－
原　圭祐(一関工業高等専門学校)

Ⅱ-13
○

光学式3軸角度センサの小型化に関する研究

丸山　泰司(東北大学)
清水　裕樹(東北大学)
Siew-Leng TAN(東北大学)
村田　大(東北大学)
伊東　聡(東北大学)
高　偉(東北大学)

Ⅲ-13

○

組織変性過程における小径血管の力学的変
形挙動観察
藤崎　和弘(弘前大学)
工藤　亮汰(弘前大学)
笹川　和彦(弘前大学)

14:00-14:15

Ⅰ-14
○

PELID法を用いた砥粒の配置制御技術
塚田　並輝(茨城大学)
伊藤　伸英(茨城大学)
梅津　信二郎(早稲田大学)
大森　整(理化学研究所)
加藤　照子(理化学研究所)

Ⅱ-14

○

トラバース研削におけるナノトポグラフィーの振
幅に関する研究
岸部　翔吾(岩手大学)
吉原　信人(岩手大学)
西川　尚宏(岩手大学)
水野　雅裕(岩手大学)

Ⅲ-14

○

生体組織検査用薄切片の自動切り出しおよび
すくい取り機構の試作
佐川　貢一(弘前大学)
川口　峻(弘前大学)
菊地　憲至(弘前大学)
佐藤　駿祐(弘前大学)

14:15-14:30

Ⅰ-15

○

ELID法を利用した着色微細加工システムによ
る機能性ピンの製造技術
大塚　明宏(茨城大学)
伊藤　伸英(茨城大学)
長谷川　勇治(茨城大学)
山田　和明(茨城大学)
上原　嘉宏(理化学研究所)
大森　整(理化学研究所)
春日　博(理化学研究所)
江面　篤志(栃木県産業技術センター)

Ⅱ-15

○

触刺激計測センサによる紙おむつの計測およ
び官能評価
谷口　雄紀(東北大学）
田中　真美（東北大学）
奥山　武志（東北大学）

Ⅲ-15

14：30-15：00

15:00-16:00

16:00-18:00

特別講演　会場第10講義室
「太宰治と官立弘前高等学校そして弘前大学」

講師　弘前大学名誉教授・弘前市立博物館長　　長谷川　成一　氏

懇親会　会場　弘前大学　大学会館2F「スコーラム」

休憩

第１室 第２室 第３室

（第2講義室） （第6講義室） （第8講義室）
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