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□

音で検査する！

●

Φ100μm以下の微細加工と
その穴を高精度に測定する
音波検査機を開発しました。

音波検査器でできること
ストレート穴の検査
穴径検査（Φ100±1μm）
穴数検査、開口率管理、流量管理

《 サンプルは弊社加工品 》

φ60 μm

φ50 μm

φ200 μm
φ58 μm

微細穴多穴

《 弊社加工品 》

斜め穴の検査
穴径検査、流量管理
傾き検査

◇音波検査器

多孔質材の検査
金属多孔質体の検査
通気性管理、流量管理

●

音波検査器の仕組み
Standard Microphone
Micro-hole testsample
Loudspeaker

Microphone detection signal

Sine wave for speaker drive

判定

Signal nalyzer
Function generator

Result Display

株式会社ミスズ工業
〒392-0012 長野県諏訪市四賀3090
TEL 0266-52-6611（代）

2020年度精密工学会北陸信越支部学術講演会プログラム
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D室
D1：加工（レーザー，バニシング，エッチング）1
座長：小谷野 智広（金沢大）
D11 レーザ照射によるテクスチャ加工技術を使った
Al材料表面の高摩擦化
○金藤 航，月山 陽介，新田 勇（新潟大）

A12

B12

C12

A13

B13

C13

D12 工具回転型チップバニシング加工の金属材料
外縁部への適用
○吉田 清斗，岡田 将人（福井大），片岡 勇城（シャ
ルマン），三浦 拓也，大津 雅亮（福井大）
D13 断続的なチップバニシング加工による表面テク
スチャリング技術の提案
○北川 俊希，岡田 将人，三浦 拓也，大津 雅亮（福
井大）

9:50
A2：工作機械1
座長：関 啓明（金沢大）
10:10 A21 切削シミュレータを用いたびびり振動低減工具
経路生成方法の開発
○鬼頭 亮太，高杉 敬吾，浅川 直紀（金沢大），水谷
貴彦（ソフィックス）
A22 摩擦の影響を考慮した工作機械動作シミュレー
タの開発
○田中 翔悟，森本 喜隆，林 晃生 （金沢工大）
A23 主軸回転中心位置制御による非円形形状用内
径加工スピンドルの開発―磁気制御による主軸回転
中心位置制御の実現－
○三納 功巳，森本 喜隆，林 晃生（金沢工大）
A24 微小往復摺動試験による工作機械用潤滑油の
特性評価
○鈴木 風馬，月山 陽介，新田 勇（新潟大）
11:50 A25 デスクトップ工作機械の加工精度向上に関する
研究

休憩
B2：計測・制御1
C2：加工（切削・研削・AM）1
座長：浅川 直紀（金沢大）
座長：畝田 道雄（金沢工大）
B21 動吸振器によるパイプフレーム構造CNC旋盤の C21 研削砥石の摩耗量シミュレータの開発
振動制御

D2：加工（レーザー，バニシング，エッチング）2
座長：細川 晃（金沢大）
D21 チップバニシング加工に用いるDLCコーテッド超
硬工具の膜材質による寿命比較
○西脇 潤，岡田 将人（福井大），川畠 丈志，助田
武紀，瀧 真，藤田 裕希（オンワード技研），三浦 拓
○横山 雅哉，森本 喜隆，林 晃生（金沢工大）
○入野 勝，高杉 敬吾，浅川 直紀（金沢大）
也，大津 雅亮（福井大）
B22 正弦波位相変調干渉計による変位測定の高分 C22 非接触動力伝達機構を用いた工具寿命の自動 D22 軸形状工作物を対象とした工具回転型チップバ
判別
ニシング加工法の提案
解能化
○栗木 啓名，岡田 将人（福井大），安谷 聡士，井上
智晶（日本ニューマチック工業），三浦 拓也，大津 雅
○樋口 雅人，宗和 朋弘，韋 冬，明田川 正人（長岡 ○鈴見 泰河，平尾 篤利（新潟大）
亮（福井大）
技科大）
B23 ピンゲージを用いたマイクロプローブ先端形状 C23 研削加工によるホモエピタキシャル成長用下地 D23 フツリン酸ガラスの表面に及ぼすNa2SO4電解酸
の測定
ダイヤモンド基板の作成と評価
化水のエッチング作用
○南方 啓貴，川口 正悟，福田 雅人（長岡技科大），
○上野 貴也 ，伊東 聡 ，加藤 大智 ，松本 公久 ， 大宮 裕之，大島 龍司（ディスコ），會田 英雄（長岡 ○久保田 静和，佐藤 運海（信州大）
神谷 和秀 （富山県立大）
技科大）
D24 純アルミニウムの表面に及ぼす電解還元水の
B24 超音波振動切削による表面テクスチャリング技 C24 金属AM部品の高精度化を実現するレーザス
エッチング作用
術と摺動特性評価
キャン法
○近藤 礼皇，日向寺 柾（長岡技科大），櫻田 陽（秋
○表 そら，佐藤 運海（信州大）
田高専），原 圭祐（一関高専），磯部 浩已（長岡技科 ○大石 和志，古本 達明，阿部 諭，山口 貢，細川
大）
晃，橋本 洋平，小谷野 智広（金沢大）
B25
C25
D25 フェムト秒レーザ誘起ナノ構造を有する硬質膜
の抗菌性評価

○上野 祐亮，立矢 宏，梅北 浩志諒，北村 春樹（金
沢大），鈴木 直彦，金子 義幸（高松機械工業）

○渡辺 虎生太，千徳 英介，安丸 尚樹，坂元 知里
（福井高専）
休憩

12:10
13:00

表彰式/受賞記念講演 （A室）
C3：加工（切削・研削・AM）2
座長：古本 達明（金沢大）
C31 光弾性法に基づく軸付き研削砥石による加工状
態の可視化

D3：加工（研磨，放電，レーザー）1
座長：江面 篤志（金沢大）
D31 極微細軸を工具電極に用いた微細穴の放電加
工

○丸山 智義，石毛 雅樹（長岡技科大），辻 尚史（秋
田高専），磯部 浩已（長岡技科大）
B32 回転基準球を用いたCMMプローブ先端形状の C32 超音波振動切削中における被削材弾性変形の
精密計測 (第1報) ―内挿法を用いた形状誤差分 影響
離の高精度化に関する検証―
○山下 大輔，伊東 聡 ，神谷 和秀，松本 公久 （富 ○池田 隼也，磯部 浩已（長岡技科大）
山県立大）
A33 荷重に対する積層型圧電アクチュエータの低電 B33 ファイバを用いた正弦波周波数変調変位計測 C33 ワークステージのばね特性が超音波振動援用
干渉計の開発
に与える効果
圧駆動時の変位特性に関する研究

○芦田 宙大，小谷野 智広，細川 晃，古本 達明，橋
本 洋平（金沢大）
D32 円筒硬脆材料のレーザ割断－材料物性による
内部応力挙動の比較－

A3：メカトロ／その他1
座長：立矢 宏（金沢大）
14:20 A31 配電作業ロボットアーム用の圧縮工具の開発
○田島 壮太，曹 昱，関 啓明，辻 徳生，平光 立拓
（金沢大），牧野 浩，垣内 聡，神田 義和（北陸電力
送配電）
A32 自動超音波探傷法のための曲面を有する部品
を対象とした走査デバイスの開発
○小田柿 喜純，神代 充，保田 俊行（富山大），太田
俊介（岡山県立大），山本 有一（大平洋製鋼）

B3：計測・制御2
座長：米陀 佳祐（金沢大）
B31 いつでもピント調整ができる振動に強い小型3次
元計測装置の試作
○藤垣 元治，楠 芳之，原 卓也（福井大）

○岩間 大地世範，Luong Vav Tuyen ，辺見 信彦（信 ○宗和 朋弘，樋口 雅人，吉田 寛，韋 冬，明田川
正人（長岡技科大）
州大）
A34 スクリューポンプの歯形設計法に関する研究
B34 VR触覚による形態変化提示用盲児教育システ
ムの開発－ハプティックデバイスの基本特性－

○石毛 雅樹，磯部 浩已（長岡技科大），辻 尚史（秋
田高専）
C34 金属光造形複合加工法の切削工程における特
殊な加工環境下の切削特性－切削加工点の雰囲気
と未焼結金属粉末が切削特性に及ぼす影響－ ○
○永井 優人，川崎 一正（新潟大）
○橋本 裕次，浅川 直紀（金沢大），下村 有子，和田 藤井 亮輔，岡田 将人（福井大），森下 和幸（福井県
工技センタ），三浦 拓也，大津 雅亮（福井大）
紘樹（金城大），高杉 敬吾（金沢大）
C35 DLCコーテッド超硬ドリルによる熱可塑性CFRP
B35
16:00 A35
の穴あけ加工－コーティングの有無ならびにDLC膜
質による基礎的検討－ ○佐々 遼介，京藤 拓未，
岡田 将人（福井大），金田 直人（福井高専），三浦拓
也，大津 雅亮（福井大）
休憩
16:20
A4：メカトロ／その他2
B4：計測・制御3
C4：加工（切削・研削・AM）3
座長：林 晃生(金沢工大)
座長：高杉 敬吾(金沢大）
座長：山口 貢（金沢大）
16:40 A41 スリップ率およびスリップ角を調整可能なタイヤ B41 構造物損傷検出における画像学習-学習システ C41 チタニウム合金を対象とした駆動型ロータリー
工具を用いたヘール加工法に関する研究
走行模擬装置の開発
ムの構築○小板橋 尚幹，岩井 秀磨，川口 雅司，立矢 宏（金 ○中田 知徳，笹木 亮，中尾 洸介，長江 健，鈴木
沢大）
創貴，三谷 将也，寺林 賢司，桐 昭弘（富山大）
B42 エイリアシングを活用したサンプリング定理の拡
A42 3DプリンタによるCFRPの機械特性
張（第4報) －基礎実験による検証－
○大谷 勇乃，神谷 和秀，伊東 聡，松本 公久 （富山
県立大）
○星山 蒼，川崎 一正（新潟大）
A43 航空機への応用に向けた高速域における渦電 B43 異なる光学特性を有する粗面と平滑透明参照
流式ブレーキの基礎特性に関する研究
板との接触に関する研究
○池谷 慧太，江口 湧真，辺見 信彦（信州大）

○佐藤 雅也，月山 陽介，新田 勇（新潟大）

A44 ニューラルネットワークを用いたAIによる新作日 B44 携帯プリンタ用ピックアップローラの摩擦特性
本刀の科学的特徴分析と設計法の提案
○横山 詳悟，村上 浩規，畝田 道雄，石川 憲一（金 ○新田 勇，青山 恭大，月山 陽介（新潟大）
沢工大）
B45
18:20 A45

○高田 哲生，加藤 秀治（金沢工大）

※発表者の入れ替わり時間として5分設けておりますが，準備ができ次第発表してください．
※各セッションの終了時刻は目安となります．

○岸 克弥，月山 陽介，新田 勇（新潟大）
D34 ジャイロバレル研磨における拘束板による性能
向上効果の調査
○中山 友吾，橋本 洋平，古本 達明，山口 貢，阿部
諭，小谷野 智広，細川 晃（金沢大）
D35 両面研磨における定盤トルク測定手法の開発
○尾﨑 稜，橋本 洋平，古本 達明，山口 貢，阿部
諭，小谷野 智広，細川 晃（金沢大）

D4：加工（研磨，放電，レーザー）2
座長：橋本 洋平（金沢大）
D41 超音波振動を援用した深穴放電加工
○今井 皓斗，平尾 篤利（新潟大），谷 貴幸（筑波技
術大）

C42 超音波振動援用切削によるパターンコントロー
ル表面テクスチャの創成
○佐藤 建，川口 大輝（長岡技科大），石松純（マ
レーシア・日本国際工科院），櫻田 陽（秋田高専），
原 圭祐（一関高専），磯部 浩已（長岡技科大）
C43 ダイヤモンドコーテッド超硬エンドミルによるセラ
ミックスの切削特性―セラミックスの材料特性が切削
特性に及ぼす影響―
○齋藤 亘，岡田 将人（福井大），渡邉 英人（ユニオ
ンツール），三浦 拓也，大津 雅亮（福井大）
C44 FAD法による高温高潤滑VNコーティング膜の開
発と切削への適用

D42 磁気混合流体によるセラミックス材料に対する
平面研磨特性

○島村知克，細川晃，小谷野 智広，古本 達明，橋
本 洋平（金沢大）

○東 涼太郎，武田 英俊，會田 英雄（長岡技科大），
土肥 俊郎（Doi Laboratory）

○浦田 優人，西田 均，山本 久嗣，上堀 博之（富山
高専）
D43 磁気機能性流体を用いたステンレス鋼の高能
率・高品質研磨

○丹野 颯人，山本 久嗣，西田 均，茶木 智勝（富山
高専）
D44 単結晶MgO基板の原子レベル平坦化加工
○尾島 拓海，Francisco Raul Vazquez Gomez
Martinez，會田 英雄（長岡技科大），大島 龍司（ディ
○宇野 高志，細川 晃，小谷野 智広，古本 達明，橋 スコ），木村 豊，澤邊 厚仁（青山学院大）
本 洋平（金沢大）
C45 CFRPの高能率・高品位加工―エンドミル加工に D45 GaN基板の化学機械研磨（CMP）加工に対する
おける毛羽立ち抑制―
プレストン則の検証

終了

18:40

○渡辺 宏太，古本 達明，橋本 洋平，小谷野 智広，
細川 晃（金沢大）
D33 SUS材料における表面形状パラメータが摩擦係
数に及ぼす影響

2020 年度精密工学会北陸信越支部学術講演会実行委員

実行委員長：細川 晃（北陸信越支部・支部長，金沢大学）
副実行委員長：関

啓明（金沢大学）

浅川 直紀（金沢大学）
立矢

宏（金沢大学）

総括幹事：古本 達明（北陸信越支部・庶務幹事，金沢大学）
庶務幹事：橋本 洋平（金沢大学）
会計幹事：小谷野 智広（北陸信越支部・会計幹事，金沢大学）
プログラム担当：高杉 敬吾（金沢大学）
ＨＰ担当：米陀 佳祐（北陸信越支部・活性化委員，金沢大学）
会場担当：山口

貢（金沢大学）

江面 篤志（金沢大学）
メーリングリスト管理：浅川 直紀（金沢大学）

