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第 1 室 

機械力学・計測制御Ⅰ 

9:30-10:30 

座長：星野洋平(北海道大学) 

101 ねじれ形状を持つパネルの振動に関する研究 

○青木亮爾(北大・工院)，本田真也(北大・工)，成田吉弘 

102 積層ハイブリッド長方形板の振動特性 

○小柴嵩(北大・工院)，本田真也(北大・工)，成田吉弘 

103 ＦＷ円筒殻の製作と実験モード解析を用いた固有振動数の測定（支持条件の影響） 

○星悠介(釧路高専)，成澤哲也，樋上磨 

104 FW 材の等価剛性を考慮した FRP の弾性定数測定 

○樋上磨(釧路高専)，成澤哲也，星悠介 

第 1 室 

機械力学・計測制御Ⅱ 

10:45-12:00 

座長：成澤哲也(釧路高専) 

105 熱効果を含んだ VGCF/Al 積層円板の力学解析 

○古家直明(北大・工院)，本田真也(北大・工)，成田吉弘 

106 積層平行四辺形板の振動に関する最適解と実験的検証 

○藤井俊憲(北大・工院)，本田真也(北大・工)，成田吉弘 

107 種々の曲率を持つ偏平シェルの振動に関する実験的検証 

○加藤大翔(北大・工院)，成田大祐(道自動車短大)，本田真也(北大・工)，成田吉弘 

108 テーパ受け球体免震支承に関する研究 

○高崎峻多(明大)，小泉忠由 

109 拘束力を考慮した球体免震支承に関する研究 

○高木賢太(明大)，小泉忠由 

第 1 室 

機械力学・計測制御Ⅲ 

14:30-15:30 

座長：小泉忠由(明治大学) 

110 懸垂構造要素の動力学解析と実験 (その 1. 理論解析) 

○北川雄(北大・工院)，前田秀旭，本田真也(北大・工)，成田吉弘 

111 懸垂構造要素の動力学解析と実験（その 2. 実験） 

○前田秀旭(北大・工院)，北川雄，成田吉弘(北大・工)，本田真也  

112 カメラ内部ミラーモデルの跳ね上がり振動 

○佐々木隆幸(室蘭工大院)，松本大樹(室蘭工大)，齊當建一 
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113 カメラシャッター羽根の振動現象 

○寒藤秀一(室蘭工大院)，松本大樹(室蘭工大)，齊當建一 

第 1 室 

機械力学・計測制御Ⅳ 

15:45-16:45 

座長：本田真也(北海道大学) 

114 動吸振器を利用したカメラ内部ミラーモデルの振動抑制 

○松本大樹(室蘭工大)，斉当建一，近藤健太（フジキン） 

115 実験モード解析を利用したカメラ鏡筒モデルの放射音の予測に関する研究 

○石井位直(室蘭工大院)，室矢啓助，松本大樹(室蘭工大)，齊當建一 

116 高速播種機の振動解析と制御 

○高橋慶輔(北大・工院)，小林幸徳(北大・工)，星野洋平，江丸貴紀，井上慶一(北農研)，片山恭平(北大・工院)，渡部晃

一 

117 質点と剛体を有するワイヤーの振動解析 

○今岡広一(北大・工院)，小林幸徳(北大・工)，江丸貴紀，星野洋平 

第 2 室 

流体工学Ⅰ 

 9:30-10:30 

座長：渡部正夫(北海道大学) 

201 ベンチュリ管を用いたマイクロバブル発生に関する研究 

○鵜飼浩志(東電大院)，海野晋一(東電大)，榎本哲也，国吉光 

202 弱い衝撃波による複数気泡の崩壊現象に関する実験的研究 

○山城利之(室蘭工大院)，杉山弘(室蘭工大)，片岸俊(室蘭工大院) 

203 気液界面直下の曳航柱状物体からの渦放出：界面変形と気泡生成に関する物体形状の影響について 

○中村直哉(北大・工院)，熊谷一郎，村井祐一(北大・工)，田坂裕司，武田靖 

204 テイラー・クエット流れにおけるマイクロバブルの影響 

○渡村友昭(北大・工院)，田坂裕司(北大・工)，村井祐一，武田靖 

第 2 室 

流体工学Ⅱ 

10:45-12:00 

座長：田坂裕司(北海道大学) 

205 はばたき形水車の出力予測の試み 

○岩岸知崇(函館高専)，中川幸二 

206 有機化合物分解用低圧水中ウォータージェットの開発 

○中村謙介(北大・工院)，渡部正夫(北大・工)，藤川重雄 
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207 卓上型食器洗い機の回転ノズルの噴流特性 

○白井雅秀(東電大院)，原田郁也(東電大)，細野健登，国吉光 

208 円管から流出する液体の均一液滴流形成特性 

○藤川聡司(北見工大院)，石谷博美(北見工大)，林田和宏 

209 ビスコシールのガス巻込み現象（ねじ姿勢の変化にともなう巻込まれたガスの挙動変化） 

○畠沢政保(日大短大) 

第 2 室 

流体工学Ⅲ 

14:30-15:30 

座長：松村昌典(北見工業大学) 

210 平型ショーケースにおけるエアカーテン流れの最適化 

○篠田一平(東電大院)，国吉光(東電大)，水谷勝，野沢大輔 

211 噴流式フリーザの冷却特性に関する研究 

○金子友(東電大院)，清水逸登(東電大)，星井直樹，国吉光 

212 水平配列時のサボニウス風車の相互干渉流れ 

○繁富啓詞(北大・工院)，村井祐一(北大・工)，田坂裕司，武田靖 

213 大気乱流拡散に関する風洞実験（短時間拡散場から長時間拡散場における平均濃度特性の変化） 

○小杉淳(釧路高専)，関下信正(豊橋技大)，蒔田秀治 

第 2 室 

流体工学Ⅳ 

15:45-16:45 

座長：小杉淳(釧路高専) 

214 粘弾性流体の円管内振動流における超音波計測 

○大山和弥(北大・工院)，田坂裕司(北大・工)，村井祐一，武田靖 

215 全方位ミラーカメラによるＣＴ可視化手法の提案 

○田中大樹(北大・工院)，田坂裕司(北大・工)，村井祐一，武田靖 

216 テイラーコラム周方向構造の PIV 計測 

○南部優一(北大・工院)，田坂裕司(北大・工)，村井祐一，武田靖，JozefVlaskamp(ウォーリック大)，PeterThomas 

217 住宅換気用軸流サイクロン給気フードからの塵埃自動排出法（自然風の利用） 

○松村昌典(北見工大)，射號津誠一 

第 3 室 

ロボティクス・メカトロニクス 

 9:30-10:30 

座長：中島康博(北海道立工業試験場) 

301 動力学シミュレーションによる三脚歩行ロボット構造の設計 

○下橋一輝(北大・工院)，原田宏幸(北大・工)，梶原逸朗 



 4

302 Swing-leg Retraction 制御による受動歩行規範型歩行制御 

○横山昂史(室蘭工大)，平間健介(牧野フライス)，疋田弘光(室蘭工大)，花島直彦，山下光久 

303 筋電義手感覚フィードバック装置の開発 

○木村文彰(室蘭工大)，川端真示，吉村巧(昭和電工)，疋田弘光(室蘭工大)，花島直彦，山下光久 

304 歩行成功率の高い二足受動歩行ロボットの安定性解析 

○清水健二(北見工大院)，鈴木聡一郎(北見工大) 

第 3 室 

バイオエンジニアリングⅠ 

10:45-12:00 

座長：梶原逸郎(北海道大学) 

305 体幹回旋運動を考慮した三次元歩行解析 

○宮川寛亮(北大・工院)，武田量(産総研)，吉成哲(道工試)，但野茂(北大・工) 

306 ヒトの滑り転倒における下肢の損傷推定 

菅原幸夫(北見工大)，○小山修平 

307 前腕筋・骨格系の導電率分布 

○増田耕平(北大・工院)，中島康博(道工試)，吉成哲，藤崎和弘(北大・工院)，東藤正浩，但野茂 

308 携帯電話内蔵カメラの色特性計測と補正 

○藤原悠記(室蘭工大)，西舘泉(東京農工大)，湯浅友典(室蘭工大)，相津佳永 

309 スキーヤーの傾倒シミュレーションに基づくスキーブーツ設計の実験的検討 

○柴又勇(北見工大院)，鈴木聡一郎 

第 3 室 

バイオエンジニアリングⅡ 

14:30-15:45 

座長：鈴木聡一郎(北見工業大学) 

310 多層構造皮膚ファントムの開発と分光反射率の評価 

○神保直翔(室蘭工大)，前田貴章，吉村淳，相津佳永 

311 近赤外バイオスペックル法による皮膚組織血流変化のイメージング 

○谷勝弘(室蘭工大)，平田達也，横井直倫(旭川高専)，相津佳永(室蘭工大) 

312 多層構造皮膚モデルに基づく分光反射率のモンテカルロシミュレーション 

○鎌田沙由里(室蘭工大)，吉村淳，前田貴章，相津佳永 

313 皮膚画像のスペクトル帯域処理による表面テクスチャー解析 

○山本紗綾(室蘭工大)，前田貴章，相津佳永 

314 負荷中における椎間板組織の流動電位特性 

○浅野望(北大院)，藤﨑和弘(北大・工)，但野茂 
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第 3 室 

バイオエンジニアリングⅢ 

16:00-17:15 

座長：相津佳永(室蘭工業大学) 

315 患者の歯形状に対応した標準歯 3D-FE モデル編集アプリケーションの開発 

○本多周平(旭川高専・専攻科)，富樫達識，森川一(旭川高専) 

316 歯科矯正装置での接触状態を考慮した犬歯連成モデルの３次元有限要素解析 

○富樫達識(旭川高専・専攻科)，本多周平，森川一(旭川高専) 

317 股関節に生ずる力学挙動の数値解析 

大橋鉄也(北見工大)，○宮本泰志(北見工大院) 

318 骨破壊強度特性に及ぼす加熱温度および時間の効果 

○前島崇宏(北大・工院)，山田悟史(北大・工院)，東藤正浩(北大・工)，但野茂 

319 放射光白色Ｘ線による骨内部のひずみ測定の検討 

○清谷真平(北見工大院)，柴野純一(北見工大)，三浦節男，梶原堅太郎(高輝度光科学研究所)，桐山幸治(原子力機

構)，小林道明(北見工大) 

第 4 室 

設計工学 

9:30-10:30 

座長：太田佳樹(北海道工業大学) 

401 運転習熟度を考慮したドライバーモデルによる車両運動解析 

○加藤史恭(金沢工大)，瀬戸雅宏，山部昌 

402 曲面の印象評価に関する男女差の検討 

○矢澤宗厚(北大・工院)，市橋孝太(北大・工院)，大島康彰(日工大)，成田吉弘(北大・工院) 

403 ダブルスキン平板の近似等価剛性評価について 

○大場慎也(道工大院)，千葉一永(道工大)，太田佳樹 

404 有限要素法を用いた心臓矯正ネット最適設計法の開発 （心臓モデル構築と拡張期解析）  

○伏見慎祐(金沢工大)，瀬戸雅宏，山部昌，秋田利明(金沢医大) 

第 4 室 

材料力学Ⅰ 

10:45-12:00 

座長：小熊博幸(北海道大学) 

405 超音波スペクトロスコピーを用いた転位挙動解析による疲労余寿命評価 

○滝口真悟(北見工大)，三浦節男，小林道明，柴野純一 

406 アコースティック・エミッションによる低サイクル疲労損傷の非破壊評価 

○三井隆広(北見工大院)，三浦節男(北見工大)，柴野純一，小林道明 
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407 白色Ｘ線エネルギー分散法による測定データの解析システムの開発 

○小関亨(北見工大院)，柴野純一(北見工大)，三浦節男，小林道明 

408 放射光白色Ｘ線による微細粒鋼き裂先端近傍のひずみ測定 

○井坂一彦(北見工大院)，柴野純一(北見工大)，桐山幸治(JAEA)，菖蒲敬久，三浦節男(北見工大)，小林道明 

409 分子動力学法における転位の同定と運動シミュレーション 

○前川翔之介(北大・工院)，佐々木一彰(北大工)，加藤博之 

第 4 室 

材料力学Ⅱ 

14:30-15:45 

座長：加藤博之(北海道大学) 

410 二軸塑性変形下における局所変形および微視き裂発生評価 

○土屋佑太(北見工大院)，内藤峻太((株)日本モレックス)，三浦節男(北見工大)，尾崎義治，柴野純一，小林道明 

411 SNCM439 の内部破壊における初期疲労き裂進展領域の形成因子 

○篠原雄人(北大・工院)，小熊博幸(北大・工)，中村孝 

412 はんだの変形特性の結晶方位依存性 

○中川博史(北大・工院)，佐々木克彦(北大・工)，眞山剛(熊本大) 

413 人工微小欠陥を有する高強度鋼の内部き裂を模擬した真空中疲労試験 

○福地亮平(北大・工院)，中村孝(北大・工)， 

414 水素透過合金の高温水素環境下結晶変形のその場測定 

○内木場竜二(北見工大院)，柴野純一(北見工大)，三浦節男，小林道明 

第 4 室 

材料力学Ⅲ 

16:00-17:15 

座長：松田則男(山形大学) 

415 形状記憶合金の超弾性と電気抵抗変化 

○瀬尾和也(北大・工院)，加藤博之(北大・工)，佐々木一彰 

416 形状記憶合金を用いた自己拡張ステントの変形・留置解析 

○柴谷章仁(北大・工院)，佐々木克彦(北大・工) 

417 高熱伝導 VGCF/Al 複合材料の変形特性解析 

○福地孝平(北大・工院)，佐々木克彦(北大・院)，今西輝光(住友精密)，片桐一彰(住友精密)，垣辻篤(大阪産技研)，清

水昭之(住友精密) 

418 VGCF/Al 複合材料の局所強度特性 

○浅野佑介(北大・工院)，佐々木克彦(北大・工)，福地孝平(北大･工院)，今西輝光(住友精密)，片桐一彰，垣辻篤(大阪

産技研)，清水昭之(住友精密) 

419 曲線状繊維によって強化された複合材積層板の応力集中最小化 

○大渡康介(北大・工院)，本田真也(北大・工)，成田吉弘 
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第 5 室 

熱工学Ⅰ 

10:45-12:00 

座長：戸谷剛(北海道大学) 

505 サーバ冷却対応ループヒートパイプの熱輸送特性 

○佐渡貴彦(関東学院大院)，榎本渉(関東学院大院)，辻森淳 

506 毛管力を用いた吸収サイクルの検討 

○飯田一英(関東学院大院)，綾部隆太(関東学院大院)，辻森淳(関東学院大) 

507 チクソトロピー性流体の垂直加熱円管内強制対流熱伝達特性 

○吉田周史(北大・工院)，山田雅彦(北大・工)，小柳祐平(東大)，大橋俊朗(北大・工) 

508 噴流による矩形断面流路内氷スラリー流の融解熱伝達促進効果 

○藤井広太(北大・工院)，山田雅彦(北大・工)，吉岡幸助(北大・工院)，大橋俊朗(北大・工) 

509 水平円管内における非ニュートン流体の脈動流熱伝達特性 

○松永泰大(北大・工院)，山田雅彦(北大・工)，松田将宗，大橋俊朗 

第 5 室 

熱工学Ⅱ 

14:30-15:45 

座長：佐々木正史(北見工業大学) 

510 微小重力下で導線被覆材上を燃え拡がる火炎における非定常挙動 

○大西陽介(北大・工院)，竹内広行，藤田修(北大・工)，伊東弘行，中村祐二 

511 MARKAL モデルを用いた日本の住宅用エネルギー機器の長期構成変化解析 

○黒川真伍(北大・工院)，田部豊(北大・工)，近久武美 

512 PEFC 用三次元数値シミュレーションコードの実験比較評価 

○下舘拓也(北大・工院)，田部豊(北大・工)，近久武美 

513 PEFC 電圧特性に及ぼす触媒層構造因子の主幹影響評価 

○西野昌芳(北大・工院)，田部豊(北大・工)，近久武美 

514 PEFC における複雑繊維構造内液滴挙動の LBM シミュレーション 

○佐々木隆行(北大・工院)，田部豊(北大・工)，近久武美 

第 5 室 

環境工学・エンジンシステム 

16:00-17:30 

座長：田部豊(北海道大学) 

515 網走湖における大気とのメタン交換 

○若松亨(北見工大院)，佐々木正史(北見工大)，遠藤登，神卓也(ダイハツ工業株式会社) 

516 海洋と大気間のメタン交換に及ぼす海氷の影響 

○端孝之(北見工大院)，佐々木正史(北見工大)，遠藤登，林祐介 
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517 地中熱ヒートポンプ冷暖房住宅の解析－エネルギーバランスの解析 

○吉川友啓(北見工大院)，佐々木正史(北見工大)，遠藤登，渡部紘(いすゞ自動車) 

518 ディーゼルエンジンの環境浄化・燃費改善に関する基礎的研究 

○秋葉機四郎(函館高専)，川合政人，切明隆司 

519 コモンレール式ディーゼル機関の低温始動時における排気特性 

○松岡純一(北見工大院)，石谷博美(北見工大)，林田和宏，山田広行(いすゞ自動車) 

520 含水燃料を用いた予混合圧縮着火機関の燃焼 

○関谷哲平(千葉工大院)，林雄太，岩下知也，吉田昭博(日野自動車)，佐々木洋士(千葉工大) 

第 6 室 

機械材料とシミュレーションⅠ 

9:30-10:30 

座長：中村孝(北海道大学) 

601 金属微視組織中における転位ループ放出時間に関する転位動力学シミュレーション 

大橋鉄也(北見工大)，○中島確(北見工大院) 

602 BCC 結晶組織中の球状介在物近傍の転位蓄積に関する結晶塑性解析 

大橋鉄也(北見工大)，○水藤謙輔(北見工大院) 

603 金属材料の塑性変形に誘起される再結晶核の形成と成長の検討 

大橋鉄也(北見工大)，○島津侑宜(北見工大院) 

604 弾性不均質体の均質化計算においてユニットセルに与える周期的境界条件について 

柴崎直紀(北大・工院)，○加藤博之(北大・工)，佐々木一彰 

第 6 室 

機械材料とシミュレーションⅡ 

10:45-11:45 

座長：堀川紀孝(旭川高専) 

605 HCP 型双結晶の様々な結晶方位における非底面すべり及び双晶変形の影響 

大橋鉄也(北見工大)，○深尾亮太(北見工大院)，伊藤陽介，眞山剛(熊本大) 

606 HCP 型三重結晶で形成される応力場に対する二次すべり系の効果 

大橋鉄也(北見工大)，○伊藤陽介(北見工大院)，深尾亮太，眞山剛(熊大) 

607 ニチノール形状記憶合金極細線の応力ひずみ挙動 

木全誠(北大・工院)，○加藤博之(北大・工)，佐々木一彰 

608 ZK60 マグネシウム合金押出材の機械的特性の異方性と温度依存性に関する研究 

○佐藤慎也(山形大院)，半澤雄大，松田則男(山形大) 

第 6 室 

生産と加工 

14:30-15:45 

座長：原田宏幸(北海道大学) 
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610 凍結融解腐食環境下におけるステンレス鋼の孔食に及ぼす溶液濃度の影響 

○石塚和則(釧路高専)，高橋剛，柴野純一(北見工大)，小林道明，三浦節男 

611 陽極酸化ポーラスアルミナを鋳型とする微小突起を有する金鋳物の作製 

○池上真志樹(産総研)，平野悠，三重安弘，小松康雄 

612 火花試験を用いた炭素鋼の特性評価（押付力を一定とした場合） 

○伊藤彰伸(明大)，小泉忠由(明大) 

613 GERT ネットワークモデルにおけるプロジェクトの所要時間分布とコスト分布 

○山城光雄(足利工大)，鄭天民(足利工大院) 

614 A Novel Hybrid Quantum-inspired Evolutionary Algorithm for Permutation Flow-shop Scheduling 

○鄭天民(足利工大院)，山城光雄(足利工大) 

第 6 室 

移動・輸送のメカトロニクス 

16:00-17:30 

座長：脇田督司(北海道大学) 

615 地図製作のためのレーザーレンジファインダーの誤差の検出 

○正木健太郎(函館高専)，中村尚彦，浜克己 

616 SMA アクチュエータを用いた水中推進機構 

○黒川貴裕(北大・工院)，原田宏幸(北大・工)，梶原逸郎 

617 雪氷環境を移動するための胴体推進型ロボット（3 次元運動モデルの検討） 

○石黒大智(北大・工院)，原田宏幸(北大・工)，梶原逸朗 

618 雪氷環境における推進機構 (粒子モデルによるシミュレーション) 

○仲野寛康(北大・工院)，原田宏幸(北大・工)，梶原逸郎 

619 CAMUI 式ハイブリッドロケットの小型化および繰り返し運用 

○佐藤峻哉(北大・工院)，竹腰卓博，田村正佳，萩原俊輔，脇田督司(北大・工)，戸谷剛，永田晴紀 

620 小型ハイブリッドロケットにおける能動的ロール制御システムの構築 

○田村正佳(北大・工院)，佐藤俊哉，竹腰卓博，萩原俊輔，脇田督司(北大・工)，戸谷剛，永田晴紀 

 

【特別講演】 

時間 13:15～14:15 

場所 北海道大学 高等教育機能開発総合センター S 棟 2 階 S2 講義室 

講師 吉田 博 （札幌市西区市民部地域振興課長） 

演題 「電気自動車導入による公用車カーシェアリング実証実験」 

司会 近久 武美 （北海道大学） 


