
日本機械学会北海道学生会

第47回　学生員卒業研究発表講演会

講演プログラム
No.182-1

会場：北海道大学　工学部
開催日：　平成30年3月5日（月）
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日本機械学会北海道学生会 
第47回学生員卒業研究発表会 

開催日： 2018年3月5日（月） 

会場： 北海道大学工学部（札幌市北区北13条西8丁目） 

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 Presentation Award表彰式） 

参加費： 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） 

講演論文集： 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． 

特別講演： 「折紙工学の最前線、北海道から世界へ」 
　繁富（栗林） 香織 氏  

北海道大学新渡戸スクール特任准教授， 
日本機械学会LAJ（女性エンジニア交流会）委員，北海道交流会幹事 
（室蘭工業大学機械システム工学科卒、北海道大学情報科学研究科修士課程修
了、オックスフォード大学博士課程修了）

表彰： 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．
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会場案内図

工学部１F会場

工学部２F会場
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時間 第1室（B11） 第2室（B12） 第3室（B３１） 第4室（B32） 第5室（C214） 第6室（C213） 第7室（C212） 第8室（C209）

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 熱工学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
航空宇宙工学1 エネルギー・環境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
航空宇宙工学2 エネルギー・環境2

11:20-12:20

12：30-12：50

13：00-13：20

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 燃焼工学・内燃機関１ 機械力学・ロボティクス3
計測工学・制御工学

・生体工学3

機械要素・トライボロジー

・設計・生産管理
機械材料・材料加工５

14：40-15：40 材料力学４ 機械材料・材料加工４ 流体工学・流体機械４ 燃焼工学・内燃機関２ 機械力学・ロボティクス4
計測工学・制御工学

・生体工学4
その他

16：00-17：00

特別講演　「折紙工学の最前線、北海道から世界へ」，講師： 繁富（栗林）香織 氏

北海道大学新渡戸スクール特任准教授，

日本機械学会LAJ（女性エンジニア交流会）委員、北海道交流会幹事

会場：　オープンホール

北海道学生会第二回運営委員会（運営委員のみ）

会場：A1-70（運営員控室）

下半期北海道学生会総会（誰でも参加可）

会場：B11

懇親会およびBPA表彰式

会場：北海道大学　北部生協

北海道学⽣会 第47回学⽣員卒業研究発表講演会 タイムテーブル
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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前者と同じです．

第１室（B11） 

9：00-10：00 材料⼒学１  
司会： ⾼橋 優輔（北科⼤），蓮本 翔（北⾒⼯⼤） 
101 熱可塑性樹脂 FRP 材料の弾性特性に関する実験的検討

○満保 彰太（北科⼤），◎太⽥ 佳樹
102 FRP 製シットスキーバケットシート開発に関する基礎研究

○⼩林 直史（北科⼤），◎太⽥ 佳樹
103 AZ31 マグネシウム合⾦の引張負荷中の延性損傷評価

○川村 拡夢（北⾒⼯⼤），本間 与主愛，◎吉⽥ 裕，◎柴野 純⼀
104 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 −不純物濃

度の影響−
○⻄尾 ⼀輝（北⾒⼯⼤ ），◎佐藤 満弘，◎河野 義樹

105 ⾮線形構成⽅程式の最適パラメータ推定法
○⼩関 美季（北⼤），◎佐々⽊ 克彦 ，◎本⽥ 真也，◎武⽥ 量 ，◎李 美⿓

106 形状記憶合⾦の相変化潜熱蓄熱
○浅野 謙進（北⼤），◎加藤 博之

10：10-11：10 材料⼒学 2 
司会： 満保 彰太（北科⼤），⼩関 美季（北⼤）， 
107 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

○⾼橋 優輔（北科⼤），◎太⽥ 佳樹
108 透過回折Ｘ線を⽤いた極薄板材内部の応⼒評価法の検討

○蓮本 翔（北⾒⼯⼤），平⽥ 智之，⻄川 真弘，本間 与主愛，吉⽥ 裕，◎柴野 純⼀
109 イメージベース結晶塑性解析を⽤いたαTi の変形機構調査

○井上 貴弘（北⾒⼯⼤），◎河野 義樹，◎佐藤 満弘
110 スキーブーツの滑降時における時刻歴応答解析

○⽥邊 友規 （北⾒⼯⼤），◎佐藤 満弘，◎河野 義樹
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111 粘着テープのはく離におけるぬれ性の効果
○笹⽊ 達弥（北⼤），◎中村  孝 ，◎⾼橋  航圭， ◎藤村  奈央

112 ミニチュア試験⽚の引っ張り-押し込み試験
○清⽔ 友太（北⼤），⾼橋 諒太郎，◎加藤 博之

13：30-14：30 材料⼒学 3  
司会： 久々津 諒平（北⼤），⼤⽯ 駿介（旭川⾼専） 
113 筒状殻構造物のための FEM 構造解析プログラムの開発

○畑中 敬太（北科⼤），◎太⽥ 佳樹
114 AZ31 マグネシウム合⾦の曲げ試験による内部損傷評価

○⼩倉 幹⽮（北⾒⼯⼤），寺林 賢吾，◎吉⽥ 裕，◎柴野 純⼀
115 CAE を適⽤したスキーブーツの設計に関する研究ーステルステックの装着効果ー

○Siti Nadia Binti Aun（北⾒⼯⼤），◎佐藤 満弘，◎河野 義樹
116 CAE を適⽤した臓器灌流装置の設計

○吉⽥ 舜弥（北⾒⼯⼤），◎佐藤 満弘，◎河野 義樹
117 ⾁厚球状⿊鉛鋳鉄の冷却速度制御した組織の疲労強度特性

○松永 直⼈（室蘭⼯⼤），◎清⽔ ⼀道，船曳 崇史，楠本 賢太，鈴⽊ 淳
118 形状記憶合⾦バネの変形解析

〇鈴⽊ 和（北⼤），◎加藤 博之

14：40-15：40 材料⼒学 4  
司会： 畑中 敬太（北科⼤），⼩倉 幹⽮（北⾒⼯⼤） 
119 ダブルスキン平板の近似等価剛性の構築に関する研究

○⽊村 太輝（北科⼤），◎太⽥ 佳樹

120 超⾳波顕微鏡を⽤いたホールドリリング法の検討
○⽴⽯ 優河（北⾒⼯⼤），仙⽥ 和也，平良⽊ 稜真，⼤森 誠⼀ ，吉⽥ 裕，◎柴野 純⼀

121 SUS316 ステンレス鋼の転位密度解析による延性損傷評価法の検討
○林 拓未（北⾒⼯⼤），◎吉⽥ 裕 ，◎柴野 純⼀ ，徳⽥ 奨，菖蒲 敬久（原⼦⼒機構，Ｊ
ＡＥＡ），城 鮎美（量研機構，ＱＳＴ）

122 脊椎の 3D モデリングと変形解析
○⼤野 宗純（北⾒⼯⼤），◎河野 義樹，◎佐藤 満弘

123 ステンレス円管の繰り返し引張圧縮ひずみ付与試験装置の製作
○⼤⽯ 駿介（旭川⾼専），◎堀川 紀孝

124 個別要素法による粒⼦集合体の変形解析
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○久々津 諒平（北⼤），◎加藤 博之 

第２室（B12） 

9：00-10：00 機械材料・材料加⼯１ 
司会： 宮澤 知嵩（北科⼤），清⽔ 尚毅（北科⼤） 
201 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耐久試験） 

○伊藤 慎吾（北科⼤），⽵⽥ 耀平 ，◎吉⽥ 協 ，◎⾒⼭ 克⼰ 

202 やすりの切削抵抗と⼯具摩耗の関係（被削材の変化がおよぼす影響） 

○佐藤 克彦（北科⼤），⼤野 純平，◎吉⽥ 協 ，◎⾒⼭ 克⼰ 

203 銅管の蟻の巣状腐⾷に及ぼすリン含有量の影響 

○橘 裕之（室蘭⼯⼤），◎境 昌宏 

204 腐⾷合成法を⽤いた Y3Al5O12 の作製 

○⼭影 修平（室蘭⼯⼤），◎佐々⽊ ⼤地 ，◎藤⽊ 裕⾏ 

205 SUS304 の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 

206 相変化樹脂材料を⽤いた複合材料の強度特性に関する研究 

○鈴⽊ 涼平（釧路⾼専），福地 孝平 ，◎⾼橋 剛 ，江⼝ 陽⼈，佐々⽊ 克彦（北⼤），
冨沢 祐介 

 

10：10-11：10 機械材料・材料加⼯ 2 
司会： 橘 裕之（室蘭⼯⼤），⼭影 修平（室蘭⼯⼤） 
207 レーザー焼結⾦属材料の耐⾷性向上を⽬的とした選択無電解めっき 

○宮澤 知嵩（北科⼤），薄井 陵 ，◎⾒⼭ 克⼰ ，◎吉⽥ 協 

208 ⾃動⾞⽤亜鉛めっき鋼板とアルミニウム板材のスポット溶接 

○清⽔ 尚毅（北科⼤），森下 真，◎⾒⼭ 克⼰，◎吉⽥ 協 

209 ⾃動⾞鋳物部品の湯流れ・凝固シミュレーション 

○三屋 駿⼈（室蘭⼯⼤），◎清⽔ ⼀道，船曳 崇史，楠本 賢太，鈴⽊ 淳 

210 共焦点レーザー顕微鏡を⽤いた再溶融⾦属の凝固過程における組織形成の可視化 

○芳賀 ⼤泰（室蘭⼯⼤），◎⼤⽯ 義彦，◎河合 秀樹，楠本 賢太，清⽔ ⼀道 

211 チタン合⾦の切削に及ぼすオレイン酸の影響 

○鈴⽊ 寿弥（苫⼩牧⾼専），星野 啓太，◎池⽥ 慎⼀ 

212 FCC 双結晶における粒界⾯回転挙動の分⼦動⼒学シミュレーション 

○和⽥ 浩毅（旭川⾼専），◎千葉 良⼀ 
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13：30-14：30 機械材料・材料加⼯ 3 
司会： 川⽥ 幹也（北科⼤），吉⽥ 徹（室蘭⼯⼤） 
213 マルエージング鋼粉末積層造形材の⾦属組織に及ぼすレーザ照射条件の影響

○本多 優介（北科⼤），◎⾒⼭ 克⼰，◎吉⽥ 協，⼾⽻ 篤也（道総研），鈴⽊ 逸⼈
214 サーモグラフィによる材料内部きず⾮破壊検査，○奥村 瑞記（北科⼤）

◎⾒⼭ 克⼰，◎吉⽥ 協
215 CFRP とアルミニウムとのガルバニック腐⾷に及ぼす CFRP/Al ⾯積⽐の影響

○⽚⼭ ⼤樹（室蘭⼯⼤），◎境 昌宏
216 プラズマ照射した超硬⼯具による S45C 丸棒の切削

○畑⼭ 佳祐（苫⼩牧⾼専），星野 啓太，◎池⽥ 慎⼀
217 組⽴式レーザー加⼯機の性能

○平⽥ 拓⺒（苫⼩牧⾼専），星野 啓太 ，◎池⽥ 慎⼀
218 球状⿊鉛鋳鉄の⾮破壊組織評価に向けた電磁プローブの製作

○伊藤 駿太（旭川⾼専），◎堀川 紀孝

14：40-15：40 機械材料・材料加⼯ 4 
司会： 平⽥ 拓⺒（苫⼩牧⾼専），伊藤 駿太（旭川⾼専） 
219 ステンレス鋼を⽤いた⾦属粉末積層造形物の内部空隙に及ぼすレーザ照射条件の影響

○川⽥ 幹也（北科⼤），◎⾒⼭ 克⼰，◎吉⽥ 協，⼾⽻ 篤也（道総研），鈴⽊ 逸⼈
220 定電位保持試験を⽤いた⼈⼯淡⽔中での銅の孔⾷再現試験

○吉⽥ 徹（室蘭⼯⼤），◎境 昌宏
221 多合⾦⽩鋳鉄の⾼温エロージョン摩耗特性に及ぼす Ni, Co の効果

○⼭⼝ 瑠⽃（室蘭⼯⼤），◎清⽔ ⼀道，楠本 賢太，鈴⽊ 淳
222 分極抵抗曲線を⽤いた電極で起こる⽔素発⽣反応の解析

○種市 俊樹（室蘭⼯⼤），◎佐々⽊ ⼤地，◎藤⽊ 裕⾏
223 5 軸マシニングセンタによるボールエンドミル加⼯

○折居 遼平（苫⼩牧⾼専），星野 啓太，◎池⽥ 慎⼀
224 ⼩型試験⽚によるアルミニウム合⾦の評価⼿法の開発

○籠瀬 崇晃（旭川⾼専），◎堀川 紀孝
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第 3 室（B31） 

9：00-10：00 流体⼯学・流体機械１ 
司会： 三浦 健太郎（北⾒⼯⼤），海野 正樹（室蘭⼯⼤） 
301 凹⾯のある物体の後流に形成される縦渦の可視化実験（凹⾯曲率の影響） 

○松島 蒼（北⾒⼯⼤），◎松村 昌典 

302 キャビテーション噴流による⾮衝突⾯の壊⾷実験 

○⽯井 裕也（室蘭⼯⼤），野⽥ 達也，◎⾵間 俊治，◎成⽥ 幸仁 

303 ⽔平および斜め平板流れにおける壁⾯を沿う気泡群の可視化 

○中村 隼⼈（室蘭⼯⼤），◎⼤⽯ 義彦，◎河合 秀樹 

304 流れの三次元計測のための新たなカラーPTV 技術の開発 

○⼭岸 俊太（北⼤），能登 ⼤輔，◎朴 炫珍，◎⽥坂 裕司，◎村井 祐⼀ 

305 輻射輸送論に基づいたヒト頸部内の光輸送の数値解析 

○遠藤 茂樹（北⼤），◎藤井 宏之，◎⼩林 ⼀道，◎渡部 正夫 

306 粘弾性液滴と固体表⾯の⾼速衝突の観察 

○伊藤 ⼀樹（北⼤），芦⽥ 拓，◎渡部 正夫，◎⼩林 ⼀道，◎藤井 宏之，吉岡 孝⼀郎
（雪印メグミルク），⼤井 航，髙野 真  

 

10：10-11：10 流体⼯学・流体機械 2 
司会： 松島 蒼（北⾒⼯⼤），⽯井 裕也（室蘭⼯⼤） 
307 臓器灌流における流動計測システムの構築 

○三浦 健太郎（北⾒⼯⼤），◎松村 昌典 

308 パンチングメタルの断⾯形状が空⼒騒⾳に及ぼす影響の検討 

○海野 正樹（室蘭⼯⼤），◎松本 ⼤樹 

309 表⾊系を⽤いた乱流場の可視化 

○⻄内 廉（旭川⾼専），◎⽯向 桂⼀ 

310 空気中を落下する微⼩液滴の数値解析 

○吉井 健祐（北⼤），◎⿊⽥ 明慈，◎⼭⽥ 雅彦 

311 気液⼆相境界層乱流における⼈⼯ボイド波の発達 

○⽥中 泰爾（北⼤），◎朴 炫珍，◎⽥坂 裕司，◎村井 祐⼀ 

312 蒸気気泡の崩壊過程における⾮凝縮ガスの影響に関する数値計算 

○⼭本 恭平（北⼤），◎⼩林 ⼀道，◎渡部 正夫，◎藤井 宏之 
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13：30-14：30 流体⼯学・流体機械 3 
司会： ⼩坂井 翔也（室蘭⼯⼤），瀧本 裕仁（苫⼩牧⾼専） 
313 ⼆重円管型サイクロン分離装置の開発研究（フィン及び内円筒の影響）

○⽵中 真也（北⾒⼯⼤），◎松村 昌典
314 レーザーせん断応⼒計を⽤いた模型船における気泡流の瞬時せん断応⼒の測定

○⼤上 聖史（室蘭⼯⼤），⼤沼 翔，◎⼤⽯ 義彦，◎河合 秀樹，朴 炫珍（北⼤），村
井 祐⼀

315 電気流体⼒学現象によるマイクロポンプの CFD 解析
○宮前 涼介（苫⼩牧⾼専），◎⼩薮 栄太郎，◎⾒藤 歩，◎蘇武 栄治

316 オートローテーション⽤プロペラの性能評価実験
○⼩島 ⿓（旭川⾼専），◎⽯向 桂⼀

317 エコー強度情報を⽤いた超⾳波流速分布計の多成分化
○澤⽥ 航希（北⼤），⼈⾒ 純平，芳⽥ 泰基，◎朴 炫珍，◎⽥坂 裕司，◎村井 祐⼀

318 カラー⼲渉法による液滴衝突時の気膜測定
○遠藤 理⼀郎（北⼤），⾕本 聖太，◎渡部 正夫，◎⼩林 ⼀道，◎藤井 宏之

14：40-15：30 流体⼯学・流体機械 3 
司会： ⽵中 真也（北⾒⼯⼤），⼤上 聖史（室蘭⼯⼤） 
319 PIV 速度データを⽤いた円筒内で壁衝突した渦輪の圧⼒場推定

○⼩坂井 翔也（室蘭⼯⼤），⽵内 桃，◎⼤⽯ 義彦，◎河合 秀樹
320 移動円柱後流による平板上の⾮定常境界層遷移に関する研究

○瀧本 裕仁（苫⼩牧⾼専），嘉屋 広⾼，◎⼩薮 栄太郎，◎⾒藤 歩，◎蘇武 栄治
321 円管内流の乱流遷移における攪乱注⼊時間の影響

○池⽥ 穣（北⼤），⽯坂 俊，◎朴 炫珍，◎⽥坂 裕司，◎村井 祐⼀
322 ターボセイルによるダリウス⾵⾞の翼性能向上

○⼩野 義道（北⼤），王 亦默，◎朴 炫珍，◎⽥坂 裕司，◎村井 祐⼀
323 ⼲渉散乱理論に基づいたコロイド溶液における光伝播解析

○野村 航希（北⼤），◎藤井 宏之，◎⼩林 ⼀道，◎渡部 正夫
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第４室（B32） 

9：00-9：40 熱⼯学１ 
司会： 村瀬 滋哉（室蘭⼯⼤），飯塚 尚輝（北⼤） 
401 固体⾼分⼦形燃料電池の低⽩⾦化に及ぼす触媒層構造影響 

○⼩⼭内 創太（北⼤），◎⽥部 豊，◎近久 武美 

402 固体⾼分⼦形燃料電池の氷点下起動における昇温・氷形成特性 

○喜多⾒ 祐希（北⼤），◎⽥部 豊，◎近久 武美 

403 迎⾓を有するフィン付き加熱円管周りの氷スラリー流の熱流動に関する数値解析 

○岡⽥ 拓磨（北⼤），◎⼭⽥ 雅彦，◎⿊⽥ 明慈 

404 種々の流路における層流伝熱解析 

○奈良 駿希（北⼤），◎⿊⽥ 明慈，◎⼭⽥ 雅彦 

 

10：10-10：50 熱⼯学 2 
司会： ⼩⼭内 創太（北⼤），喜多⾒ 祐希（北⼤） 
405 TiC 鋳ぐるみ多合⾦⽩鋳鉄の熱応⼒解析 

○村瀬 滋哉（室蘭⼯⼤），◎清⽔ ⼀道，楠本 賢太，鈴⽊ 淳 

406 レドックスフロー電池の電極構造が電解液流動および性能に及ぼす影響 

○飯塚 尚輝（北⼤），◎⽥部 豊，◎近久 武美 

407 迎⾓を有するフィン付き加熱円管周りの氷スラリー流の融解伝熱挙動 

○⽊下 ⻯⾺（北⼤），◎⼭⽥ 雅彦，◎⿊⽥ 明慈 

408 細管内脈動流による⾮ニュートン流体の伝熱促進効果に関する研究 

○松島 浩平（北⼤），◎⼭⽥ 雅彦，◎⿊⽥ 明慈 

 

13：30-14：20 燃焼⼯学・内燃機関１ 
司会： 宮⽥ 要（釧路⾼専），野⼀⾊ 郁武（北⼤） 
409 ⼩型ディーゼル機関の⾼効率燃焼化のための最適浅⽫・サイド噴射条件 

○藤原 裕貴（北⼤），◎⽥部 豊，◎近久 武美 

410 サロゲート燃料を⽤いた単⼀液滴の蒸発特性に関する研究 

○上⽥ 健五（北⼤），内藤 雄⼼，Alexis Lefevre（ISAE-ENSMA），◎橋本 望（北
⼤），◎藤⽥ 修 

411 ⾼速空気流中における電線上を燃え拡がる⽕炎に関する研究 

○佐藤 宏樹（北⼤），⾦野 佑亮，◎橋本 望，◎藤⽥ 修 

412 乱流バーナー⽕炎における改良マルチスカラーフレームレットモデルの適⽤ 
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○齋藤 雅弘（北⼤），◎⼤島 伸⾏，⾼橋 裕介，寺島 洋史
413 初期温度分布がノッキング圧⼒振動に及ぼす影響，○野川 理尚（北⼤），◎寺島 洋史，

⾼橋 裕介，⼤島 伸⾏

14：40-15：30 燃焼⼯学・内燃機関 2 
司会： 藤原 裕貴（北⼤），上⽥ 健五（北⼤） 
414 ⼩形発電機⽤カセットガスエンジンの性能に関する研究

○宮⽥ 要（釧路⾼専），◎川村 淳浩
415 熱的に厚い被覆導線上の燃え広がり現象に対する外部輻射の影響

○野⼀⾊ 郁武（北⼤），⾦野 佑亮，◎橋本 望，◎藤⽥ 修
416 Wick-LOC 法による LIB 電解質溶媒の混合による可燃性変化

○尾崎 悠（北⼤），Guo Feng，◎橋本 望，◎藤⽥ 修
417 ⾼温気流中の微粉炭粒⼦の着⽕特性に関する研究

○吉⽥ 雄貴（北⼤），⾼橋 弥楊，◎橋本 望，◎藤⽥ 修
418 ロケット噴射器近傍に形成される燃焼流れ場構造について

○村上 峻（北⼤），◎寺島 洋史，⾼橋 裕介，⼤島 伸⾏
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第 5 室（C214） 

9：00-10：00 機械⼒学・ロボティクス 1 
司会： ⼭川 直輝（北科⼤），多⽥ 康太（北⾒⼯⼤） 
501 歩⾏時における装具ステーの変形に関する実験的検討

○⾼橋 周世（北科⼤），◎太⽥ 佳樹
502 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

○⼩笠原 彰（北科⼤），◎太⽥ 佳樹
503 スキーヤーの荷重移動を適正化するスキーブーツ設計

○佐藤 明論（北⾒⼯⼤），◎鈴⽊ 聡⼀郎，◎星野 洋平，◎曹 贏，◎楊 亮亮
504 狭所作業可能な⼟砂掘削回収装置の考案と設計

○鈴⽊ 源基（室蘭⼯⼤），◎花島 直彦，藤平 祥孝，⽔上 雅⼈
505 ⼆重螺旋移動ロボットの把持動作実現に向けたワイヤ巻取機構の開発

○當⽥ ⼀貴（室蘭⼯⼤），◎花島 直彦，藤平 祥孝，⽔上 雅⼈
506 主応⼒⽅向に繊維配向した曲線状繊維強化複合材の⼒学特性評価

○安⽥ 真輝（北⼤），◎本⽥ 真也，◎佐々⽊ 克彦，◎武⽥ 量，◎李 美⿓

10：10-11：10 機械⼒学・ロボティクス 2 
司会： 當⽥ ⼀貴（室蘭⼯⼤），安⽥ 真輝（北⼤） 
507 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実験的検討

○⼭川 直輝（北科⼤），◎太⽥ 佳樹
508 ⼆⾜準受動歩⾏ロボットの⼆重⽀持期に着⽬した歩容改善

○多⽥ 康太（北⾒⼯⼤），◎曹 贏，◎鈴⽊ 聡⼀郎，◎星野 洋平，◎楊 亮亮
509 ⼩型壁⾯移動機構の設計⼿法の検討

○⾼橋 蒼汰（室蘭⼯⼤），原⽥ ⼤輔，◎⽔上 雅⼈，花島 直彦，藤平 祥孝
510 ⼩型画像センサを⽤いたインフラ設備内三次元地図構成法の検討

○阿部 遼磨（室蘭⼯⼤），福⽥ 理俊，◎⽔上 雅⼈，花島 直彦，藤平 祥孝
511 ホログラフィ⼲渉法による単層 CFRP 薄板の振動振幅計測法の改善

○尾崎 広⼋（室蘭⼯⼤），◎松本 ⼤樹
512 マルチコプタ吊り下げシステムにおける張⼒制御

○佐藤 壮（北⼤），板垣 岳⼈，◎原⽥ 宏幸
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13：30-14：30  機械⼒学・ロボティクス 3 
司会： 星野 健太（北科⼤），⼭⼝ 康平（北⾒⼯⼤） 
513 点⽀持された⽚持 FRP 積層平板の⾃由振動解析

○植 圭佑（北科⼤），◎太⽥ 佳樹
514 超⼤型ブームスプレーヤ実現に向けた分散配置動吸振器アレイの構築と性能評価

○⽯津 純⼀（北⾒⼯⼤），◎星野 洋平，◎鈴⽊ 聡⼀郎，◎楊 亮亮，◎曹 贏
515 ⼩経管内⾛⾏ロボットにおける障害物回避制御の検討

○伊藤 ⿓哉（室蘭⼯⼤），原⽥ ⼤輔，◎⽔上 雅⼈，花島 直彦，藤平 祥孝
516 把持物体の剛体層への接触を検知可能な三層構造指の性能評価

○⻑岡 拓弥（室蘭⼯⼤），鰤⾕ 圭太，◎藤平 祥孝，花島 直彦，⽔上 雅⼈
517 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）
○⿊⽊ 康佑（室蘭⼯⼤），◎松本 ⼤樹

518 シミュレーションによるヘビ型ロボットの障害物回避⾏動の検討
○⾦⼦ 真輝（北⼤），池本 敦貴，◎原⽥ 宏幸

14：40-15：40 機械⼒学・ロボティクス 4 
司会： ⿊⽊ 康佑（室蘭⼯⼤），⾦⼦ 真輝（北⼤） 
519 ゴム材料の弾性特性評価と等価剛性構築に関する研究

○星野 健太（北科⼤），◎太⽥ 佳樹
520 ⾼効率⼤規模農業のためのブームスプレーヤ左右独⽴型ロール免振機構の開発

○⼭⼝ 康平（北⾒⼯⼤），◎星野 洋平，◎鈴⽊ 聡⼀郎，◎楊 亮亮，◎曹 贏
521 接触⾯積に着⽬した指先剛性の把持耐⼒への影響の実験的検証

○中澤 ⿓⼆（室蘭⼯⼤），鰤⾕ 圭太，◎藤平 祥孝，花島 直彦，⽔上 雅⼈
522 ケーブル⾃⾛ロボットのクローラ型⾛⾏ユニットの開発

○上林 聖⼰（室蘭⼯⼤），⽉⽥ 知宏，◎花島 直彦，藤平 祥孝，⽔上 雅⼈
523 ⼀眼レフカメラ内部ミラーモデルの⼆重衝突による跳ね返り量抑制

○川北 宗弘（室蘭⼯⼤），◎松本 ⼤樹
524 シャッター⽻根の過渡運動における振動挙動の数値解析

○越後 紘志（室蘭⼯⼤），◎松本 ⼤樹
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第 6 室（C213） 

9：00-10：00 計測⼯学・制御⼯学・⽣体⼯学 1 
司会： ⾼橋 祐太（北⼤），松川 春奈（北⼤） 
601 固定/伸展膝継⼿を有する⼤腿義⾜装着者の歩容安定化

○髙橋 ⼀⽣（北⾒⼯⼤），◎鈴⽊ 聡⼀郎，◎星野 洋平，◎曹 贏，◎楊 亮亮
602 L10 クラス選⼿の競技成績向上を⽬指したシットスキー開発

○⿑藤 隆憲（北⾒⼯⼤），◎鈴⽊ 聡⼀郎，◎星野 洋平，◎曹 贏，◎楊 亮亮
603 紫外吸光度および藻体⻑さ測定を⽤いた対数増殖期における S.platensis の増殖傾向

○後藤 真茄未（室蘭⼯⼤），⼤⻄ 元喜，⼭地 秀樹（神⼾⼤），◎⼤⽯ 義彦（室蘭⼯
⼤），◎河合 秀樹

604 レーザー加振/計測によるインフラ構造の効率的ヘルスモニタリング
○鈴⽊ 健吾（北⼤），◎梶原 逸朗，⼩⽥ ⼀⼼，⼭内優(東設⼟⽊コンサルタント)

605 体節加速度情報に基づく関節負荷推定
○有賀 雄亮（北⼤），◎⼭⽥ 悟史，◎東藤 正浩

606 仙腸関節固定術に関する有限要素法解析
○甲⼭ 雄⼀朗（北⼤），⿊澤 ⼤輔（JCHO 仙台病院腰痛・仙腸関節センター），Niels
Hammer（University of Otago, NZ），◎⼤橋 俊朗（北⼤）

10：10-11：10 計測⼯学・制御⼯学・⽣体⼯学 2 
司会： 有賀 雄亮（北⼤），甲⼭ 雄⼀朗（北⼤） 
607 AI によるスポーツ⽤動作解析システムの基礎的検討

○鈴⽊ 智也（北⾒⼯⼤），◎鈴⽊ 聡⼀郎，◎星野 洋平，◎曹 贏 ，◎楊 亮亮
608 表⾯筋電位による⻑サイクル筋疲労の定量化に関する検討

○⼩川 修平（北⾒⼯⼤），◎鈴⽊ 聡⼀郎，◎星野 洋平，◎曹 贏，◎楊 亮亮
609 CAN を⽤いたシリンダ⽤伸縮量検出器の伸縮量取得

○⾼⽊ ⽂雄（旭川⾼専），◎⼤柏 哲治，⼩林 周平，湯⽥ 喬之
610 環境性能を考慮したディーゼルエンジン制御の⽬標値最適化

○三輪 柚⾥江（北⼤），佐々⽊ アスカ，花村 良⽂（いすゞ⾃動⾞），佐藤 淳⼀，塙
哲史，⽯塚 真⼀（サイバネットシステム），◎梶原 逸朗（北⼤）

611 ウシ⼤腿⾻海綿⾻⾻梁の形態と弾性率
○⾼橋 祐太（北⼤），⻑尾 春奈，◎⼭⽥ 悟史，◎東藤 正浩，但野 茂（函館⾼専）

612 バンプを有するマイクロフルイディクスによる微⼩物体の流動制
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○松川 春奈（北⼤），Simon Kuster（ETHZ, Switzerland），◎⼤橋 俊朗（北⼤）

13：30-14：30 計測⼯学・制御⼯学・⽣体⼯学 3 
司会： 進藤 隆史（北⾒⼯⼤），篠原 駿（北⼤） 
613 基肥のスマート施肥実現に向けた精密⼟壌成分データマップ計測装置の開発

○齋藤 ⼀暁（北⾒⼯⼤），◎星野 洋平，◎鈴⽊ 聡⼀郎，◎楊 亮亮，◎曹 贏
614 南⽠表⽪⾼精度⾃動除去装置におけるピーラー軌道制御

○前⽥ 志織（北⾒⼯⼤），◎星野 洋平，◎鈴⽊ 聡⼀郎，◎楊 亮亮，◎曹 贏

615 関節機能評価のための MRI 内⼒学負荷装置の開発
○畠⼭ 隼輔（北⼤），酒井 佑実，◎⼭⽥ 悟史，◎東藤 正浩

616 咀嚼⼒評価⽤デバイス材料の⼒学的特性
○⼭内 隆平（北⼤），◎⼭⽥ 悟史，◎東藤 正浩，菅原 哲夫（⻄ 28 デンタルクリニッ
ク），池⽥ 雅彦（池⽥⻭科クリニック）

617 磁気ビーズを⽤いた⾎管内⽪細胞に対する⼒学刺激負荷
○⼆宮 陽⼆（北⼤），李 嘉臻，Ricardo Ibarra（University of Zaragoza, Spain），◎⼤橋
俊朗（北⼤）

618 正⾯動画による歩⾏中の膝アライメント評価
○鈴⽊ 楓（函館⾼専），◎川上 健作

14：40-15：40 計測⼯学・制御⼯学・⽣体⼯学 4 
司会： 齋藤 ⼀暁（北⾒⼯⼤），畠⼭ 隼輔（北⼤） 
619 AI による画像認識を⽤いた植物種判別法の基礎的研究

○進藤 隆史（北⾒⼯⼤），◎楊 亮亮，◎星野 洋平，◎鈴⽊ 聡⼀郎，◎曹 贏
620 機械的外⼒が及ぼす膝関節靭帯⼒学特性の変化

○篠原 駿（北⼤），◎武⽥ 量，◎佐々⽊ 克彦，◎本⽥ 真也，◎李 美⿓
621 ⾮線形性を伴う⾃動⾞駆動系のモデリングと振動制御実験

○近藤 俊朗（北⼤），⽶沢 平成，⻄留 千晶（キャテック），◎梶原 逸朗（北⼤）
622 ウシ⼤腿⾻⽪質⾻円周⽅向の HAp 結晶ひずみ特性

○⽥⼝ 佳孝（北⼤），◎⼭⽥ 悟史，◎東藤 正浩，但野 茂（函館⾼専）
623 マイクロフルイディクスによる内⽪細胞 Primary Cilium の⼒学特性計測

○梅⽥ 進太郎（北⼤），⽟井 克志，蔡 昊男，◎⼤橋 俊朗
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第 7 室（C212） 

9：00-9：40 航空宇宙⼯学 1 
司会： ⼩⽔ 弘⼤（北⼤），藤原 航太郎（北⼤） 
701 段付き積層複合材のプライドロップオフ配置の最適設計 

○樋⼝ 哲也（北⼤），◎本⽥ 真也，◎佐々⽊ 克彦，◎李 美⿓，◎武⽥ 量 

702 液滴ラジエータにおける収束液滴流からの排熱解析 
○池⽥ 華⼦（北⼤），⾼梨 知広，嶋⽥ 泰三，両⾨ 健⼈，◎⼾⾕ 剛，脇⽥ 督司，永
⽥ 晴紀 

703 N2O を⽤いたハイブリッドロケットにおける燃焼室雰囲気と特性排気速度効率の関係
について 
○内⼭ 絵⾥⾹（北⼤），清⾕ 優理⾹，⼭⼝ 亮，Landon Kamps，櫻井 和⼈，井上 
卓，Tor Viscor，脇⽥ 督司，⼾⾕ 剛，◎永⽥ 晴紀 

704 ロール軸回転するデルタ翼の空⼒特性 
○今井 啓太（北⼤），◎寺島 洋史 ，坪倉 誠（神⼾⼤），⾼橋 裕介（北⼤），⼤島 
伸⾏ 

 
10：10-10：50 航空宇宙⼯学 2 
司会： 樋⼝ 哲也（北⼤），池⽥ 華⼦（北⼤） 
705 拡⼤流路内を燃え拡がる対向流拡散⽕炎の吹き⾶び限界に関する研究 

○⼩⽔ 弘⼤（北⼤），齋藤 勇⼠，津地 歩，君野 正弥，奥⾕ 勇⼠，脇⽥ 督司，⼾⾕ 
剛，◎永⽥ 晴紀 

706 地球ー⽉間を航⾏する宇宙機の軌道と熱の解析 
○藤原 航太郎（北⼤），◎⼾⾕ 剛，脇⽥ 督司，永⽥ 晴紀 

707 デトネーションの⾃発開始に対する乱流場の影響に関する研究 
○本⾕ 誠正（北⼤），桧物 恒太郎，松岡 将司，中⻄ 勇作，脇⽥ 督司，⼾⾕ 剛，◎
永⽥ 晴紀 

708 遷⾳速域におけるはやぶさ型再突⼊カプセルの空⼒解析 
○鶴本 徹（北⼤），◎⾼橋 裕介，寺島 洋史，⼤島 伸⾏ 

 
13：30-14：10 機械要素・トライボロジー・設計・⽣産管理 
司会： 新⽥ 陸（旭川⾼専），野⼝ ⻘⿓（旭川⾼専） 
709 油圧配管系の流動損失計測 

○塚本 庸平（室蘭⼯⼤），◎⾵間 俊治，◎成⽥ 幸仁 
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710 トラクションドライブ要素の転がり疲労強度評価（清浄鋼の効果） 
○太⽥ 俊（室蘭⼯⼤），中澤 建介，◎成⽥ 幸仁，◎⾵間 俊治 

711 トラクションドライブ要素の転がり疲労強度シミュレーションの修正 
○井上 滉希（室蘭⼯⼤），中澤 建介，◎成⽥ 幸仁，◎⾵間 俊治 

712 機械機構教材の開発 
○畑⼭ 憲明（旭川⾼専），◎後藤 孝⾏，⼤⾕ 快世 

 

 
14：40-15：40 その他 
司会：塚本 庸平（室蘭⼯⼤），太⽥ 俊（室蘭⼯⼤） 

713 流体解析ソフト OpenFOAM に付属する格⼦⽣成ユーティリティ BlockMesh の GUI 開
発 
○新⽥ 陸（旭川⾼専），◎⽯向 桂⼀ 

714 講演取り消し 
 

715 投てき競技⽀援ロボットの開発，○野⼝ ⻘⿓（旭川⾼専），◎後藤 孝⾏ 
716 振動応答タッチパネルのタスク量によるクリック感への影響 

○⾈⾒ 貴⽂（北⼤），◎李 美⿓，◎本⽥ 真也，◎佐々⽊ 克彦，◎武⽥ 量 
717 STL データを基にした加⼯⾯グループの抽出と多軸制御加⼯⽤⼯具経路⽣成の研究，○

安⽥ 慎平（函館⾼専） 
◎近藤 司，⼭⽥ 誠 

718 5 軸制御による複雑形状加⼯の研究 
○丸岡 亮⼤（函館⾼専専攻科），◎⼭⽥ 誠 

 
 
  

18



第 8 室（C209） 

9：00-9：50 エネルギー・環境 1 
司会： 森 正義（北⼤），渡邊 優太（北⼤） 
801 凍結した⽔酸化ナトリウム⽔溶液の電気分解特性について 

○藤元 涼太（北科⼤短），◎⾦⼦ 友海 ，◎城⼾ 章宏 
802 下⽔処理バイオガスプラントにおける CGS の性能特性 

○乾 寛貴（北⾒⼯⼤），◎⼭⽥ 貴延，⽻⼆⽣ 稔⼤，中⻄ 喜美雄 
803 メタンハイドレートの安定⽣成と促進法の検討 

○森野 紫⽂（北⾒⼯⼤），⽊原 柊平，◎⼭⽥ 貴延，⽻⼆⽣ 稔⼤，中⻄ 喜美雄 
804 鋳物製品製造におけるバイオコークスの利活⽤ 

○廣野 達城（室蘭⼯⼤），◎清⽔ ⼀道，楠本 賢太，鈴⽊ 淳 
805 湿式フィルタベントシステムの除染性能向上のための研究 

○藤井 拓也（北⼤），北原 直⼈，◎奈良林 直，⼭本 泰功，千葉 豪 
 
10：10-10：50 エネルギー・環境 2 
司会： 廣野 達城（室蘭⼯⼤），藤井 拓也（北⼤） 
806 潜熱蓄熱材を⽤いた⼩型熱交換蓄熱システムの基本特性 

○千賀 裕⽣（北⾒⼯⼤），⽚岸 秀暢，◎⼭⽥ 貴延，⽻⼆⽣ 稔⼤，中⻄ 喜美雄 
807 ⼩径バイオマス固形燃料の燃焼灰⽣成に関する研究 

○⽯井 カイト（釧路⾼専），◎川村 淳浩 
808 静的炉⼼冷却系の事故時冷却性能評価のための研究 

○森 正義（北⼤），⼭本 泰功，◎奈良林 直，倉 佑希，千葉 豪 
809 メタルファイバーフィルタを⽤いた乾式フィルターベントシステムの最適化に関する研究 

○渡邊 優太（北⼤），⽯井 亮憲，◎奈良林 直，⼭本 泰功，千葉 豪 
 
13：30-14：20 機械材料・材料加⼯ 5 
司会： 三屋 駿⼈（室蘭⼯⼤），芳賀 ⼤泰（室蘭⼯⼤） 
225 流動層ボイラにおける⾼温エロージョン摩耗材料の開発および表⾯改質の効果 

○⾼橋 ⼤岳（室蘭⼯⼤），◎清⽔ ⼀道，楠本 賢太，鈴⽊ 淳 
226 多合⾦鋳鋼のエロージョン摩耗特性に及ぼすボロン添加の影響 

○渡邊 瑞稀（室蘭⼯⼤），◎清⽔ ⼀道，楠本 賢太，鈴⽊ 淳 
227 腐⾷された異種固相接合材の残存強度および耐⾷性評価 
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○勝⽊ 遼介（釧路⾼専），◎⾼橋 剛 ，福地 孝平，⽊村 真晃（兵庫県⽴⼤），櫻庭 洋
平（道総研 ），江⼝ 陽⼈（釧路⾼専） 

228 ⾼輝度放射光を⽤いた⾼強度鋼内部構造の⾮破壊観察 
○今 佑宇真（北⼤），◎中村 孝，◎⾼橋 航圭，◎藤村 奈央，吉中 奎貴 

229 表⾯改質技術 Scanning Cyclic Press における⾛査速度の役割 
○丹野 椋⼦（北⼤），◎中村 孝，◎⾼橋 航圭，◎藤村 奈央，⽔⾕ ⼀皓 
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