
日本機械学会 北海道支部 第51回 講演会プログラム 

第1室  

 

9：15 ～ 10：30  【材料力学Ⅰ】 

［座長：大橋鉄也（北見工大）］ 

101 緻密骨の衝撃荷重下における応力状態の解析 
○福島士（室蘭工大），藤木裕行 

102 圧縮試験における軟骨の機械的特性評価 
○重年翼（室蘭工大），藤木裕行 

103 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 
○河合信志（北見工大院），小林道明（北見工大），柴野純一，三浦節男 

104 アルミ単結晶による延性破壊進展機構の解明（単一すべり系における解析とその検証） 
○塚本拓也（北見工大院），折橋達朗，三浦節男（北見工大），小林道明，柴野純一 

105 複合負荷下における局所変形開始および成形限界に及ぼす静水圧の影響 
○水野孝（北見工大院），小林道明（北見工大），柴野純一，三浦節男 
 

10：45 ～ 11：45  【材料力学Ⅱ】 

［座長：藤木裕行（室蘭工大）］ 

106 C/C複合材料の衝撃損傷評価における電気抵抗変化法の有効性 
○真柴翔（神奈川工科大院），吉岡孝和（神奈川工科大），高橋一郎 

107 き裂を有するFCC単結晶板の延性破壊シミュレーション 
○後藤謙明（北見工大院），小林道明（北見工大），柴野純一，三浦節男 

108 レーザースペックル法による局所変形発生評価 
○田口優（北見工大院），三浦節男（北見工大），柴野純一，小林道明 

109 局所変形および延性破壊規準を組み込んだFEPM法によるLDDおよびFLDのシミュレーション 
○佐藤悠生（北見工大院），久慈友弥，小林道明（北見工大），柴野純一，三浦節男 
 

14：15 ～ 15：30  【材料力学Ⅲ】 

［座長：加藤博之（北大）］ 

110 ULSI素子内の熱酸化膜形成時に生ずる転位蓄積の結晶塑性解析 
佐藤満弘（北見工大），大橋鉄也，○及川亨（北見工大院），丸泉琢也（東京都市大） 

111 第2相粒子が分散する金属材料中の転位蓄積と加工硬化の結晶塑性解析 
大橋鉄也（北見工大），○奥山彫夢（北見工大院） 

112 U形ノッチを有する微細積層構造に生じる転位の数値解析 
大橋鉄也（北見工大），○小林辰範（北見工大院） 

113 ダブルネットワークゲルの In vitro摩擦摩耗特性評価 
○長橋史弥（室蘭工大），藤木裕行 

114 日本刀の衝撃応答実験 
○柳屋岳彦（室蘭工大），臺丸谷政志，藤木裕行 
 

15：45 ～ 17：00  【材料力学Ⅳ】 

［座長：柴野純一（北見工大）］ 

115 パーライト相に生ずる弾塑性変形の解析 ‐積層数増加による不安定変形開始の抑制‐ 
大橋鉄也（北見工大），○リディアナ ロスラン（北見工大院），高橋宏輔，佐藤満弘（北見工大） 



116 パーライト相に生ずる弾塑性変形の解析－軟質層の加工硬化による不安定変形抑制－ 
大橋鉄也（北見工大），○高橋宏輔（北見工大院），リディアナ ロスラン，佐藤満弘（北見工大） 

117 摩擦を考慮した剛体円柱と弾性平板の接触解析 
○今村桂（北大），佐々木一彰，加藤博之 

118 四点曲げ試験によるマグネシウム圧延板の引張り圧縮強度の決定 
○加藤博之（北大），鳥取豊（ＪＦＥスチール），佐々木一彰（北大） 

119 剛体球と粘弾性円板の接触解析 
○篠根昭裕（北大），佐々木一彰，加藤博之 

 
 

第2室  

 

9：00 ～ 10：15  【エンジンシステムⅠ】 

［座長：林田和宏（北見工大）］ 

201 GTL軽油を用いた小型DIディーゼル機関のPM排出特性 
○今野陽介（北見工大院），新海辰也，石谷博美（北見工大），林田和宏 

202 ディーゼル機関の低温始動時における未燃炭化水素の排出特性 
○川端大貴（北見工大院），山田康太（アイシンAI），石谷博美（北見工大），林田和宏，山田広行（いすゞ

自動車），柏倉拓 
203 燃料の蒸発で発生する青白煙に及ぼす蒸発温度の影響 

○猪野翔太（北見工大院），渡辺祐貴（ダイナックス），石谷博美（北見工大），林田和宏 
204 トータルエンジンシミュレータのためのディーゼル燃焼モデルに関する研究 

○三嶋峻平（北大），鈴木研悟，田部豊，近久武美 
205 DPFの酸化特性の改善に関する研究 

○渋谷雅敏（道工大院），北川浩史（道工大），西澤透（日産自動車），登坂茂（道工大） 
 

10：30 ～ 11：45  【エンジンシステムⅡ】 

［座長：北川浩史（道工大）］ 

206 酸化触媒の活性化前後の温度領域におけるホルムアルデヒド低減効果 
○一色理（北見工大院），石谷博美（北見工大），林田和宏，山田広行（いすゞ），柏倉拓 

207 ディーゼル機関の低温始動時におけるアルデヒド類の排出特性 
○末松幸倫（北見工大院），池田勇太，石谷博美（北見工大），林田和宏，山田広行（いすゞ），柏倉拓 

208 尿素噴射系の改良による尿素水均一分散の研究 
○兒玉貴義（早稲田大），草鹿仁，中村賢太 

209 燃焼方式及び多種炭化水素成分が高圧縮比ガソリンエンジンの性能に及ぼす影響 
○川田貴大（早稲田大院），草鹿仁，岡屋晋伍（早稲田大），養祖隆（マツダ），山川正尚，伊藤聡史（コス

モ石油） 
210 大型ディーゼルエンジン用前段DOCに関する研究(擬似2次元DOCモデルの構築) 

○中村元（早稲田大院），草鹿仁（早稲田大），正木信彦（UDトラックス），平田公信，宮田達司，鶴見二

美之，森高行（東京濾器） 

 

14：15 ～ 15：15  【材料力学Ⅴ】 

［座長：高橋剛（釧路高専）］ 

211 局所変形および延性破壊基準を組み込んだFEPM法によるLDDおよびFLDの実験的検討 
○久慈友弥（北見工大院），佐藤悠生，三浦節男（北見工大），柴野純一，小林道明 



212 アルミ単結晶による延性破壊進展機構の解明 
○折橋達朗（北見工大院），塚本拓也，三浦節男（北見工大），小林道明，柴野純一 

213 透過回折X線を利用したアルミニウム薄板延性損傷評価 
○河合紘和（北見工大院），柴野純一（北見工大），三浦節男，小林道明 

214 オーステナイト系ステンレス鋼の低サイクル疲労特性と損傷評価 
○中島智広（北大院），藤村奈央，新沼賢基，小熊博幸，中村孝 

 

15：30 ～ 16：45  【材料力学Ⅵ，機械材料・材料加工】 

［座長：菅原幸夫（北見工大）］ 

215 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塑性変形損傷評価 
○岡崎大樹（北見工大院），小林道明（北見工大），柴野純一，三浦節男 

216 ひずみ不連続の発展方程式による破壊進展の安定・不安定評価 
○小林道明（北見工大） 

217 異種形状固相接合によるアルミピストン試作とその熱処理条件 
○高橋剛（釧路高専），木村真晃（兵庫県立大），長澤徹（道教大釧路），岩渕義孝（釧路高専） 

218 AZ31マグネシウム合金圧延材の集合組織と異方性 
○古巣司（山形大院），江目恵理子（山形大），船山貴憲，松田則男（山形大院） 

219 軸受鋼の超サブゼロ処理過程における示差走査熱量分析 
○佐藤未来（苫小牧高専），高澤幸治，浅見廣樹，岩橋優 

 

 

第3室  

 

9：00 ～ 10：15  【流体工学Ⅰ】 

［座長：松村昌典（北見工大）］ 

301 ＧＰＳ誘導農地赤外線航空撮影システムの開発 

    ○原敬一（北見工大院），羽二生博之（北見工大），高井和紀，小畑芳弘 

302 曲がりせん断層での渦の合体における渦度の消失 

    ○中村公太（北見工大院），羽二生博之（北見工大） 

303 噴流推力ならびにノズル損失測定装置の製作と性能評価 

    ○宮越勝美（北見工大） 

304 洗浄用ノズル内の高速液滴噴霧流の数値解析 

    ○田村俊幸（北大），川原潤也，小林一道，渡部正夫 

305 境界層中におけるマイクロバブルの挙動の可視化 

    大石義彦（北大），村井祐一，田坂裕司 

 

10：30 ～ 11：45  【流体工学Ⅱ】 

［座長：村井祐一（北大）］ 

306 講演取り消し 
 
307 軸流ファンへの着氷に関する実験的研究（スタガ角の影響について） 

    ○牧宏幸（道工大），河合洋明，平元理峰，山田祥太，高縁佑貴 

308 乱流の縮流効果に関する研究 

    ○田原貴志（北見工大院），松村昌典（北見工大） 

309 縦渦対と渦列後流の相互干渉に関する可視化実験 



    ○村田城（北見工大院），松村昌典（北見工大） 

310 二次元物体後流の三次元構造におよぼすアスペクト比とエンドプレートの影響 

    ○吉野裕二（北見工大院），松村昌典（北見工大） 

 

14：15 ～ 15：30  【流体工学Ⅲ】 

［座長：渡部正夫（北大）］ 

311 旋回翼を用いた揚力型気泡発生装置に関する実験的研究 

    ○佐藤慧弥（北大），熊谷一郎（明星大），大石義彦（北大），田坂祐司，村井祐一 

312 微小気泡による抵抗低減船の潮流影響シミュレーション 

    ○村井祐一（北大），田坂祐司，大石義彦，高橋義明（WAIP R&D） 

313 軸流サイクロン集塵装置における内部流れと集塵性能の関係 

    ○山縣弘（北見工大院），波田野航（いすゞ），松村昌典（北見工大） 

314 超音波速度計測による低アスペクト比Taylor渦の流動解析 

    ○三好宗幸（室蘭工大院），河合秀樹（室蘭工大），木倉宏成（東工大） 

315 Taylor-couette渦バイオリアクターにおける光合成微生物の藻体破壊について 

    ○小林裕平（室蘭工大院），河合秀樹（室蘭工大），中村恵龍（室蘭工大院） 

 

15：45 ～ 16：45  【流体工学Ⅳ，技術と社会】 

［座長：河合秀樹（室蘭工大）］ 

316 チャネル内希薄固気発達分散乱流の直接数値シミュレーション 

    ○牧野和人（北見工大院），三戸陽一（北見工大） 

317 鉛直チャネル上昇気体乱流内固体粒子ポイントソースのラグランジアン挙動 

    ○池田祥太（北見工大院），三戸陽一（北見工大） 
318 GPS透視ビジョン都市郊外道路除雪支援システムの開発 

    ○藤井勇貴（北見工大院），羽二生博之（北見工大），高井和紀，小畑芳弘 

319 「聴く」に焦点を当てた機械系技術英語の試行授業 

    ○風間俊治（室蘭工大） 
 

 

第4室  

 

9：15 ～ 10：15  【環境工学，熱工学Ⅰ】 

［座長：平元理峰（道工大）］ 

401 石炭灰を用いた焼結多孔質体の諸特性（複層構造体の製作と評価） 

    ○内藤裕太（北見工大院），山田貴延（北見工大），中西喜美雄 

402 低温時における熱交換型換気システムの換気量低下と凍結との関係 

    ○岩元勇樹（北見工大院），山田貴延（北見工大），中西喜美雄 

403 酸素燃焼と空気燃焼の熱力学観点からの比較 

    ○佐藤賢一（北大），藤田修 

404 地中熱ヒートポンプ暖房システムの所要採熱管深度（国内） 

    ○張馳（北見工大），佐々木正史，遠藤登，川瀬大樹  

 

10：30 ～ 11：30  【熱工学Ⅱ】 

［座長：藤田修（北大）］ 

405 北海道における湖沼から大気へ放出されるメタンフラックスの推計 



    ○馬場陽平（北見工大）佐々木正史，遠藤登，平野翔太，原田崇志（リケン） 

406 アラスカ北極圏の湖沼から大気に放出されるメタンフラックスの推計 

    ○平野翔太（北見工大），佐々木正史，遠藤登，原田崇志（リケン） 

407 大容量蓄電池における内部移動現象解明のための基礎研究 

    ○門脇翼（北大），鈴木研悟，田部豊，近久武美 

408 レドックスフロー電池の充放電効率向上のための基礎研究 

    ○杉本亮（北大），鈴木研悟，田部豊，近久武美 

 

14：15 ～ 15：15  【熱工学Ⅲ】 

［座長：山田貴延（北見工大）］ 

409 講演取り消し 
 
410 多孔体セパレータを有するPEFCの高性能・簡易構造化に関する研究 

    ○佐藤大樹（北大），鈴木研悟，田部豊，近久武美 

411 氷点下起動時のPEFC触媒層内における酸素輸送抵抗解析 

    ○山田一樹（北大），鈴木研悟，田部豊，近久武美 

412 自然給気型PEFCにおけるドライアウトおよびフラッディング防止のための流路設計 

    ○本庄佑次（北大），鈴木研悟，田部豊，近久武美 

 

15：30 ～ 16：30  【動力エネルギーシステム】 

［座長：佐々木正史（北見工大）］ 

413 拡張北海道産業連関表に基づく風力発電導入による雇用創出効果の推計 

    ○青木利憲（北大），鈴木研悟，田部豊，近久武美 

414 消費者選好モデルによる将来型家庭用エネルギー機器の普及分析 

    ○大田純（北大），鈴木研悟，田部豊，近久武美 

415 緊急時における自動車用バッテリの活用法 

    ○成田大祐（北自短大），山﨑信行，加賀田誠，岩間大舗 

416 バイオガスコジェネレーションシステムの性能予測（下水処理施設でのガス貯蔵の効果） 

    ○川原敬裕（北見工大院），山田貴延（北見工大），中西喜美雄 

 

 

第5室  

 

9：00 ～ 10：15  【バイオエンジニアリングⅠ】 

［座長：菅原幸夫（北見工大）］ 

501 超音波顕微鏡による高齢者大腿骨転子部のマイクロクラックと力学特性 

    ○阿部誠（北見工大院），大森誠一（北見工大），松木寛之（信州大医），柴野純一（北見工大），中土幸男

（丸の内病院），小林道明（北見工大） 

502 放射光白色X線によるチタンネジと骨組織接触界面近傍のひずみ測定 

    ○越村瑞樹（北見工大院），柴野純一（北見工大），三浦節男，小林道明 

503 皮膚疾患による内部状態変化を考慮した多層構造皮膚ファントムの生成 

    ○サイダトゥル・イヴァ（室工大院），南部貴俊，船水英希，相津佳永 

504 マルチモードファイバによるスペックル照明を用いたディジタルホログラフィ 

    ○下間翔平（室工大院），加藤剛志，船水英希，相津佳永 

505 光伝搬モンテカルロ法を基礎とした光線追跡計算による皮膚光学シミュレーション 



    ○佐々木祥子（室工大院），松本旬，船水英希，相津佳永 

 

10：30 ～ 11：45  【バイオエンジニアリングⅡ】 

［座長：船水英希（室蘭工大）］ 

506 ラマン分光法によるハイドロキシアパタイトの応力解析 

    ○東藤正浩（北大），但野茂，丹治雅人（北大院） 

507 高輝度LEDを用いた可搬型光治療器の基礎検討 

    湯浅友典（室工大院），須貝保徳（電制），三浦淳（室工大保健センター），佐々木春喜，相津佳永（室工大

院） 
508 携帯電話内蔵カメラによる色補正を導入した皮膚血液濃度分布の推定 

    ○本間亮佑（室工大院），湯浅友典，相津佳永 

509 マウスガードの装着が筋活動へ及ぼす影響 

    ○田中寛之（北見工大院），鈴木聡一郎（北見工大） 

510 移乗動作における腰部負担軽減に関する実験的検討 

    ○小泉忠理（北見工大院），鈴木聡一郎（北見工大），松村三千子（北見工大院） 

 

14：15 ～ 15：15  【バイオエンジニアリングⅢ】 

［座長：東藤正浩（北大）］ 

511 数値モデルを用いた雲梯からの幼児落下のシミュレーション 

    ○芳村和志（北見工大），菅原幸夫 

512 ラットおよびヒト橈骨動脈のレーザースペックル血流イメージング 

    ○佐藤潤季（室工大院），松宮路恵，船水英希，相津佳永，京相雅樹（東京都市大），島谷祐一 

513 分光反射率に基づく皮膚組織の色素濃度推定 

    ○柴田一馬（室工大院），古御堂剛，船水英希，相津佳永 

514 顔全体を対象としたハイパースペクトルイメージング用拡散照明装置 

    ○和野暢之（室工大院），橘諒，船水英希，相津佳永 

 

 

15：30 ～ 16：45  【情報・知能・精密機器】 

［座長：渡辺美知子（北見工大）］ 

515 ヴァーチャルファクトリシステムを用いたピッキング作業の部品配置（自動車組立ラインへの応用） 

    山本秀彦（岐阜大），○村上淳一，山田貴孝，中村昌弘（レクサーリサーチ） 

516 ジョブ割り付けルールの解析によるJSPベンチマーク問題の分類 

    ○田村康将（北大），鈴木育男（北見工大），山本雅人（北大），古川正志  

517 クリティカルパスを考慮したジョブショップスケジューリング問題の近似解法 

    ○横山想一郎（北大），鈴木育男（北見工大），山本雅人（北大），古川正志 
518 犬モデルにおける障害物回避行動の獲得 

    ○白石陽介（北見工大），渡辺美知子，鈴木育男，岩館健司 

519 複数ロボットの協調行動の獲得 

    ○福原隆宏（北見工大），渡辺美知子，鈴木育男，岩館健司 

 

 

第6室  

 

9：15 ～ 10：15  【機械力学・計測制御Ⅰ】 



［座長：小林幸徳（北大）］ 

601 競技力向上を目的とした骨格的特徴に基づくスキーブーツ設計の検討 
○荒尾圭史（北見工大院），鈴木聡一郎（北見工大），利根川顕嘉（北見工大院），林末義（レクザム） 

602 スキーブーツの適合性評価における信頼性向上に関する検討 
○利根川顕嘉（北見工大院），鈴木聡一郎（北見工大），中村友則（北見工大院），荒尾圭史，林末義（レク

ザム） 
603 管内走行用磁気アクチュエータの走行特性におよぼす加振力の影響 

○渡邉龍一（東北学院大），泉川友宏，矢口博之 
604 複雑管内検査用磁気アクチュエータの走行原理 

○佐藤智矢（東北学院大），矢口博之 
 

10：30 ～ 11：30  【機械力学・計測制御Ⅱ】 

［座長：星野洋平（北大）］ 

605 小型・軽量な試験片を対象とした強制加振による放射音測定のための加振機製作 
○高松由佳（室蘭工大），松本大樹 

606 タッピンねじの切削力に関する基礎研究 
○鈴木孝明（室蘭工大），松本大樹，齊當建一 

607 自動車用排気系システム内部で気流により発生する音場の可視化 
○田久保翔貴（室蘭工大），松本大樹 

608 リンク式鉄道台車のカントを有する曲線軌道の走行動特性解析 
○佐藤勇大（北大院），星野洋平（北大），小林幸徳，江丸貴紀 

 

14：15 ～ 15：15  【ロボティクス・メカトロニクスⅠ】 

［座長：三上貞芳（未来大）］ 

609 大根積み込み装置のティーチング・プレイバックに関する研究 
○大津淳（旭川高専専攻），大柏哲治（旭川高専），石井誠士（石井鉄工場） 

610 床反力を利用した油圧駆動型膝継手の実験的検討 
鈴木聡一郎（北見工大），○石井弥（北見工大院），池田悟 

611 床反力による能動的伸展が可能な膝継手の開発 
○池田悟（北見工大院），鈴木聡一郎（北見工大），石井弥（北見工大院） 

612 二足準受動歩行ロボットの方向転換制御 
○大井健太郎（北見工大院），鈴木聡一郎（北見工大） 
 
 

15：30 ～ 16：30  【ロボティクス・メカトロニクスⅡ】 

［座長：鈴木聡一郎（北見工大）］ 

613 高い障害物走破性能を持つ移動ロボットのための車輪システム 
○長村勝也（未来大），三上貞芳（未来大） 

614 抑制足形状による受動歩行ロボットの安定性の解析 
○大御堂尊（未来大），菅原学（未来大），力石直也，兵頭和幸（福岡工大），三上貞芳（未来大） 

615 二足準受動歩行ロボットの登坂制御 
○岩本玲奈（北見工大院），鈴木聡一郎（北見工大），曹贏（北見工大院），井神翔平 

616 二足準受動歩行ロボットの登坂時における脚部の重心位置の検討 
○井神翔平（北見工大院），鈴木聡一郎（北見工大） 


