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開催日： 

 
 
会 場： 

日本機械学会北海道学生会 

第 48回学生員卒業研究発表講演会 

 
 

2019 年 3 月 2 日（土）  

 
 
北見工業大学工学部（北見市公園町 165 番地） 

 

 
日 程： 

 
8：30-11：10   受付  

9： 00-11：10  卒業研究発表会  

11：20-12：20 付帯特別講演会  

13：30-15：40 卒業研究発表会  

16：00-17：00 懇親会（Best Presentat ion Award 表彰式）

        ※当日は食堂のみ生協が 開きます。（11：30～13：30 のみ）  
 
 
参加費： 
 
 
講演論文集： 
 
 
 
 
 
 

特別講演： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 彰： 

1,000 円（講演論文集代金含む，当日受け付けにて支払い，懇親会は無料） 
 
 
当日 Webよりダウンロードしていただきます．データ配信は当日限定となりま 

す．当日はインターネットにアクセスできる端末をご持参下さい．会場では 

eduroam（教育機関共通ｗi-fi）をご利用いただけます．eduroam のアカウン 

トをお持ちでない方は当日受付にて臨時 IDを発行いたします． 
 
 

「情報機械技術によるカーリング支援研究の現状」 

 桝井 文人  氏 
 

北見工業大学 地域未来デザイン工学科 教授， 

冬季スポーツ科学研究推進センター センター長 

 
 
 
 

優秀なプレゼンテーションを行った講演者を選出し，懇親会にて Best 

Presentation Award(BPA)を贈呈します． 



 

 

会場案内図 

 
 
 
 

 

バス時刻サイト：https://www.h-kitamibus.co.jp/sys/busstop_search/ 

 



 

 

会場案内図 

 

 



 

 

会場案内図 

工学部 2 号館 1 階・2 階 会場 

 

 



 

 

北海道学⽣会 第 48回学⽣員卒業研究発表講演会 タイムテーブル

 第１室（A２０７） 第２室（A２０１） 第３室（A２０２） 第４室（A２０３） 第５室（A１０２） 第６室（A２０４） 第７室（A２０６） 第８室（A１０４） 

 

9:00-10:00 

 

材料力学１ 

 

機械材料・材料加工１ 

 

流体工学・流体機械１ 
機械要素・トライボロジー 

・設計・生産管理１ 

 

燃焼工学・内燃機関１ 

 

エネルギー・環境１ 

 

機械力学・ロボティクス１ 
計測工学・制御工学 

・生体工学１ 

 

10:10-11:10 

 

材料力学２ 

 

機械材料・材料加工２ 

 

流体工学・流体機械２ 

 

熱工学１ 

 

燃焼工学・内燃機関２ 

 

エネルギー・環境２ 

 

機械力学・ロボティクス２ 
計測工学・制御工学 

・生体工学２ 

 

11:20-12:20 

特別講演 「情報機械技術によるカーリング支援研究の現状」，講師： 桝井文人  氏 

北見工業大学 冬季スポーツ科学研究推進センター センター長 

会場：Ｃ１２２ 

 

12：30-12：50 

 

北海道学生会第二回運営委員会（運営委員のみ） 

会場：A１０３ （運営員控室） 

 

13：00-13：20 

 

下半期北海道学生会総会（誰でも参加可） 

会場：A２０５ 

 

13：30-14：30 

 

材料力学３ 

 

機械材料・材料加工３ 

 

流体工学・流体機械３ 

     

熱工学２ 

 

航空宇宙工学１ 

 

機械力学・ロボティクス３A 

 

機械力学・ロボティクス３B 
計測工学・制御工学 

・生体工学３ 

 

14：40-15：40 

 

材料力学４A 

 

材料力学４B 

 

流体工学・流体機械４A 

 

流体工学・流体機械４B 

 

航空宇宙工学２ 

 

機械力学・ロボティクス４A 

 

機械力学・ロボティクス４B 
計測工学・制御工学 

・生体工学４＋その他１ 

 

16：00-17：00 

 

懇親会およびBPA表彰式 

会場：コミュニケーションアトリウム 



 

 

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（Ａ２０７） 

 

 9:10-10:00  材料力学１ 

 司会：三好俊樹（北科大）, 野原滉平（北科大） 

  111 アルペンスキー滑降時の数値データによる処理と評価 

○大石大(北見工大), ◎佐藤満弘, ◎河野義樹 

  112 スキーブーツのソリッドモデル作製に関する研究 

○谷駿輔(北見工大), ◎佐藤満弘, ◎河野義樹 

  113 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(釧路高専専攻科), ◎樋口泉(釧路高専) 

  114 テニスラケットのスイングによる慣性力を考慮した打撃応力解析 

○相良尚志(北大), ◎加藤博之 

  115 粘弾性体の剛体球押し込み変形解析 

○寺山拓麿(北大), ◎加藤博之 

    

 10:10-11:10  材料力学２ 

 司会：中谷翔太（北大）, 水沼千尋（北大） 

  121 曲げを受ける積層 PLA 樹脂材で作られた 3D プリンタ構造物の機械的性質 

○藤井匠(釧路高専), ◎樋口泉 

  122 曲げ荷重を受ける被着体が木質材の当て板接着継ぎ手の応力と強度 

○若原翔悟(釧路高専), ◎樋口泉 

  123 4 点曲げによる変形勾配を利用した硬さの内部応力依存性の研究 

○藤村高憲(北大), ◎加藤博之 

  124 形状記憶合金の機能疲労とリフレッシュ効果 

○眞木亮輔(北大), ◎加藤博之 

  125 CV 黒鉛鋳鉄における肉厚と疲労強度 

○谷英聖(室蘭工大), ◎清水一道(室蘭工大院), 楠本賢太, 鈴木淳 

  126 X 線 CT を利用した球状黒鉛鋳鉄の疲労限度予測手法の検討 

○吉岡恒輝(室蘭工大), ◎清水一道(室蘭工大院), 楠本賢太, 鈴木淳 

    



 

 

 13:30-14:30  材料力学３ 

 司会：大石大（北見工大）, 谷駿輔（北見工大） 

  131 二相チタン合金に対応した EBSD-FEM データ変換インターフェースの改良 

○大石一輝(北見工大), ◎河野義樹, ◎佐藤満弘 

  132 Ti-6Al-4V の超高サイクル疲労における内部微小き裂発生・進展過程 

○友田悠太(北大), ◎藤村奈央, ◎髙橋航圭, ◎中村孝 

  133 表面張力を利用した立体構造形成の分子シミュレーション 

○長尾莉希(北大), ◎髙橋航圭, ◎藤村奈央, ◎中村孝 

  134 界面はく離と母材割れを考慮した複合材料の損傷シミュレーション 

○大山航汰(北大), ◎髙橋航圭, ◎藤村奈央, ◎中村孝 

  135 筒状殻構造のための FEM 構造解析プログラムの開発 

○平野佑弥(北科大), ◎太田佳樹 

  136 CFRTP 製下肢装具ステーの積層構成に関する数値的検討 

○大森翔太(北科大), ◎太田佳樹 

    

 14:40-15:30  材料力学４A 

 司会：谷英聖（室蘭工大）, 吉岡恒輝（室蘭工大） 

   14A1 骨梁形状の定量化と力学特性評価 

○齊藤宏哉(北見工大), ◎河野義樹, ◎佐藤満弘 

  14A2 光弾性法による複合材料の界面はく離進展挙動の評価 

○勝谷亮介(北大), ◎髙橋航圭, ◎藤村奈央, ◎中村孝 

  14A3 高強度鋼における微小疲労き裂の進展・停留特性 

○塚越拓摩(北大), 石原梨沙(北大院), Paras Mehendiratta, ◎藤村奈央(北大), ◎髙橋航圭,  

◎中村孝 

  14A4 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評価 

○三好俊樹(北科大), ◎太田佳樹 

  14A5 中空材平板の近似等価剛性構築に関する数値的検証 

○野原滉平(北科大), ◎太田佳樹 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第２室（Ａ２０１） 

 

 9:10-10:00  機械材料・材料加工１ 

 司会：小野寺雅彦（北科大）, 河井航平（北科大） 

  211 針葉樹を用いた高強度圧縮木材の機械特性とその応用 

○古田雄大(釧路高専), ◎高橋剛, Nguyen Thanh Son, 富樫巌(旭川高専) 

  212 低出力レーザー加工機によるアクリル板の接合に関する研究 

○板谷拓人(苫小牧高専), ◎菅原啓太, ◎池田慎一 

  213 高専における実験実習での 5 軸マシニングセンタの活用に関する研究 

○伊東息吹(苫小牧高専), ◎菅原啓太, ◎池田慎一 

  214 FRP 上への金属溶射皮膜の接合状態観察 

○広和直貴(北科大), 森本翔也, ◎吉田協, ◎見山克己 

215 FRP 上への金属溶射皮膜の塩水噴霧複合サイクル試験 

○種村郁則(北科大), 上杉洋人, ◎吉田協, ◎見山克己 

 

10:10-11:10  機械材料・材料加工２ 

 司会：板谷拓人（苫小牧高専）, 伊東息吹（苫小牧高専） 

  221 ステンレス鋼板の腐食疲労特性の解明と疲労試験機の開発 

○澤谷幸太郎(釧路高専), ◎高橋剛, Nguyen Thanh Son, 石塚和則, 江口陽人 

  222 SUS304 の切削性に及ぼす濡れ性の影響 

○星野啓太(苫小牧高専),  ◎菅原啓太, ◎池田慎一 

  223 亜鉛めっき鋼板とアルミニウム板材の摩擦圧接ろう付 

○植竹亮太(北科大), 菅原悠馬, ◎吉田協, ◎見山克己 

  224 異種材料の抵抗スポット溶接における接合条件と電極形状の影響 

○河井航平(北科大), 秋山昂輝, ◎吉田協, ◎見山克己 

  225 異種材料の抵抗スポット溶接接合体強度における試験条件の影響 

○横田大輝(北科大), 小野寺雅彦, ◎吉田協, ◎見山克己 

  226 異種接合材の機械強度および耐食性向上を目的としたレーザ熱処理技術の開発 

○石井大樹(釧路高専), ◎高橋剛, Nguyen Thanh Son, 木村真晃(兵庫県立大学),  

櫻庭洋平(道総研) , 江口陽人(釧路高専) 

 

 13:30-14:20  機械材料・材料加工３ 

 司会：菅原悠馬,  上杉洋人（北科大） 

  231 Scanning Cyclic Press による軽金属の表面改質における周囲環境の影響 

○福田哲也(北大), ◎中村孝, ◎藤村奈央, ◎髙橋航圭 

 



 

 

  232 アルミニウムの表面処理によるカルシウムスケールの抑制効果 

○綾木啓太(室蘭工大), ◎佐々木大地, ◎境昌宏, ◎藤木裕行 

  233 やすり切削における被削材表面の塑性流動の生成について 

○川瀬絢也(北科大), 小原辰輝, ◎吉田協, ◎見山克己 

  234 やすり切削における耐久試験 －被削材を S25C とした場合－ 

○松井晴輝(北科大), 齋藤壱成, ◎吉田協, ◎見山克己 

  235 やすり切削における耐久試験 －S25C, S35C, S45C および S5C における材料の違いによる

影響－ 

○佐々木綾祐(北科大), 石井秀樹, ◎吉田協, ◎見山克己 

    

 14:40-15:40  材料力学４B 

 司会：相良尚志（北大）, 寺山拓麿（北大） 

  14B1 省合金二相ステンレス鋼の衝撃引張試験 

○八反田貴徳(室蘭工大), ◎藤木裕行 

  14B2 ステアリング積層による複合材の多目的最適化 

○中谷翔太(北大), ◎本田真也, ◎佐々木克彦, ◎武田量 

  14B3 カメラ画像を用いた平板引張試験片のひずみ推定 

○石黒雄基(旭川高専専攻科), ◎堀川紀孝(旭川高専), ◎戸村豊明 

  14B4 非線形構成モデルのパラメーター最適化 

○水沼千尋(北大), ◎佐々木克彦(北大院), ◎本田真也(北大), ◎武田量(北大院) 

  14B5 CAE を適用した肝臓灌流装置における保持装置に関する研究 

○天野優作(北見工大), ◎佐藤満弘, ◎河野義樹 

    14B6 CAE を適用した腎臓灌流装置における保持装置に関する研究 

        ○細川夏来(北見工大), ◎佐藤満弘, ◎河野義樹 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第３室（Ａ２０２） 

 

 9:00-10:00  流体工学１ 

 司会：野口昂平（北見工大）, 松原慎人（北見工大） 

  311 タイミングベルトを使用した後流発生装置の製作および流動解析に関する研究 

○上野聖弥(苫小牧高専), ◎小薮栄太郎, ◎見藤歩, ◎蘇武栄治 

  312 タイミングベルトを使用した後流発生装置の製作および境界層計測に関する研究 

○福田将真(苫小牧高専), 泉鴻, ◎小薮栄太郎, ◎見藤歩, ◎蘇武栄治 

  313 プラズマアクチュエータを用いた振動翼周り流れの制御に関する実験的研究 

○黒木佳允(北科大), 今江優喜, 曽我遼太郎, ◎松田寿 

  314 プラズマアクチュエータを用いた車両周り流れの制御に関する実験的研究 

○村上泰規(北科大), 大平翔, ◎松田寿 

315 断面形状の異なる二次元物体の後流における乱流特性 

○鈴木克哉(北見工大), 松島蒼(北見工大院), ◎松村昌典(北見工大) 

  316 周期的擾乱を与えた水平二平板後流の乱流特性に関する研究 

○吉見萌子(北見工大), 三上凌典(北見工大院), ◎松村昌典(北見工大)  

 

 10:10-11:10  流体工学２ 

 司会：北林真（室蘭工大）, 伊藤慎（室蘭工大） 

  321 小型ハイドロタービンまわりの CFD 解析 

○本間貫太(苫小牧高専), ◎小薮栄太郎, ◎見藤歩, ◎蘇武栄治 

  322 マグナス効果を利用した回転円柱周りの CFD 解析 

○山本彰(苫小牧高専), ◎小薮栄太郎, ◎見藤歩, ◎蘇武栄治 

  323 インライン振動する矩形柱まわりの渦形成 

○澤路智弘(北見工大), ◎高井和紀, ◎羽二生博之 

  324 渦放出特性から考えるツイストサボニウス風車の性能 

○芦田俊樹(北大), 小野義道(北大院), 甲山雄一朗, ◎朴炫珍(北大), ◎田坂裕司,  

◎村井祐一 

  325 振動翼周り流れの数値計算 

○安部匠郎(北科大), 田原雅也, 古瀬日和, ◎松田寿 

  326 住宅換気用サイクロン式給気フードにおける排気口形状の最適設計 

○日下広平(北見工大), ◎松村昌典 

 

 

 

 



 

 

 13:30-14:30  流体工学３ 

 司会：鈴木克哉（北見工大）, 吉見萌子（北見工大） 

  331 低温側熱源温度の変更による氷点下冷熱回収用水素吸蔵合金ヒートポンプの昇温効果の 

検証 

○北林真(室蘭工大), ◎大石義彦, ◎河合秀樹, 山本駿悟 

  332 レーザー顕微鏡を用いた高クロム鋳鉄におけるスラグ除去後の凝固過程観察 

○伊藤慎(室蘭工大), ◎河合秀樹, ◎大石義彦, ◎芳賀大奏 

  333 生体組織における光学特性値算出のための光伝播モデル 

○上野萌黄(北大), ◎藤井宏之, ◎小林一道, ◎渡部正夫 

  334 蒸気分子の蒸発に及ぼす非凝縮性気体の影響に関する数値解析 

○伊藤洋輔(北大), ◎小林一道, ◎藤井宏之, ◎渡部正夫 

  335 赤外線で誘起される水の蒸発に関する数値計算                                                                                        

○平松希隆(北大), 田部広風海, ◎小林一道, ◎藤井宏之, ◎渡部正夫, ◎戸谷剛 

  336 局所壁面加熱による管内乱流パフ内の渦構造変調 

○金田大希(北大), 中村幸太郎(北大院), ◎朴炫珍(北大), ◎田坂裕司, ◎村井祐一 

    

 14:40-15:40  流体工学４A 

  司会：澤路智弘（北見工大）, 日下広平（北見工大） 

  34A1 Taylor-Couette 流れで水エマルジョン化した菜種油の超音波減衰の評価 

○笹山大地(室蘭工大), ◎大石義彦, ◎河合秀樹, ◎木倉宏成(東工大) 

  34A2 液滴衝突直後の液膜の挙動 

○安達隆之介(北大), ◎渡部正夫, ◎藤井宏之, ◎小林一道 

  34A3 1MHz 集束超音波を用いた液体霧化現象の観察 

○文梨涼(北大), ◎小林一道, ◎藤井宏之, ◎渡部正夫 

  34A4 気流によって加速された液滴の固体表面への衝突                                                                                        

○渡部峻佑(北大), ◎渡部正夫, ◎藤井宏之, ◎小林一道 

  34A5 PIV(画像粒子流速計）システムの開発 

○髙橋龍太(北科大), 平野史尚, ◎松田寿 

  34A6 風車翼の先端たわみに関する画像計測手法の開発 

○関川徹朗(北科大), ◎松田寿 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第４室（Ａ２０３） 

 

 9:10-10:00  機械要素・トライボロジー・設計・生産管理１ 

 司会：植竹亮太（北科大）, 森本翔也（北科大） 

  1011 トラクションドライブの転がり疲労強度評価（損傷起点深さの影響） 

○村井翔(室蘭工大), 人見祐輝, 中澤建介(室蘭工大院), 井上滉希, ◎成田幸仁(室蘭工大),  

◎風間俊治 

  1012 X 線 CT を利用した各種鋳造品の品質評価 

○遠藤健人(室蘭工大), ◎清水一道(室蘭工大院), 楠本賢太, 鈴木淳 

  1013 高クロム系多合金白鋳鉄のエロージョン摩耗特性に及ぼすボロン添加の影響 

○作見智之(室蘭工大) , ◎清水一道(室蘭工大院), 楠本賢太, 鈴木淳 

  1014 油圧ピストンポンプの斜板の振動計測実験  

○田中吉騎(室蘭工大), 芳賀俊希, ◎風間俊治, ◎成田幸仁, ◎寺本孝司 

  1015 高クロム系多合金白鋳鉄の高温エロージョン摩耗特性 

○堂ヶ澤直生(室蘭工大) , ◎清水一道(室蘭工大院), 楠本賢太, 鈴木淳 

 

10:10-10:50  熱工学１ 

  司会：米田太朗（北大）, 菅野朋輝（北大） 

  411 スケールモデル実験による PEFC ガス拡散層内液滴挙動に及ぼす濡れ性影響観察 

○有澤慧紀(北大), ◎田部豊, ◎近久武美 

  412 固体高分子形燃料電池の温度上昇を伴う氷点下起動特性 

○平井賢(北大), ◎田部豊, ◎近久武美 

  413 PEFC の高電流密度・非フラッディング条件における酸素輸送抵抗増加メカニズム 

○三ツ橋政也(北大), ◎田部豊, ◎近久武美 

  414 カーボン担体による PEFC 触媒層内の酸素輸送抵抗比較 

○壁谷将生(北大), ◎田部豊, ◎近久武美 

     

 13:30-14:10  熱工学２ 

 司会：有澤慧紀（北大）, 平井賢（北大） 

  421 グラフェンを用いた固体高分子形燃料電池触媒層の性能評価 

○矢田渓佑(北大), ◎田部豊, ◎近久武美 

  422 レドックスフロー電池の高効率化のための電極構造と電解液流動条件 

○佐藤亘(北大), ◎田部豊, ◎近久武美 

  423 近赤外光を用いた生体組織中の水分の移動および凍結過程の解明 

○米田太朗(北大), ◎山田雅彦(北大院), ◎黒田明慈, ◎戸谷剛 

 



 

 

  424 OpenFOAM を用いた乱流熱伝達の直接数値シミュレーション 

○菅野朋輝(北大), ◎黒田明慈(北大院), ◎山田雅彦, ◎戸谷剛 

   

 14:40-15:50  流体工学４B 

 司会：黒木佳允（北科大）, 村上泰規（北科大） 

  34B1 縮流された乱流場の特性 

○楠本和仙(北見工大), ◎松村昌典 

  34B2 大気拡散風洞を用いた蛇行プルーム内部のライン画像計測による濃度変動特性の評価     

－観測時間の濃度特性量への影響について－ 

○菅原千生(釧路高専), ◎小杉淳 

  34B3 超音波パルスエコグラフィーによる気液二相チャネル流の高時間分解計測 

○赤坂信太郎 (北大), 人見純平(北大院), 澤田航希, ◎朴炫珍(北大), ◎田坂裕司,  

◎村井祐一 

  34B4 乱流パフ生成過程のラグランジュ追跡計測 

○高木真也(北大), 中村幸太郎(北大院), ◎朴炫珍(北大), ◎田坂裕司, ◎村井祐一 

   34B5 完全はく離形矩形柱に発現するインライン流力振動の制御 

○野口昂平(北見工大), ◎高井和紀, ◎羽二生博之 

  34B6 流れのパッシブ制御によるウェークギャロッピングの振動特性 

○松原慎人(北見工大), ◎高井和紀, ◎羽二生博之 

  34B7 ディープラーニングを用いた数値解析手法の検討 

○岡崎大河(旭川高専), ◎石向桂一 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第５室（Ａ１０２） 

 

 9:10-10:00  燃焼工学・内燃機関１ 

 司会：朝比奈陽里（北大）,  山本賢（北大） 

  511 アンモニア拡散バーナー火炎における保炎/消炎機構の数値解析 

○大江真央(北大), ◎寺島洋史(北大院), 高橋裕介, 大島伸行 

  512 アンモニアと天然ガスの乱流火炎伝播限界に関する研究 

○橋本玄弥(北大), Khalid Hadi, 市村涼, Xia Yu, ◎橋本望, ◎藤田修 

  513 厚みのある電線被覆上の下方向燃え拡がりと消炎特性に関する研究 

○蝋山大樹(北大), 金野佑亮, ◎橋本望, ◎藤田修 

  514 直交噴流によるダクト内火炎伝播構造の変化 

○万浪義史(北大), ◎寺島洋史(北大院), 高橋裕介, 大島伸行 

  515 バイオガス-廃油バイオディーゼル燃料によるデュアルフューエルモードが燃焼特性へ 

与える影響 

○小川大智(室蘭工大), Rio Arinedo Sembiring(室蘭工大院), Riky Stepanus Situmorang,  

◎大石義彦(室蘭工大), ◎河合秀樹 

    

 10:10-11:00  燃焼工学・内燃機関２ 

 司会：大江真央（北大）, 橋本玄弥（北大） 

  521 軽油サロゲート燃料液滴の蒸発特性に関する研究 

○富樫和悠(北大), 内藤雄心, ◎橋本望, 菅沼祐介(日本大学), 野村浩司, ◎藤田修(北大) 

  522 円管内に封入した NH3-Air 混合気の下方伝播火炎の観察                       

○角川新(北大), 小山陽一郎, ◎橋本望, ◎藤田修 

  523 不安定振動現象を伴う管内下方伝播火炎の CH ラジカル自発光の実験的観察                       

○金森拓(北大), 小山陽一郎, ◎橋本望, ◎藤田修 

  524 微小重力下におけるポリエチレン被覆電線燃え広がり現象の数値解析シミュレーション 

○朝比奈陽里(北大), ◎橋本望, ◎藤田修 

  525 非理想熱・輸送物性を考慮した超臨界圧燃焼流れシミュレーション 

○山本賢(北大), ◎寺島洋史(北大院), 高橋裕介, 大島伸行 

      

 13:30-14:30  航空宇宙工学１ 

 司会：佐々木海詩（北大）, 髙澤秀人（北大） 

  911 酸化剤に亜酸化窒素を用いたハイブリッドロケットの燃料後退速度に関する研究 

○伊藤聖司(北大), Tor Viscor, Kemps Landon, 櫻井和人, 井上卓, 池田華子, 内山絵里香,  

吉丸利, ◎永田晴紀, 脇田督司 

 



 

 

  912 亜酸化窒素を用いた端面燃焼式ハイブリッドロケットの燃料後退速度特性 

○奥田椋太(北大), 津地歩, 奥谷勇士, 君野正弥, 小水弘大, 押見灯里, ◎永田晴紀,  

脇田督司 

  913 アブレータ材料によるハイブリッドロケットノズル浸食の抑制に関する研究 

○奥田晃崇(北大), Tor Viscor, Kemps Landon, 櫻井和人, 井上卓, 池田華子, 内山絵里香,  

吉丸利, ◎永田晴紀, 脇田督司 

  914 グラファイト製後方燃焼室がハイブリッドロケットの燃焼効率に与える影響 

○影山理沙(北大), Tor Viscor, Kemps Landon, 櫻井和人, 井上卓, 池田華子, 内山絵里香,  

吉丸利, ◎永田晴紀, 脇田督司 

  915 衛星全体の熱容量を用いる熱設計方針の適用範囲拡大に関する検証 

○太田創(北大), 神谷朋兆(北大院), ◎戸谷剛, ◎黒田明慈, ◎山田雅彦 

  916 キックモータを搭載した超小型宇宙機の熱設計 

○田端健一(北大), 松島浩平(北大院), ◎戸谷剛, ◎黒田明慈, ◎山田雅彦 

    

 14:40-15:40  航空宇宙工学２ 

 司会：伊藤聖司（北大）, 奥田椋太（北大） 

  921 亜酸化窒素を酸化剤とした微少ポート燃料の安定燃焼特性に関する研究 

○深田真衣(北大), 津地歩, 奥谷勇士, 君野正弥, 小水弘大, 押見灯里, ◎永田晴紀,  

脇田督司 

  922  端面燃焼式ハイブリッドロケットの推力制御特性に関する研究 

○山田藍(北大), 齋藤勇士, 津地歩, 奥谷勇士, 君野正弥, 小水弘大, 押見灯里, ◎永田晴紀,  

脇田督司 

   923 浅底水槽を用いた圧縮性流れの再現 

○谷口智義(旭川高専), ◎石向桂一 

  924 火星探査パラフォイルの空力特性 

○石田国宏(北大), ◎高橋裕介(北大院), 寺島洋史, 大島伸行 

  925 DES による遷音速強制振動翼の空力解析 

○佐々木海詩(北大), ◎寺島洋史, (北大院), 高橋裕介, 大島伸行 

  926 アーク加熱風洞における通信ブラックアウト 

○髙澤秀人(北大), ◎高橋裕介(北大院), 寺島洋史, 大島伸行 

 

 

 

 

 



 

 

第６室（Ａ２０４） 

 

 9:20-10:00  エネルギー・環境１ 

 司会：相馬奨（北見工大）, 柴正輝（北見工大） 

  611 バイオマス燃焼灰の有効利用を目指す新たな固形燃料製造に関する研究 

○新保美玖(釧路高専), ◎川村淳浩 

  612 植物工場向けエネルギー管理システム(FEMS)の要素技術に関する研究 

○押野見貴晶(釧路高専), 奥村昇, ◎川村淳浩 

  613 ガスハイドレート発電システムにおける熱サイクル運転の基礎研究 

○知念大悟(北見工大), ◎小原伸哉, 植村勇太, 川崎利敬 

  614 植物のエネルギー効率における寒冷地用植物工場の採算性の検討 

○依藤涼太(北見工大), ◎小原伸哉        

 

 10:10-10:50  エネルギー・環境２ 

 司会：新保美玖（釧路高専）, 押野見貴晶（釧路高専） 

  621 不凍液を添加した水酸化ナトリウム水溶液の電気分解特性について 

○春原もも(北科大短期大学部), ◎金子友海, 城戸章宏 

  622 色情報を付加したオジロワシ識別システムの開発 

○山田健人(北大), 能登大輔(北大院), ◎朴炫珍(北大), ◎田坂裕司, ◎村井祐一 

  623 Ni-CNO 触媒を用いた PEM 形水電解槽の性能評価 

○相馬奨(北見工大),  ◎小原伸哉, 宮越昭彦(旭川高専), 小寺史浩 

  624 SOFC とガス発電の負荷追従性評価と比較 

○柴正輝(北見工大), ◎小原伸哉 

    

 13:30-14:20  機械力学・ロボティクス３A 

 司会：尾崎広崇（北見工大）, 小山裕輝（北見工大） 

  73A1 歩行時における装具ステーの変形に関する実験的検討 

○登坂岳史(北科大), ◎太田佳樹 

  73A2 衝撃応答低減のためのストッパー形状の検討 

○横山翔一(室蘭工大), ◎松本大樹 

  73A3 プリプレグパッチを用いて成形された FRP 平板の材料特性評価 

○向中野涼(北科大), ◎太田佳樹 

  73A4 IoC に向けた清掃ロボットの自律化に関する研究 

○松本尚也(北科大), ◎竹澤聡 

  73A5 清掃性能向上のためのロボットアームの研究 

○横井皓多(北科大), ◎竹澤聡 



 

 

 14:40-15:30  機械力学，ロボティクス４A 

 司会：菅原想太（北科大）, 大芦優生（北科大） 

  74A1 IoT を導入した農作業軽減システムの開発に向けた実験的研究                  

○鳥羽広夢(北科大), ◎竹澤聡 

  74A2 インバータおよびジップチェーンアクチュエータを用いた車いすの車載積み込みに関する

研究 

○加口真(北科大), ◎竹澤聡 

  74A3 人の代替作業を目的とするマニュピレータに関する研究                  

○山本繁行(北科大), ◎竹澤聡 

  74A4 管路内走行用ロボットの小型化機構設計に関する検討 

○三上隼平(室蘭工大), ◎水上雅人, 花島直彦, 藤平祥孝 

  74A5 地域高齢者の運動機能評価指標に関する特徴量の多変量解析 

○久保慶(室蘭工大), ◎花島直彦, 水上雅人, 藤平祥孝 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第７室（Ａ２０６） 

 

 9:10-10:00  機械力学，ロボティクス１ 

 司会：長谷隆功（室蘭工大）, 横沢裕哉（室蘭工大） 

  711 DNN を用いた画像認識による植物種判別法の開発 

○尾崎広崇(北見工大), ◎星野洋平, ◎楊亮亮, ◎曹贏 

  712 仔牛状態監視 AI の基礎研究 

○小山裕輝(北見工大), ◎星野洋平, ◎楊亮亮, ◎曹贏 

  713 遠隔操縦・自律制御試験用小型トラクターの構築と GPS 自動操舵軌跡記録と軌道復元 

○中山慎也(北見工大), ◎楊亮亮, ◎星野洋平, ◎曹贏 

  714 深層学習を用いた画像認識によるロボット動作の検証 

○天池巧(北科大), ◎竹澤聡 

  715 ROS を使用した画像処理の作業効率向上に関する実験的研究 

○前川拓摩(北科大), ◎竹澤聡 

 

 10:10-11:10  機械力学，ロボティクス２ 

  司会： 中根遊（北見工大）, 辻蒼星（北見工大） 

  721 プリプレグパッチを用いて成形された FRP 平板の自由振動解析 

○菅原想太(北科大), ◎太田佳樹 

  722 点支持された片持 FRP 平板の自由振動解析 

○大芦優生(北科大), ◎太田佳樹 

  723 ３D プリンターで作成された CFRTP 板の自由振動特性に関する実験的検討 

○国京拓矢(北科大), ◎太田佳樹 

  724 ブームスプレーヤのための左右独立ロール振動免振装置によるブーム高さ制御 

○湯口香烈(北見工大), ◎星野洋平, ◎楊亮亮, ◎曹贏 

  725 CFRP ブームスプレイヤーの振動最適化 

○玉木覚(北大), ◎本田真也, ◎佐々木克彦, ◎武田量 

  726 電着樹脂含浸法により作成した曲線繊維複合材の振動特性 

○橋本直暉(北大) , ◎本田真也, ◎佐々木克彦, ◎武田量 

    

 13:30-14:30  機械力学，ロボティクス３B 

 司会：天池巧（北科大）, 前川拓摩（北科大） 

  73B1 ROS とマイコンを連動させたロボットシステム設計に関する研究 

○林捷真(北科大), ◎竹澤聡 

  73B2 レゴロボットの制御理論と動作検証に関する研究 

○興膳尚也(北科大), ◎竹澤聡 



 

 

  73B3 ロボットの腕関節部における動作トレースの研究 

○外館剛(北科大), ◎竹澤聡 

  73B4 傾斜のある地面における二重螺旋移動ロボットの安定歩行動作に関する研究 

○長谷隆功(室蘭工大), ◎花島直彦, 水上雅人, 藤平祥孝 

  73B5 二重螺旋移動ロボットにおけるねじ駆動式グリッパの開発 

○横沢裕哉(室蘭工大), ◎花島直彦, 水上雅人, 藤平祥孝 

  73B6 電動運搬装置(バッテリートラック)のシステム解析と制御系設計 

○田中拓也(北見工大), ◎星野洋平, ◎曹贏, ◎楊亮亮 

 

 14:40-15:30  機械力学，ロボティクス４B 

司会：玉木覚（北大）, 橋本直暉（北大） 

  74B1 スリット構造の方向と密度が二層構造流体指の把持性能へ与える影響の検証 

○高橋尚弘(室蘭工大), ◎藤平祥孝, 花島直彦, 水上雅人 

  74B2 軟体指の変形による接触面積の変化に着目した把持耐力の解析 

○楊延峰(室蘭工大), ◎藤平祥孝, 花島直彦, 水上雅人 

  74B3 かぼちゃ自動収穫機の実現に向けた基礎研究 

○石黒皓幹(北見工大), ◎楊亮亮, ◎星野洋平, ◎曹贏 

  74B4 カボチャの表皮除去装置の完全自動化に向けた自動チャッキング装置の開発 

○中根遊(北見工大), ◎星野洋平, ◎楊亮亮, ◎曹贏 

  74B5 カボチャの表皮除去装置の製品化に向けた電装系の高信頼化 

○辻蒼星(北見工大), ◎星野洋平, ◎楊亮亮, ◎曹贏 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第８室（Ａ１０４） 

 

 9:10-10:00  計測工学，制御工学, 生体工学１ 

 司会：渡邉香歩（苫小牧高専）, ﾀﾞﾐｱﾝ ﾒﾘﾝ ｹﾋﾞﾝ（苫小牧高専） 

  811 X 線回折による再石灰化骨の力学挙動計測 

○遠藤隆平(北大), Lei Zhao(JSPS・北大), ◎山田悟史(北大), ◎東藤正浩 

  812 ウシ大腿骨皮質骨における HAp 結晶ひずみ特性の異方性 

○川崎佑太(北大), ◎山田悟史, ◎東藤正浩, 但野茂(函館高専) 

  813 海綿骨構造の骨梁分岐特性解析 

○鈴木雄貴(北大), ◎山田悟史, ◎東藤正浩, 但野茂(函館高専) 

  814 付加製造法による格子構造インプラントの圧縮破壊挙動分析 

○長澤一(北大), Siti Hidayatul Aqmar Binti Zakaria(北大院), 鈴木逸人(道総研),  

◎山田悟史(北大), ◎東藤正浩 

  815 レーザー加振/計測を用いたタイル・コンクリート構造のヘルスモニタリング 

○佐々木源明(北大), 鈴木健吾, 齊藤亮介(清水建設), ◎梶原逸朗(北大) 

    

 10:10-11:00  計測工学，制御工学, 生体工学２ 

 司会：池田賢次郎（釧路高専）, 川口海（釧路高専） 

  821 自己拡張ステントの拡張力への構成材料の影響 

○嘉陽侑人(北大), ◎佐々木克彦(北大院), ◎武田量, ◎本田真也(北大)  

  822 ウェアラブルセンサによる歩行特徴分析 

○加藤創(北大), ◎山田悟史, ◎東藤正浩 

  823 解離を有する大動脈の血流解析 

○佐藤史弥(北大), ◎佐々木克彦(北大院), ◎武田量, ◎本田真也(北大)  

  824 CFD 技術を用いた血栓形成に関する基礎研究 

○渡邉香歩(苫小牧高専), ◎見藤歩, ◎小薮栄太郎, ◎蘇武栄治 

  825 人工心臓用円錐形 JELLYFISH 弁の試作 

○ﾀﾞﾐｱﾝ ﾒﾘﾝ ｹﾋﾞﾝ(苫小牧高専), ◎見藤歩, ◎小薮栄太郎, ◎蘇武栄治  

 

 13:30-14:30  計測工学，制御工学, 生体工学３ 

 司会：遠藤隆平（北大）, 川崎佑太（北大） 

  831 制御対象のモデルを用いない機械学習に基づく振動制御 

○松岡巧明(北大), 米沢平成, 本田真也, ◎梶原逸朗 

  832 アクチュエータの不確かさを補償した任意構造物の振動制御 

○米沢安成(北大), 米沢平成, ◎梶原逸朗 

 



 

 

  833 オンライン最適化を用いたディーゼルエンジン NOx 排出量とコストの制御 

○舛田有哉(北大), 三輪柚里江, 塙哲史(いすゞ自動車), 佐藤淳一, 花村良文,  

石塚真一(サイバネットシステム), ◎梶原逸朗(北大) 

  834 DNN を用いた 2D イメージベース動作解析システムによる人体関節の 3D ポジション検出 

○佐々木亮輔(北見工大), ◎星野洋平, ◎楊亮亮, ◎曹贏, ◎鈴木聡一郎 

    835 大腿義足装着者の歩容安定化に向けた固定/伸展膝継手の膝関節ブレーキ系の性能評価 

○西谷将平(北見工大), ◎星野洋平, ◎曹贏, ◎楊亮亮, ◎鈴木聡一郎 

  836 回転型除振装置(Active Wheel Damper, AWD)による除振装置アレイの構築と 

ブームスプレーヤの除振性能評価 

○石崎衛(北見工大), ◎星野洋平, ◎楊亮亮, ◎曹贏 

    

 14:40-15:30  計測工学，制御工学, 生体工学４＋その他１ 

司会：佐々木亮輔（北見工大）, 西谷将平（北見工大） 

  1111 HUS 塔時計の自動制御に関する調査研究 

○井崎和馬(北科大), ◎竹澤聡 

（休憩） 

  841 3DCAD モデルマッチング手法による世界トップレベルアルペンスキー選手のスキル解析 

○飯島康介(北見工大), ◎星野洋平, ◎曹贏, ◎楊亮亮, ◎鈴木聡一郎 

  842 生体医用光学に基づく可搬型医療計測システムの開発 

○池田賢次郎(釧路高専), ◎前田貴章 

  843 皮膚科学的知見に基づく病態皮膚の色彩・画像再現                                   

○川口海(釧路高専), ◎前田貴章 

  844 皮膚光学モデルを用いた肌画像再構成と色彩評価                                    

○酒井柚季(釧路高専), ◎前田貴章 


