
1 

 
第 1 室 
9:15 ～ 10:30 【材料力学Ⅰ】［座長：近藤司（函館高専）］ 
101 無電解複合めっき(Ni-P-SiC)層の回転曲げ疲労特性に関する研究 

 ○本田太一（関東学院大院），宮武 俊弘（関東学院大），関野晃一，阿久津敏乃介，渡辺充宏（関東化成工業株式会社），石田卓也 

102 無電解複合めっき(Ni-P-SiC)層のすべり摩耗特性に関する研究 

○大村将人 （関東学院大院），宮武俊弘（関東学院大），関野晃一，阿久津敏乃介，渡辺充宏（関東化成工業株式会社），石田卓也 

103 無電解複合めっき(Ni-P-PTFE)層の摩耗特性について 

○保井佑太（関東学院大院），宮武俊弘（関東学院大），関野晃一，阿久津敏乃介，渡辺充宏（関東化成工業株式会社），石田卓也 

104 レーザースペックル法による局所変形発生評価の実験的検証 

○田口優（北見工大院），三浦節男（北見工大），柴野純一，小林道明 

105 放射光白色 X 線を利用したアルミ単結晶延性損傷評価 

○河合紘和（北見工大院），柴野純一（北見工大），三浦節男，梶原堅太郎（高輝度光科学研究センター） 

 

10:45 ～ 12:00 【材料力学Ⅲ】［座長：加藤博之（北大）］ 
106 SNCM439 の疲労特性におよぼす真空環境の影響 

○吉中奎貴（北大院），中村孝（北大），小熊博幸 

107 Ti-6Al-4V 合金の破面様相に与える試験環境および負荷応力の影響 

○髙久和明（北大院），小熊博幸（北大），中村孝 

108 表面粗さに基づいた SUS316NG の低サイクル疲労損傷評価 

○信耕友樹（北大院），藤村奈央，新沼賢基，小熊博幸（北大），中村孝 

109 Tri-crystal における延性破壊損傷におよぼす結晶粒界の影響 

○後藤謙明（北見工大院），三浦節男（北見工大），柴野純一，小林道明 

110 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 の解析 

○佐藤悠生（北見工大院），小林道明（北見工大），三浦節男，柴野純一 

 

14:15 ～ 15:45 【材料力学Ⅳ】［座長：柴野純一（北見工大）］ 
111 温度変動場における内部構造を考慮した CF-Al 複合材料の熱変形解析 

○山本賢（ 北大），佐々木克彦，黒田明慈，武田量，片桐一彰（TASC） 

112 太陽電池用シリコンの曲げ強度特性 

○吹谷嵩文（北大），佐々木克彦，黒田明慈，武田量 

113 単結晶シリコンの結晶ひずみとラマンシフトの関係 

○丹治雅人（北大院），東藤正浩（北大），但野茂 

114 バドミントンラケットの反発力評価 

○山下真充（室蘭工大院），藤木裕行（室蘭工大） 

115 フレキシブルチューブの力学的特性評価 

○真壁祐太（室蘭工大院），藤木裕行（室蘭工大），臺丸谷政志 

116 アメリカンフットボール用ヘルメットの安全基準 

○清水研吾（室蘭工大院），藤木裕行（室蘭工大） 
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第 2 室 
9:15 ～ 10:30 【材料力学Ⅱ】［座長：藤木裕行（室蘭工大）］ 
201 分散強化型 2 相合金中で生じる寸法効果と加工硬化の結晶塑性解析 

○奥山彫夢（北見工大院），大橋鉄也（北見工大），佐藤満弘 

202 パーライト相に生じる弾塑性変形の安定化に関する解析 

○高橋宏輔（北見工大院），リディアナ ロスラン，大橋鉄也（北見工大），佐藤満弘，安田洋平，杉山琢郎 

203 フェライト/セメンタイト微細積層構造のすべり変形と転位蓄積の結晶塑性解析 

○杉山琢郎（北見工大院），安田洋平（北見工大），大橋鉄也，リディアナ ロスラン（北見工大院），高橋宏輔 

204 転位の堆積と消滅の分子動力学シミュレーション 

○佐々木優俊（北大院），佐々木一彰（北大），加藤博之 

205 数種の鋼鈑における４点曲げによるバウシンガー効果の測定 

○加藤博之（北大），佐々木一彰 

 

10:45 ～ 12:00 【ロボティクスⅠ】［座長：中村尚彦（函館高専）］ 
206 不整地移動に適したジャンプ・脚機構を有したカエル型ロボットの開発 

○五十嵐彩乃（未来大），菅原学，三上貞芳 

207 多脚全方位車輪型レスキューロボットの移動方式の検討 

○藤谷剛（未来大院），三上貞芳（未来大），中村尚彦（函館高専），浜克己 

208 精密農業への利用を目指した小型無人航空機による正規化植生指数マップ作成 

○亀井卓也（北海道工業大院），伊藤那知，太田諭志（北海道工業大），佐鳥新（北海道工業大院），千葉一永 

209 準受動歩行ロボットの複合歩行路における安定化制御 

○佐藤貴彦（北見工大院），鈴木聡一郎（北見工大），星野洋平，曹赢（北見工大院），岩本玲奈 

210 抑制足機構を用いた受動歩行機における上腕の揺動による平地歩行の実現 

○高田樹（未来大），大御堂尊，力石直也（本田技研），三上貞芳（未来大学） 

 

14:15 ～ 15:30 【ロボティクスⅡ，知能機械】［座長：三上貞芳（未来大）］ 
211 水中における自己位置推定システムの開発 

 ○吉崎敏也(函館高専専攻科)，浜克己（函館高専），山下成治（北大），鈴木昭二（未来大），村田政隆（道工技セ），松村一弘，宮武

誠（函館高専） 

212 大根積み込み装置の自動化に関する研究 

○木本義之（旭川高専専攻科），大柏哲治（旭川高専），石井誠士（石井鉄工場），菊地幸雄（菊地電気工房） 

213 水中利用を想定した広視野画像取得システムの開発 

○鈴木昭二（未来大），山下成治（北大），浜克己（函館高専），宮武誠，村田政隆（道工技セ），松村一弘  

214 脳波識別による手動作補助のためのブレインマシンインタフェースの開発 

○三嶋拓（函館高専専攻科），浜克己（函館高専），鈴木学 

215 送電線自動点検装置の開発 

○林原健人（函館高専専攻科），浜克己（函館高専），中村尚彦，岩崎准一（北電） 
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第 3 室 
9:15 ～ 10:30 【技術と社会，環境工学】［座長：風間俊治（室蘭工大）］ 
301 機械系学科２大学間の国際教育連携への取組み 

○風間俊治（室蘭工大），湯浅友典，花島直彦，長船康裕，藤木裕行，寺本孝司， Wichai Chattinnawat（ＣＭＵ） 

302 心を用いた自律分散型 FMS の工場形態変更による生産への影響 

山田貴孝（岐阜大），○横井翔， 山本秀彦 

303 塩分躍層を有する湖沼におけるメタン収支の解析（網走湖の例） 

○三浦晃（北見工大院），佐々木正史（北見工大），遠藤登，平野翔太（北見工大院） 

304 直交表－ＧＡハイブリット解析法を用いた運用最適化における機器変更の影響  講演取消 

○渡邊聖司（釧路高専），小原伸哉（北見工大） 

305 人工日陰や屋上緑化を利用した建物日射負荷軽減に関する研究 

○島田裕爾（ものつくり大），奥津貴司，香村誠 

 

10:45 ～ 12:00 【バイオエンジニアリングⅠ】［座長：東藤正浩（北大）］ 
306 モンテカルロ法を用いた皮膚分光反射率のフィッティングによる光伝搬解析 

○石山吉紀（室蘭工大院），佐々木祥子，船水英希，相津佳永 

307 ハイパースペクトルイメージングによる皮膚色素濃度分布の画像解析 

○稲垣雄太（室蘭工大院），和野暢之，船水英希，相津佳永 

308 レーザースペックルによる生体の拍動血流計測 

○山崎弦也（室蘭工大院），佐藤潤季，船水英希，相津佳永，京相雅樹（東京都市大），島谷祐一 

309 アルペンスキー競技におけるターン技術のスキル解析 

 ○古賀歩（ 北見工大院），鈴木聡一郎（北見工大），林末義（（株）レクザム），星野洋平（北見工大），荒尾圭史（北見工大院） 

310 膝装具用継手の出力損失に関する実験的検討 

○晴山貴人（北見工大院），鈴木聡一郎（北見工大），星野洋平，池田悟（北見工大院） 

 

14:15 ～ 15:45 【バイオエンジニアリングⅡ】［座長：川上健作（函館高専）］ 
311 経時劣化を抑制した多層構造皮膚ファントムの開発 

○田辺哲裕（室蘭工大院），サイダトゥル イヴァ，船水英希，相津佳永 

312 ディジタルホログラフィを用いた血液の動的観測 

○渡辺裕樹（室蘭工大院），下間翔平，船水英希，相津佳永 

313 RGB 画像を用いた皮膚の血液・メラニン濃度推定法の検討   講演取消 

○山上佳那（室蘭工大院），柴田一馬，湯浅友典，船水英希，相津佳永 

314 生体情報イメージングのための照明波長の検討 

○村瀬祥宏（室蘭工大院），本間亮佑，湯浅友典，相津佳永 

315 カラーチャートを用いた RGB 画像からの分光反射率推定方法の検討 

○石川大（室蘭工大院），本間亮佑，湯浅友典，相津佳永 

316 ロボットマニピュレーターを用いた膝関節屈曲伸展運動の再現 

○武田量（北大）， Ferdinando Rodriguez（ICL），Andrew Amis 
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第 4 室 
9:15 ～ 10:30 【機械材料，機械力学】［座長：古俣和直（函館高専）］ 
401 PEEK-TiO2 ナノコンポジットの機械特性および耐 UV 性に及ぼす TiO2 微粒子の影響 

○本村拓斗（北大院），中村孝（北大）小熊博幸，毛利徳光（北大院） 

402 Cyclic Press 法による S25C の表面微細化に及ぼす負荷繰返し数の影響 

○中谷建太朗（北大院），植野正大，中村孝（北大），小熊博幸，大久保賢二，渡辺精一 

403 熱間押出し法による切削屑のチャンネル材への固相リサイクル 

○千葉良一（旭川高専），吉村盛尋 

404 荷重負荷状態におけるアルミニウム合金の腐食挙動 

○加藤柾紀（函館高専専攻科），古俣和直（函館高専） 

405 スマート複合材シェルの形状最適化による振動制御性能の最大化 

○李磊（北大院），本田真也（北大），成田吉弘 

 

10:45 ～ 12:00 【熱工学Ⅰ】［座長：林田和宏（北見工大）］ 
406 固体高分子形燃料電池における触媒層構造制御と性能解析 

○赤堀渉（北大），鈴木研悟，田部豊，近久武美 

407 小型携帯 PEFC の最適構造および冷却方法の検討 

○高城広輔（北大），鈴木研悟，田部豊，近久武美 

408 地中熱ヒートポンプ暖房システムの設計ツール開発 

○金野彩佳（北見工大院），張馳，佐々木正史（北見工大），遠藤登 

409 水平加熱円柱の自然対流熱伝達  講演取消 

○戸田隼人（北海道工業大院），河合洋明（北海道工業大），平元理峰  

410 氷点下起動における PEFC 劣化現象の解明   

○石間裕太（北大），鈴木研悟，田部豊，近久武美 

 

14:15 ～ 15:45 【計算力学，システム】［座長：成田吉弘（北大）］ 
411 トラクションドライブの転がり疲労強度シミュレーション（多層化の影響） 

○加藤直人（室蘭工大院），成田幸仁（室蘭工大），山中将（高エネ研），風間俊治（室蘭工大）  

412 3 次元ボロノイダイナミクスによる結晶核浮上と海氷表層の c 軸方位分布の関係調査 

○河野義樹（旭川高専），大橋鉄也（北見工大） 

413 粒界の傾斜と不均一変形の関係に着目した双結晶塑性解析 

○田丸直也（旭川高専），會田拓崇（東芝エレベータ），河野義樹（旭川高専），大橋鉄也（北見工大） 

414 主成分分析を用いた単段式ハイブリッドロケット最適化結果に対するデータマイニング 

○菅井慎也（北海道工業大院），千葉一永 

415 GPS を使用した小型無人航空機のリアルタイム管理 

○亀井卓也（北海道工業大院），高野哲也（北海道工業大），千葉一永（北海道工業大院） 

416 GA による積層長方形板のばね位置と積層構成の同時最適化 

Thamrongdullapark  Veratat（北大院），○成田吉弘（北大） 
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第 5 室 
9:15 ～ 10:30 【エンジン，動力エネルギーシステムⅠ】［座長：切明隆司（函館高専）］ 
501 簡易高速エンジンシミュレータにおける燃焼冷却損失モデルに関する研究 

○松川大介（北大），鈴木研悟，田部豊，近久武美 

502 燃焼場急速混合によるディーゼル NOx 低減の主要影響因子の解析 

○田熊優一（北大院），鈴木研悟（北大），田部豊，近久武美 

503 クランキング時の燃料噴射条件がディーゼル機関の低温始動性に及ぼす影響 

○川端大貴（北見工大院），石谷博美（北見工大），林田和宏，柏倉拓（いすゞ） 

504 ディーゼル機関の低温始動時の燃料噴射条件が未燃炭化水素の排出特性に及ぼす影響 

○末松幸倫（北見工大院），石谷博美（北見工大），林田和宏，柏倉拓（いすゞ） 

505 軽油の蒸発で発生する青白煙に含まれるアルデヒド類の分析 

○猪野翔太（北見工大院），石谷博美（北見工大），林田和宏 

 

10:45 ～ 12:00 【エンジン，動力エネルギーシステムⅡ】［座長：剱地利昭（函館高専）］ 
506 活性化していないディーゼル酸化触媒によるアルデヒド類低減効果 

○一色理（北見工大院），石谷博美（北見工大），林田和宏，柏倉拓（いすゞ） 

507 小型 DI ディーゼル機関から排出されるすす粒子の炭素構造の解析 

○今野陽介（北見工大院），石谷博美（北見工大），林田和宏 

508 Simulation analysis of surface chemical species and NOx reduction improvement over a Fe-Zeolite catalyst in an NH3-SCR system 

on a diesel engine 

 ○Pengsieng Ngor（早稲田大），Jin Kusaka 

509 非線形最適化モデルによる分散協調型コジェネレーションシステムの CO2・コスト解析 

○赤澤眞之（北大院），鈴木研悟（北大），田部豊，近久武美 

510 北海道における風力発電設備増加時の発電量変動対策とコスト分析 

○天神林大士（北大院），鈴木研悟，（北大），田部豊，近久武美 

 

14:15 ～ 15:30 【動力エネルギーシステムⅢ，熱工学Ⅱ】［座長：鈴木研悟（北大）］ 
511 ガスハイドレート発電システムの開発を目指した CO2 ハイドレートの特性に関わる調査 

○菊地祥庸（北見工大院），小原伸哉（北見工大），石川恭介，奥田学（北海道電力），清水良平（電源開発） 

512 潮流発電や NAS 電池などの連系による北見市グリーンマイクログリッドの調査 

○森實優太（北見工大院），小原伸哉（北見工大），Jorge Morel, 金井拓哉 

513 シビアアクシデント時のセシウム大気拡散に及ぼす降雪雨の影響 

○村田哲也（北大），三輪修一郎，坂下弘人，森治嗣 

514 CO2 ハイドレートのエネルギー貯蔵特性に関する数値解析 

○川合政人（函館高専），小原伸哉（北見工大） 

515 熱音響音波発生機の振動流れ(スタック最適寸法の確認） 

○畠沢政保（日大短大） 
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第 6 室 
9:15 ～ 10:30 【流体工学Ⅰ】［座長：見藤歩（苫小牧高専）］ 
601 軸流サイクロン集塵装置の内部流れにおける内羽根の影響 

○山縣弘（北見工大院），Noor Syazwan（北見工大），松村昌典 

602 住宅用集風塔風車の性能向上を目的としたカウルと風導入板の検討 

○渡辺利文（北見工大院），松村昌典（北見工大） 

603 電磁流体の有限要素法による熱流体解析と実験 

○河合秀樹（室蘭工大），菅佑介 

604 渦の減衰を組み込んだ揚力線理論による翼の空力特性 

○池田優介（神工大），小林修，三澤章博 

605 紙飛行機作成における飛距離及び滞空時間向上に対する戦略の差異 

○菅井慎也（北海道工業大院），鈴木潤一，佐久間慎，千葉一永（北海道工業大院） 

 

10:45 ～ 12:00 【流体工学Ⅱ】［座長：本村真治（函館高専）］ 
606 超音波計測による低アスペクト比 Taylor 渦の流動解析 

○山田雄大（室蘭工大），河合秀樹，木倉宏成（東京工大） 

607 高レイノルズ数 Taylor 渦の数値シミュレーション 

○赤沢悠太（室蘭工大），河合秀樹  

608 平板翼面上の乱流遷移に与える周期的後流通過の効果に関する研究 

○小薮栄太郎（苫高専），本間孝知，戸澤弘祥（花王），見藤歩（苫高専），蘇武栄治 

609 有限長円柱から放出されるカルマン渦の三次元性におよぼす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） 

610 縦渦対と渦列後流の相互干渉における渦度や循環の影響 

○村田城（北見工大院），松村昌典（北見工大） 

 

14:15 ～ 15:30 【流体工学Ⅲ】［座長：松村昌典（北見工大）］ 
611 3D 光線追跡シミュレーションに基づいた光ファイバープローブによる液膜計測 

○古市肇（静大院），齋藤隆之（静大グリーン研） 

612 気泡周囲の液相流動構造と瞬時物質移動の相互関係 

○黄潔（静大），野畑慶紀（静大院），齋藤隆之（静大グリーン研） 

613 回転場中における平板衝突渦輪の構造 

○相川祐輝（北大院），大石義彦（北大），田坂裕司，村井祐一 

614 U0＝3.5m/s における加熱円柱後流の計測 (平均場) 

○渡部英昭（秋田高専），蒔田秀治（豊橋技科大），田子真 （秋田大） 

615 U0＝3.5m/s における加熱円柱後流の計測 (乱流統計量) 

 ○渡部英昭（秋田高専），蒔田秀治（豊橋技科大），田子真（秋田大） 

 

 

 


