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事務局だより 
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     東京工業大学大学院総合理工学研究科 佐藤海二研究室内 
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  E-mail:kaiji@pms.titech.ac.jp 
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１．１１月度地方定例会（見学会）について 

下記の要項で１１月度地方定例会（見学会）を開催いたします。今年度の地方定例会は、「宿

泊研修会」として、２日間の見学会開催を企画いたしました。 

１日だけの参加や一部参加も承っています。出欠のご連絡は、添付ファイル「１１月度地方

定例会出欠確認票」にご記入の上、１０月３０日（金）までに事務局までご返信ください（期

日厳守）。 

１１月度地方定例会（見学会）は明田川正人氏（長岡技術科学大学）のご尽力で企画されま

した。多くの皆様のご参加を期待いたします。 
 

≪講演・見学≫（詳細は３～４ページをご覧ください） 

１１月１９日（木）午後 長岡技術科学大学 講演と見学 

 １１月２０日（金）午前 株式会社アドテックエンジニアリング 講演と見学 

          午後 株式会社ツガミ 講演と見学 

  

≪集合場所と集合時間、解散場所≫ 

１１月１９日 

集合場所 JR 長岡駅 東口「ホテルニューオータニ長岡」の脇（５㌻の集合場所案内図参照） 

集合時間 １３時１０分《集合時間厳守》  

 １１月２０日 

 １１月２０日からご参加の方は、「長岡グランドホテル」にお集まりください。 

集合場所 長岡グランドホテル １階ロビー（６ページ参照） 

集合時間 ８時２０分《集合時間厳守》 

解散場所 JR 長岡駅東口（11 月 20 日 16：20 頃） 
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※１９日、２０日は貸切バス（バス代は専門委員会負担）で移動します。 

１９日、２０日とも、集合時間には遅れないようにご注意ください。 
 

≪参加費用≫ 

 ◆定例会参加費：８，７００円（消費税込）≪本専門委員会が請求書を発行します≫ 

   内訳： ・19 日懇親会費（夕食）  7,200 円 

       ・20 日昼食代        1,500 円  

※参加者募集締め切り後「定例会参加費」８，７００円の請求書を発送いたします（11 月

上旬）。請求書が届きましたら速やかに指定口座までお振込み願います。 

※一部参加をご希望されました方は、参加費が変わることがありますので、「定例会参加

費」を個々にご連絡いたします。 

◆宿泊費：７，３００円［翌朝食付］（消費税込）≪各自清算ください≫ 

※長岡グランドホテルのシングルルームを特別料金で確保しています。宿泊をご希望の方

は添付ファイル「１１月度地方定例会出欠確認票」の『宿泊希望』の欄に○印をつけて

ご回答ください。事務局からホテルへ連絡いたします。 

 但し、部屋は禁煙室、喫煙室の選択ができませんのでご了承ください。 

※宿泊費は、20 日の集合時間までに、各自ホテルのフロントでお支払いいただき、ホテル

発行の領収書をお受け取りください。なお、フロントが混雑すると思いますので、集合

時間に余裕をもってご清算ください。 

※部屋の固定電話からの外線使用、部屋の冷蔵庫の飲み物の飲用などは宿泊費に追加料金

が発生いたします。   
 

≪募集人員≫ 

  ３０名（一応の目処とします） 
  

≪注意事項≫ 

１．出席の連絡は、添付ファイル「１１月度地方定例会出欠確認票」にもれのないようにご

記入いただき、1 名につき 1 枚ご提出ください。 

２．申込者多数の場合は、複数でお申込の法人委員様の人数を制限させていただく場合がご

ざいますので、予めご了承ください。 

３．同業企業の見学については、今回の見学先のご高配により、本専門委員会の総ての法人

委員の見学会（講演含む）参加をご許可いただいています。 

４．自家用車による参加も可能です。駐車スペースを確保していただきますので、駐車場を

ご希望される方は出欠連絡票にご記入ください。 

 ５．お申込後のキャンセルは速やかに事務局までご連絡ください。直前のキャンセルは、ホ

テル規定のキャンセル料が発生しますので、ご注意ください。 

 ６．１９日、２０日の緊急連絡先： 

090-3082-6639（事務局 大橋 携帯電話） 
 

≪宿泊・懇親会場所≫ 

長岡グランドホテル  940-0066 新潟県長岡市東坂之上町１丁目２番地１  

TEL 0258-33-2111 (代)、 URL：http://www.nagaokagrand.co.jp/index.html   
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≪スケジュール≫ 

11 月 19 日（木） 

  13:10  JR 長岡駅東口「ホテルニューオータニ長岡」の脇に集合 

  13:20  出発 

  14:00～17:00 長岡技術科学大学 磯部研究室、大石研究室、明田川研究室の見学および 

磯部先生、大石先生の講演 

  17:10～    長岡グランドホテルへ移動 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 11 月 20 日（金） 

   8:20  長岡グランドホテル 集合 

   8:30  出発 

   9:00～12:00 ㈱アドテックエンジニアリングの見学と講演  

  12:20～13:20 昼食 

  14:00～16:00 ㈱ツガミの見学と講演 

16:10～    JR 長岡駅へ移動 
 

≪講演と見学について≫ 

 
 
 

◆講演 

 講演会場：機械建設棟４階４１１会議室（６ページの構内図参照） 

≪講演１≫ 

【講  師】磯部 浩已 氏（長岡技術科学大学 機械創造工学専攻 准教授） 

【タイトル】超音波振動を活用した切削・研削加工技術 

【講演概要】切削加工や研削加工は、基本的な機械的除去加工技術であるが、今日の難削材

加工に対する要求を満足するには多くの困難がある。そこで、工具や加工液を超音波

振動させることで、飛躍的な加工特性の向上が期待できる場合がある。ここでは、切

れ刃を超音波振動させる振動切削加工における被削材内部応力の高速度撮影方法によ

る加工現象の解説や、研削液に超音波エネルギを重畳するための装置や加工特性につ

いて紹介する。 

≪講演２≫ 

【講  師】大石 潔 氏（長岡技術科学大学 大学院工学研究科 技術科学イノベーション専攻 

(兼) 電気電子情報工学専攻 教授） 

【タイトル】ギアの角度伝達誤差に起因する振動抑制制御技術 

【講演概要】ロボットの減速機としてよく使用されるサイクロイド減速機の２種類の角度伝

達誤差をモデル化する。１つ目はモータトルクに依存しないもの。２つ目はモータト

ルクに比例して振幅が変化するもの。それぞれに対して制御用のモデルを実施し、そ

のモデルにより振動抑制制御系を構築し、実験によりその有用性を確認する。 

 ◆見学 

 【見学内容】 

  ・超音波振動切削加工装置および現象撮影装置のデモンストレーション 

  ・本学工作センターの見学および研削液へのエネルギ重畳装置のデモンストレーション 

  ・サイクロイド減速機を有するロボットアーム実験機の見学 

長岡技術科学大学 
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◆ 講演 

【講  師】中野 幸夫 氏（株式会社アドテックエンジニアリング 技術本部 副本部長） 

【タイトル】プリント基板用デジタル露光装置 

【講演概要】プリント基板用露光装置はマスクフイルムを用いるコンタクト式からＣＡＤデ

ータを直接露光する直描式（デジタル式）へと変化している。また、描画解像度は 10um

以下の描画が可能となっており、更なる微細化が行われようとしている。講演ではデ

ジタル露光装置の露光方式並びに、描画解像度、描画位置精度を実現するための補正

について説明する。 

 ◆ 見学 

 【見学内容】コンタクト露光装置、デジタル露光装置等を製造する当社第二工場において、

部品受入からユニット組立、総組、調整・検査、出荷までの一連の工程を見学頂く。

なお、総組以降の工程はクリーンルーム内での工程となるため、見学通路からの見学

を予定している。 

 

 

 

 

 

◆ 講演 

【講  師】東 比呂嗣 氏（株式会社ツガミ 製品第一グループ 主幹技師） 

【タイトル】自動旋盤の紹介及び最近の自動旋盤の動向 

【講演概要】自動旋盤のラインナップの紹介、及び最近の自動旋盤の動向として生産性を徹

底追及したBWシリーズとB軸を搭載した5軸加工機SS-5AXシリーズを紹介します。

BW シリーズは、三つの刃物台が同時に加工できるよう制御することにより、従来比

30%の生産性向上を実現しました。SS-5AX シリーズは、生産性の高い自動旋盤に B

軸を搭載して 5 軸制御することにより、複雑形状部品を 1 台で完品加工できるように

なりました。 

 ◆ 見学 

 【見学内容】自動旋盤・ターニングセンタ・転造盤・研削盤の実機を見学していただきます。 

 

 

 

 

 

 

㈱ツガミ 

㈱アドテックエンジニアリング 
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19 日(木) 集合場所： 
JR 長岡駅東口「ホテルニューオータニ長岡」の脇 

≪長岡駅東口から徒歩１分≫ 

集合場所 

13:10までに集合 
≪長岡駅東口から徒歩１分≫ 

バスの停車場 

ここにチャーターバスが停車

しています 
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長岡技術科学大学
新潟県長岡市上富岡町 1603-1  

TEL：0258-46-6000 

●高速道路 

 関越自動車道，北陸自動車道 

長岡 I.C から約 5 分 

●路線バス 

長岡駅大手口（西）７番線から 

技大前行き乗車 約 30 分 

●タクシー 

長岡駅大手（西）口から 8.5km 

約 20 分 

URL：http://www.nagaokaut.ac.jp/j/access.html 

 

バス下車後、青矢印のとおりに機械建設棟まで進んでください。 

構内には、会場（機械建設棟）を示す「立て看板」や「張り紙」をご用意いただいています。 

構内案内図 講演会場：機械建設棟 4階 411会議室 

路線バス停留所 チャーターバス乗降場 



 ７ 

 

 

 

JR長岡駅の大手口から大手スカイデッキ、アオーレ長岡を通って約3分です。 

http://www.nagaokagrand.co.jp/access/index.htmlで、長岡駅改札からのルートを画像で確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

長岡グランドホテル 
案内 

940-0066  

新潟県長岡市東坂之上町１丁目２番地１ 

TEL：0258-33-2111 

URL：http://www.nagaokagrand.co.jp/index.html  

２０日（金）からご参加の方で、貸切バスに乗車をご希望された方は、 

２０日 午前８：２０までに、「長岡グランドホテル」１階ロビーにお越しください。 

長岡グランドホテル １階ロビー 

http://www.nagaokagrand.co.jp/access/index.html
http://www.nagaokagrand.co.jp/index.html


 ８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２日（金）からご参加の方

は、 

２２日 午前７：５０までに、

「ホテル名古屋ガーデンパ

レス」１階ロビーにお越しく

ださい。 

◆長岡駅よりバスで約 25 分 

「大手口北口」出口、大手口 2 番バス乗り場、「出雲崎行き」又は「脇野町行き」バスに乗車。「新保神社前」

下車徒歩 1 分。 

◆長岡インターチェンジより車で約 15 分 

国道 8 号線を入り、信号 6 つ目「寺島」交差点を左折します。（この交差点の目印は右手の角に JT シイエム

ケイがあります。）県道 69号線を走り、北陸自動車道の下をくぐって直進します。T字路「大荒戸」交差点を右

折します。信号 2 つ目「新保」交差点を右折です。 

㈱アドテック 
エンジニアリング 

新潟県長岡市三島新保 397 番地 TEL：0258-42-3111（代）

URL：http://www.adtec.com/  

◆バス 

長岡駅西口（大手口）方面 

バスターミナル 13 番線から乗車し「チャ 

レンジャー北長岡店前」で下車 

≪乗車時間：約 15 分≫ 

※13 番線から乗車するバスは全て「チャ

レンジャー北長岡店前」を通過します。 

◆タクシー 

 JR 長岡駅から、約 10 分 

◆車 

 関越自動車道「長岡インターチェンジ」

を降りる。 

 ≪所要時間：長岡 IC から約 10 分≫ 

㈱ツガミ 
新潟県長岡市東蔵王 1 丁目 1 番 1 号   
TEL：0258-35-0850（代） 
URL：http://www.tsugami.co.jp/ 

８ 
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２．小委員会報告 

○ニューアクチュエータ小委員会 

【日 時】2015 年 9 月 18 日（金）13:00～13:55 

【テーマ】新世代アクチュエータの比較と多自由度駆動への展開：電気学会多自由度新世代

アクチュエータ委員会の調査活動より 

【講 師】上田 靖人 氏（株式会社東芝 機械開発センター） 

【内 容】 本講演では，電気学会多自由度新世代アクチュエータ委員会での調査活動を基に，

はじめに多自由度アクチュエータの定義，研究の歴史が紹介された．次に，新世代

アクチュエータとして，静電，圧電，磁歪，機能性流体，空気圧，光などのアクチ

ュエータの基本原理と事例の動画が紹介された．各アクチュエータの評価項目とし

て発生力，発生力密度，出力密度などに注目し，それぞれの特徴が示された．さら

に，多自由度化に向けた各アクチュエータのボトルネック，構成事例とその構成へ

の適正について述べられた．今後の発展が期待されるアクチュエータの多自由度化

の実現に向けとても参考になる興味深い内容であった． 

川嶋健嗣（東京医科歯科大学） 記 

 

３．運営委員会議事録 

［日 時］９月１８日（金）１１：００〜１２：３０ 

［場 所］東京理科大学 森戸記念館 ２階 第３会議室 

［出席者］（敬称略）：白石昌武（茨城大学）、茨木創一（京都大）、佐藤隆太（神戸大）、大岩孝

彰（静岡大）、深田茂生（信州大）、川嶋健嗣（東京医科歯科大）、古谷克司（豊田工大）、田

中淑晴（豊田高専）、松尾研吾（IHI）、佐藤光一（キーサイト・テクノロジー）、若園賀生（ジ

ェイテクト）、真崎和生（ニコン）、山極高（ミツトヨ）、大橋康二（ケーエスエス）。 

事務局：岩佐礼子                          以上 １５名 

議題： 

1．11 月地方定例会について 

 事務局岩佐氏より，企業見学先の(株)ツガミより講演時間 1 時間，見学会 2 時間の予定を講

演時間 30～40 分，見学会 1 時間へと変更して欲しいとの要望があったので，11 月 20 日は 16

時ごろに終了する予定．また，本地方定例会参加の運営委員は当日雑務の手伝いをお願いする

旨，依頼があった．また，領収書について宿泊費と参加費は区別して欲しいとの依頼があり，

岩佐氏が個別に領収書を発行できるかについて宿泊先に確認することと宿泊費 7,300 円は宿泊

時に個別に支払うこととし，参加者は参加費 8,700 円のみ振り込むこととした． 

 

2．1 月度定例会について 

 企画担当の田中委員より資料 1 に基づき，「減速機を用いた位置決め」をテーマとして講演

候補者について説明があった． 10 月末までに講演者を確定させる． 

3．4 月度定例会について 

 企画担当の山極委員より別資料に基づき 3 つのテーマ案（案 1：多自由度位置決め技術，   

案 2：位置決め技術トピックスから見た動向と注目トピックス，案 3：リニアモータと位置決



 １０ 

め技術）について説明があり，同担当の真崎委員と相談して案 1 または案 2 にて進めることと

なった．今後，必要に応じてメーリングリストで審議する． 

 

4．春秋大会講演セッションについて 

 佐藤（隆）委員より資料 3 に基づき説明があり，本部よりオーガナイズドセッションの再編

について検討されていると報告があった．精密・超精密位置決めのセッションも講演者・参加

者ともに少なくなる傾向であると報告があり，本委員会として「オーガナイザー同士で集まっ

て議論すること」と「ジョイントセッションの検討」を提案することとした． 

 

5．定例会テーマについて 

 大岩委員より資料 2 に基づいて説明があり，資料内の 6 月度定例会企画担当の真崎委員は山

極委員とともに 4 月度定例会を担当するため，9 月度定例会企画担当の若園委員を繰り上げて

6 月度定例会企画担当とすることとした．若園委員より，企画案として「転がり機械要素」ま

たは「工作機械のインテリジェント技術」を検討していると報告があり，次回までに案を提出

することとなった．11 月度地方定例会は ICPT2016 が開催されるため実施しないことが確認さ

れた．定例会のテーマ案について古谷委員より公的機関の学術研究に関する方針等について，

佐藤（光）委員より IC の 3 次元積層技術についての説明があり，引き続き検討していくこと

となった．                    田中 淑晴（豊田高等専門学校） 記 

  

４．これからの定例会の予定 

【定例会】 

○１月［定例会］≪計画担当：田中淑晴氏≫ 

  日 程：１月２２日（金） 

  場 所：東京理科大学 森戸記念館 

  テーマ：減速機を用いた位置決め 

  小委員会：メカニズムと制御小委員会 

○４月［全体会議と定例会］≪計画担当：山極高氏、真崎和生氏≫ 

  日 程：４月１５日（金） 

  場 所：東京理科大学 森戸記念館（予定） 

  テーマ：考案中 

 ○９月［定例会］≪計画担当：若園賀生氏≫ 

  日 程：９月１６日（金） 

  場 所：東京理科大学 森戸記念館（予定） 

  テーマ：検討中 

  小委員会：センサ小委員会 

【春秋大会】   

  ・2016 年 3 月精密工学会春季大会 OS 参加 

   日程：3 月 15 日（火）～17 日（木） 

   場所：東京理科大学（野田キャンパス）                   以上 


