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[1] 2009年度支部役員 

■2009年度支部役員・支部選出本部役員 

 北陸信越支部個人会員名簿に記載の会員数（200９年 1１月現在）  

 正 会 員 3３５名 名誉会員 ７名  

 学生会員 学生会員：９９名 永年会員 3名  

 賛助会員 1３社 フェロー ５名  

Ⅰ．支部役員     

  支部長 柳  和久（長岡技術科学大学）       

  副支部長 上田 隆司（金沢大学）     

  幹 事 浅川 直紀（金沢大学） 庶務幹事    

    関  啓明（金沢大学） 会計幹事    

   中村 正行（信州大学） 長野県幹事    

   山田 隆一（長岡工業高等専門学校） 新潟県幹事    

   田代 発造（富山大学） 富山県幹事    

   本田 知己（福井大学） 福井県幹事    

  商議員（2008～2009 年度）     

  氏 名 勤務先・職名 氏 名 勤務先・職名   

  川久保洋一 信州大学工学部・教授 田代発造 富山大学工学部・准教授   

  中村正行 信州大学工学部・教授 山田 茂 富山大学工学部・准教授   

  松岡浩仁 信州大学工学部・准教授 大島 徹 富山県立大学工学部・教授   

  辺見信彦 信州大学工学部・准教授 神谷和秀 富山県立大学工学部・准教授   

  堀内富雄 長野工業高等専門学校・准教授 西田 均 富山工業高等専門学校・教授   

  山嵜隆夫 長野県工科短期大学校・教授 杉森 博 富山県工業技術センター・主幹研究員   

  小林高弘 セイコーエプソン㈱ 生産技術センター・部長 沖 善成 三協立山アルミ株式会社・執行役員   

  市川浩一郎 不二越機械工業㈱・代表取締役社長 上田隆司 金沢大学大学院自然科学研究科・教授   

  河部 繁 長野県工業技術総合センター・研究員 細川 晃 金沢大学大学院自然科学研究科・教授   

  小板橋竜雄 長野県工業技術総合センター・主任研究員 関 啓明 金沢大学大学院自然科学研究科・准教授   

  川崎一正 新潟大学地域共同研究センター・准教授 浅川直紀 金沢大学大学院自然科学研究科・准教授   

  柳 和久 長岡技術科学大学・教授 畝田道雄 金沢工業大学工学部・准教授   

  山田隆一 長岡工業高等専門学校・教授 坂谷勝明 石川県商工労働部産業政策課・課長補佐   

  斎藤 博 新潟県工業技術総合研究所・研究主幹  中村 敬 株式会社東振精機・取締役社長   

  塩浦時宗 
(財)新潟県県央地域地場産業振興センター･産業振興

部長 
本田知己 福井大学大学院工学研究科・准教授   

  松原 亨 マコー株式会社・代表取締役会長 強力真一 
福井県産業労働部 地域産業・技術振興課 産学官連

携推進室 主任 
  

            

Ⅱ．本部役員     

  理 事 小泉 邦雄（富山大学）       

   柳   和久（長岡技術科学大学）     

  評議員 深田 茂生（信州大学）   碓井  稔（セイコーエプソン㈱）   

   田村 武夫（新潟大学）     

   前田 幸男（富山県立大学）  飛弾野 文英   

   新谷 一博（金沢工業大学）     

    美濃輪 武久（信越化学工業㈱）       

  事業部会／学術交流委員会委員     

  出版部会／校閲委員会委員 （非公開）   

  出版部会／会誌編集委員会委員 東海支部より   

  広報・情報部会委員 神谷 和秀（富山県立大学）   
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■歴代支部役員 

役員＼年度 
2002 
(H14) 

2003 
(H15) 

2004 
(H16) 

2005 
(H17) 

2006 
(H18) 

2007 
(H19) 

2008 
(H20) 

2009 
(H21) 

2010 
(H22) 

2011 
(H23) 

支部長 
植松 哲太郎 
（富山） 

田中 道彦 
（長野） 

秋山 伸幸 
（新潟） 

石川 憲一 
(石川) 

小泉 邦雄 
（富山） 

松尾 光恭 
(福井) 

川久保 洋一 
（長野） 

柳 和久 
（新潟） 

上田 隆司 
(石川) 

 

副支部長 
田中 道彦 
（長野） 

秋山 伸幸 
（新潟） 

石川 憲一 
(石川) 

小泉 邦雄 
（富山） 

松尾 光恭 
(福井) 

川久保 洋一 
（長野） 

柳 和久 
（新潟） 

上田 隆司 
(石川) 

神田 一隆 
(福井) 

 

幹 事 

庶務 上田 隆司 細川  晃 山田 啓司 細川  晃 細川  晃 細川  晃 浅川 直紀 浅川 直紀   

会計 細川  晃 関  啓明 細川  晃 関  啓明 浅川 直紀 関  啓明 細川  晃 関  啓明   

長野 深田 茂生 深田 茂生 辺見 信彦 辺見 信彦 辺見 信彦 辺見 信彦 中村 正行 中村 正行   

新潟 岩部 洋育 岩部 洋育 明田川 正人 明田川 正人 川崎 一正 川崎 一正 山田 隆一 山田 隆一   

富山 小原 治樹 小原 治樹 森田  昇 森田  昇 小林 一也 小林 一也 田代 発造 田代 発造   

福井 本田 知己 本田 知己 白石 光信 白石 光信 山田 泰弘 山田 泰弘 本田 知己 本田 知己   

理 事 

桝田 正美 
（新潟） 

上田 隆司 
（石川） 

岸  佐年 
（長野） 

小泉邦雄 
（富山） 

上田 隆司 
（石川） 

植松 哲太郎 
（富山） 

松尾 光恭 
（福井） 

新谷 一博 
（石川） 

柳  和久 
（新潟） 

神田 一隆 
（福井） 

評議員 

川久保 洋一 
岸  佐年 
柳  和久 
明石 光生 
上田 隆司 
白石 光信 

岸  佐年 
岩部 洋育 
井上  誠 
森田  昇 
野村  俊 
安達 正明 
岩井 善郎 

深田 茂生 
横山 和宏 
村井 史朗 
中村  敬 
天谷 浩一 

碓井 稔／深田茂生 
田村武夫 

飛弾野文英／前田幸男 
新谷一博 
美濃輪武久 

福島米春／中河清 
杉本公一／尾坂一 

岩部洋育 
小林一也 
新谷一博 
山田泰弘 

出版部会／校閲委
員会委員 

（任期３年） 

山田 泰弘 
（福井） 

深田 茂生 
（長野） 

  
 

事業部会／学術交
流委員会委員 
（任期２年） 

小林 一也 
（富山） 

小林 一也 
（富山） 

小林 一也 
（富山） 

小林 一也 
（富山） 

            

広報・情報部会／
広報委員会・情報
化委員会委員(任

期２年) 

浅川 直紀 
（石川） 

浅川 直紀 
（石川） 

浅川 直紀 
（石川） 

浅川 直紀 
（石川） 

神谷 和秀 
（富山） 

神谷 和秀 
（富山）  

 

出版部会／会誌編
集委員会委員 
（任期２年） 

野村  俊 
（富山） 

野村  俊 
（富山） 

東海支部より 東海支部より 
細川 晃 
（石川） 

東海支部より 
 

会員増加運動委員 
賀勢 晋司 
（長野） 

賀勢 晋司 
（長野） 

賀勢 晋司 
（長野） 

             

精密工学会 75周年
記念事業 

実行委員会委員 
        

桝田 正美 
（新潟） 

桝田 正美 
（新潟） 

桝田 正美 
（新潟） 

野村 俊 
（富山）  

  

活性化委員 
(2001年度より 
支部表彰関係担

当) 

関  啓明 
（金沢大学） 

山田 啓司 
（金沢大学） 

細川  晃 
（金沢大学） 

田中 隆太郎 
（金沢大学） 

田中 隆太郎 
（金沢大学） 

田中 隆太郎 
（金沢大学） 

田中 隆太郎 
（金沢大学）  

古本 達也 
（金沢大学）  

  

備 考 
評議員６名 
商議員改 

秋季大会 
（富山大学） 

評議員７名 
商議員改 

  
評議員５名 
商議員改 

  
評議員５名 
商議員改 

  
評議員６名 
商議員改 

  

[2] 2010･2011年度支部役員 

■2010･2011年度商議員 

氏 名 勤務先・職 名 氏 名 勤務先・職 名 

岸佐年 長野工業高等専門学校電子制御工学科・教授 野村俊 富山県立大学工学部・教授 

堀内富雄 長野工業高等専門学校電子制御工学科・教授 前田幸男 富山県立大学工学部・教授 

深田茂生 信州大学工学部・教授 野末武 株式会社不二越開発本部 

辺見信彦 信州大学工学部・准教授 杉森博 富山県工業技術センター機械システム課 

松岡浩仁 信州大学工学部・准教授 西田均 富山高等専門学校電気制御システム工学科・教授 

山嵜隆夫 長野県工科短期大学校生産技術科・教授 笹木亮 富山大学大学院理工学研究部・講師 

中村正幸 長野県工業技術総合センター製品科学部・部長 高野登 富山大学大学院理工学研究部・助手 

石黒周司 長野県工業技術総合センター精密・電子技術部門 上田隆司 金沢大学理工研究域・教授 

小林高弘 セイコーエプソン(株)生産技術センター・部長 関啓明 金沢大学理工研究域・准教授 

市川浩一郎 不二越機械工業(株)・代表取締役社長 田中隆太郎 金沢大学理工研究域・講師 

磯部浩已 長岡技術科学大学・准教授 浅川直紀 金沢大学理工研究域・准教授 

川崎一正 新潟大学地域共同研究センター・准教授 加藤秀治 金沢工業大学工学部・教授 

齋藤博 新潟県工業技術総合研究所・研究主幹 坂谷勝明 石川県工業試験場電子情報部・部長 

津坂英夫 ユニオンツール株式会社・技術統括部長 磯部稔 高松機械工業株式会社技術部・部長 

山田隆一 長岡工業高等専門学校・教授 神田一隆 福井工業大学工学部・教授 

吉原英雄 (財)にいがた産業創造機構・コーディネータ 強力真一  福井県工業技術センター 

○2010年度支部長・副支部長 

支部長：上田隆司（金沢大学），副支部長：神田一隆（福井工業大学） 

■支部選出本部役員(候補者：現在本部で選挙中) 

理 事：上田隆司（金沢大学），神田一隆（福井工業大学） 

評議員：福島米春（セイコーエプソン(株)），中河清（(株)不二越），杉本公一（信州大学）， 

尾坂一（長野県工業技術総合センター），岩部洋育（新潟大学），小林一也（富山県立大学）， 

新谷一博（金沢工業大学），山田泰弘（福井大学） 
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 [3] 2008年度事業報告および決算報告 

■事業報告(2009年2月本部提出) 

１．学術講演会 

(1) 北陸信越支部学術講演会 

共催：日本機械学会北陸信越支部 

開催日：2008年11月22日(土) 

会場：信州大学工学部（長野市） 

２．支部総会・支部技術賞授賞式 

日時：2008年11月22日(土) 

会場：信州大学工学部（長野市） 

３．各県企画特別講演会・討論会・見学会等 

(1) 研究会（石川） 

期日：2008年6月6日（金) 

主催：金沢工業大学先端材料創製技術研究所，金沢工業大学ものづくり研究所 

共催：（社）石川県鉄工機電協会，精密工学会北陸信越支部 

会場：金沢工業大学、先端材料創製技術研究所 

講演： 

「航空宇宙産業と特殊材料の加工法紹介」川崎重工業(株) 深川仁氏 

「極微細工具を用いた切削加工技術に関する基礎研究」豊橋技術科学大学 村上良彦氏 

(2) 特別講演会・見学会（富山） 

期日：平成２０年８月８日（金） 

共催：パーツハンドリング研究会，自動化推進協会北陸支部，日本部品供給装置工業会 

後援：精密工学会北陸信越支部 

会場：（株）不二越本社工場 

講演： 

「最新のロボットハンドリング」（株）不二越 藤田正良氏 

「最近のパーツハンドリングの技術動向」神鋼電機（株）およびＮＴＮ（株） 

(3) 特別講演会（新潟） 

期日：平成２０年８月２１日(木) 

会場：長岡高専 

講師：上智大学 清水 伸二 教授 

「新たなニーズに応える工作機械の最新情報」 

上智大学 坂本 治久 准教授 

「スキルフリー研削加工技術の開発」 

(4) 研究会（石川） 

期日：2008年8月29日(金) 

主催：金沢工業大学先端材料創製技術研究所，金沢工業大学ものづくり研究所 

共催：（社）石川県鉄工機電協会，精密工学会北陸信越支部 

会場：金沢工業大学、先端材料創製技術研究所 

講演： 

「複合加工機における難削材の駆動形ロータリ切削」東京農工大 笹原弘之 

「5軸マシニングセンターによる最新加工技術の紹介」（株）牧野フライス製作所 鈴木信吾氏 

「モノづくりは人づくり」（株）アオキ 青木豊彦氏 

(5) 特別講演会（新潟） 

期日：平成２０年１０月２２日(水) 

会場：新潟大学工学部 

講師：職業能力開発総合大学校 主任研究員 堤一郎 氏 

題目：「日本機械学会による２００７年度「機械遺産」の認定とその意義」 
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(6) 善光寺バレーミニ学会（支部活性化事業） 

日時：2008年11月12日(水)，10:00～ 

共催：財)長野県テクノ財団善光寺バレー地域センター，長野高専技術振興会 

会場：国立長野高専 地域共同テクノセンター 

次第： 

＊「大規模概念ベースの応用」国立長野高専電子情報工学科 奥村紀之氏 

＊「電子回路基板のEMC 問題と解析技術」国立長野高専電気電子工学科 春日貴志氏 

＊「Ti-Ni 超弾性合金のブドウ栽培用作業補助具への応用」国立長野高専機械工学科 北村一浩氏 

＊「３Ｄコピーと"ハッチ"への応用」国立長野高専電子制御工学科/専攻科 山崎保範氏 

＊「平面アンテナの共同研究開発」(株)フェイバライツ唐鎌隆久氏 

＊「高感度振動センサを用いた介護システムの開発」匠電舎(株) 轟修平氏 

＊「電解法によるめっき廃液処理装置の開発」信光工業(株)企画開発室 南正良氏 

＊「組込みビジネスの展開」(財)長野県テクノ財団善光寺バレー地域センター 福島康正氏 

＊特別講演「日本のモノ造り今昔―古代たたら製鉄と現代特殊鋼製造に見るモノ造り―」 

東京精密工業（株）元社長 中村洋一氏 

(7) 特別講演会（石川） 

期日：平成20年12月6日（土） 

会場：かほく市アクロス高松 

講師：東善作研究会代表 蔵谷清元氏 

題目：「紙飛行機でコトづくり・モノづくり」 

(8) 特別講演会（石川） 

期日：平成21年１月15日（木） 

主催：日本機械学会北陸信越支部 

共催：精密工学会北陸信越支部，材料学会北陸信越支部 

会場：金沢大学 

講師：横河電機(株) 山宮広之氏 

題目：「共焦点顕微鏡を用いたライブセルイメージング」 

 

■収支計算書(2008年2月本部提出) 

（資料１参照） 

 

[4] 2009年度事業計画および予算案 

■事業計画(2009年6月本部提出) 

１．支部総会・学術講演会(協賛：日本機械学会北陸信越支部) 

開催日：2009年11月14日(土) 

会 場：富山大学工学部 

２．各県企画特別講演会・討論会・見学会等 

（※：精密工学会75周年／支部50周年記念事業） 

（１）特別講演会（富山) 

「知的精密測定」 

後援：社団法人富山県機電工業会 

期日：平成２１年２月６日（金） 

会場：富山大学 工学部 

題目： 

１）知的精密測定の基礎 講師：東北大学名誉教授 清野 慧氏 

２）知的精密測定の具体例 講師：秋田大学准教授 奥山栄樹氏 

（２）見学会（※新潟） 

「保護者と児童で企業見学会―丸ごと見ようモノづくり―」 
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期日：2009 年3 月27 日(金)  

対象：小学校５年生とその保護者 

訪問先： 

１）新潟富士ゼロックス製造(株)（柏崎市） 

２）燕市産業資料館 

３）(株)コロナ（三条市） 

（３）特別講演会・見学会（富山） 

「光学における新しい可視化技術」 

協賛：精密工学会メカノフォトニクス専門委員会 

期日：平成２１年６月１９日（金） 

会場：立山科学グループ本部 （富山市） 

１）分光偏光計測の新しい可能性 講師：東京農工大学准教授 大谷 幸利 氏 

２）人に優しい光を用いた生体医用計測技術 講師：香川大学教授 石丸伊知郎 氏 

３）見学会 

（４）シンポジウム（※長野） 

北陸信越ネットワーク 先進技術開発懇談会 

～精密微細加工の新たな展開～振動援用技術に関するシンポジウム～ 

期日：平成21年7月3日(金)，4日(土) 

協賛：長野県テクノ財団，塑性加工学会 超音波応用加工分科会 

協力：長野高専技術振興会 超音波振動援用加工研究会 

実施内容：  

平成21年7月3日 

企業・研究所見学および技術交流会 

企業・研究所見学： オリオン機械株式会社 本社・本社工場（須坂市） 

松代精密地震観測室（長野市） 

平成21年7月4日 

「精密微細加工の新たな展開～振動援用技術に関するシンポジウム～」 

会場：上山田ホテル（千曲市） 

講師及び演題： 

（株）岳将 岳義弘 氏 「超音波ロータリー加工機の現状と将来」 

日本工業大学 神雅彦 氏 「超音波振動切削の最近の研究事例」 

（株）南安精工 小林知之 氏 「超音波を用いた脆(ぜい)性材料加工への期待」 

（５）特別講演会（新潟） 

共催：(社)精密工学会 精密加工技術専門委員会 

期日：2009年7月24日（金） 

会場：(財)新潟県県央地域地場産業振興センター 

演題：工作機械ならびに関連技術の歴史と研究・開発について 

講師：大阪機工（株）代表取締役常務執行役員 学術博士 幸田盛堂 氏 （精密工学会フェロー） 

（６）見学会（※石川） 

「親子工場見学とモノづくり体験（タイムカプセルを作ろう）」 

期日：平成21年7月30日（木）、 10：00 ～ 15：00 

場所：中村留精密工業株式会社（白山市） 

対象：小学校4年生～6年生、中学生（親子2人1組） 

内容： 

おはなし「部品を作る機械ってナニ？」 

機械の見学（見ちゃおう！ものづくり機械の中身） 

タイムカプセルを作ろう 

（７）設計コンテスト（※） 
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「レオナルド・ダ・ヴィンチの機械」 

概要： 

レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿から1点を選んで解釈し，3次元CAD/CAEでバーチャルモデルを作成． 

応募資格： 

北陸信越地区の大学）、高等専門学校）、短期大学、大学校に在学中の学生グループ。 

スケジュール： 

作品応募受付期間：2009年7月27日(月)～7月31日(金) 

予選結果発表：2009年8月12日(火) 

設計コンテスト開催日：2009年8月28日(金) 

設計コンテスト開催場所：富山県立大学 

副賞： 

イタリアのヴィンチ村、および、ミラノで開催される機械見本市EMOショーへ招待 

（８）技術セミナーおよび座談会（新潟） 

共催：長岡技術者協会、長岡工業高等専門学校技術協力会、にいがたナノテク研究会、NPO長岡産業活

性化協会、蔵前工業会新潟県支部 

期日：2009年8月31日（月） 

会場：アトリウム長岡 1階 

内容： 

１）技術セミナー 

「ISO準拠の新しい図示規格、測定機器の仕様と検証規格」 

(１)製品の幾何特性仕様（GPS）と幾何公差の図示法 

(有)桑田設計標準化研究所 代表取締役 桑田 浩志 氏 

(２)設計図面の正しい解釈と加工部品の適正な測定技術のために 

Creative Design & Technology Laboratory 所長 中村 哲夫 氏 

２）座談会 

「新潟県の精密工業技術の行く末」 

パネリスト：新潟県内の製造業および公的機関の５名 

司会進行役：長岡技術科学大学 教授 柳 和久 

（９）見学会（長野） 

「まるごと見よう！精密工業－親子見学会」 

期日：平成２１年１０月１７日（土） 

会場：諏訪圏工業メッセ 

参加資格：小学５，６年生および中学生と保護者 

（１０）特別講演会（長野） 

「善光寺バレーミニ学会」 

  共催：(財)長野県テクノ財団善光寺バレー地域センター，国立長野高専技術振興会 

期日：平成21年11月25日（水） 

会場：国立長野高専 地域共同テクノセンター 

次第 

＊「ベッド上の人の挙動・呼吸検出」 

長野県工科短期大学校 技術研究開発機構 手塚 佳夫 

＊「アジア圏におけるCFRP関連事業について」 

㈱羽生田鉄工所 羽生田 豪太 

＊「残留性有機汚染物質の環境挙動に関する検討」 

国立長野高専 環境都市工学科 酒井 美月 

＊「ポーラスコンクリート研究の現状とシーズの可能性」 

国立長野高専 環境都市工学科 遠藤 典男 

＊「長野高専における知財マインドの醸成」 
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国立長野高専 電子制御工学科 佐野 安一 

＊「"ＥＳＰで仕事"のための英語をマスターする方法の実施」 

国立長野高専 一般科 奥村信彦 

＊「技術士資格取得教育研究会の活動報告」 

㈱国土設計 林 

（１１）特別講演会（石川） 

期日：平成21年11月27日（金） 

協賛：金沢大学ロボット系研究室交流会 

会場：金沢大学角間キャンパス（金沢市） 

題目：メカトロニクスのヒューマンインタフェースへの応用 

講師：東京大学新領域創成科学研究科人間環境学専攻 

佐々木 健 教授 

（１２）特別講演会（石川） 

期日：平成21年12月15日（火） 

主催：精密工学会北陸信越支部 

共催：日本機械学会北陸信越支部，日本材料学会北陸信越支部 

協賛：金沢大学ロボット系研究室交流会 

会場：金沢大学大学院自然科学研究科・自然科学本館 レクチャーホール 

題目：「非視覚インタフェースのこれまでとこれから」 

講師：（株）アクセス・テクノロジー 代表取締役 斎藤正夫 氏 

   東京大学 工学系研究科 准教授 山本晃生 氏 

 

■平成21年度収支予算書(2008年12月本部提出) 

（資料２参照） 

 

[5] 支部技術賞・奨励賞 

■2008年度支部奨励賞・技術賞 

（奨励賞） 

田辺里枝（長岡技術科学大学） 

「大電流単発放電の高時間分解能観察による微細軸形成ダイナミクスの解明に関する研究」 

（技術賞） 

・ユニオンツール（株）（新潟） 

「プリント配線板用極細ドリルと微細穴あけ技術の開発」 

・コマツ工機（株）（石川） 

「クランクシャフトミラーGPM170F-5の開発」 

■2009年度支部技術賞 

・（株）アドテックエンジニアリング（新潟） 

「プリント配線板用投影露光装置の開発」 

 

[6] 幹事会報告 

■2008年度議事録 

第１回幹事会議事録：資料３参照 

第２回幹事会議事録：資料４参照 

■2009年度議事録 

第１回幹事会議事録：資料５参照 

 

[7] その他 

■フェローについて 
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北陸信越支部所属フェロー 

氏名 所属 役職 認定年度 

賀勢晋司 信州大学工学部 教授 2006 

市川浩一郎 不二越機械工業（株） 代表取締役社長 2006 

飛弾野文英   2007 

石川憲一 金沢工業大学 学長 2008 

上田隆司 金沢大学 教授 2008 

 

■今後の秋期大会開催予定 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

北大 静岡大 九州大 京大 信州大 岡山大 茨城大 神戸大 北大 東北大 

北海道 東海 九州 関西 北信越 中・四 本部 関西 北海道 東北 

          

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

名工大 阪大 熊本大 富山大 島根大 京大 宇都宮大 旭川市内 東北大 神戸大 

東海 関西 九州 北信越 中・四 関西 本部 北海道 東北 関西 

          

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

名大 金沢大         

東海 北信越 九州 関西 中・四      

 

北陸信越での全国大会開催：2011/9/14（水）～16（金），金沢大学角間キャンパス 
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■支部関連規則 
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精密工学会北陸信越支部 200８年度 第１回幹事会議事録 
 
日 時： 平成20年5月30日(土)，12:00～16:00（12:00より昼食） 
場 所： パレブラン高志会館 

富山県富山市千歳町1-3-1／TEL：076-441-2255 
出席者： 川久保洋一(支部長：信州大学)／柳和久(副支部長，評議員：長岡技術科学大学)／松尾光

恭(前支部長：福井県工業技術センター)／浅川直紀(庶務幹事：金沢大学)／細川晃(会計
幹事：金沢大学)／中村正行(長野県幹事：信州大学)／山田隆一(新潟県幹事：長岡工業高
等専門学校)／田代発造(富山県幹事：富山大学)／田中隆太郎(活性化委員：金沢大学)／
小泉邦雄(理事：富山大学)／神谷和秀(広情委員：富山県立大学)／碓井稔((代理：永嶋伸
一)評議員：セイコーエプソン)／飛弾野文英(評議員)／新谷一博(評議員：金沢工業大学) 

欠席者： 本田知己(福井県幹事：福井大学) 
議 事： 
[1] 2008年度度役員 
・支部長，副支部長，各県幹事，評議員，理事，広報・情報委員会委員の確認，庶務幹事，会計幹事，
支部活性化委員の確認 
支部長の挨拶の後，本年度の支部役員が承認された．商議員の所属に誤りがあったため，後程正しい
所属を庶務幹事まで連絡することになった（前支部長）． 
 
[2] 2007年度事業報告および決算報告 
・幹事会議事録 
一部タイトルの誤りを訂正し，確認された． 
・事業報告 
会員減少についてコメントがあり，確認された． 
・決算報告 
会計幹事より関係資料が示され説明された．引当金についてコメントがあり，最近金額が増加してい
ること，その意味合いなどについて意見交換が成され，支部周年事業等で使用していくことが確認され
た．参考のため，次回理事会で理事が他支部の引当金状況について聞いてみることとなった． 
 
[3] 各種会議報告 
・2008年度春季大会(明治大学)における支部長会議報告(前支部長)    
会議中，北海道支部よりフェローの審査基準について質問があったが，それについては明言できない
との回答があったことが紹介された． 
・理事会報告(理事) 
- 75周年記念事業 
本支部からの企画案の見直しを行い，次回理事会での報告を行うこととなった． 
- 公益法人化 
学会としては一般法人でなく，2010年に公益法人とすることを目標としており，あまり利益を得ては
いけないという話があった．法人化については詳しい説明が聞きたいとのことから，本部から誰か派
遣してもらい，支部総会などで話をしてもらってはどうかとの提案がなされた． 
- Web時代の学会のありかた 
柳理事がWeb時代の学会のありかたのWG、小泉理事がものづくりへの研究費の流れ作りのWGに参画す
ることになった． 
- その他 
2010年春季大会：埼玉大学，早稲田大学が候補となっている． 
2010年秋季大会：中部大学からのオファーを検討中． 
75周年式典：3/10～13，中央大学． 
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支部からの要望は，理事会へ出すことも可能． 
・広報・情報委員会報告(広報･情報委員) 
- 新委員長などが決定 
- 今年度の方針 
 Web用語集の準備，公式Webサイトコンテンツの充実，周年記念事業広報の支援 
 と決定した． 
- 公式Webサイト 
 全ての支部について，jspe.or.jpドメインからのアクセスが可能となった． 
 アクセス数は増加している． 
- JSPEロゴ 
 これまで明確な使用規定がなかったが，その規定を行うことになった． 
 ロゴの詳細なデザイン，色などもあいまいだったので，合わせて検討することとなった． 
国際会議などの際のバナー等へ提供してきたデータは品質が悪いので改善したい． 
なお，支部での表彰の際などは，本部で作成したロゴ入り賞状をわけてもらっている． 
- 支部講演会講演論文集の電子データ 
これまではその扱いに特に規定はなかったが，本部のどこかに登録するなどの規定が必要かどうか
検討に入ることとなった． 

- 支部メーリングリスト 
 現在神谷委員により，富山県立大のシステムを利用して運用されている． 
 本日各幹事のメールアドレスが確認できたので，幹事からの投稿が可能になるように設定する． 
適宜利用して欲しい． 
福井県会員 jspe_fukui@ml.pu-toyama.ac.jp 
 石川県会員 jspe_ishikawa@ml.pu-toyama.ac.jp 
 長野県会員 jspe_nagano@ml.pu-toyama.ac.jp 
 新潟県会員 jspe_niigata@ml.pu-toyama.ac.jp 
 富山県会員 jspe_toyama@ml.pu-toyama.ac.jp 

 
[4] 2008年度事業計画および予算案 
・支部総会・講演会・特別講演会(支部長，長野県幹事) 
- 基本的に昨年度と同様の内容，スケジュールで開催の予定．既に会告原稿は提出済．6/23に第１回
の実行委員会を開催の予定． 

- 善光寺バレー・ミニ学会と同時開催にするか，独立するかは今後検討する． 
- 11/21が理事会なので，その日程も考慮して本部からの派遣も検討したい． 
- 企画を平行スケジュールで行うと，人数が分散するので考慮が必要． 
- 講演論文集への広告掲載を検討する． 

・2008年度収支予算書(会計幹事) 
- 収入 
昨年度の法人会員増加が認められ，収入が見積りよりも増加した．本部周年記念事業は企画が確定
していないので，それに関する本部よりの収入金額（約100万円程度？）は未確定． 

- 支部50周年記念企画 
引当金などから支出の予定だが，今年度と来年度に渡り企画を行う予定なので，これも詳しくは未
確定． 

- 各県の企画 
従来6万円としてきたが，不足しがちであった．機械学会などと比較すると，予算規模の差はある
もの，活性化のためにはもう少し増額すべきであるとの議論がなされ，金額を10万円まで引き上げ
ることとなった．  

- 引当試算取崩収入 
支部講演会用費用として計上してあるが，昨年度の30万円より5万円少ないのはなぜか，という質
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問があり，昨年度は初回であるため，備品に類するものを購入したためであり，今年度はその分を
差し引いてこの金額となった，との回答があった． 

- 予算案修正 
上記の「会員増加による増収」「支部50周年記念企画支出」「各県企画予算増額」などの不確定要素
があるため，修正が必要であるとの議論がなされ，会計幹事がそれらを考慮した修正案を作成し，
6月中にメールにより検討することとした． 

・各県主催特別講演会･見学会等(各県幹事) 
- 基本的事項 
通常１～２件程度／年，企画を会告に掲載の際は，前々月25日までに本部まで原稿を提出．メール
で提出の場合は，庶務幹事にもCc:で連絡する． 

- 企画案の検討 
これまで，各県の企画は特にお互いの調整などを行わずに実施していたが，やはり内容の比較・検
討等が必要であるという議論がなされ，前年度第2回の幹事会で大筋の検討は必要であるとの結論
に達した．そこで，今年度の企画については大筋の内容，時期，場所を6/13までに庶務幹事に連絡
し，取りまとめた上で，6/20までに庶務幹事が役員に連絡して検討することとした．また，来年度
分については12月幹事会で検討を行うこととし，しかるべき時期に庶務幹事より各県幹事に連絡を
とることとした． 

- 地方講演補助金申請書 
支部講演会がこれに相当するので，次回開催地の長野県幹事がこれを申請することとした． 
 

[5] 各種記念事業の準備(周年事業実行委) 
周年事業実行委員より資料が配布された 
・精密工学会75周年記念事業／北陸信越支部創立50周年記念事業 
- 任期 
任期についての質問があり，今回配布の名簿では今年度についての記載のみであるが，企画終了ま
での任期であるとの回答であった． 

- 企画骨子 
配布資料に基づき議論がなされ，歴史的な流れでの視点だけでなく，支部各県全体での企画として
の統一感が必要ではないか，将来を見据えての企画がいいのではないか，などの意見が出た．その
結果，下記のような草案が提案された． 

- 統一テーマ 
精密日本のバックボーンと先端―これからの精密世代を育てる― 

- 支部創立50周年記念事業 
基調講演，表彰式，シンポジウムなど．支部講演会と同時開催かは要検討． 

- 工場見学など 
中学生・高校生を対象とし，支部各地で開催．夏休みなどを利用し，賛助会員に協力を求める． 

- CAD/CAEを利用した設計コンテスト 
高専生・大学生を対象とし，レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿をモチーフとし，その機構をCAD/CAE
を利用して構築する．富山県立大，長岡技術科学大学などでの実施例を参考にする． 

- 支部圏内でのナノ技術に関するコンテンツ作成 
賛助会員，研究機関のもつ基礎から応用までのナノ技術に関する資料をまとめて，印刷物などのコ
ンテンツを製作し、教育機関も含めて配布する． 

- 企画案のまとめ 
早々に周年事業実行委員会を開催し，遅くとも6/20の理事会に間に合うように企画案をまとめる．
また，評議員飛弾野氏を委員に加えたいとの意見があったが辞退されたので，今後ご意見をいただ
くこととした． 
 

[6] 2008年度各賞の支部推薦について(支部活性化委員) 
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・精密工学会技術賞(兼，支部技術賞) 
現在長野，新潟より2件が申請確定し，1件書類待ち．石川は社内稟議中のものが1件あり，6/2に確定
し次第書類を送付予定． 
・支部奨励賞 
締切は12月末．11月頃に支部活性委員から再度案内を出すこととなった． 
 
[7] その他 
・2009年度支部講演会開催地 
周年式典との関係も考慮し，富山県での開催を決定した．ただし，開催母体組織については改めて検
討する． 
・フェロー推薦 
次回も桝田氏（元新潟大）を継続して推薦の予定．会告だけでの募集なので，時期を逸さないように
との注意があった．次回幹事会で決定の予定なので，該当者がいないか各自検討を依頼した． 
・幹事会開催予定 
支部講演会中：11/22（金），昼食時間に行う 
定例幹事会：12/13（土），直江津駅前ハイマートホテル． 
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精密工学会北陸信越支部 2008年度第２回幹事会議事録 

 
日 時： 平成20年12月13日(土)，12:00～16:00（12:00-13:00昼食） 
場 所： ホテルハイマート（JR直江津駅前）〒942-0001 新潟県上越市中央1-2-3 
出席者： 川久保洋一(支部長：信州大)，柳和久(副支部長／理事：長岡技大)，浅川直紀(庶務幹

事：金沢大)，細川晃(会計幹事：金沢大)，中村正行(長野県幹事：信州大)，磯部浩巳
(新潟県幹事山田隆一代理：長岡技大)，田代発造(富山県幹事：富山大)，田中隆太郎(活
性化委員：金沢大)，小泉邦雄(理事：富山大)，川崎一正(周年委員：新潟大)，飛弾野文
英(評議員)，新谷一博(評議員：金沢工大) 

欠席者： 本田知己(福井県幹事：福井大)，神谷和秀(広情委員：富山県立大) 
 
議 事： 
[1] 支部役員および支部選出本部役員 
■2008年度役員 
(商議員) 松原亨氏の役職を「顧問」に修正することとした． 
(商議員) 沖善成氏の所属，役職に変更があるとの意見があり，確認することとした．(後日確認)
「三協立山ホールディングス，嘱託」と判明した． 
■2009年度役員候補 
上記について同様の修正ならびに確認要請があった． 
支部選出本部役員候補者の飛弾野文英氏の所属を「精密工学会フェロー」と修正した． 
支部長，副支部長については資料どおりということで了承された． 
次年度の各県幹事候補者が2009年度も継続ということで了承された． 
支部活性化委員，会計は未定であるが，金沢大学から選出することが了承された．  
○商議員は自身が選出されたことを知らない場合があるので，連絡したほうがよい，各県で商議員を
含めた会合を持ち，次期商議員の検討などを行うこと，などが提案された． 

 
[2] 2008年度事業計画および2009年度予算案 
■第１回幹事会報告 
 幹事会議事録を確認した． 
■各県主催の特別講演会･見学会･講習会等 
下記の周年事業関係見学会(長野県)について，ここで長野県幹事から説明があった． 
  
見学会(長野県) 
題 目：まるごとみよう！精密工業『親子見学会』 
主 催：精密工学会北陸信越支部 
後 援：長野市ＰＴＡ連合会、長野市教育委員会、信濃毎日新聞社、ＳＢＣ信越放送 
日 時：２００８年１０月１８日(土) 8:30～17:30 
会 場：諏訪圏工業メッセ2008会場 
次 第： 
諏訪圏工業メッセ2008見学(クイズ回答、アンケート記入) 
諏訪湖畔にて昼食，儀象堂見学 

 
■北陸信越支部学術講演会・支部総会 
2008年度北陸信越支部講演会の実施報告ならびに会計報告がなされ，次年度の開催に向けて以下の
反省点および意見が出された． 
○開催費用として¥548,000が報告された．長野県テクノ財団よりの補助が¥100,000あり，大変助
かったとのことであった． 
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○BP賞が10件は多すぎる．5件程度でよかったのでは，との意見が出た 
○プログラムの割り振りに若干不満の声があったので，もう少し早く締め切って，調整期間を設け
るべきであったとの意見が出た． 
○講演論文集の数は120であったが，適当であったとの意見が出た． 
○2009年度は富山で開催であるが，県内で話し合いの結果，富山大学に内定したとの報告があった．  
○なお，2009年度は周年行事が行われるので時間調整が必要であるとの意見が出た． 
■平成21年度収支予算書(2008年12月本部提出)(会計幹事) 
次年度の予算案を確認した．2008年度は賛助会員の件で本部より補助金が増えていたが，2009年度
はおそらく元に戻ると予測され，それに沿った予算とした．また，特別事業収入に関しては，75周
年記念関係の補助となるが，2008,2009年度合わせて100万円程度とされているので，１月一杯まで
でおそらく40万円程度と予測される，との見解が示された． 
 
[3] 各種会議報告 
■2008年度秋期大会 本部・支部懇談会報告 
資料が配付され，柳副支部長より報告された．要旨は下記のとおり． 
○若手向け企画としてアフィリエイトというものが作られた．60～100名の35歳以下の正会員，学生
会員を個別に推薦する． 

○個別推薦だが，募集を各県幹事ごとに依頼するので，協力して欲しいとの依頼があった． 
■理事会報告 
資料が配付され，理事から報告があった．要旨は下記のとおり． 
○春季大会の参加数が比較的少なかった．締切が早かったせいでは，との推測が示された． 
○75周年記念行事の功労賞が選ばれ，当支部からは12名が選ばれた． 
○メールマガジンが来年１月より開始されることになった． 
○75周年記念行事のポスターへの応募が11件追加された． 
○会費未納者が3%ほどいるが，やめようとしている人が多いので，支部でも慰留に努めて欲しい． 
■広報・情報委員会報告 
資料が配付され，広報情報委員代理で庶務幹事から報告があった．  
 
[4] 2008年度各賞の支部推薦について 
■精密工学会技術賞(兼，支部技術賞) 
本年度の支部技術賞受賞者は下記のとおり．なお，本部の技術賞は受賞できなかった． 
・ユニオンツール（株）（新潟） 
「プリント配線板用極細ドリルと微細穴あけ技術の開発」 
・コマツ工機（株）（石川） 
「クランクシャフトミラーGPM170F-5の開発」 
※2008年度北陸信越支部総会にて表彰式および支部学術講演会にて受賞記念講演 
また，技術賞に関する問題について議論した．要旨は下記のとおり． 
○最近応募を依頼するのが難しいが，全員に授賞するのも問題．応募者が少なすぎる． 
○募集方法に問題がある．一本釣りだと落選させるわけに行かない． 
○落選したところには審査員よりコメントをつけて，修正の後，再度挑戦してもらってはどうか．
そのため，審査員はコメントを活性化委員に寄せることとなった. 

■北陸信越支部奨励賞 
現在募集中で，今のところ１件応募との報告があった．また，賞状は決定後すぐに送付．盾は授賞
式の際にすることを確認した． 
 
[5] 各種記念事業の準備 
■精密工学会75周年／支部50周年記念事業 
○ダビンチ企画：担当者（富山県立大神谷氏）よりの資料が配布され，庶務幹事が説明代行した．
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申し送り事項で「宿泊費は予算内から拠出してよいか」との確認をとって欲しいとのことで，す
でに予算に含まれているので構わない，との結論になった．（後日確認）担当者の確認希望の趣旨
は「賞金とは別に宿泊費を拠出していいか」とのことだったが，庶務幹事が誤解しており，説明
が不十分であったため，その件については議論することができなかった． 
○先進技術開発懇談会：担当者（長岡技科大磯部氏）より資料が配布され，説明された．周年事業
としてスタートし，年々県ごとの持ち回りで続けていきたいとの意向が示された．なお，県幹事
がが直接担当するのではなく，独立した企画として運営していくことが確認された．また，適当
な呼びやすい名称を検討しておくように要請された． 
（後日連絡） 
正式名称：北陸信越ネットワーク 先進技術開発懇談会 
略称：先進技開ミーティング 
英文表記：Development Meething for Advanced Techniques（DMAT） 
 
 [6] その他 
■フェロー推薦について 
石川憲一先生(金沢工大)，上田隆司先生(金沢大)，桝田正美(元新潟大)の推薦が確認された． 

■その他 
次回幹事会は5月16日（土）富山，パレブラン高志会館にて開催予定． 
 

以上 



精密工学会北陸信越支部 200９年度 第１回幹事会議事録 
 
日 時： 平成21年5月16日(土)，12:00～16:00（12:00より昼食） 
 
場 所： パレブラン高志会館 

富山県富山市千歳町1-3-1／TEL：076-441-2255 
 
（以下文中は敬称略） 
 
出席者： 
柳和久(支部長：長岡技科大)／上田隆司(副支部長：金沢大)／川久保洋一(前支部長：信州大)／浅川直
紀(庶務幹事：金沢大)／関啓明(会計：金沢大)／中村正行(長野県幹事：信州大)／磯部浩已(山田隆一(新
潟県幹事)代理：長岡技科大)：／田代発造(富山県幹事：富山大)／本田知己(福井県幹事：福井大)／古
本達明(活性化委員：金沢大)／神谷和秀(広報・情報部会委員：富山県立大)／小泉邦雄(理事：富山大)
／細川晃(前会計：金沢大)／田中隆太郎(前活性化委員：金沢大)／新谷一博(評議員：金沢工大)／岡田
将人(周年委員：福井高専)／川堰宣隆(アフィリエイト：富山県工業技術C)／渡邉英人(アフィリエイ
ト：ユニオンツール)／飛弾野文英(評議員)  
 
欠席者： 
川崎一正(周年委員：新潟大)／加藤秀治(周年委員：金沢工大) 
 
議 事： 
※新支部長から議事に先立ち，所信表明を兼ねた挨拶があった． 
[1] 2009年度度役員 
・支部長，副支部長，各県幹事，評議員，理事，広報・情報委員会委員，庶務幹事，会計幹事，支部活
性化委員の確認がなされた．また，商議員の所属（金沢大学関係者）の呼称の変更があったことに対す
る指摘があった． 
・フェロー，アフィリエイトも名簿に記載するべきであるとの指摘がなされた． 
[2] 2008年度事業報告および決算報告 
・幹事会議事録（庶務幹事） 
確認された． 
・事業報告（庶務幹事） 
確認された． 
・決算報告（前年度会計） 
関係資料が示され説明された．なお，提出は2009年２月とミスタイプを訂正された． 
[3] 各種会議報告 
・2009年度春季大会(中央大学)における支部長会議報告(庶務幹事（前支部長代理）) 
支部長会議でのトピックスが説明された． 
・理事会報告(理事)  
北陸信越支部の評議員の人数が１名増えたことが説明された 
後期入試と中央大における春季大会の日程が重なったことについて何かコメントはなかったかがきか
れたが，特になかったと回答があった．              
・広報・情報委員会報告(広報・情報委員)  
バナー広告の値段は未定，電子投稿への移行にあたっては混乱が予想されるが，広報でカバーする予定
であると説明があった．          
[4] 2009年度事業計画および予算案 
・支部総会・講演会・特別講演会（富山県幹事） 
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富山県幹事より支部総会に関する補足資料が配布され，資料7’とされた． 
支部５０周年記念式典では会長あいさつと特別講演，贈賞式，支部技術賞記念講演２×２０分程度，ダ
ビンチ報告（学生が報告）を行うこととし，会長あいさつに関しては支部長が折をみて問い合わせるこ
とになった．その際，旅費は本部，謝金は支部の負担であることが確認された．また，講演論文集に広
告を付けることとし，賛助会員の広告料を無料，２０年度２１年度技術賞となった会社の広告には， 
技術賞を受けたことの記述も広告に掲載可とし，他の広告は有料とすることも確認された． 
支部奨励賞受賞者は一般セッション側の時間枠で何らかの発表を行ってもらうこととした． 
USBメモリを用いた講演論文集の配布は，閲覧性の問題で印刷物での配布のほうが好ましいという結論
になった． 
・各県主催特別講演会･見学会等（各県幹事） 
長野県幹事から，見学会として親子見学会，支部事業として善光寺バレーミニ学会を予定していること
が説明された． 
福井県幹事から，資料記載の物に加え，もう１件の見学会を予定していることが説明された． 
富山県幹事から，すでに会告等でも公知のように，６月に講演会を予定していることが説明された． 
石川県幹事から，資料どおりに講演会を予定していることが説明された 
新潟県幹事から，すでに行われた行事並びに，今後の予定行事について説明された．また，先進技開ミ
ーティングについては，支部５０周年記念に関する予算より１５万円が支出されることが確認された． 
また，支部奨励賞の受賞者が支部大会に参加の際には，本人の希望に応じて旅費もしくは懇親会費のど
ちらかを支部が負担するということとした． 
・2009年度収支予算書(2008年12月本部提出)（会計幹事） 
支部５０周年記念式典で会長の招聘では，旅費は本部，謝金（２万円程度）は支部の負担であることが
再確認された． 
先進技開ミーティングに対し，長野県テクノ財団より１０万円の補助が確定していると新潟県幹事より
補足があった． 
支部の会員勧誘成果に対しての比率が本部で見直されるかもしれないとの補足が小泉理事よりあった． 
[5] 各種記念事業の準備（周年事業実行委） 
精密工学会75周年記念事業／北陸信越支部創立50周年記念事業としてダビンチ企画についての補足資
料が配布され，進行状況報告が神谷担当委員よりあった． 
応募のきっかけは，指導教員，ポスタなどが多かった． 
見込みを入れて現在１６チームの応募がある． 
書類審査で２チーム／県に絞るという方針が確認された． 
行事終了後，支部大会で担当者による報告を行うこととした． 
春の全国大会でポスタなどによる展示物を作成して展示することとした． 
8/12までに絞り込んだ１０チームを幹事会に連絡することとした． 
最終審査会には，可能な限り幹事会メンバは出席することとした． 
[6] 2009年度各賞の支部推薦について（支部活性化委員） 
支部活性化委員より，賞について説明があり，特に締め切りの近い精密工学会技術賞について応募を呼
びかけるよう要請があった． 
支部奨励賞については，応募が増加するような方策を継続的に検討はするが，該当者なしもやむなしと
の方針が示された． 
技術賞については資料に掲載の支部講演論文集に広告無料掲載，Web上でのリンクなどのインセンティ
ブを行うこととした． 
また，申請前に支部講演会で発表する，長期間かけて内容を検討するなどの必要性も意見として出され
た． 
[7] その他 
・フェロー 
今年度該当なしが確認された． 
・アフィリエイト 
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昨年度の応募と選出の結果を見ると，企業の人など，論文の出ていない場合は選出されない例が散見さ
れた． 
本部の方針も一貫しておらず，姿勢・狙いがよくわからないので，募集がかかった時点で対策をかんが
えることとした．なお，支部長会議などで機会があれば探りを入れてみてはどうかとの意見も出た. 
・来年度理事 
石川県，福井県とし，石川県については，現副支部長を選出予定． 
・来年度評議員 
各県１名に加え，新たな１名分の枠は長野県より選出とした． 
・来年度商議員 
副支部長決定のため，次回商議員には富山から次期副支部長候補と長野から次々期副支部長候補を含め
ることとした． 
これに関連した資料を庶務幹事より，富山，長野の庶務幹事に送付することとした． 
以上各県幹事は，理事ならびに評議員候補を県内で調整の上，６月中に庶務幹事まで連絡することとし
た． 
・講演論文集への広告掲載 
50周年記念として，2008，2009年度の技術賞受賞社ならびに現賛助会員は，支部大会の講演論文集に無
料で広告を掲載できることとした． 
・北陸信越支部での全国大会開催の日程の周知 
2011/9/14～16の全国大会開催の日程を関連学会に周知し，バッティングを避けたい．支部長より副会
長へ連絡． 
・幹事会開催予定 
2009/12/12（土）12:00～，直江津駅前のホテルなど 
なお，次回はアフィリエイトは参加なし． 
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北陸信越ネットワーク 先進技術開発懇談会 
～精密微細加工の新たな展開～振動援用技術に関するシンポジウム～ 報告書 
 
精密工学会北陸信越支部創立 50 周年を記念して、日本の精密工学のバックボーンとなるべく北

陸信越支部のネットワークの相互活性化を目的として、各県の持ち回りでの開催を基本にした研究

会を発足した。具体的には、精密工学に関する様々なテーマやトピックに関して、年 1 回程度のシ

ンポジウムを開催する予定である。第一回目として、精密加工業が多く集まる長野県北信地区にお

いて見学講演会、および近年注目が集まっている振動援用加工やその周辺技術に関して、メーカ

ー、ユーザーおよび研究開発の異なる立場の講師を招いてシンポジウムを開催した。 
 
開催期日 平成 21 年 7 月 3 日(金)，4 日(土) 
平成 21 年７月 3 日 
企業見学：オリオン機械株式会社 本社工場（長野県須坂市） 
 
 精密微細加工においては加工マシーンの精度の向上と合わせ、加工室内の温（湿）度管理が重

要である。また、ユーティリティーとして使用される圧縮空気温度制御、冷却水温調管理を含めた

周囲環境の向上が微細加工にとって不可欠である。精密恒温(恒湿)室用の空調機として従来仕

様より最大８０％減の省エネを達成した新型精密空調機および周辺環境整備としての圧縮空気温

調、冷却水温調チラーの機能、用途事例をについて講演があった。（新事業開発部 片桐氏） 
 工場見学においては、講演で紹介された環境管理システムの実例をはじめ、本社工場をくまなく

見学させていただいた。環境対応製品を製造している企業であるので、工場内でもエコロジーに

対しての取り組みが多く見られた。 
 
研究所見学：松代精密地震観測室（長野県長野市） 
 第二次世界大戦末期に日本陸軍が建設していた巨大地下壕群と付属施設に設置された観測室

の見学を行った。また、研究室長 三上氏から地震発生のメカニズムや様々な地震観測計の高精

度化のメカニズムや群列地震観測システムについて講演があった。群列地震観測システムは、松

代周辺の直径１０キロメール内に分散配置された地震計からの地震波形データを集計処理するこ

とで、１観測点ではとらえられない微弱な地震波を検出するシステムである。第二次世界大戦の建

物の外観は古めかしいが、研究室内では世界各国の地震データがリアルタイムで表示される大型

モニターなど、世界最先端の観測所であることに驚かされた。 
 
技術交流会：上山田ホテル（長野県千曲市） 参加人数１７名 
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オリオン機械 講演会、見学会 

 
松代精密地震観測室 情報大型モニターと地震計 
 
平成 21 年 7 月 4 日（土）8：50～11：55 
「精密微細加工の新たな展開～振動援用技術に関するシンポジウム～」 
会場：上山田ホテル（長野県千曲市） 
 
講師：株式会社 岳将 岳 義弘 氏 
講演タイトル：超音波ロータリー加工機の現状と将来 
 １992 年に難削材(セラミックやガラス)を効率良く短時間で高い加工品質を確保するために業界

で初めて「40kHz 超音波ロータリースピンドルユニット」が実用機として販売開始された。しかし、当

初の超音波ツーリングシステムは、直径３ミリ以下の小径深穴加工に高コストで要請に対応してきた。

講演では、小径深穴加工の実用例と新規に開拓された汎用性に対応する実用例が紹介された。 
 
講師：日本工業大学 神 雅彦 氏 
講演タイトル：超音波振動切削の最近の研究事例 
 超音波振動切削加工技術に関する最近の研究事例に関して紹介された。超音波スピンドルの開

発、超音波スロッティング加工技術の開発、あるいは超音波研削加工技術などに関して、装置開

発および適用効果などに関して述べられた。 
 



講師：株式会社 南安精工 小林 知之 氏 
講演タイトル：超音波を用いた脆性材料加工への期待 
 高速ミーリング加工と超音波加工が１台で可能な５軸加工機を導入した。難削材を中心とした時

計部品の切削加工を進める一方で、今後はガラス・セラミックスなど脆性材料の加工技術を習得し、

新分野への進出を検討している。超音波振動援用加工に関しては、一般金属加工と比べると情報

が極めて少ないため、手探り状態で加工実験を進めている。 
 

  
シンポジウム参加者 25 名 
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