
発表講演プログラム 

   (1) 1題目につき，講演 7 分，討論 3 分の計 10 分です. 

   (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，後者と同じです. 
    

第１室  

 9:20-10:10  材料力学１ 

  司会： 進藤侑也,  境田真由子（北見工大） 

  111 アメフト用ヘルメットの性能評価～加速度測定用人頭模型の開発～ 

○蝦名翔仁, ◎藤木裕行, ◎瀧田敦子(室蘭工大) 

  112 キネシオテープの疲労軽減効果 

○大崎友紀, ◎藤木裕行, ◎瀧田敦子(室蘭工大) 

  113 卓球のセルロイドボールとプラスチックボールの反発比較 

○高橋遼, ◎樋口泉(釧路高専) 

  114 スキーブーツの滑降時における力学応答解析 

○白瀬和暁, ◎佐藤満弘, ◎大橋鉄也(北見工大) 

  115 CAEを適用したスキーブーツの設計に関する研究 -ボトムアッププレートの装着効果- 

○佐賀基秀, ◎佐藤満弘, ◎大橋鉄也(北見工大) 
    

 10:20-11:20  材料力学２ 

  司会： 林秀哉,  南沙也加（北大） 

  121 αTi単相多結晶微視組織形状のモデル化 −実験データを基礎にした Voronoi dynamicsモ

デル構築− 

○田中誠基, ◎大橋鉄也, ◎佐藤満弘(北見工大) 

  122 αTi単相多結晶微視組織形状のモデル化 −EBSDデータからのモデル直接構築− 

○進藤侑也, ◎大橋鉄也, ◎佐藤満弘(北見工大) 

  123 β-Ti単相多結晶材料の単調及び繰り返し負荷の下での変形の解析 

○境田真由子, ◎大橋鉄也, ◎佐藤満弘(北見工大) 

  124 α-Tiにおける変形不適合の結晶方位依存性と活動すべり系の結晶塑性解析 

○乳井謙太(旭川高専専攻科), ◎河野義樹(旭川高専), 大橋鉄也(北見工大) 

  125 イメージベース結晶塑性解析の Ti合金への適用 

○奥田隆輔(旭川高専), 林潤一(旭川高専専攻科), ◎河野義樹(旭川高専), 眞山剛(熊本大

学), 大橋鉄也(北見工大) 

  126 特性Ｘ線を利用した表層応力測定法の検討 

○本間与主愛, 菊地公平(北見工大), 竹浪諒(北見工大院), 吉田裕, ◎柴野純一(北見工

大) 
    

 13:30-14:30  材料力学３ 

  司会： 乳井謙太,  奥田隆輔（旭川高専） 

  131 筒状殻構造物のためのＦＥＭ構造解析プログラムの開発 

○鈴木雄大, ◎太田佳樹(北科大) 

  132 ダブルスキン平板の近似等価剛性の構築に関する研究 

○片山洵揮, ◎太田佳樹(北科大) 

  133 単結晶マイクロカンチレバーの変形解析 

○佐藤嵩平, ◎大橋鉄也, ◎佐藤満弘(北見工大) 

  134 不純物ドーピングを考慮した ULSI素子内に生ずる転位蓄積シミュレーション 

○菅原辰吉, ◎佐藤満弘, ◎大橋鉄也(北見工大) 

  135 熱可塑性樹脂ＦＲＰ材料の弾性特性に関する実験的検討 

○加藤奨望, ◎太田佳樹(北科大) 

  136 引張荷重を受けるアングルプライ積層平板の端部応力解析 

○森翔太, ◎太田佳樹(北科大) 
    



 14:40-15:30  材料力学４ 

  司会： 蝦名翔仁,  大崎友紀（室蘭工大） 

  141 水素ステーション用フレキシブルチューブの開発 

○佐藤彰彦, ◎藤木裕行, ◎瀧田敦子(室蘭工大) 

  142 変位制御型インデンテーション試験機の作製 

○田村蓮, ◎藤木裕行, ◎瀧田敦子(室蘭工大) 

  143 脈動流を考慮した血流と血管変形の弱連成解析 

○佐々木智義(北海道大学工学部), ◎佐々木克彦, ◎黒田明慈, ◎武田量(北海道大学工学

研究院) 

  144 Cu-Sn金属間化合物を考慮したはんだ接続部のインデンテーション解析 

○中山新(北海道大学工学部), ◎佐々木克彦, ◎黒田明慈, ◎武田量(北海道大学工学研究

院), 瀧田敦子(室蘭工業大学) 

  145 相変化樹脂材料（PCM）とポリーマー複合材料の強度特性 

○田中翼(北海道大学工学部), ◎佐々木克彦, ◎黒田明慈, ◎武田量(北海道大学工学研究

院) 
    

第２室  

 10:20-11:10  熱工学１ 

  司会： 石井亮憲,  北原直人（北大） 

  221 展開型太陽光パネルを搭載した超小型衛星の設計に関する熱解析 

○神谷朋兆, ◎戸谷剛, 永田晴紀, 脇田督司(北海道大学) 

  222 低温環境下におけるふく射センサのふく射率の測定と単一液滴流からの排熱量の数値解析 

○両門健人, 高梨知広, 嶋田泰三, ◎戸谷剛, 永田晴紀, 脇田督司(北海道大学) 

  223 レドックスフロー電池の性能に及ぼす電極構造影響 

○岡田季樹, ◎田部豊, ◎近久武美(北海道大学) 

  224 PEFC内フラッディングがスケール別酸素輸送抵抗に及ぼす影響分析 

○大西史人, ◎田部豊, ◎近久武美(北海道大学) 

  225 感温液晶を用いた回転レイリー・ベナール対流における渦挙動の定量的評価 

○能登大輔, 明石恵実, 田坂裕司, 柳澤孝寿, 朴炫珍, ◎村井祐一(北海道大学) 
    

 13:30-14:20  熱工学２ 

  司会： 神谷朋兆,  両門健人（北大） 

  231 PEFCカソード触媒層における酸素輸送抵抗の支配因子 

○佐竹孝保(北大工学部), ◎田部豊, ◎近久武美(北海道大学) 

  232 LBM計算とスケールモデル実験による燃料電池 GDL内の水輸送現象解析 

○飯利拓実, ◎田部豊, ◎近久武美(北海道大学) 

  233 メタルファイバーを用いた乾式フィルターベントシステムの高性能化に関する研究 

○石井亮憲, 倉佑希, ◎奈良林直, ◎千葉豪(北海道大学) 

  234 湿式フィルターベントシステムの高性能化に関する研究 

○北原直人, 倉佑希, ◎奈良林直, ◎千葉豪(北海道大学) 

  235 過酷事故時における建屋コンクリートの熱劣化についての研究 

○晴山隆仁, 倉佑希, ◎奈良林直, ◎千葉豪(北海道大学) 
    

  



 14:40-15:30  材料力学５ 

  司会： 鈴木雄大,  片山洵揮（北科大） 

  241 層間滑りを考慮した積層複合材の成形性シミュレーション 

○林秀哉, ◎本田真也, ◎成田吉弘(北海道大学) 

  242 ファイバー縫付機により作成した CFRP材の繊維束間隔と力学特性評価 

○南沙也加, ◎本田真也, ◎成田吉弘(北海道大学) 

  243 オーステナイト系ステンレス鋼の繰り返しひずみ付与による渦電流信号変化 

○谷和麻, ◎堀川紀孝(旭川高専) 

  244 デフケース-リングギアかしめ接合部の有限要素法解析及びねじり疲労強度 

○山内一也, ◎清水一道(室蘭工大), 船曳崇史, 鈴木淳(室工大院) 

  245 多合金白鋳鉄の平面曲げ疲労強度 

○山口正直, ◎清水一道(室蘭工大), 船曳崇史, 楠本賢太, 鈴木淳(室工大院) 
    

第３室  

 9:20-10:10  機械力学・ロボティクス１ 

  司会： 佐々木宏太,  佐藤博俊（室蘭工大） 

  311 ブームスプレーヤ用回転型除振装置(Active Wheel Damper)の性能試験用プラットフォーム

の構築と除振性能評価 

○Chu DINHTHI, ◎星野洋平, ◎鈴木聡一郎, ◎楊亮亮, ◎曹贏(北見工大) 

  312 南瓜表皮除去装置の完全自動化に向けた繰り出し機構の基礎設計 

○福山亮介, ◎星野洋平, ◎鈴木聡一郎, ◎楊亮亮, ◎曹贏(北見工大) 

  313 つる性植物の果実収穫作業自動化に向けた画像解析による果実位置推定 

○安藤大智, ◎楊亮亮, ◎星野洋平, ◎鈴木聡一郎, ◎曹贏(北見工大) 

  314 遠隔操作ロボット技術を応用したトラクター自動・遠隔操縦制御ユニットの構築 

○Zhu Chengru, ◎星野洋平, ◎鈴木聡一郎, ◎楊亮亮, ◎曹贏(北見工大) 

  315 大根積込用大根本数カウンタの製作 

○山本響介, ◎大柏哲治, 中村育人, 尾崎拓海, 玉井翔太(旭川高専) 
    

 10:20-11:20  機械力学・ロボティクス３ 

  司会： 横澤尚希,  鈴木康平（北科大） 

  321 粘弾性材料の力学モデル構築におけるひずみ振幅の影響について 

○遠藤優, ◎太田佳樹(北科大) 

  322 サンドイッチ平板の自由振動特性に関する実験的検討 

○松山睦, ◎太田佳樹(北科大) 

  323 ３Ｄプリンターで作製されたＦＲＰ板の自由振動特性に関する数値的検討 

○國田侑希, ◎太田佳樹(北科大) 

  324 局所的な曲線状補強繊維束を有する積層複合材の最適設計 

○金大貴, ◎本田真也, ◎成田吉弘(北海道大学) 

  325 異方性を考慮したトポロジー最適化 

○横山修平, ◎本田真也, ◎成田吉弘(北海道大学) 

  326 積層複合材における円孔部パッドアップ構造の繊維配向角による力学特性評価 

○團迫武蔵, ◎本田真也, ◎成田吉弘(北海道大学) 
    

 13:30-14:30  燃焼工学・内燃機関１ 

  司会： 市村涼,  内藤雄心（北大） 

  331 強乱流場におけるデトネーションの伝播 

○奥谷勇士, 桧物恒太郎, 脇田督司, 戸谷剛, ◎永田晴紀(北海道大学) 

  332 端面燃焼式ハイブリッドロケットの推力過渡応答特性に関する研究 

○君野正弥, 齋藤勇士, 横井俊希, 脇田督司, 戸谷剛, ◎永田晴紀(北海道大学) 

  333 酸化剤に亜酸化窒素を用いたハイブリッドロケットのノズル浸食特性 

○櫻井和人, 平井翔大, Landon Kamps, ◎永田晴紀, 戸谷剛, 脇田督司(北海道大学) 

  334 下方伝播火炎での音響学的不安定性に対する伝播管材質の影響 

○小山陽一郎, Noh Taejoon, Youn Sung Hwan, ◎橋本望, ◎藤田修(北海道大学) 



  335 被覆電線の過電流着火現象に対する重力影響と安全基準の検討 

○鈴木拓哉, 清水晃平, ◎槁本望, ◎藤田修(北海道大学) 

  336 二色法解析による電線被覆上燃え拡がり火炎の形状および温度特性に関する検討 

○都築克弥, 金野佑亮, 宮本恭輔, ◎橋本望, ◎藤田修(北海道大学) 

  
   

 14:40-15:30  燃焼工学・内燃機関２ 

  司会： 奥谷勇士,  君野正弥（北大） 

  341 乱流場における微粉炭の火炎伝播特性に関する研究 

○市村涼, Hadi Bin Khalid, ◎橋本望, ◎藤田修(北海道大学) 

  342 分解軽油（LCO）液滴の蒸発特性に関する研究 

○内藤雄心, 佐藤佑衣子, ◎橋本望(北海道大学), 高木正英, 川内智詞, 今井康雄(海上技

術安全研究所), 三ツ井裕太, 青木剛(JX日鉱日石エネルギー), 林利明(海上技術安全研究

所), 野村浩司, 菅沼祐介(日本大学), 藤田修(北海道大学) 

  343 ディーゼル燃焼改善のためのサイドおよびセンター燃料噴射の最適組み合わせ条件 

○後藤圭祐, ◎田部豊, ◎近久武美(北海道大学) 

  344 メタン・水素混焼型実機ガスタービン燃焼器に対する Large Eddy Simulationおよび

Multi-scalar flamelet approachの適用 

○岸根亮介(北海道大学工学部), ◎大島伸行(北海道大学工学研究院) 

  345 講演取り下げ 
    

第４室  

 9:20-10:10  機械力学・ロボティクス２ 

  司会： 冨澤凌佑,  森下隼豊（北見工大） 

  411 加速度センサを使用したインフラ点検用水中ロボットの自己位置推定検証 

○福田理俊, 原田大輔, ◎水上雅人, 花島直彦, 藤平祥孝(室蘭工大) 

  412 ミラー多視点画像統合法を適用した全周検査装置の評価 

○金子隼也, 鰤谷圭太, 月田知宏, ◎花島直彦, 藤平祥孝, 水上雅人(室蘭工大) 

  413 振動モード同定による CFRP薄板の物性値評価 

○海老名喜賛, ◎松本大樹(室蘭工大) 

  414 一眼レフカメラ内部ミラーの衝突はねかえり量抑制(はりあわせモデルによるはりつけ位置

変更の効果)        

○平田佑太朗, ◎松本大樹(室蘭工大) 

  415 フォーカルプレーンシャッター簡易モデルの過渡運動メカニズム 

○森川勇太, ◎松本大樹(室蘭工大) 
    

 10:20-11:20  機械力学・ロボティクス４ 

  司会： 土門裕平,  砂金友基（北科大） 

  421 モバイルロボット IoT端末化のためのデータ収集実験的研究  

○佐藤奏平, ◎竹澤聡(北科大) 

  422 コネクテッドカーを模擬した無線化通信によるデータ収集の実験的研究 

○岸本翼, ◎竹澤聡(北科大) 

  423 車椅子の自動運行のための PID 制御系実装化の実証的研究 

○中川亮平, ◎竹澤聡(北科大) 

  424 二足準受動歩行ロボットの足部および足関節設計による歩容改善 

○黒沢大晃, ◎曹贏, ◎楊亮亮(北見工大) 

  425 GRB-D カメラを用いた積雪環境下の３次元地図の生成 

○森下隼豊, ◎曹贏, ◎鈴木聡一郎, ◎星野洋平, ◎楊亮亮(北見工大) 

  426 電子コンパスを用いた自己方向推定システムの開発 

○宮地駿, ◎鈴木学(函館高専) 
    

 13:30-14:30  機械力学・ロボティクス５ 

  司会： 金大貴,  横山修平（北大） 



  431 車椅子シュリンク構造体によるコンパクト化に関する実験的研究  

○横澤尚希, ◎竹澤聡(北科大) 

  432 データ収集端末内蔵による IoT環境構築のための実験的研究 

○鈴木康平, ◎竹澤聡(北科大) 

  433 自動運転のための実装プログラムの実証的研究 

○竹林宏規, ◎竹澤聡(北科大) 

  434  非再帰命令型構造体を持つ 2足歩行ロボットモデリングの研究  

○武田雄介, ◎竹澤聡(北科大) 

  435 湿原調査を目的とした二重螺旋移動ロボットの開発 ～門型開閉式脚機構の改良～ 

○佐々木宏太, 金子太貴, ◎花島直彦, 藤平祥孝, 水上雅人(室蘭工大) 

  436 SMAワイヤの拘束切替駆動による二方向性アクチュエータの開発 

○伊藤壮生, ◎原田宏幸, 工藤光輝(北海道大学) 
    

 14:40-15:40  機械力学・ロボティクス６ 

  司会： 海老名喜賛,  平田佑太朗（室蘭工大） 

  441  自動運転走行シミュレーション可視化プログラムの実証的研究  

○小林拓哉, ◎竹澤聡(北科大) 

  442 リンク構造体によるグリップハンドモデル構築の実験的研究  

○星勇鳳, ◎竹澤聡(北科大) 

  443 クォータニオンを用いたドローンの飛行制御に関する実験的研究 

○林崎幸太, ◎竹澤聡(北科大) 

  444 3D プリンタで作製された FRP 板の自由振動特性に関する実験的検証 

○土門裕平, ◎太田佳樹(北科大) 

  445 点支持された片持ＦＲＰ積層平板の自由振動解析 

○砂金友基, ◎太田佳樹(北科大) 

  446 検査装置の高所引き上げを目的としたロープ巻取装置のトルク向上とその検証 

○佐藤博俊, 原田大輔, 月田知宏, ◎花島直彦, 藤平祥孝, 水上雅人(室蘭工大) 
    

第５室  

 9:20-10:10  計測工学・制御工学・生体工学 １  

  司会： 小堀優太,  宍戸悠亮（室蘭工大） 

  511 シート状物体の変形を制御可能な直交型マニピュレータの開発 

○細川昌樹, 鰤谷圭太, ◎藤平祥孝, 花島直彦, 水上雅人(室蘭工大) 

  512 リング状点群データを用いた走行路面の傾斜推定 

○鈴木竜司, 戀塚立太, ◎花島直彦, 藤平祥孝, 水上雅人(室蘭工大) 

  513 スペックルパターンを用いたディジタルホログラフィック顕微鏡の高分解能化 

○坂爪良樹(室蘭工大), 小野寺祐星, ◎船水英希, 相津佳永(室工大院) 

  514 ディジタルホログラフィック顕微鏡を用いた赤血球の３次元観測 

○高橋慎(室蘭工大), 後藤遼二, ◎船水英希, 相津佳永(室工大院) 

  515 新たな非劣化 3層構造皮膚ファントムに関する検討 

○桑原照(室蘭工大), 永森祐太郎, 橋本遼平, ◎湯浅友典, 船水英希, 相津佳永(室工大

院) 
    

 10:20-11:20  計測工学・制御工学・生体工学 ２  

  司会： 高尾悠平,  近藤一輝（北見工大） 

  521 モンテカルロシミュレーションを用いた光侵達の時空間解析に関する検討 

○小堀優太(室蘭工大), 高橋成季, 英勇斗, 船水英希, 湯浅友典, ◎相津佳永(室工大院) 

  522 凹凸表面を付加した皮膚モデルにおける光伝搬解析 

○宍戸悠亮(室蘭工大), 水沼孝太, 英勇斗, 船水英希, 湯浅友典, ◎相津佳永(室工大院) 

  523 靭帯線維束を考慮した膝関節シミュレータの開発 

○弦間慎(北海道大学工学部), ◎武田量, ◎佐々木克彦, ◎黒田明慈(北海道大学工学研究

院) 



  524 ラマン分光法による皮質骨微視構造・力学特性評価 

○幸村紀信(北大), 岡部亮佑(北大院), ◎山田悟史, ◎東藤正浩(北大) 

  525 ヒツジ脊柱力学試験による椎間剛性評価 

○廣濵尚毅, ◎山田悟史, ◎東藤正浩(北大), 辻本武尊, 須藤英毅, 岩崎倫政(北大医) 

  526 スマートアクチュエータを用いた曲面構造のアクティブ振動制御 

○平原隼人, 北畠茂幹, ◎梶原逸朗(北海道大学), 前田真吾, 細谷直基(芝浦工業大学) 
    

 13:30-14:30  計測工学・制御工学・生体工学 ３ 

  司会： 高橋慎,  桑原照（室蘭工大） 

  531 ターン時の荷重移動を適正化するスキーブーツ用フットベッドの設計 

○久保秀隆, ◎鈴木聡一郎, ◎星野洋平, ◎曹贏, ◎楊亮亮(北見工大) 

  532 固定/伸展膝継手による大腿義足装着者の歩容安定化に関する検討 

○近藤一輝, ◎鈴木聡一郎, ◎星野洋平, ◎曹贏, ◎楊亮亮(北見工大) 

  533 Wiener推定法を用いたヒト皮膚分光反射率の空間分布解析 

○端坂智樹(室蘭工大), 佐藤心海, 宮澤翔太, 船水英希, 湯浅友典, ◎相津佳永(室工大

院) 

  534 振り子運動計測によるウサギ膝関節摩擦測定 

○酒井佑実, ◎山田悟史, ◎東藤正浩(北大) 

  535 振り子式衝撃試験による皮質骨強度測定 

○内藤諒介, ◎山田悟史, ◎東藤正浩(北大) 

  536 健常歩行における下肢荷重線の 3次元解析 

○Calvin Anak Rigar(函館高専専攻科), ◎川上健作(函館高専) 
    

 14:40-15:40  計測工学・制御工学・生体工学 ４ 

  司会： 酒井佑実,  内藤諒介（北大） 

  541 表面筋電位による筋疲労の定量化に関する実験的検討 

○高尾悠平, ◎鈴木聡一郎, ◎星野洋平, ◎曹贏, ◎楊亮亮(北見工大) 

  542  選手の競技成績向上を目指したシットスキー開発 

○冨澤凌佑, ◎鈴木聡一郎, ◎星野洋平, ◎曹贏, ◎楊亮亮(北見工大) 

  543 3次元造形技術を用いた生体局面部位ベースモデルの試作に関する検討 

○中岡一真(室蘭工大), 森雄貴, 菊地開成, 湯浅友典, 船水英希, ◎相津佳永(室工大院) 

  544 X線回折による皮質骨有機・無機成分のひずみ測定 

○米女一(北大), 兼吉洸希(北大院), ◎山田悟史, ◎東藤正浩(北大) 

  545 パルスレーザー加振を用いた超音波検査に基づく構造物のヘルスモニタリング 

○古関遼太朗, 秋田涼佑, 小田一心, ◎梶原逸朗(北海道大学) 

  546 自動車駆動系の機能モデル化とその制御 

○米沢平成, 佐藤晶太(北海道大学), 西留千晶(キャテック株式会社), ◎梶原逸朗(北海道

大学) 
    

第６室  

 9:20-10:10  機械材料，材料加工，トライボロジー１ 

  司会： 大和田真裕,  菅原栞（室蘭工大） 

  611 純銅管の応力腐食割れに及ぼす湿度の影響 

○熊谷政人, ◎境昌宏(室蘭工大) 

  612 腐食合成法を用いた Bi4Ti3O12の作製 

○小端藝之, ◎佐々木大地, ◎世利修美(室蘭工大) 

  613 溶融再加熱法により作製した発泡金属の気泡制御と機械的性質 

○辻創太郎, ◎福地孝平, 高橋剛, 江口陽人(釧路高専) 

  614 局所発泡金属の実用化に向けた強度・放熱特性評価 

○遠藤祭(釧路高専専攻科), ◎福地孝平, 高橋剛, 江口陽人(釧路高専) 

  615 多合金白鋳鉄のエロージョン摩耗特性に及ぼすコバルト含有量の影響 

○菅原慎也, ◎清水一道(室蘭工大), 楠本賢太, 太田悠紀, 鈴木淳(室工大院) 
    



 10:20-11:20  機械材料，材料加工，トライボロジー２  

  司会： 遠藤祭（釧路高専）,  菅原慎也（室蘭工大） 

  621 プラズマ照射した超硬工具による S45C丸棒の切削 

○菅野椋太, 堀川洋平, 永井一城, ◎池田慎一(苫小牧高専) 

  622 チタン合金の切削に及ぼすオレイン酸の影響 

○南岡和弥, 永井一城, 堀川洋平, ◎池田慎一(苫小牧高専) 

  623 はすば歯車のかみ合い摩擦損失評価 

○大和田真裕, ムハマド ズルヘルミ, 安孫子敏也, ◎成田幸仁(室蘭工大), 田本芳隆(出

光興産), ◎風間俊治(室蘭工大) 

  624 鋳ぐるみ多合金白鋳鉄の衝撃特性に及ぼす心材容積率の影響 

○菅原栞, ◎清水一道(室蘭工大), 楠本賢太, 鈴木淳, 樋口千紗(室工大院) 

  625 レーザ焼結金属材料の焼成条件と金属組織の関係 

○高橋健太, 中久保侑也, 藤林太陽, ◎吉田協, ◎見山克己(北科大) 

  626 レーザ焼結金型材料の耐食性向上を目的とした選択無電解めっきの試み 

○阿部雄輔, 下野竜弥, ◎吉田協, ◎見山克己(北科大) 
    

 13:30-14:30  機械材料，材料加工，トライボロジー３ 

  司会： 菊澤卓馬,  長谷川諒（北大） 

  631 トラクションドライブ要素の転がり疲労強度推定 

○中澤建介, 菅原一真, ◎成田幸仁, ◎風間俊治(室蘭工大) 

  632 高強度鋼の疲労き裂進展特性に及ぼす真空環境の影響 

○石原梨沙, ◎中村孝, ◎髙橋航圭, ◎藤村奈央(北大), 小林祐介(北大院) 

  633 AZ31の疲労特性に及ぼす Scanning Cyclic Pressの影響 

○大賀向陽, ◎中村孝, ◎髙橋航圭, ◎藤村奈央(北大), 上遠野寛(北大院) 

  634 マルエージング鋼による金属粉末積層造形物の内部空隙に及ぼすレーザー照射条件の影響 

○橋爪瞬, ◎吉田協, ◎見山克己(北科大), ◎戸羽篤也(道総研) 

  635 マルエージング鋼粉末積層造形における製作条件と造形物品質の関係 

○武田忠士, ◎吉田協, ◎見山克己(北科大), ◎戸羽篤也(道総研) 

  636 Ti-22V-4Alにおける疲労き裂発生・進展過程の観察 

○鹿島彰太, ◎中村孝, ◎髙橋航圭, ◎藤村奈央(北大), 髙梨圭(北大院) 
    

 14:40-15:40  機械材料，材料加工，トライボロジー４  

  司会： 橋爪瞬,  武田忠士（北科大） 

  641 非接触形ガスケットの開発研究 

○下山隼平, 白石龍識, ◎風間俊治, ◎成田幸仁(室蘭工大) 

  642 応力分布の可視化による接着継手の損傷進展観察 

○菊澤卓馬, ◎中村孝, ◎髙橋航圭, ◎藤村奈央(北大) 

  643 樹脂材料の加熱修復による損傷進展挙動の変化 

○長谷川諒, ◎中村孝, ◎髙橋航圭, ◎藤村奈央(北大) 

  644 自動車用めっき鋼板とアルミニウム板のスポット溶接 

○金井龍也, 中島颯太, ◎林孝一, ◎吉田協, ◎見山克己(北科大) 

  645 やすりの切削抵抗と工具摩耗の関係（複目やすりの場合） 

○中原寿, 金山航平, ◎吉田協, ◎見山克己(北科大) 

  646 やすりの切削抵抗と工具摩耗の関係（単目やすりにおける被削材の影響） 

○藏谷俊彦, 山田大貴, ◎吉田協, ◎見山克己(北科大) 
    

第７室  

 9:20-10:10  流体工学，流体機械１  

  司会： 河合健太,  モハンマド カイリー（室蘭工大） 

  711 固定化培養評価のためのポリエチレンイミン処理の精度検証 

○大西元喜(室蘭工大), 荷川取将吾(室工大院), ◎大石義彦, ◎河合秀樹(室蘭工大), 山

地秀樹(神戸大学) 



  712 キャビテーション噴流による非衝突面の壊食実験 

○野田達也, 坂見郁哉, ◎風間俊治, ◎成田幸仁(室蘭工大), 熊谷賢人(日立建機) 

  713 水平短形流路内高速流れにおける単一気泡挙動の可視化 

○木下雅也(室蘭工大), 大沼翔(室工大院), ◎大石義彦, ◎河合秀樹(室蘭工大), 村井祐

一(北大) 

  714 水電解における電解液を用いた水素生成効率の評価 

○山本駿悟, ◎大石義彦, ◎河合秀樹(室蘭工大) 

  715 マイクロハイドロタービンまわりの CFD解析 

○山本彰, ◎小薮栄太郎, ◎見藤歩, ◎蘇武栄治(苫小牧高専) 
    

 10:20-11:20  流体工学，流体機械２  

  司会： 山本彰,  花岡友馬（苫小牧高専） 

  721 移動円柱後流による非定常翼面上の乱流解析 

○鐙優太, 西後祐太, ◎小薮栄太郎, ◎見藤歩, ◎蘇武栄治(苫小牧高専) 

  722 衝突渦輪の圧力場に及ぼす平板角度による影響 

○種市悠士(室蘭工大), 竹内桃(室工大院), ◎大石義彦, ◎河合秀樹(室蘭工大), 村井祐

一(北大) 

  723 蒸気気泡崩壊時における気泡内流れに関する分子気体力学計算 

○浅川夏越, ◎藤井宏之, ◎小林一道, ◎渡部正夫(北海道大学) 

  724 減圧チャンバー内における高速液滴衝突挙動の観察 

○芦田拓, ◎藤井宏之, ◎小林一道, ◎渡部正夫(北海道大学) 

  725 地球大気圏再突入時における小型衛星周りのプラズマ流・電磁波解析 

○榎尚也(北海道大学工学部), 松永学(北海道大学工学院), ◎高橋裕介, 寺島洋史, 大島

伸行(北海道大学工学研究院) 

  726 観測ロケット実験における柔軟構造再突入体の空力不安定解析 

○大橋達志(北海道大学工学部), 松永学(北海道大学工学院), ◎高橋裕介, 寺島洋史, 大

島伸行(北海道大学工学研究院) 
    

 13:30-14:30  流体工学，流体機械３  

  司会： 牛山大輝,  人見純平（北大） 

  731 カム機構を用いた後流発生装置の改良製作と流動解析 

○花岡友馬, 西後祐太, ◎小薮栄太郎, ◎見藤歩, ◎蘇武栄治(苫小牧高専) 

  732 りん片粒子を用いた Taylor-Couette流れのせん断場の定性的解析 

○藤井達也, ◎大石義彦, ◎河合秀樹(室蘭工大) 

  733 野球ボールの投球軌道予測空力シミュレーション 

○嶋田宗将(北海道大学工学部), ◎大島伸行, 寺島洋史(北海道大学工学研究院), 池田隼

(神戸大学システム情報学研究科), 坪倉誠(神戸大学システム情報学研究科/理化学研究所) 

  734 液滴の自由落下の数値計算 

○辻孝伸(北海道大学工学部), ◎黒田明慈, ◎佐々木克彦, ◎武田量(北海道大学工学研究

院) 

  735 分子動力学法による濡れ性を考慮した高温壁への液滴衝突シミュレーション 

○田部広風海, ◎藤井宏之, ◎小林一道, ◎渡部正夫(北海道大学) 

  736 超音波ドップラー法による気泡流の乱流渦粘性計測法の開発 

○岩佐耕節, 芳田泰基, 朴炫珍, 田坂裕司, ◎村井祐一(北海道大学) 
    

 14:40-15:40  流体工学，流体機械４  

  司会： 辻孝伸,  田部広風海（北大） 

  741 曲率をもつ壁面境界層のマイクロバブルによるはく離制御 

○牛山大輝, 斎藤大地, 朴炫珍, 田坂裕司, ◎村井祐一(北海道大学) 

  742 管内三相流における超音波流量計測法の開発 

○人見純平, 芳田泰基, 朴炫珍, 田坂裕司, ◎村井祐一(北海道大学) 

  743 Ghost Fluid 法を用いた非平衡相変化を伴う液滴衝突に関する数値計算 

○澤井冴, ◎藤井宏之, ◎小林一道, ◎渡部正夫(北海道大学) 



  744 定量的光音響イメージングのための光と音の伝播モデルの構築 

○田林孝介, ◎藤井宏之, ◎小林一道, ◎渡部正夫(北海道大学) 

  745 排気系システム内のバルブ開放角に対する空力騒音の変化 

○河合健太, ◎松本大樹(室蘭工大) 

  746 円形ジェットの空力騒音に及ばす噴出孔形状の影響調査 

○モハンマド カイリー, ◎松本大樹(室蘭工大) 

 


