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9:30

A01
有限要素解析によるフォーム構造モデルの変形特性評価

〇⾧堀 拓真, 藤崎 和弘, 笹川 和彦, 森脇 健司（弘前大学）
B01

多関節鉗子マニピュレータの運動制御機構の開発

○辰柳 卓志, 福田 健人, 熊谷 昇磨（岩手大学・院）, 大志田

宜明, 武田 洋一, 湯川 俊浩, 花原 和之（岩手大学）, 佐々木

純（岩手医大名誉教授）

9:45

A02

遠心型血液ポンプ用動圧スラスト軸受の浮上力特性

〇最乗 裕, 矢野 哲也（弘前大学）, 迫田 大輔，小阪 亮（産

業技術総合研究所）, 岡本 英治（東海大学）

B02

歩行ロボットの急制動下での重心の上下動を利用したバラ

ンス制御

〇富樫 雄登, 遠藤 賢太, 水戸部 和久（山形大学）

10:00

A03

切断加工における作業者特性のデジタル化に関する基礎的

検討

〇松本 裕也, 松田 潤, 近藤 康雄（山形大学）

B03

重心移動による雪への衝突を利用した２自由度アームを有

する除雪ロボットの研究

〇菅原 翼, 林 誠也, 鈴木 悠平, 森 耀平, 水戸部 和久（山形

大学）

10:30

A04

人工知能を用いた金属機械加工工程の評価

〇⾧谷川 諒, 中居 久明, 飯田 勇気（青森県産業技術セン

ター）

B04

Development of an optical angle sensor unit for the

evaluation of pitch deviations

○Lue Quan, Hiraku Matsukuma, Yuki Shimizu, Wei Gao

(Tohoku University)

10:45

A05

テストピースを利用した傾斜面のシボ模様加工における削

り残しの考察

〇和合 健, 生内 智（岩手県工業技術センター）, 及川 秀春

（及源鋳造株式会社）

B05

Design of a small-sized surface encoder for stage motion

measurement

〇Yifan Hong, Yuki Shimizu, Hiraku Matsukuma, Wei Gao

(Tohoku University)

11:00

A06

ワーク側励振による超音波援用小径ドリル加工に関する研

究―振幅変化が食いつき挙動と切れ刃摩耗に及ぼす影響―

〇辻 尚史, 櫻田 陽, 宮脇 和人（秋田高専）, 磯部 浩已（⾧

岡技科大）

B06

Three-dimensional profile measurement of a single point

diamond tool without the influence of the tip radius of an

AFM probe

○Kai Zhang, Hiraku Matsukuma, Yuki Shimizu, Wei Gao

(Tohoku University), Yindi Cai (Dalian University of

Technology)

11:15

A07

Uncertainty analysis of roundness measurement of a

small cylinder based on the stitching linear-scan method

〇Qiaolin Li, Toshiki Saito, Yuki Machida, Hiraku

Matukuma, Yuki Shimizu, Wei Gao (Tohoku University)

University)

B07
近赤外ラマン散乱分光法による爪の微細構造評価

〇望月 康竹, 山口 誠（秋田大学）

13:15

A08

エンドミルによるAMS6260の切削加工に関する研究 — 底

刃形状が工具摩耗に及ぼす影響 —

○徐 海波, 本名 威之, 川崎 一正（ 新潟大学）

B08
レーザー誘起気泡を用いた熱硬化性樹脂PDMSの特殊加工

〇髙橋 涼平, 宮原 勇兵, 花田 修賢（弘前大学）

13:30

A09

半自動炭酸ガスアーク溶接におけるトーチ動作解析と技能

伝承への応用

〇加藤 大樹, 佐々木 正司（青森県産業技術センター 八戸

工業研究所）

B09

ピコ秒レーザー照射によるSi上DLC膜の構造変化における

パルス幅・フルエンス依存性

〇カイディール ビン マカロン, 高林 圭佑, 山口 誠（秋田大

学）, 高橋 考（東京大学）, 富田 卓朗（徳島大学）, 小林 洋

平（東京大学）

13:45

A10
NCデバイスを利用した浮上油回収法の提案

〇織田島 和樹, 羅 ショウ, 近藤 康雄（山形大学）
B10

紫外透過性フッ素樹脂のホログラフィックフェムト秒レー

ザー加工によるナノ粒子生成およびそのバイオチップ応用

○尾崎 諒, 花田 修賢（弘前大学）

14:00

A11
カーボンスカムの蓄積と水溶性加工液の加工液性

〇結城 広人, 大邨 望, 近藤 康雄（山形大学）
B11

ロイドミラー干渉計による微細格子製作に関する研究

〇村上 裕記, 張 凱, 松隈 啓, 清水 裕樹, 高 偉（東北大学）

14:30

15:15

16:00
表彰式・閉会式（16:00-16:15） 会場A

アダマンド並木精密宝石株式会社 青森黒石工場 技術顧問 淺田隆文 氏

「石英パイプ基準光干渉式内周面精密測定機の開発」

弘前大学大学院理工学研究科 教授 澤田英夫 氏

「含フッ素オリゴマー/マグネタイトコンポジット類の開発とその応用展開」
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