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北海道学生会 

第38回学生員卒業研究発表講演会 

（共催 北見工業大学） 
 
開催日 2009年3月7日（土） 
会 場 北見工業大学（北見市公園町165） 
交 通 ホームページ参照（http://www.kitami–it.ac.jp/outline/place/place.html） 
日 程 9.00～11.00／卒業研究発表会 
    11.15～12.00／特別講演会 
    12.40～13.00／北海道学生会下半期総会 
    13.10～16.00／卒業研究発表会 
    16.10～17.00／懇親会（Best Presentation Award 表彰式） 
参加費 1000円（講演論文集代を含む．懇親会は無料） 
特別講演会 
 演題「月周回衛星「かぐや」の状況と日本／各国の月・惑星探査の動向について」 
 宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 月・惑星探査プログラムグループ SELENEプロジェクト
チーム 星野宏和氏 

Best Presentation Award 

 講演室毎に優秀なプレゼンテーションを行った講演者を選出し，表彰します． 
昼 食 北見工業大学生協食堂を利用できます (営業時間: 11.30~13.30)． 
問合せ先 北見工業大学／機械工学科／三戸陽一／電話（0157）26–9208／E–mail: 
ymito@mail.kitami–it.ac.jp 
卒業研究発表講演会 
 (1) 1題目につき，講演7分，討論3分の計10分です（機器のセッティング時間も含まれます）． 
 (2) ○印が講演発表者，◎印が指導教員です． 
 (3) 連名者の所属が省略されている場合は，前者と同じです． 
[第1室] 
9.00～10.00 材料力学Ⅰ［座長 中島確 (北見工大)，江川博昭］ 
101 局所変形開始条件と点欠陥発生量との関係／○土屋佑太 (北見工大)，関宏幸，◎小林

道明，三浦節男，柴野純一 
102 バルーン拡張型ステントの時効変形／○古川崇人 (北大)，◎佐々木克彦，◎成田吉弘 
103 はんだ–銅接合材の変形特性／○夏井希世子 (北大)，◎佐々木克彦，◎成田吉弘 
104 FEM解析による自動車ボルト締結部の静的引抜き破断挙動／○相原康宏 (室蘭工大)，

◎臺丸谷政志，◎藤木裕行 
105 反りを有する日本刀モデルの衝撃応答／○玄羽弘宜 (室蘭工大)，◎臺丸谷政志，◎藤

木裕行 
106 衝撃荷重下における人工関節軟骨ゲルの機械的特性評価／○河田裕希 (室蘭工大)，◎

藤木裕行，◎臺丸谷政志 



 2 

10.10～11.00 材料力学Ⅱ［座長 内木場竜二 (北見工大)，小関亨］ 
107 割裂試験を用いたち密骨の引張特性評価／○川崎浩仁 (室蘭工大)，◎藤木裕行，◎臺

丸谷政志 
108 繰返し熱負荷を受けるコークドラムのスカート接続部における熱弾塑性挙動／○冨澤

清貴 (室蘭工大)，◎臺丸谷政志，◎藤木裕行 
109 STI型ULSI素子の微細化と転位蓄積に関する結晶塑性解析／○会川慶輔 (北見工大)，

◎佐藤満弘，◎大橋鉄也 
110 HCP型金属多結晶材料の塑性すべり変形解析／○伊藤陽介 (北見工大)，◎大橋鉄也 
111 金属材料の塑性変形によって誘起される再結晶の数値シミュレーション／○島津侑宜 

(北見工大)，◎大橋鉄也 
13.10～14.20 材料力学Ⅲ［座長 古川崇人 (北大)，夏井希世子］ 
112 In Vitro摩擦摩耗試験におけるPAMPS–PDMAAm DNゲルの摩擦摩耗特性／○小山裕

示 (室蘭工大)，◎藤木裕行，◎臺丸谷政志 
113 宇宙用高分子膜材の強度特性に関する破壊力学的考察／○村上晃一 (北大)，山下悟，

◎中村孝，◎小熊博幸 
114 原子状酸素および紫外線を照射したPEEK膜材の強度特性／○佐々木望 (北大)，来生

聡，岩井佳紀，◎中村孝，◎小熊博幸 
115 SNCM439の超高サイクル疲労特性に及ぼす焼戻し温度の影響／○水門恵理 (北大)，福

地亮平，池田慎太郎，◎中村孝，◎小熊博幸 
116 Ti–6Al‒4V合金の疲労き裂伝播特性に及ぼす圧縮応力の影響／○橋向隆太 (北大)，篠

原雄人，脇田実奈，◎中村孝，◎小熊博幸 
117 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／○滝口真吾 

(北見工大)，◎小林道明，三浦節男，柴野純一 
118 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)，◎小林道明，三浦節男，柴野純一 
14.30～15.40 材料力学Ⅳ［座長 水門恵理 (北大)，橋向隆太］ 
119 NbTiCo水素透過複相合金の高温水素環境下結晶変形挙動／○内木場竜二 (北見工大)，

新居恭征，◎柴野純一，三浦節男，小林道明 
120 白色Ｘ線エネルギー分散法測定データ解析プログラムの開発／○小関亨 (北見工大)，

◎柴野純一，三浦節男，小林道明 
121 放射光白色Ｘ線による微細粒鋼き裂先端近傍のひずみマッピング／○井坂一彦 (北見

工大)，新居恭征，鈴木孝是，◎柴野純一，三浦節男，小林道明 
122 回位の応力場の有限要素解析／○細矢隆史 (北大)，加藤博之，◎佐々木一彰 
123 形状記憶合金の変態界面移動に関するフェイズフィールド解析／○浅田尚志 (北大)，

加藤博之，◎佐々木一彰 
124 金属結晶粒中における転位放出の転位動力学シミュレーション／○中島確 (北見工大)，

◎大橋鉄也      
125 人顎部の数値モデリングと運動の解析／○江川博昭 (北見工大)，◎大橋鉄也 
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[第2室] 
13.10～14.20 材料力学Ⅴ［座長 上林紺 (旭川高専)，松原孝典］ 
201 中空材からなる殻構造物のリブ厚さ最適化 (第4報: 1/4モデルにおける探査能力の向

上)／○加藤康明 (北海道工大)，◎太田佳樹 
202 中空材からなる殻構造物のリブ厚さ最適化 (第5報: 1/2モデルの構築)／○木村飛翔 

(北海道工大)，◎太田佳樹 
203 中空材からなる殻構造物のリブ形状最適化 (第4報: 1/2モデルの構築)／○木村有斗 

(北海道工大)，◎太田佳樹 
204 中空材からなる平板の有限要素解析／○佐々木俊太 (北海道工大)，◎太田佳樹 
205 各種断面をもつアルミニウム角管の動的軸圧縮特性／○筒井和騎 (旭川高専)，◎宮﨑

忠 
206 FRPグリッド構造の機械剛性評価に関する研究／○星悠介 (釧路高専)，◎成澤哲也，

◎樋上磨 
207 摩擦係数測定に用いる加速度検出装置の製作／○滝澤悠太 (釧路高専)，◎成澤哲也，

◎樋上磨 
14.30～15.20 機械材料，材料加工Ⅰ［座長 星悠介 (釧路高専)，滝澤悠太］ 
208 凍結融解および腐食環境下におけるステンレス溶接部の材料挙動―孔食進展の環境依

存性―／○松井功祐 (釧路高専)，◎高橋剛，◎石塚和則 
209 寒冷地におけるSUS304ステンレス鋼溶接部の塩害性能／○林一輝 (釧路高専)，◎岩渕

義孝，◎小林勲 
210 電磁シーム溶接された板材の接合強度について／○安齋利謙 (旭川高専)，前岡恵輔，

◎宮﨑忠 
211 電磁シーム溶接の変形シミュレーション (間隙の影響について)／○河江真弘 (旭川高

専)，◎宮﨑忠 
212 電磁シーム溶接の変形シミュレーション (薄板衝突時の変形挙動について)／○佐々木

邦哲 (旭川高専)，◎宮﨑忠 
[第3室] 
9.00～10.00 機械材料，材料加工Ⅱ［座長 小林達也 (北海道工大)，星雄介］ 
301 Mg60Zn30Y10合金の560℃及び520℃における平衡相の同定／○佐々木怜欧 (北海道工

大)，◎堀内寿晃 
302 Mg84Zn8Y8合金の560℃及び520℃における平衡相の同定／○筒井駿平 (北海道工大)，

◎堀内寿晃 
303 Mg60Zn30Y10合金とMg84Zn8Y8合金の450℃時効材の組織観察／○高津淳 (北海道工大)，

◎堀内寿晃 
304 マグネシウム合金の加工熱処理／○山本隆博 (釧路高専)，◎岩渕義孝，◎小林勲 
305 アルミニウム合金用凍結鋳型の適用について／○中西巧 (釧路高専)，◎岩渕義孝，◎

小林勲 
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306 強度耐久性に優れたアルミ合金製エンジン部品の材料適正化および構造適正化／○荒
川弘行 (釧路高専)，◎高橋剛，◎長澤徹 (北海道教育大釧路校) 

10.10～11.00 機械材料，材料加工Ⅲ［座長 山本隆博 (釧路高専)，中西巧］ 
307 Ni–Al系二相混合金属間化合物の諸性質／○佐々木和也 (釧路高専)，◎岩渕義孝，◎小

林勲 
308 VGCF/Al複合材料の残留応力評価／○古家直明 (北大)，◎佐々木克彦，◎成田吉弘，

今西輝光 (住友精密)，片桐一彰 
309 SUS316Lの結晶粒度及び硬さに対する熱時効の影響／○小林達也 (北海道工大)，◎堀

内寿晃 
310 SUS316L 350℃時効材の母相組成変化／○星雄介 (北海道工大)，◎堀内寿晃 
311 SUS316L 400℃時効材の母相組成変化／○桑野和宏 (北海道工大)，◎堀内寿晃 
13.10～14.30 機械材料，材料加工Ⅳ［座長 岩橋敬祐 (旭川高専)，平野裕太］ 
312 チタン合金Ti–6Al–4Vの切削に及ぼすオレイン酸の影響／○金田祥吾 (苫小牧高専)，

杉浦隆浩，◎池田慎一，◎藤川昇 
313 アルミニウム合金A5052の切削抵抗に及ぼす流動パラフィンの影響／○萱野公裕 (苫

小牧高専)，髙橋竜典，◎池田慎一，◎藤川昇 
314 オレイン酸を塗布したアルミニウム合金丸棒の旋削／○河森貴広 (苫小牧高専)，髙橋

竜典，◎池田慎一，◎藤川昇 
315 プラズマ照射したTi–6Al–4Vの切削／○廣岡伸哉 (苫小牧高専)，杉浦隆浩，◎池田慎

一，◎藤川昇 
316 切削抵抗の簡便な推定法に関する基礎研究／○熊谷健 (北海道工大)，○黒田優，◎吉

田協 
317 切削表面の塑性流動に関する基礎研究／○熊谷和也 (北海道工大)，○小島純平，◎吉

田協 
318 フェライト耐熱鋼の予備酸化皮膜性状に対する影響因子／○志賀宏紀 (北海道工大)，

◎堀内寿晃 
319 電圧印加によるオーステンパ球状黒鉛鋳鉄の水脆化抑制／○藤井宏志 (室蘭工大)，◎

長船康裕 
14.40～16.00 機械材料，材料加工Ⅴ，設計［座長 熊谷健 (北海道工大)，熊谷和也］ 
320 銅管の淡水腐食に及ぼす微量金属イオンの影響／○松本直也 (室蘭工大)，◎境昌宏，

◎世利修美 
321 水環境に曝露した常温硬化CFRPの吸水特性／○菊池雄治 (北大)，髙橋和也，髙木敏勝，

◎中村孝，◎小熊博幸 
322 薄肉鋳鉄鋳造品への鋳造シミュレーションの適用と組織評価の試み／○岩橋敬祐 (旭

川高専)，◎堀川紀孝 
323 渦電流法による薄肉球状黒鉛鋳鉄の組織評価／○平野裕太 (旭川高専)，◎堀川紀孝 
324 鋳ぐるみ接合における健全性の超音波法による判定と鋳造シミュレーションとの対応

／○吉田昇平 (旭川高専)，◎堀川紀孝 
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325 層別最適化法によるFRP製主翼構造の最適設計／○打木誉宣 (北大)，◎成田吉弘，◎
佐々木克彦 

326 水門・樋門設計システムの開発―扉体設計について―／○矢尾光 (旭川高専)，◎後藤
孝行，石川浩光（檜山鐵工） 

327 機械系3DCADシステムの住宅設計への適用性に関する検証／○寺島直弘 (釧路高専)，
◎荒井誠，◎池田裕一 

[第4室] 
9.10～10.00 流体工学，流体機械Ⅰ［座長 鶏内智英 (北見工大)，坂本修一］ 
401 つば付きディフューザー型集風筒の増速効果に及ぼすつばの影響／○五十嵐暁春 (北

見工大)，◎松村昌典，◎宮越勝美，佐藤敏則 
402 家庭用換気設備へのMPCの実用化に向けた研究／○小岩龍臣 (苫小牧高専)，小林竜太

朗，◎見藤歩，◎田島勲，◎蘇武栄治 
403 拍動型人工心臓の流れのシミュレーション，および実験装置の作成／○庄司哲史 (苫小

牧高専)，日永健斗，笠井雄太郎，◎見藤歩，◎田島勲，◎蘇武栄治 
404 昇球式血液粘度計の基礎研究／○佐野宏典 (北大)，◎渡部正夫，◎藤川重雄 
405 外乱の影響を受ける冷凍ショーケース内の温度解析／○北畑亮 (函館高専)，◎本村真

治 
10.10～10.50 流体工学，流体機械Ⅱ［座長 小岩龍臣 (苫小牧高専)，庄司哲史］ 
407 回転透過性円柱の後流特性／○田中大樹 (北大)，◎田坂裕司，◎村井祐一，◎武田靖 
408 スキージャンプ・テイクオフ動作時のLESによるジャンパー周りの流れ解析／○伊川雄

希 (北大)，◎坪倉誠 
409 縮流流路における二次元物体の後流渦特性／○鶏内智英 (北見工大)，◎宮越勝美，◎

松村昌典，佐藤敏則 
410 後流渦対に生じる三次元不安定現象に関する研究／○坂本修一 (北見工大)，◎松村昌

典，◎宮越勝美，佐藤敏則 
13.10～14.20 流体工学，流体機械Ⅲ［座長 桜井康介 (北大)，田中綾一］ 
411 海氷組織中の高濃度塩水の流動シミュレーション／○赤塚慎 (北見工大)，◎大橋鉄也 
412 Taylor–couette渦を利用した熱移動現象／○濱野兼伍 (室蘭工大)，◎河合秀樹 
413 CAMUI型ハイブリッドロケット燃焼室の数値解析／○岸田耕一 (北大)，◎大島伸行 
414 パッシブ型燃料電池内における自然対流の数値解析／○反田智樹 (北大)，◎大島伸行，

栗原央流 
415 フェイズフィールド法に基づく予混合火炎の解析／○長澤俊輔 (北大)，◎大島伸行 
416 ガスタービン燃焼器内におけるNO生成の数値解析／○山本朋憲 (北大)，◎大島伸行 
417 大気乱流拡散に関する風洞実験 (乱流レイノルズ数Rλによる平均濃度特性の変化)／○

濱野大 (釧路高専)，◎小杉淳，◎丹国夫 
14.30～15.40 流体工学，流体機械Ⅳ［座長 岸田耕一 (北大)，反田智樹］ 
418 水中の殻付微細気泡群に超音波を照射した際の音響特性／○桜井康介 (北大)，今井亮

介，中川浩哉，◎渡部正夫，◎藤川重雄 
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419 ナノ液滴の真空蒸発におよぼす分子の初期配置の影響／○田中綾一 (北大)，矢口久雄，
◎渡部正夫，◎藤川重雄 

420 気泡を含む水銀中の圧力波伝播の数値解析／○高橋広樹 (北大)，◎渡部正夫，◎藤川
重雄 

421 高速液滴衝突による発生圧力波の数値解析／○岡田真 (北大)，◎渡部正夫，◎藤川重
雄 

422 液体中における単一殻付気泡の振動特性／○兪榮在 (北大)，金川哲也，秋山輝匡，◎
渡部正夫，◎藤川重雄 

423 垂直気液アニュラー流における液滴の乱流輸送のメカニズム／○平間啓佑 (北見工大)，
百田哲隆，◎三戸陽一 

424 水平気液アニュラー流におけるデポジション・液滴分散のメカニズム／○松尾真平 (北
見工大)，市川健一，◎三戸陽一 

[第5室] 
9.10～10.00 エネルギー，環境Ⅰ［座長 深田紗代 (北見工大)，小野寺剛］ 
501 地中熱ヒートポンプ冷暖房システムの解析／○塩田歩 (北見工大)，渡部紘，吉川友啓，

◎佐々木正史，◎遠藤登 
502 地中熱ヒートポンプ冷暖房システムにおける土壌温度分布の解析／○畠中皓平 (北見

工大)，渡部紘，◎佐々木正史，◎遠藤登 
503 温泉排熱利用温室の熱解析／○刀根邦成 (北見工大)，渡部紘，◎佐々木正史，◎遠藤

登 
504 MPPT制御を用いた風力発電の高効率充電システムの開発／○波平公泰 (釧路高専)，

◎千田和範，◎野口孝文 
505 バイオディーゼル燃料の有効利用に関する研究／○長田春輝 (北大)，福田真也，◎首

藤登志夫 
10.10～11.00 エネルギー，環境Ⅱ［座長 塩田歩 (北見工大)，畠中皓平］ 
506 海洋と大気間のメタン交換に及ぼす海氷の影響／○佐野良 (北見工大)，林祐介，端孝

之，◎佐々木正史，◎遠藤登 
507 内水面と大気間のメタン交換量の推計／○竹内尚裕 (北見工大)，○藤井孝彦，神卓也，

◎佐々木正史，◎遠藤登 
508 炭素繊維による湖沼の浄化に関する研究／○杉本大地 (釧路高専)，◎渡邊聖司，◎坂

口直志 
509 炭素繊維による汚水の浄化と脱臭に関する研究／○神野理史 (釧路高専)，◎渡邊聖司 
510 工作機械と実習工場内の配色に関する感性工学的研究／○豊原賢太 (釧路高専)，◎渡

邊聖司 
13.10～14.20 熱工学Ⅰ［座長 佐藤俊 (北大)，白石遼太郎］ 
511 非ニュートン流体の円管内強制対流熱伝達に関する研究／○小柳佑平 (北大)，◎池川

昌弘，◎山田雅彦，吉田周史 
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512 非ニュートン流体の円管内脈動流熱伝達に関する研究／○松田将宗 (北大)，◎池川昌
弘，◎山田雅彦，松永泰大 

513 沸騰液面上の自然対流特性測定／○相原伸至 (北大)，◎工藤一彦，◎黒田明慈 
514 ラジアントチューブバーナー内の流速・温度測定／○屋敷俊輔 (北大)，渡辺仁，◎工

藤一彦，◎黒田明慈 
515 住宅換気用熱交換エレメントの凍結挙動／○小野寺剛 (北見工大)，藤澤史和，◎山田

貴延，中西喜美雄 
516 脳低温療法のための咽頭冷却カフに関する研究／○森岡大貴 (釧路高専)，◎麓耕二 
517 円筒型相変化物質の蓄冷熱技術に関する研究／○宮田亜里 (釧路高専)，◎田中孝二郎

，◎麓耕二 
14.30～15.40 熱工学Ⅱ［座長 森岡大貴 (釧路高専)，宮田亜里］ 
518 空気を熱輸送媒体とする室温磁気冷凍機の特性評価／○外聡志 (北大)，◎池川昌弘，

山田雅彦，◎川南剛 (神戸大)，中村亘 (北大) 
519 氷スラリー潜熱の採熱効率向上法に関する研究／○吉岡幸助 (北大)，◎池川昌弘，◎

山田雅彦，藤井広太 
520 クールジャケット用マイクロクーラーの開発実験／○佐藤俊 (北大)，◎工藤一彦，◎

黒田明慈 
521 固体高分子型燃料電池ガス拡散層内細孔有効半径分布に及ぼすセパレータ・リブの効果

／○白石遼太郎 (北大)，中川博史，◎工藤一彦，◎黒田明慈 
522 CIP–LSMによる液滴衝突挙動の数値解析／○高橋和彦 (北大)，◎黒田明慈，◎工藤一

彦，坂健太郎 
523 相変化ナノエマルジョンに関する基礎的研究／○佃北斗 (釧路高専)，◎麓耕二 
524 IZC多孔質材料の製作と基本特性／○深田紗代 (北見工大)，上野憲史，◎山田貴延，中

西喜美雄 
[第6室] 
10.10～11.00 機械力学，ロボティクスⅠ［座長 一條孝弘 (北海道工大)，道見賢人］ 
601 等価剛性モデルを用いた粘弾性材料のパラメータ同定／○堀内元気 (北海道工大)，◎

太田佳樹 
602 GAを用いた粘弾性材料のパラメータ同定法／○酒井達矢 (北海道工大)，◎太田佳樹 
603 軽量物を対象とした打撃試験方法の開発／○佐々木隆幸 (室蘭工大)，◎齊當建一，◎

松本大樹 
604 打撃される円筒の振動および放射音に関する研究／○室矢啓助 (室蘭工大)，◎齊當建

一，◎松本大樹 
605 リードの振動による疲労と音響特性／○高橋克誠 (室蘭工大)，行徳陽平，◎齊當建一，

◎松本大樹 
13.10～14.20 機械力学，ロボティクスⅡ［座長 内田怜志 (北海道工大)，鎌田洋輔］ 
606 後退翼形状を有するFRP積層板の振動と最適化／○藤井俊憲 (北大)，◎成田吉弘，◎

佐々木克彦 
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607 Al+FRPハイブリット板の振動と最適化／○小柴嵩 (北大)，◎成田吉弘，◎佐々木克彦 
608 土の粘弾性モデルに基づく播種機の振動特性解析／○片山恭平 (北大)，◎星野洋平，

◎小林幸徳，◎江丸貴紀 
609 モーション解析による高速播種機の播種深さ制御シミュレーション／○渡部晃一 (北

大)，◎小林幸徳，◎星野洋平，◎江丸貴紀 
610 鉄道車両台車の運動シミュレーション／○森脇理一 (北大)，◎小林幸徳，◎星野洋平，

◎江丸貴紀 
611 4輪バギー車のワイヤ式操舵制御装置の開発／○道下智裕 (室蘭工大)，長谷川晃二，◎

花島直彦，◎山下光久，◎疋田弘光 
612 ゴルフクラブ動特性と飛球の軌道シミュレーション／○山本純 (北見工大)，◎鈴木聡

一郎 
14.30～15.40 機械力学，ロボティクスⅢ［座長 渡部晃一 (北大)，森脇理一］ 
613 はりの傷が固有振動数に及ぼす影響／○斎優司 (釧路高専)，◎成澤哲也，◎樋上磨 
614 FW成形円筒の減衰比測定実験の検討／○渡辺洋明 (釧路高専)，◎成澤哲也，◎樋上磨 
615 円形プレートの振動実験装置の製作に関する研究／○西村慶吾 (釧路高専)，◎成澤哲

也，◎樋上磨 
616 FRP積層平板の減衰振動に関する実験的検証 (第3報: 試験片作成・実験モード解析法

の改善)／○一條孝弘 (北海道工大)，◎太田佳樹 
617 離散層別理論を用いたFRP積層平板の減衰振動解析／○道見賢人 (北海道工大)，◎太

田佳樹 
618 離散層別理論を用いたFRP積層平板のエネルギー振動解析／○篠田純 (北海道工大)，

◎太田佳樹 
619 高次せん断変形理論を用いたFRP積層平板のエネルギー振動解析／○荒城裕司 (北海

道工大)，◎太田佳樹 
[第7室] 
9.10～10.00 機械力学，ロボティクスⅣ［座長 福島康太 (北大)，大澤和也］ 
701 初心者用自作ロボット導入教育を目指した実験的研究／○佐藤健志郎 (北海道工大)，

◎竹澤聡，◎高島昭彦 
702 ロボットトライアスロン標準ロボットにおける制御ゲインの最適化／○渡部陽太 (北

海道工大)，◎太田佳樹，◎高島昭彦 
703 蠕動運動ロボットの開発 (旋回動作の最適化)／○櫻井努 (北大)，◎鍵和田忠男，原田

宏幸 
704 形状記憶合金を用いた遊泳型水中ロボット (推進機構の実験的検討)／○福田哲司 (北

大)，◎鍵和田忠男，原田宏幸 
705 岩盤調査用ロボットの設計・製作／○鳥本達郎 (釧路高専)，◎荒井誠，◎池田裕一 
10.10～11.00 機械力学，ロボティクスⅤ［座長 浦島朋浩 (北海道工大)，須田良輔］ 
706 車輌ロボットによるセンサフュージョン問題に関する実験的研究／○内田怜志 (北海

道工大)，◎竹澤聡，◎高島昭彦 
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707 倒立二輪型自走ロボットのパラメータ変動問題に関する実験的研究／○鎌田洋輔 (北
海道工大)，◎竹澤聡，◎高島昭彦 

708 氷上路面滑り不安定性を考慮した二足歩行ロボットの実験的研究／○佐々木渉 (北海
道工大)，◎竹澤聡，◎高島昭彦 

709 二足受動歩行プラットフォームの設計／○岩倉祐太 (北見工大)，◎鈴木聡一郎 
710 膝関節を有する２次元受動歩行機構 (実験機の安定化)／○小林直人 (北大)，◎鍵和田

忠男，原田宏幸 
13.10～14.20 機械力学，ロボティクスⅥ［座長 櫻井努 (北大)，福田哲司］ 
711 自走電動車椅子における危険回避システムの実験的研究／○浦島朋浩 (北海道工大)，

◎竹澤聡，◎高島昭彦 
712 BMFアクチュエータ型ハンドロボットによるリンク機構の実験的研究／○須田良輔 

(北海道工大)，◎竹澤聡，◎高島昭彦 
713 SLAMを搭載した移動ロボットの数値解析に関する研究／○加藤聡貴 (北海道工大)，

◎竹澤聡，◎高島昭彦 
714 雪氷環境における移動ロボットの運動性能／○福島康太 (北大)，◎鍵和田忠男，原田

宏幸 
715 不整地に適応するための胴体推進型ロボットの構造／○大澤和也 (北大)，◎鍵和田忠

男，原田宏幸 
716 不整地走破ロボットに関する研究／○吉川諒 (函館高専)，◎中村尚彦，◎浜克己 
717 手の動作補助用パワーアシスト装置の開発／○竹内聡 (函館高専)，◎中村尚彦，◎浜

克己 
[第8室] 
13.10～14.20 計測工学，制御工学Ⅰ［座長 佐瀬遼 (北大)，大山直樹］ 
801 近赤外バイオスペックル血流イメージングにおける血流解析特性／○谷勝弘 (室蘭工

大)，平田達也，小池豪，◎相津佳永 
802 皮膚組織モデルの分光スペクトルに基づく吸収特性解析／○神保直翔 (室蘭工大)，大

久保貴弘，吉村淳，佐藤啓介，前田貴章，◎相津佳永 
803 生体皮膚の表皮分光特性と肌の色彩に関する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 
804 生体皮膚の多層光学条件と肌の色彩に関する研究／○山本紗綾 (室蘭工大)，大久保貴

弘，吉村淳，前田貴章，◎相津佳永 
805 セルフォックレンズの点像広がり関数／○古谷涼 (北見工大)，足立竹志，◎尾崎義治 
806 回転ロションプリズムによる分光と偏光パラメータ測定／○橋場達也 (北見工大)，蓮

間貴史，◎尾崎義治 
807 マッハ‐ツェンダー干渉計による微小流れの観察／○太田真人 (北見工大)，◎尾崎義

治 
14.30～15.40 計測工学，制御工学Ⅱ［座長 古谷涼 (北見工大)，橋場達也］ 
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808 Webを用いた画像処理システムの構築／○藤原悠記 (室蘭工大)，河村翔，◎湯浅友典，
相津佳永 

809 ペイロード変化を伴うマニピュレータに対するディジタル加速度制御／○佐瀬遼 (北
大)，◎江丸貴紀，◎星野洋平，◎小林幸徳 

810 能動的センサおよび受動的センサを併用した自律移動ロボットにおけるセンシング戦
略の切換／○大山直樹 (北大)，◎江丸貴紀，◎小林幸徳，◎星野洋平 

811 圃場収穫用ロボットにおける色識別問題の実験的研究／○菊池啓太 (北海道工大)，◎
竹澤聡，◎高島昭彦 

812 超音波センサを用いた飛行高度自律制御に関する実験的研究／○川瀬昭徳 (北海道工
大)，◎竹澤聡，◎高島昭彦 

813 感覚器代行機能を搭載した資格取得支援メカトロ機器の開発／○江川翔太 (北海道工
大)，◎竹澤聡，中島史 (北海道高等盲学校)，◎高島昭彦 (北海道工大) 

814 シーケンス教材システム設計における機能向上の実験的研究／○中島麻莉恵 (北海道
工大)，◎竹澤聡，◎高島昭彦 

[第9室] 
10.20～11.00 燃焼工学，内燃機関［座長 百崎雅彦 (北見工大)，河関年成］ 
901 電場を付与したカーボンナノチューブ燃焼合成における生成条件の検討／○大西尭 (

北大)，◎藤田修，◎中村祐二，◎伊東弘行，園田恭央 
902 平面火炎により与えられた高温場における部分予混合火炎の燃焼挙動について／○酒

井雄人 (北大)，◎藤田修，◎中村祐二，◎伊東弘行 
903 微小重力下での被覆導線上を燃え拡がる火炎の温度測定／○竹内広行 (北大)，◎藤田

修，◎中村祐二，◎伊東弘行，阿形蛍，大西陽介，菊池正雄（JAXA） 
904 GTL軽油を用いたディーゼル機関の排気特性／○百崎雅彦 (北見工大)，河関年成，石

谷博美，◎林田和宏 
13.10～14.20 航空宇宙工学Ⅰ［座長 田村正佳 (北大)，竹山大基］ 
905 高速走行軌道装置の水制動に関する研究／○神津亜実 (室蘭工大)，安田有佑，◎溝端

一秀，◎棚次亘弘 
906 小型無人超音速有翼機のラダーによる空力特性に関する研究／○飯村拓哉 (室蘭工大)，

渡辺侑也，桑田耕明，◎溝端一秀，◎吹場活佳 
908 小型無人超音速機の飛行経路解析／○大下智紀 (室蘭工大)，長尾友，◎溝端一秀 
909 ノズル内の推進剤の加熱による推力・比推力の向上／○佐藤峻哉 (北大)，岩城裕樹，

長沼哲史，脇田督司，◎戸谷剛，永田晴紀 
910 液滴ラジエータにおける液滴流の捕集に関する研究／○竹腰卓博 (北大)，仁木雄大，

由利泰史，脇田督司，◎戸谷剛，永田晴紀 
911 スクラムジェット分離部内の超音速流動に関する基礎研究／○酒井貴志 (室蘭工大)，

小関雅人，◎杉山弘 
912 超音速矩形インテーク内の3次元流れ構造に関する研究／○諸角翔大 (室蘭工大)，◎杉

山弘 
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14.40～16.00 航空宇宙工学Ⅱ［座長 佐藤峻哉 (北大)，竹腰卓博］ 
913 FRP主翼構造体の設計と強度評価に関する研究／○片岡秀教 (室蘭工大)，今井駿，高

津武人，◎溝端一秀，◎東野和幸 
914 LNG 環境下における銅合金へのサルファアタック評価／○三輪峻之 (室蘭工大)，◎棚

次亘弘，東野和幸，境昌宏，笹山容資，立川藍子 
915 再生冷却システムに用いる熱分解吸熱反応燃料の特性に関する研究／○前田大輔 (室

蘭工大)，◎棚次亘弘，東野和幸，吹場活佳 
916 小型LNG ロケットエンジン燃焼器の設計に関する研究／○立川藍子 (室蘭工大)，◎棚

次亘弘，東野和幸，笹山容資 
917 小型衛星UNITEC–1の熱設計／○田島康晴 (北大)，伊井晴明，脇田督司，◎戸谷剛，

永田晴紀 
918 円柱デトネーション波から円管デトネーション波への遷移に関する研究／○田村正佳 

(北大)，浅田隆利，◎脇田督司，戸谷剛，◎永田晴紀 
919 N2Oの触媒燃焼を用いたハイブリッドロケット用点火器の開発／○竹山大基 (北大)，

羽柴健太，堺裕也，脇田督司，戸谷剛，◎永田晴紀 
920 CAMUI方式ハイブリッドロケットの燃料後退速度のO/F依存性／○萩原俊輔 (北大)，

金子雄大，植嶋健太，室井典和 (北海道工大)，飯島直純 (北大)，和久宏之，脇田督司，
戸谷剛，◎永田晴紀 

[第10室] 
9.00～10.00 生体工学，スマートエンジニアリングシステムⅠ［座長 田村俊樹 (北見工

大)，伊藤芳明］ 
1001 海綿骨力学特性に及ぼす有機基質の影響／○上原遼士 (北大)，藤崎和弘，◎東藤正浩，

◎但野茂 
1002 家兎膝関節の摩擦特性評価／○栗田崇史 (北大)，藤崎和弘，◎東藤正浩，◎但野茂，

岩崎倫政，五十嵐達弥 
1003 骨組織HAp結晶構造特性と変形挙動／○小瀧優香 (北大)，Bijay GIRI，藤崎和弘，◎

東藤正浩，◎但野茂 
1004 歩行エネルギー回生型アクティブ膝装具／膝継手の実用化研究／○小谷高史 (北見工

大)，◎鈴木聡一郎 
1005 歩行エネルギー回生型アクティブ膝装具／膝継手の駆動部流路制御／○金井大樹 (北

見工大)，◎鈴木聡一郎 
1006 骨格に基くスキーブーツ設計の実験的検討／○柴又勇 (北見工大)，◎鈴木聡一郎 
10.10～11.00 生体工学，スマートエンジニアリングシステムⅡ［座長 野田坂佳 (北見

工大)，山田泰蔵］ 
1007 靴の設計に関する研究 (靴底形状データの作成方法について)／○黒滝俊幸 (苫小牧

高専)，◎野口勉，◎淺野政之，◎奥山徳宏 
1008 アイスホッケースティックの特性に関する一考察／○近野佑太郎 (苫小牧高専)，笹原

涼司，◎田島勲，◎見藤歩，◎蘇武栄治 
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1009 電動車椅子の走行安定性評価／○岩崎晃 (北大)，藤崎和弘，◎東藤正浩，◎但野茂，
中島康博 (道工試)，吉成哲 

1010 成人男性の初期歩行動作に関するFEMモデルを用いた解析／○小山修平 (北見工大)，
◎菅原幸夫 

1011 老人男性の歩行予備動作に関するFEMモデルを用いた解析／○林知幸 (北見工大)，
◎菅原幸夫 

13.10～14.30 生体工学，スマートエンジニアリングシステムⅢ［座長 上原遼士 (北大)，
栗田崇史］ 

1012 冬道における滑り転倒防止に関する研究 (床反力についての一考察)／○有安孝浩 
(苫小牧高専)，◎野口勉，◎淺野政之，◎奥山徳宏 

1013 冬道における滑り転倒防止に関する研究 (特異歩行にみる特徴)／○石黒慧史 (苫小
牧高専)，◎野口勉，◎淺野政之，◎奥山徳宏 

1014 成人男性の片足立ち姿勢のFEMモデルを用いた解析／○伊藤芳明 (北見工大)，◎菅
原幸夫 

1015 幼児の転倒に関するFEMモデルを用いた研究／○石川佑樹 (北見工大)，◎菅原幸夫 
1016 円背姿勢をもつ高齢女性の転倒に関する数値シミュレーション／○田村俊樹 (北見工

大)，◎菅原幸夫 
1017 加速度・角速度センサーを用いた三次元歩行解析／○佐々木啓太 (北大)，武田量，藤

崎和弘，◎東藤正浩，◎但野茂，吉成哲（道工試） 
1018 テニスにおけるフラットドライブショットの動作解析／○小番あゆみ (函館高専)，◎

川上健作 
1019 災害時における寒冷地住宅のライフライン確保に関する研究／○梅田昌範 (釧路高

専)，◎荒井誠，◎池田裕一 
14.40～15.30 生体工学，スマートエンジニアリングシステムⅣ［座長 小谷高史 (北見

工大)，金井大樹］ 
1020 eラーニングのための描画動作照合による個人認証の基礎研究／○上林紺 (旭川高専)，

◎森川一 
1021 歯列模型データを用いた歯冠形状処理プログラムの開発／○松原孝典 (旭川高専)，◎

森川一 
1022 物理モデリングに基づく飛行シミュレータの開発／○野田坂佳 (北見工大)，◎渡辺美

知子 
1023 オーダーピッキングにおける棚配置の最適パターンに関する研究／○山田泰蔵 (北見

工大)，◎渡辺美知子 
1024 Boidに基づく群行動の獲得／○貝塚洋平 (北見工大)，◎渡辺美知子 
 


