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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２８年５月１１日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局   東北大学・大学院医工学研究科 

（ふりがな）         くりやがわ つねもと 

職・氏 名   教授・厨川 常元        
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（   中国  ）とのセミナー（振興会対応機関： NSFC       ） 

 

 

2． セミナー名  マイクロ・ナノ機械加工並びに製造に関する国際シンポジウム      

 

 

3． 期   間  平成 ２８年４月 ２５日 ～ 平成２８年４月２８日（４日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 秋田県仙北市 プラザホテル山麓荘 

 

5． 参加者数   日本側      37名（うち、滞在費等本会負担   8 名） 
（代表者を含む） 

相手国側    43名（うち、滞在費等本会負担   2 名） 
 

その他の国   0名 
 

参加者  計 80名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

＊大森 整 

＊呉 勇波 

＊水野 雅裕 

＊鈴木 浩文 

＊佐々木 実 

閻 紀旺 

水谷 正義 

＊吉原 信人 

＊柿沼 康弘 

＊磯部 浩巳 

野村 光由 

嶋田 慶太 

藤井 達也 

徐 少林 

藤井 達也 

Yuanliu Chen 

陸 文通 

寒川 大 

鷹巣 良史 

小林 龍一 

Yindi Cai 

安部 隆雄 

田鎖 悟 

皆川 卓也 

柴田 毅 

前花 英一 

千葉 翔悟 

齊藤 伸英 

藤井 優和 

清水 純 

理化学研究所・主任研究員 

秋田県立大学・システム科学技術学部・教授 

岩手大学・工学部・教授 

中部大学・工学部・教授 

豊田工業大学・工学部・教授 

慶應技術大学・理工学部・教授 

東北大学・大学院工学研究科・准教授 

岩手大学・工学部・准教授 

慶應技術大学・理工学部・准教授 

長岡技術科学大学・工学部・准教授 

秋田県立大学・システム科学技術学部・准教授 

東北大学・大学院工学研究科・助教 

秋田県立大学・システム科学技術学部・助教 

東北大学・大学院医工学研究科・助教 

秋田県立大学・システム科学技術学部・助教 

東北大学・大学院工学研究科・研究員 

茨城大学・大学院理工学研究科・学生 

慶應技術大学・理工学部・学生 

東北大学・大学院工学研究科・学生 

東北大学・大学院工学研究科・学生 

東北大学・大学院工学研究科・学生 

アンテック・代表 

エステーテクノ・技術アドバイザー 

クツザワ・営業部 

クツザワ 

コマツ NTC 

斉藤光学製作所 

斉藤光学製作所・社長 

斉藤光学製作所 

デクセリアルズ・ 副部門長 
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岡本 光之 

三浦 勝弘 

松浦 直樹 

勝木 雅英 

矢木 一幸 

王 義龍 

協和精工・工具営業部 

三鷹光器・開発室 室長 

樹研工業・代表取締役 

東芝機械・技術顧問 

菱光社 

牧野フライス製作所 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名     北京理工大学・教授    Zhou Tianfeng            

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

＊Xu Wenhua 

＊Wang Xibin 

Liu Zhibing 

Liang Zhiqiang 

Jiao Li 

Ye Xin 

Yan Pei 

Niu Lanjie 

Tang Zirong 

Wang Xiao 

Shi Zhenyu 

He Ning 

Li Liang 

Hao Xiuqing 

Zhang Feihu 

Zhao Hang 

Zhang Qiang 

Xu Jie 

Wang Chunju 

Yuan Weizheng 

Deng Jinjun 

Zhang Jun 

Rong Yiming 

Zhang Zhenyu 

Gao Hang 

Kang Renke 

Guo Xiaoguang 

Lu Xiaohong 

Zhang Bi 

北京大学・准教授 

北京理工大学・教授 

北京理工大学・准教授 

北京理工大学・准教授 

北京理工大学・准教授 

北京理工大学・准教授 

北京理工大学・助教 

西安機電信息技術研究所 

華中科技大学・教授 

華科技大学 

山東大学・助教 

南京航空航天大学・教授 

南京航空航天大学・教授 

南京航空航天大学・助教 

哈爾浜工業大学・教授 

哈爾浜工業大学・教授 

哈爾浜工業大学・准教授 

哈爾浜工業大学・准教授 

哈爾浜工業大学・准教授 

西北工業大学・教授 

西北工業大学・教授 

西安交通大学・准教授 

清華大学・教授 

大連理工大学・教授 

大連理工大学・教授 

大連理工大学・教授 

大連理工大学・准教授 

大連理工大学・准教授 

大連理工大学・教授 
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Yu Xin 

Yan Qiusheng 

Lu Jiabin 

Zhen Lijuan 

Xianli Liu 

Wu Xuefeng 

Fu Pengqiang 

Zhou Xiaoyang 

Shu Rong 

Lu Dong 

Yuan Julong 

Zhao Ping 

Chen Ming 

大連理工大学 

広東工業大学・教授 

広東工業大学・教授 

広東工業大学・助教 

哈爾浜理工大学・教授 

哈爾浜理工大学・教授 

哈爾浜理工大学・准教授 

哈爾浜理工大学 

南昌航空大学・准教授 

南昌航空大学・准教授 

浙江工業大学・教授 

浙江工業大学・教授 

上海交通大学・教授 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

なし  
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

マイクロ・ナノ機械加工並びに製造に関する国際シンポジウム（ISMNM2016，以下「本セミナー」と称す）

はマイクロ・ナノ機械加工，製造・生産技術分野における日中の相互理解と協力の促進，および最新の研

究動向を交換する国際的プラットフォームとして発足した会議である．本セミナーは 2010，2012，2014年

に続く第 4回目の会議であり，今回は日本側の秋田県立大学 呉勇波 教授，中国側の北京理工大学 周天豊 

教授を大会の実行委員長として秋田県仙北市のプラザホテル山麓荘にて行われた．日中の生産加工分野に

関連する研究をリードし，また生産現場に関わる大学研究者及び企業研究者の方々にご参加いただき，マ

イクロ切削，砥粒加工，レーザ加工などの加工技術並びに数値シミュレーションの最新研究・技術につい

て発表いただいた．具体的には 5 件の基調講演のほか，次世代の生産加工研究を担う若手研究者を中心と

した 31 件の一般公演がなされ，80 名の参加者により表面への加工により機能性を創成する新しいものづ

くりを中心とした活発な議論を行った．また企業見学では秋田県の地元の企業である㈱斉藤光学製作所，

並びに秋田昭和産業㈱を見学し，我が国の現場でのものづくり技術の進歩と工夫に関する知見を得るとと

もに，中国の先生がたとの議論を行うことができた． 
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