
 

 

日本機械学会北海道支部(2018年度)  第 56回講演会プログラム (最終版)       

  9:15～10:15 10:30～11:30 12:15～13:15 13:30～14:30 14:45～15:45 

第 1室 熱工学 流体工学Ⅰ   流体工学Ⅱ 流体工学Ⅲ 

第 2室 バイオエンジニ

アリングⅠ 

バイオエンジニア

リングⅡ 

  機械力学・計測制御

Ⅰ 

機械力学・計測制

御Ⅱ 

第 3室 材料力学Ⅰ 材料力学Ⅱ 特別講演会 材料力学Ⅲ 機械力学・計測制

御Ⅲ・設計工学シ

ステム 

第 4室 ロボティクス・メ

カトロニクスⅠ 

ロボティクス・メカ

トロニクスⅡ 

  動力エネルギー・環

境工学Ⅰ 

環境工学Ⅱ 

第 5室 機械材料・材料

加工Ⅰ 

機械材料・材料加

工Ⅱ 

  機械材料・材料加工

Ⅲ 

  

第１室 

9:15～10:15  【熱工学】  座長  大竹 秀雄(北海道科学大学) 

111 レドックスフロー電池の性能向上のための電極構造および電解液流動条件の影響解析 

○小山内 創太(北大院)  田部 豊, 近久 武美 

112 集約主要因子を用いたレドックスフロー電池の即時的な性能評価 

○西田 尚功(北大院)  田部 豊, 近久 武美 

113 PEFCにおける MPL近傍の水輸送現象の温度依存性に関する研究 

○喜多見 祐希 (北大院)  田部 豊, 近久 武美 

114 REFCにおける GDL内液滴移動挙動に及ぼす濡れ性影響:スケールモデル実験および LBM 計算による解析 

○Can Enes Muhammet(北大院)  田部 豊, 近久 武美 

10:30～11:30   【流体工学Ⅰ】  座長  松田 寿(北海道科学大学) 

121 円管側面からの噴流における噴出面の曲率の影響 

○平元 理峰(北海道科学大学)  豊田 国昭, 大竹 秀雄 

122 液体噴流における拡散促進に関する実験および数値計算 

○宮内 英樹(青山学院大学大学院)  横田 和彦, 鶴 若菜 

123 曳こうされる物体周りの流れと運動特性解析 

○新行内 翔太(北大院)  黒田 明慈 

124 大規模キャビティを有する翼の低レイノルズ領域における空力学的特性 

○甲山 雄一朗(北大院)  朴 炫珍, 田坂 裕司, 村井 祐一 

13:30～14:30   【流体工学Ⅱ】  座長  平元 理峰(北海道科学大学) 

131 ロケットエンジン流れと下流物体の干渉に関する実験と数値計算 

○山口 裕理(青山学院大学大学院)  横田 和彦, 鶴 若菜,米澤 宏一 

 

132 鉛直加熱管におけるガイザリングに関する研究 



 

 

○遠藤 大暉(青山学院大学大学院)  横田 和彦, 鶴 若菜 

133 矩形管内の水素空気予混合気体燃焼波に対する管壁形状の影響 

○古本 健一郎(青山学院大学大学院)  横田 和彦, 鶴 若菜 

134 ロータダイナミクス流体力による機械学習を用いたふれまわり挙動の推定 

○里見 憲彰(青山学院大学大学院)  横田 和彦, 鶴 若菜 

14:45～15:45   【流体工学Ⅲ】  座長  黒田 明慈(北海道大学) 

141  浮遊粒子と移動円柱の相互干渉に関する界面レオロジー 

○岩佐 耕節(北大院)  朴 炫珍, 田坂 裕司, 村井 祐一 

142 植物工場の栽培方式による植物周囲の温度変化解析 

○菅 結実花(北見工大)  小原 伸哉, 

143 振動翼周り流れの渦法計算(プラズマアクチュエータのモデル化に関する一考察) 

○松田 寿 

第２室 

9:15～10:15  【バイオエンジニアリングⅠ】  座長  太田 佳樹(北海道科学大学)  

211 固定/伸展膝継手による大腿義足装着者の歩容安定化 

○高橋 一生(北見工大院)  鈴木 聡一郎, 星野 洋平, 曹 贏, 楊 亮亮 

212 DNNによるスポーツ用動作解析システムの基礎的研究 

○鈴木 智也(北見工大院)  鈴木 聡一郎, 星野 洋平, 曹 贏, 楊 亮亮 

213 膝関節靭帯線維束の材料物性値を考慮した解析モデルの開発 

○弦間 慎(北大院)  武田 量, 佐々木 克彦, 本田 真也 

214 触診センサーを目指した剛体球の軟物質押し込み変形解析 

○若竹 浩志(北大院)  加藤 博之 

10:30～11:30 【バイオエンジニアリングⅡ】  座長  松本 大樹(室蘭工業大学) 

221 競技用スキーブーツの設計に関する数値解析 

○Siti Nadia Binti Aun(北見工大院)  佐藤 満弘, 河野 善樹 

222 競技成績向上を目指したシットスキーの開発 

○齊藤 隆憲(北見工大院)  鈴木 聡一郎, 星野 洋平, 曹 贏, 楊 亮亮 

223 スキーヤーとスキーブーツの適合性評価の手法に関する実験的検討 

○佐藤 明論(北見工大院)  鈴木 聡一郎, 星野 洋平, 曹 贏, 楊 亮亮 

13:30～14:30  【機械力学・計測制御Ⅰ】  星野 洋平(北見工業大学) 

231 一眼レフカメラ内部ミラーモデルの跳ね返り量抑制(樹脂ボディを用いた貼り付け位置の検討) 

○黒木 康佑(室工大)  松本 大樹 

 

232 一眼レフ内部ミラーモデルの二重衝突時による跳ね返り量抑制のメカニズム解明 

○川北 宗弘(室工大)  松本 大樹 

233 Blended-layer を持つ積層長方形板の振動解析(Ritz法と FEM 解析の比較) 



 

 

○印南 信男(北海道職業能力開発大学校) 成田 吉弘, 本田 真也, 佐々木 克彦 

234 積層長方形板の面内振動解析と最適化(Ritz法と FEM解析) 

○成田 吉弘(国際協力機構(JICA)  印南 信男, 本田 真也, 佐々木 克彦 

14:45～15:45  【機械力学・計測制御Ⅱ】  座長  佐々木 克彦(北海道大学) 

241 ディジタルホログラフィ干渉法による単層ＣＦＲＰ薄板の振動モード可視化手法の改良 

○尾崎 広八(室工大)  松本 大樹 

242 ３Ｄプリンターで成形されたＦＲＴＰ平板の自由振動 

○太田 佳樹( 北海道科学大)  松本 大樹, 轟 章 

243 磁気アクチュエータの走行特性におよぼす相似則の影響 

○伊藤 佑介(東北学院大学)  矢口 博之 

第 3室 

9:15～10:15  【材料力学Ⅰ】  座長  藤木 裕行(室蘭工業大学) 

311 Ti-6AI-4V合金の微視的変形におけるβ相の Vanadium濃度依存性の結晶塑性解析 

○西尾 一輝(北見工大院)  河野 義樹, 大橋 鉄也, 眞山 剛, 光原 昌寿, 奥山 彫夢, 佐藤 満弘 

312 引っ張り/圧縮負荷重下のアルミニウム板状試料表面における微小荷重押し込み試験 

○清水 友太(北大院)  加藤 博之 

313 NiTi形状記憶合金繊維／アルミニウム複合材料の相変化潜熱蓄熱効果 

○浅野 謙進(北大院)  加藤 博之 

314 すべり変形したアルミニウム多結晶における微小荷重圧子押し込み試験 

○中谷 友哉(北大院)  加藤 博之 

10:30～11:30  【材料力学Ⅱ】  座長  樋口 泉(釧路工業高等専門学校) 

321 波状板におけるフリーエッジ効果のパラメトリックスタディ 

○横山 修平(北大院)  本田 真也, Gerald Kress, Daniel Filipovic, 佐々木 克彦, 武田 量 

322  剛体粒子集合体の接触点すべりによる変形の離散要素解析 

○久々津 諒平(北大院)  加藤 博之 

323 NiTi形状記憶合金の超弾性機能疲労特性とリフレッシュ効果 

○木内 智之(北大院)  加藤 博之 

324 形状記憶合金コイルばねの大変形解析 

○鈴木 和(北大院)  加藤 博之 

13:30～14:30  【材料力学Ⅲ】  座長  河野 義樹(北見工業大学) 

331  投影型静電容量方式タッチパネルを用いた CFRP積層板の損傷検出 

○簾内 朝陽(神奈川工科大院)  高橋 一郎, 吉岡 孝和 

 

332 木質積層材で作られた卓球ラケットの反発特性 

○西山 正晃(釧路高専)  樋口 泉 

333 木製硬式野球用バットの衝撃変形特性 



 

 

○川上 順悟(北大院)  加藤 博之 

334 高圧水素用フレキシブルチューブの開発 

○佐藤 彰彦(室工大)  藤木 裕行 

14:45～15:45  【機械力学・計測制御Ⅲ・設計工学システム】  座長  加藤 博之 (北海道大学)   

341 CNNによる画像認識を用いた植物種判別手法の基礎的検討 

○進藤 隆史(北見工大院)  鈴木 聡一郎, 星野 洋平, 曹 贏, 楊 亮亮 

342 精密土壌成分データマップ生成に用いる土壌サンプリング装置の開発 

○齋藤 一暁(北見工大院)  鈴木 聡一郎, 星野 洋平, 曹 贏, 楊 亮亮 

343 寒冷地用植物工場における寒締めホウレンソウの栽培を想定したシステムの検討 

○菊池 直紀(北見工大院)  小原 伸哉, 菅 結実花 

第 4室 

9:15～10:15  【ロボティクス・メカトロニクスⅠ】  座長  竹澤 聡(北海道科学大学) 

411 セル型組立生産におけるロボット機種選定支援システム(単腕ロボットと双腕ロボットの生産効率比較) 

○渡邉 幸大(岐阜大学)  山本 秀彦, 山田 貴孝 

412 SLAM を用いた自律走行ロボットの強化学習による経路計画 

○ジャン ジンカイ(北海道科学大学大学院)  竹澤 聡, 鳥羽 広夢, 天池 巧 

413 高所点検のためのウィンチを用いた昇降装置におけるロープ張力測定 

○當田 一貴(室工大院)  五位尾 学, 花島 直彦, 藤平 祥孝, 水上 雅人 

414 高所点検のためのウインチを用いた昇降装置におけるロープ牽引量測定 

○五位尾 学(室工大院) , 當田 一貴,花島 直彦, 藤平 祥孝, 水上 雅人 

10:30～11:30  【ロボティクス・メカトロニクスⅡ】  座長  花島 直彦(室蘭工業大学) 

421 目標姿勢角への追従を目的とするモデル予測制御による四輪車両の操舵制御 

○佐々木 将人(室工大院) 花島 直彦, 水上 雅人, 藤平 祥孝 

422 軸対称ハニカムテーパ型コア構造車椅子リムホイールの有効性に対する感性評価 

○竹澤 聡(北海道科学大学大学院)  ジャン ジンカイ, 鳥羽 広夢, 天池 巧, 岩間 大舗 

423 ロボットの多層化に対応した高さ位置制御に関する研究 

○鳥羽 広夢(北海道科学大学大学院)  竹澤 聡, ジャン ジンカイ , 天池 巧  

424 畳込みニューラルネットワーク(CNN)による画像認識を用いたピッキングロボットの研究 

○天池 巧(北海道科学大学大学院)  竹澤 聡, ジャン ジンカイ,鳥羽 広夢 

13:30～14:30  【動力エネルギー・環境工学Ⅰ】  座長  山田 貴延(北見工業大学)   

431 北海道における温室効果ガス大幅削減を目的とした運輸部門内最適水素利用法の解析 

○梅田 進太郎(北大院)  田部 豊, 近久 武美 

 

432 ザンビアにおける発電用エネルギー供給インフラ構築の最適選択解析 

○Lukwesa Biness(北大院)  田部 豊, 近久 武美 

433 寒冷地の下水処理施設におけるバイオガスの最適利用法 



 

 

○松尾 雅人(北見工大院)  山田 貴延, 羽二生 稔大, 中西 喜美雄 

434 天売・焼尻島マイクログリッドの経済性及び電力品質に関する検討 

○藤本 翔輝(北見工大院)  小原 伸哉, 佐藤 克彰 

14:45～15:45  【環境工学Ⅱ】  座長  田部 豊(北海道大学) 

441 蓄熱槽内に充填した潜熱蓄熱材の熱交換方法に関する基礎的研究 

○瓶子 達也(北見工大院)  高田 大慈, 山田 貴延, 羽二生 稔大, 中西 喜美雄 

442 メタンハイドレートの生成促進と温度条件の関係 

○中垣 颯(北見工大院)  秋山 和徳, 山田 貴延, 羽二生 稔大, 中西 喜美雄 

第 5室 

9:15～10:15  【機械材料・材料加工Ⅰ】  座長  見山 克己(北海道科学大学) 

511 ほう素・炭素の拡散浸透処理によるチタンの表面特性の向上 

○安澤 佳希(群馬大学大学院)  小山 真司, 井上 雅博, 西田 進一 

512 冷間工具鋼のほう化処理条件の最適化 

○秋元 直也(群馬大学大学院)  小山 真司, 井上 雅博, 西田 進一 

513 アルミナ粒子分散マグネシウム積層成形体の機械的性質におよぼす放電プラズマ焼結時間の影響 

○川森 重弘(玉川大工)  春日 幸生 

514 Fe-Al系バインダを用いたβ-SiAIONの放電プラズマ焼結 

○大窪 康太(苫小牧高専)  高澤 幸治, 浅見 廣樹, 黒川 一哉 

10:30～11:30  【機械材料・材料加工Ⅱ】  座長  高澤 幸治(苫小牧工業高等専門学校) 

521 AI添加溶融ほう砂浴を用いた SS400のほう化処理に及ぼす処理時間の影響 

○川崎 智恵(群馬大学)  小山 真司, 井上 雅博, 西田 進一 

522 A7075の液相拡散接合強度に及ぼす Zn インサート材の金属塩被膜処理効果 

○藤森 裕介(群馬大学)  小山 真司, 西田 進一, 井上 雅博 

523 アクティブサーモグラフィ法を用いた材料欠陥の非破壊検査 

○見山 克己(北海道科学大学)  吉田 協, 一戸 善弘, 櫻庭 洋平, 田中 大之 

524 各種有機酸を用いた金属塩被膜処理による A6061/高張力鋼板の接合界面特性に及ぼす影響 

○小澤 昴平(群馬大学大学院)  小山 真司, 井上 雅博, 西田 進一 

13:30～14:30  【機械材料・材料加工Ⅲ】  座長  小山 真司(群馬大学) 

531 SUS304 の低速二次元切削に及ぼすプラズマ照射の影響 

○星野 啓太(苫小牧高専)  池田 慎一 

532 やすりの切削抵抗と被削材硬さの関係について 

○吉田 協(北海道科学大学)  見山 克己, 佐藤 右皐 

 


