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S1. 航空宇宙工学 G101

座長 (坂田和弘，飯野貴之 (北科大))09:30–11:20

S1-1-01複合材ウィング・ボックスの構造最適化
○寺下直行 (北大)，本田真也，成田吉弘 (北大院)

S1-1-02反射機構を用いた大口径 PDEイニシエータにおける連続動作の実現
○大関敦，桧物恒太郎，菊地敬太，亀山頌太 (北大)，脇田督司，戸谷剛，永田晴紀 (北大院)

S1-1-03超小型衛星における構造間の接触熱抵抗の測定
○須田俊太郎 (北大)，戸谷剛，毛利正宏，尾形明仁，永田晴紀，脇田督司 (北大院)

S1-1-04大口径望遠鏡を持つ超小型衛星の熱真空試験を併用した熱解析
○天間和也 (北大)，戸谷剛，毛利正宏，尾形明仁，永田晴紀，脇田督司 (北大院)

S1-1-05ハイブリットロケットのノズルスロートエロージョンにおよぼす O/Fの影響
○平井翔大 (北大)，永田晴紀，川端良輔，遠藤瞳，齋藤勇士，脇田督司，戸谷剛 (北大院)

S1-1-06微小管内での燃え広がり現象に関する研究
○ 横井俊希 (北大)，永田晴紀，寺木勇人，齋藤勇士，脇田督司，戸谷剛 (北大院)

座長 (寺下直行，大関敦 (北大)) 休憩 (10分)

S1-1-07再突入時の空力加熱解析における壁面熱流束モデル
○松永学 (北大)，高橋裕介，大島伸行 (北大院)

S1-1-08アルソミトラ・マクロカルパ種子の空力性能に対するデータマイニング
○坂田和弘，齋藤慎之介 (北科大)，千葉一永 (北科大院)

S1-1-09精密農業高度化のための空撮画像に対する幾何補正
○ 小笠原大輝，齋藤慎之介 (北科大)，千葉一永 (北科大院)

S1-1-10係留型飛行船内部構造用地上実験
○飯野貴之 (北科大)，佐鳥新，千葉一永 (北科大院)
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S2-1 流体工学・流体機械 1 G102

座長 (片岡豊，磯野俊悠 (北大))09:30–11:50

S2-1-01風車バードストライク防止のための鳥種識別システムの開発
○青山佳樹 (北大)，米澤紀男，小田友郎，大石義彦，田坂裕司，村井祐一 (北大院)

S2-1-02円管内孤立乱流塊と微小気泡の干渉
○ 中村幸太郎 (北大)，大久保順平，大石義彦，田坂裕司，村井祐一 (北大院)

S2-1-03回転磁場により誘起される磁性流体内部流動の解明
○ 石見亘 (北大)，藤田広大，大石義彦，田坂裕司，村井祐一 (北大院)，本澤政明 (静岡大学)

S2-1-04ツイストサボニウス風車が作り出す三次元後流構造
○ 大須賀侑 (北大)，小林寛尭，小田友郎，大石義彦，田坂裕司，村井祐一 (北大院)

S2-1-05 LDVを用いた気泡チャネル乱流の壁面近傍流速計測
○戸田健介 (北大)，朴珍，尾崎翼，大石義彦，田坂裕司，村井祐一 (北大院)

S2-1-06分子動力学におけるビリアル定理を用いた熱力学的圧力の評価に関する基礎研究
○宮澤拓也，キムヨンミン (北大)，大島伸行 (北大院)，矢口久雄 (群馬工業高等専門学校)

座長 (大須賀侑，戸田健介 (北大)) 休憩 (10分)

S2-1-07自動車の詳細空力解析とタイヤ形状の影響
○竹内奏 (北大)，坪倉誠，大島伸行 (北大院)

S2-1-08異なる光学特性値を有した生体モデルにおける光伝播の数値解析
○服部聖仁 (北大)，藤井宏之，小林一道，渡部正夫 (北大院)

S2-1-09ニ成分ボルツマン方程式に基づく衝撃波によって誘起される蒸気の凝縮現象に関する数値計算
○永山貴大 (北大)，藤井宏之，小林一道，渡部正夫 (北大院)

S2-1-10相変化を伴う球形気泡の運動を表す数理モデルの数値計算
○森川昌太郎，神保佳典 (北大)，藤井宏之，小林一道，渡部正夫 (北大院)

S2-1-11エタノール蒸気雰囲気中における液滴衝突の観察および液滴生成装置の開発
○磯野俊悠，笹川裕万 (北大)，藤井宏之，小林一道，渡部正夫 (北大院)

S2-1-12高速液滴射出装置の開発
○片岡豊，堀優作 (北大)，藤井宏之，小林一道，渡部正夫 (北大院)

S2-1-13数値シミュレーションと超音波計測による Taylor渦の流動解析
○高世浩平 (室蘭工大)，河合秀樹 (室蘭工大院)
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S3-1 機械材料・材料加工 1 G103

座長 (植松祐貴，木谷光来 (室蘭工大))09:30–12:00

S3-1-01 CF-Al複合材料の強度特性評価
○廣瀬諒典 (北大)，佐々木克彦，黒田明慈，武田量 (北大院)

S3-1-02 Cyclic Press法による S25C表層組織の改質における周囲雰囲気の影響
○今祐輔，中村孝，藤村奈央 (北大)，中谷建太朗 (北大院)

S3-1-03 Ti-6Al-4V合金内部組織の放射光を用いた非破壊観察
○ 本宮聡子，中村孝，藤村奈央 (北大)，吉中奎貴，髙久和明 (北大院)

S3-1-04 Cyclic Press法による金属組織のナノ微細化に及ぼす負荷荷重の影響
○宮崎数則，中村孝，藤村奈央 (北大)，中谷建太朗 (北大院)

S3-1-05チル化した球状黒鉛鋳鉄の分極抵抗を用いた腐食寿命評価
○千葉康寛 (室蘭工大)，長船康裕，世利修美 (室蘭工大院)

S3-1-06腐食合成法によるホウ酸アルミニウムウィスカーの製作と形状制御
○桃田文貴 (室蘭工大)，長船康裕，吉田亮介，世利修美 (室蘭工大院)

座長 (廣瀬諒典，今祐輔 (北大)) 休憩 (10分)

S3-1-07工業用純アルミニウム 1100と CFRPとのガルバニック腐食
○植松祐貴 (室蘭工大)，境昌宏 (室蘭工大院)

S3-1-08銅のアンモニア環境中における応力腐食割れ
○木谷光来 (室蘭工大) ，境昌宏 (室蘭工大院)

S3-1-09成長する鋳鉄の数値シミュレーション
○榎本陽介，菅原幸夫 (北見工大)

S3-1-10金属粉末積層造形で製作した３Ｄ内部水冷管を有する金型の熱交換性能の計測
○大山詢稀 (北科大)，見山克己 (北科大院)，吉田協 (北科大)，戸羽篤也 (道総研)

S3-1-11粉末積層造形金属材料の組織形態におよぼすレーザ照射条件の影響
○川田佑亮村口弘樹 (北科大)，見山克己 (北科大院)，吉田協 (北科大)

S3-1-12機械材料，材料 加工溶接継手の違いによるレーザ溶接の残留応力と変形の評価
○宮腰大樹 (北科大)，見山克己 (北科大院)，吉田協 (北科大)，櫻庭洋平，戸羽篤也 (道総研)

座長 (本宮聡子，宮崎数則 (北大)) 休憩 (10分)
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S3-1-13切削抵抗の簡便な推定法 (純チタンと 6-4チタンの湿式切削)

○青山直樹，井上祐紀 (北科大)，吉田協 (北科大)，見山克己 (北科大院)

S3-1-14やすりの切削機構 (S25Cの乾式切削)

○真坂徹，大黒敦史 (北科大)，吉田協 (北科大)，見山克己 (北科大院)
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S4-1 機械力学・ロボティクス 1 G201

座長 (栃尾祐人，菊池暁貴 (室蘭工大))09:30–11:20

S4-1-01空力弾性特性を考慮した複合材積層板の最適設計
○ 横山学 (北大)，本田真也，成田吉弘 (北大院)

S4-1-02シェルモデルによる鉄道車体の振動応答解析
○三津橋直也 (北大)，小林幸徳，江丸貴紀 (北大院)

S4-1-03 SMAの剛性制御と魚型ロボットの尾ひれへの適用
○工藤光輝 (北大)，原田宏幸，田島悠介 (北大院)

S4-1-04二重螺旋移動ロボットにおける把持機構の設計と評価
○金子太貴，物井佑樹，呼和満達 (室蘭工大)，花島直彦 (室蘭工大院)

S4-1-05小型人型ロボットにおける床面の傾きを考慮したバランス補償に関する研究
○伊藤宗，瓜田圭吾 (室蘭工大)，花島直彦 (室蘭工大院)

S4-1-06時間平均ホログラフィー干渉法による単層 CFRP板の繊維配向角同定
○小川世大 (室蘭工大)，松本大樹 (室蘭工大院)

座長 (横山学，三津橋直也 (北大)) 休憩 (10分)

S4-1-07排気系システム内における空力騒音の固体伝播音評価
○栃尾祐人 (室蘭工大)，松本大樹 (室蘭工大院)

S4-1-08一眼レフカメラ内部ミラーモデルの跳ね返り量 (貼り合わせミラーモデルによる検討)

○菊池暁貴 (室蘭工大)，松本大樹 (室蘭工大院)

S4-1-09ヘルムホルツ共鳴器の共鳴周波数に及ぼす底板振動の影響
○川畑友香 (室蘭工大) ，松本大樹 (室蘭工大院)

S4-1-10内傾角速度を向上するスキーブーツ用フットベッドの設計
○石橋怜，鈴木聡一郎，星野洋平 (北見工大)
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S5. 生体工学 G202

座長 (深沢光一，栗原直也 (北大))09:30–12:10

S5-1-01スパイラル構造を持つステントの変形解析
○境野達也 (北大)，佐々木克彦，黒田明慈，武田量 (北大院)

S5-1-02過負荷が膝関節靭帯支持力に及ぼす影響の評価
○ 平野裕貴 (北大)，武田量，佐々木克彦，黒田明慈 (北大院)

S5-1-03色彩情報を用いた感覚の統合 (クロスモーダル)に関する研究
○栗城大輝，李　美龍 (北大)，成田吉弘 (北大院)

S5-1-04引張負荷時における皮質骨のラマンイメージングひずみ計測
○岡部亮佑 (北大)，東藤正浩，但野茂 (北大院)

S5-1-05 3Dスキャナによる身体 CADデータ
○高木純平，武田量 (北大)，遠山晴一，東藤正浩，但野茂 (北大院)

S5-1-06 EMG-CTによる手指動作の前腕筋活動
○豊田直希 (北大)，山田悟史 (北大院)，中島康博 (道総研)，東藤正浩，但野茂 (北大院)

座長 (境野達也，平野裕貴 (北大)) 休憩 (10分)

S5-1-07海綿骨骨梁単体の弾性率
○深沢光一 (北大)，山田悟史，東藤正浩，但野茂 (北大院)

S5-1-08繰返し引張ひずみが腱細胞間物質輸送に及ぼす影響
◯ 栗原直也，前田英次郎 (北大)，大橋俊朗 (北大院)

S5-1-09 PAMPSゲル上で培養された軟骨前駆細胞の軟骨分化に及ぼす力学負荷の影響
◯福島峻，前田英次郎 (北大)，大橋俊朗 (北大院)

S5-1-10マイクロフルイディクスを用いた細胞力学特性デバイスの開発
◯福神一真，前田英次 (北大)，大橋俊朗 (北大院)

S5-1-11 IL-1b刺激に対する腱細胞の応答性と細胞内張力の関係
◯村松知美，前田英次郎 (北大)，大橋俊朗 (北大院)

S5-1-12マイクログルーブデバイスによる血管新生の誘導と引張ひずみの影響
◯宮島渉，前田英次郎 (北大)，大橋俊朗 (北大院)

S5-1-13杖を使う円背姿勢高齢者の膝への負担推定
○鈴木琢也，菅原幸夫 (北見工大)
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S6-1 材料力学 1 G205

座長 (神野峻秀，玉井一年 (北大))09:30–11:10

S6-1-01銅-はんだ接合試験片を用いたはんだの変形特性評価
○鈴木健仁 (北大)，佐々木克彦，黒田明慈，武田量 (北大院)

S6-1-02複数試験片方法を用いたポリイミドフィルムにおける膜厚方向破壊靭性の評価
○坂本悠介 (北大)，中村孝，石田和輝，本村拓斗 (北大院)

S6-1-03 SUS316NGの低サイクル疲労における表面凹凸の変化とその形成機構
○西塚祐斗 (北大)，中村孝，藤村奈央，信耕友樹，中田康敬 (北大院)

S6-1-04弾性平板の接触応力解析
○水戸部良祐 (北大)，佐々木一彰，加藤博之 (北大院)

S6-1-05界面剥離を生じた CFRPの応力解析
○中易健太 (北大)，佐々木一彰，加藤博之 (北大院)

S6-1-06ゴム弾性球体の変形解析
○関口亮 (北大)，佐々木一彰，加藤博之 (北大院)

座長 (鈴木健仁，坂本悠介 (北大)) 休憩 (10分)

S6-1-07はり要素を用いた大変形はりの有限要素解析
○神野峻秀 (北大)，佐々木一彰，加藤博之 (北大院)

S6-1-08ファイバー縫付機による複合積層材の作成と評価
○玉井一年 (北大)，本田真也，成田吉弘 (北大院)

S6-1-09デフケース-リングギアかしめ締結部の有限要素法解析
○上田椋太 (室蘭工大) ，清水一道，鈴木淳，船曳崇史 (室蘭工大院)
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S7-1 熱工学・燃焼工学・内燃機関 1 G206

座長 (林伴哉，佐藤佑衣子 (北大))09:30–11:00

S7-1-01抵抗低減要素を付加した乱流伝熱の数値解析
○横山卓矢 (北大)，黒田明慈，佐々木克彦，武田量 (北大院)

S7-1-02シビアアクシデント時原子炉内燃料棒被覆管の溶融挙動に関する研究
○松本竜輝，小林明弘 (北大)，森治嗣，坂下弘人，三輪修一郎 (北大院)

S7-1-03高圧域におけるプール沸騰限界熱流束に関する研究
○ 松下貴博 (北大)，坂下弘人，森治嗣，三輪修一郎 (北大院)

S7-1-04 PEFC性能および水輸送現象に及ぼす多孔体流路の孔径影響
○堀川大河 (北大)，鈴木研悟 (北大院)，田部豊，近久武美 (北大院)

S7-1-05 PEFC性能に及ぼす触媒層内カーボン凝集体構造影響
○高橋尚也 (北大)，鈴木研悟，田部豊，近久武美 (北大院)

S7-1-06 PEFCの氷点下起動特性改善を目的とした触媒層内カーボンブリッジ構造の試み
○若竹修志 (北大)，鈴木研悟，田部豊，近久武美 (北大院)

座長 (横山卓矢，松本竜輝 (北大)) 休憩 (10分)

S7-1-07 PEFCにおける親水性MPL近傍の水輸送現象観察
○林伴哉 (北大)，鈴木研悟，田部豊，近久武美 (北大院)

S7-1-08管内上方伝播火炎と下方伝播火炎の火炎形状および構造の違い
○佐藤佑衣子，Noh Tae Joon，Youn Sung Hwan(北大)，藤田修 (北大院)
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午後
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S2-2 流体工学・流体機械 2 G102

座長 (小林清吾，田村魁人 (苫小牧高専)13:00–15:00

S2-2-01 Taylor渦バイオリアクターを用いた光合成微生物の増殖と藻体破壊
○木村貴大 (室蘭工大)，河合秀樹 (室蘭工大院)

S2-2-02 Taylor-Couette渦バイオリアクターにおける光合成微生物の固定化
○荷川取将吾 (室蘭工大)，河合秀樹 (室蘭工大院)

S2-2-03 Taylor渦を用いた固液分離濾過性能の検証
○佐藤浩幸 (室蘭工大)，河合秀樹 (室蘭工大院)

S2-2-04噴流拡散装置から発生する空力騒音に対する円錐位置の影響
○川向大介 (室蘭工大)，松本大樹 (室蘭工大院)

S2-2-05油圧式風力発熱システムにおける発熱体構造の影響
○石川浩，松村昌典 (北見工大)

S2-2-06二次元物体近傍後流の三次元構造に関する可視化実験
○鈴木智貴，松村昌典 (北見工大)

座長 (石川浩，鈴木智貴 (北見工大)) 休憩 (10分)

S2-2-07小水力発電用ハイドロタービンの製作と可視化に関する研究
○小林清吾，小薮栄太郎，見藤歩，蘇武栄治 (苫小牧高専)

S2-2-08スラット付き翼まわりの流動解析
○田村魁人，小薮栄太郎，見藤歩，蘇武栄治 (苫小牧高専)

S2-2-09周期的後流の影響を受ける平板翼まわりの流動解析
○仲田翔太，尾崎和己，小薮栄太郎，見藤歩，蘇武栄治 (苫小牧高専)

S2-2-10小水力発電用ハイドロタービンの流動解析
○ 前田央輔，土井研人，小薮栄太郎，見藤歩，蘇武栄治 (苫小牧高専)

S2-2-11噴流キャビテーションによる非衝突面の壊食実験
○坂見郁哉，小比類巻倭 (室蘭工大)，風間俊治，成田幸仁 (室蘭工大院)，熊谷賢人 (日立建機)

S2-2-12低アスペクト比 Taylor渦速度分布の超音波計測
○青塚公希 (室蘭工大)，河合秀樹 (室蘭工大院)
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S3-2 機械材料・材料加工 2 G103

座長 (酒谷大，鈴木新雪 (苫小牧高専))13:00–15:40

S3-2-01切削表面の塑性流動と切削機構諸因子の関係 (ステンレス鋼 SUS304の湿式切削)

○ 髙野裕大，田中玖 (北科大)，吉田協 (北科大)，見山克己 (北科大院)

S3-2-02析出硬化型ステンレス鋼のオーステナイト量に及ぼす熱処理条件の影響
○阿部滉平 (北科大)，堀内寿晃 (北科大院)

S3-2-03 Mg75Zn5Y20 合金及び Mg45Zn30Y25 合金の 520℃及び 560℃における平衡相の実験的検討
○川田将之 (北科大)，堀内寿晃 (北科大院)

S3-2-04 Co7Nb2 相の析出形態の実験的検討
○新保右京 (北科大)，堀内寿晃 (北科大院)

S3-2-05放電プラズマ焼結法による Cr-Mg-N-O焼結体の作製
○田村太宏，岩橋優，浅見廣樹 (苫小牧高専)

S3-2-06結合性変化を利用した硬質オキシナイトライドセラミックス作製に関する研究
○松本康平，岩橋優，浅見廣樹 (苫小牧高専)

座長 (野裕大，阿部滉平 (北科大)) 休憩 (10分)

S3-2-07腐食合成法で作製されたアルミナ粉末の放電プラズマ焼結
○酒谷大，高澤幸治，浅見廣樹，岩橋優 (苫小牧高専)

S3-2-08 3Dプリンターの加工精度について
○鈴木新雪，藤川昇，岩橋優，池田慎一 (苫小牧高専)

S3-2-09 5軸マシニングセンタによるボールエンドミル加工
○ 髙橋侑記，藤川昇，菅原啓太，池田慎一 (苫小牧高専)

S3-2-10モデリングマシンを連動させた FAシステム
○藤井建志，藤川昇，菅原啓太，池田慎一 (苫小牧高専)

S3-2-11プラズマ照射した超硬工具による切削加工
○堀川洋平，藤川昇，池田慎一 (苫小牧高専)

S3-2-12プラズマ照射したチタン合金 Ti-6Al-4Vの切削
○籔静流，藤川昇，池田慎一 (苫小牧高専)

座長 (堀川洋平，籔静流 (苫小牧高専)) 休憩 (10分)
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S3-2-13炭素繊維含有アルミニウム基複合材料の開発に関する基礎検討
○弦間慎，福地孝平，高橋剛 (釧路高専機械工学科)，小林勲，江口陽人 (釧路高専)

S3-2-14木造住宅の耐震性向上を目的とするカラマツ間伐材の高強度圧密化建材の開発
○山田莉香子，高橋剛，福地孝平 (釧路高専機械工学科)，江口陽人，小林勲 (釧路高専)
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S4-2 機械力学・ロボティクス 2 G201

座長 (岡田和志，谷滉人 (北科大))13:00–14:40

S4-2-01移乗動作における介護士の腰部負担の定量化
○武藤敬大，鈴木聡一郎，星野洋平 (北見工大)

S4-2-02準受動歩行ロボットの足部形状に関する検討
○都築慶之，鈴木聡一郎，星野洋平 (北見工大)

S4-2-03試験片作成に用いる接着剤の材料定数に関する実験的検討
○岡部優人 (北科大)，太田佳樹 (北科大院)

S4-2-04サンドイッチ平板の自由振動特性に関する実験的検討
○氏原僚汰 (北科大)，太田佳樹 (北科大院)

S4-2-05 FRP積層平板の自由振動実験に関する検討
○渡辺慶典 (北科大)，太田佳樹 (北科大院)

座長 (武藤敬大，都築慶之 (北見工大)) 休憩 (10分)

S4-2-06動吸振器学習実験装置の製作に関する再検証
○ 岡田和志 (北科大)，太田佳樹 (北科大院)

S4-2-07 ArduinoとMATLABによる制御実験装置の製作
○中島悠介，東芽以 (北科大)，髙島昭彦 (北科大院)

S4-2-08 BeagleBoneBlackによるロボットの制御
○谷滉人，小倉祐哉 (北科大)，髙島昭彦 (北科大院)

S4-2-09屋外移動用倒立二輪ロボットの製作
○石崎歩，萩原裕亮 (北科大)，髙島昭彦 (北科大院)
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S6-2 材料力学 2 G205

座長 (唐川尚明，藤井貴巴 (北見工大))13:00–14:40

S6-2-01薄肉球状黒鉛鋳鉄の疲労強度におよぼすレアアース含有量の影響
○永海晋祐 (室蘭工大)，清水一道，鈴木淳，船曳崇史 (室蘭工大院)

S6-2-02２相積層構造の界面が波打った時の変形挙動の解析
○ 石井凱，大橋鉄也，佐藤満弘 (北見工大)

S6-2-03フェライト／マルテンサイト２相鋼の変形と巨視的力学応答
○天海了輔，大橋鉄也，佐藤満弘 (北見工大)

S6-2-04繰り返し変形にともなう転位パターンの形成
○ 佐藤奨馬，大橋鉄也，佐藤満弘 (北見工大)

S6-2-05双結晶マイクロピラーのすべり変形解析
○橋詰真太郎，大橋鉄也，佐藤満弘 (北見工大)

S6-2-06 CAEを適用したスキーブーツの設計に関する研究
○乙訓優之介，佐藤満弘，大橋鉄也 (北見工大)

座長 (天海了輔，石井凱 (北見工大)) 休憩 (10分)

S6-2-07結晶塑性解析による歪み Si半導体内部の変形解析
○ 唐川尚明，佐藤満弘，大橋鉄也 (北見工大)

S6-2-08結晶塑性解析による引っ張り歪み GOI構造内部の変形解析
○藤井貴巴，佐藤満弘，大橋鉄也 (北見工大)

S6-2-09卓球ラケットブレードの機械的性質がボールの反発におよぼす影響
○長岡涼太 (釧路高専機械工学科)，樋口泉 (釧路高専機械工学科)
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S7-2 熱工学・燃焼工学・内燃機関 2 G206

座長 (金　智雲 (北大)，遠藤祭 (釧路高専機械工学科))13:00–14:30

S7-2-01微小重力場における被覆導線通電着火現象に対する通電時間の影響
○清水晃平，小松賢史 (北大)，菊池政雄，水島隆成 (JAXA)，藤田修 (北大院)

S7-2-02並行空気流における導線被覆上を燃え拡がる火炎の消炎限界
○永地大志，吉岡航佑 (北大)，藤田修 (北大院)

S7-2-03微小重力場における電線被覆上燃え拡がり火炎の消炎限界に及ぼす被覆材料の影響
○宮本恭輔，水谷拳 (北大)，藤田修 (北大院)

S7-2-04 O2/CO2混合気雰囲気における噴流拡散火炎のすす生成に及ぼす温度および周囲流速の影響
○山下晃弘，佐藤賢一 (北大)，藤田修 (北大院)

S7-2-05混合促進燃焼ガスジェットによるディーゼル NOx低減の効果解析
○小林優太 (北大)，鈴木研悟，田部豊，近久武美 (北大院)

S7-2-06ガスタービン燃焼器シミュレーションにおける火炎モデルの数値検証
○佐々木天詩 (北大)，大島伸行，高橋裕介 (北大院)

座長 (小林優太，佐々木天詩 (北大)) 休憩 (10分)

S7-2-07予混合火炎モデルの改良及びガスタービン燃焼機への適用
○金　智雲 (北大)，大島伸行 (北大院)

S7-2-08カセットガスエンジンの性能に関する研究
○ 遠藤祭 (釧路高専機械工学科)，長澤晋 (釧路高専建設・生産システム工学専攻)，川村淳浩 (釧路高専機械工
学科)
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S8. 機械要素・トライポロジー・設計・生産管理 G101

座長 (石川隼也，中村公俊 (室蘭工大))13:00–15:00

S8-1-01平歯車のかみ合い摩擦損失測定 (PAOベース ATFの潤滑性能)

○佐々木祐貴 (室蘭工大)，成田幸仁 (室蘭工大院)，田本芳隆 (出光興産)，山口曜，風間俊治 (室蘭工大院)

S8-1-02平歯車のかみ合い摩擦損失シミュレーション
○金谷純平 (室蘭工大)，成田幸仁 (室蘭工大院)，田本芳隆 (出光興産)，山口曜，風間俊治 (室蘭工大院)

S8-1-03トラクションドライブ用二円筒転がり疲労試験機の設計
○佐藤亮介 (室蘭工大)，成田幸仁 (室蘭工大院)，加藤直人，風間俊治 (室蘭工大院)

S8-1-04トラクションドライブ要素の転がり疲労強度シミュレーション（清浄鋼の疲労強度）
○笹川竜哉 (室蘭工大)，成田幸仁 (室蘭工大院)，加藤直人，風間俊治 (室蘭工大院)

S8-1-05軸受転用トラクションドライブ減速機の改良
○ 高橋結花 (室蘭工大)，成田幸仁，風間俊治 (室蘭工大院)

S8-1-06油圧シリンダのトライボロジー評価試験
○ 本間裕章 (室蘭工大)，風間俊治，成田幸仁 (室蘭工大院)

座長 (佐々木祐貴，金谷純平 (室蘭工大)) 休憩 (10分)

S8-01-7粘度制御式ジャーナル軸受の特性実験
○ HAIRUL AZIZI BIN AZRI，川上翔太郎，谷村直紀 (室蘭工大)，風間俊治，成田幸仁，花島直彦 (室蘭工大院)

S8-1-08高温環境下におけるWC鋳ぐるみ鋳鉄のエロージョン摩耗特性
○石川隼也 (室蘭工大)，清一道 (室蘭工大院)，鈴木淳，楠本賢太 (室蘭工大)

S8-1-09 WC形状変化が及ぼす鋳ぐるみ鋳鉄のエロージョン摩耗特性
○中村公俊 (室蘭工大)，清水一道 (室蘭工大院)，鈴木淳，楠本賢太 (室蘭工大)

S8-1-10熱処理を施した Cr,V,Mn含有多合金鋳鉄のエロージョン摩耗特性
○李家　健 (室蘭工大)，清水一道 (室蘭工大院)，鈴木淳，楠本賢太 (室蘭工大)

S8-1-11凍結鋳型を利用した小中学生向け教材の開発
○ 西出健太郎，福地孝平，高橋剛 (釧路高専機械工学科)，小林勲，江口陽人 (釧路高専)
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S9. エネルギー・環境 G104

座長 (小林美穂，望月翔平 (北見工大))13:00–15:10

S9-1-01集中熱容量モデルに基づく静的格納容器冷却システムの設計と解析
○張星永 (北大)，森治嗣，玉宇 (北大院)

S9-1-02静的安全炉心注水系としての蒸気インジェクター作動特性に関する研究
○遠藤宏純，竹谷勇人 (北大)，森治嗣，坂下弘人，三輪修一郎 (北大院)

S9-1-03原子力発電所の配管減肉回避に関するドレン排出法の研究
○満田光 (北大)，森治嗣，坂下弘人，三輪修一郎 (北大院)

S9-1-04フィルタードベントシステムの高性能化に関する研究
○正部川英亨，奈良林直 (北大)，辻雅司，千葉豪 (北大院)

S9-1-05原子力推進宇宙船用発電システム
○小川健斗，奈良林直 (北大)，辻雅司，千葉豪 (北大院)

S9-1-06吹送による網走湖内メタン輸送および大気拡散の解析
○坂本啓太，三浦晃，佐々木正史，遠藤登 (北見工大)

座長 (張星永，遠藤宏純 (北大)) 休憩 (10分)

S9-1-07永久凍土地帯の湖沼における融解過程解析
○小林美穂，三浦晃，佐々木正史，遠藤登 (北見工大)

S9-1-08一戸建て住宅における地中熱ヒートポンプ冷暖房システムのエネルギー解析
○望月翔平，金野彩佳，佐々木正史，遠藤登 (北見工大)

S9-1-09地中熱費とポンプにおける冷暖房システムにおける採熱管熱干渉解析
○新堀尭之，金野彩佳，佐々木正史，遠藤登 (北見工大)

S9-1-10地中熱ヒートポンプ冷暖房システムにおける家屋熱収支予測
○蔵座翔太，金野彩佳，佐々木正史，遠藤登 (北見工大)

S9-1-11ガスハイドレートの生成・貯蔵特性 (CO2ガスの場合)

○五月女文也，山田貴延，中西喜美雄 (北見工大)

S9-1-12下水処理プラントにおける CGSの性能推定 (MGTと FCの並列稼働)

○齋藤哲也，山田貴延，中西喜美雄 (北見工大)
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S10. 設計・制御工学 G202

座長 (横川蘭真，安藤恭平 (北見工大))13:00–15:40

S10-1-01自己組織化マップによる学習型適応振動制御
○菅原杏一，本田真也 (北大)，成田吉弘 (北大院)

S10-1-02レーザープラズマ音響加振/音響計測に基づく構造ヘルスモニタリング
○秋田涼佑，柴田真太朗 (北大)，(北見工大)梶原逸朗 (北大院)，細矢直基 (芝浦工業大学)

S10-1-03対象構造物のモデルを用いないモデルフリー振動制御手法の検討
○平河佑樹，佐藤周也 (北大)，梶原逸朗 (北大院)

S10-1-04 PC筐体の制振を目的としたスマート構造と制御系の設計
○北畠茂幹，佐藤聡祐 (北大)，古谷圭一郎，梶原逸朗 (北大院)

S10-1-05ディーゼルエンジンにおける EGR-VNTシステムのモデルフリー制御
○熊谷崇皓 (北大)，阿部忠輔 (北大院)，石塚真一 (サイバネットシステム)，梶原逸朗 (北大院)

S10-1-06自律走行車両におけるブレーキ制御システムの開発と制動制御に関する研究
○平岡圭介，大谷充人，大竹至 (室蘭工大)，花島直彦 (室蘭工大院)

休憩 (10分) 座長 (菅原杏一，秋田涼佑 (北大)) 休憩 (10分)

S10-1-07クローラロボットにおける光学センサの位置情報を用いた走行制御
○麥倉光太郎，戀塚立太 (室蘭工大)，花島直彦，風間俊治 (室蘭工大院)

S10-1-08遊脚期復元が可能な油圧アシスト膝装具の実験的検討
○横川蘭真，鈴木聡一郎，星野洋平 (北見工大)

S10-1-09農業用ブームスプレーヤのための回転型除振装置の動的量子化器による高性能化
○安藤恭平，星野洋平，鈴木聡一郎 (北見工大)

S10-1-10 冗長支持アクティブ除振台のアクチュエータ出力再分配法によるスケーラビリティー獲得と長時
間連続稼働法
○ 廣瀬遼，星野洋平，鈴木聡一郎 (北見工大)

S10-1-11筒状構造のための FEM構造解析プログラムの開発
○尾崎真哉 (北科大)，太田佳樹 (北科大院)

S10-1-12面内変形のための FEM構造解析プログラムの開発
○菅野裕斗 (北科大)，太田佳樹 (北科大院)

座長 (平河佑樹，北畠茂幹 (北大)) 休憩 (10分)
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S10-1-13修正理論に基づく斜交積層板の端部応力解析
○坂野知広 (北科大)，太田佳樹 (北科大院)

S10-1-14離散層別理論に基づく斜交積層板の端部応力解析
○木村吉宏 (北科大)，太田佳樹 (北科大院)
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特別講演会 (16:00 – 17:00) G104

北海道発の小型ロケット開発 –経緯と展望–

永田晴紀先生
(北海道大学大学院 工学研究院 機械宇宙工学部門 宇宙システム工学分野宇宙環境システム工学研究室 教授)
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