
日本機械学会北海道支部（2022年度） 第 59回 講演会プログラム  

 

3/5(土) 13:10～14:25 14:35～15:50 

第 1室 【ロボティクス・メカトロニクス １】 【ロボティクス・メカトロニクス ２, 

計算力学】 

第 2室 【エンジンシステム，動力エネルギーシステ

ム，熱工学】 

【機械力学・計測制御】 

 

第 3室 【機械材料・材料加工,環境工学・設計工

学・システム,生産加工・工作機械】 

【流体工学】 

第 4室 【バイオエンジニアリング,材料力学】  

 

第 1 室  13:10～14:25 

【ロボティクス・メカトロニクス １】  座長 鈴木 学(函館高専) 

1111   ベッド上の被介護者をシーツごと移動する機構とモデリング 

小西 大地(近大), 三宅 春輝, 五百井 清 

1112   狭隘部撮影用多段伸縮機構の摺動摩擦の推定と伸縮順序 

細原 悠来(近大), 多河 知也, 五百井 清 

1113   全方位移動型自律移動ロボットのセンサフュージョンによる自己位置推定精度検証 

片岡 悠真(室工大), 水上 雅人, 望月 章志 

1114   狭隘空間点検用小型壁面走行ロボットの吸着・移動機構設計に関する検討 

伊藤 正孝(室工大), 水上 雅人, 花島 直彦, 藤平 祥孝 

 

第 1 室  14:35～15:50 

【ロボティクス・メカトロニクス ２,計算力学】  座長 水上 雅人(室蘭工大) 

1121    モンテカルロ法を用いた最適化手法の提案とその赤ワイン格付け問題への応用 

野田 育実(福大), 蛇嶋 華, 稲毛 真一 

1122   AIカメラによる果実認識と 3次元座標推定に基づく把持型ロボットハンドを用いた南瓜収穫ロボットに

関する研究 

野口 智規(北見工大), 楊 亮亮, 星野 洋平 

1123   フォーメーション内の位置を考慮した重みづけによるリーダ追従型隊列誘導 

大地 裕 (函館高専), 鈴木 学, 中村  尚彦, 浜 克己 

1124   電動運搬装置のインテリジェント化に向けた研究 

矢代 優真(北見工大), 星野 洋平, 楊  亮亮 



 

1125   除草作業自動化のための AIを用いた作物列検出 

長谷川 晃己(北見工大), 楊 亮亮, 星野 洋平 

第２室   13:10～14:25 

【エンジンシステム，動力エネルギーシステム，熱工学】  座長 小原 伸哉(北見工大) 

1211   酸素輸送抵抗低減のためのアイオノマーを用いたリチウム空気電池正極構造の検討 

塚本 将弘(北大),  植村 豪, 田部 豊 

1212   ディーゼル機関におけるブローバイガス中水蒸気の還流流路内での着氷と EGRの関係 

周 瑨(北見工大), 鎌田 智行, 林田 和宏 

1213   ディーゼル機関の低温始動時における未着火気筒の燃料噴射量抑制制御手法の検討 

加藤 真歩(北見工大), 砂洞 直輝, 林田 和宏, 角田 直人(いすゞ自 

車), 花村 良文 

1214   北海道における再生可能エネルギー大量導入時の発電・運輸部門出力変動対策 

加藤 紘己(北大),  植村 豪, 田部 豊 

1215   北海道におけるバイオマス燃料を用いた災害時熱供給システムの検討 

福井 涼雅(北大),  植村 豪, 田部 豊 

第２室   14:35～15:50 

【機械力学・計測制御】  座長 濵 克己(函館高専) 

1221   衝撃伝達抑制のための構造考案 

        長岡 祥平(室工大), 松本 大樹  

1222   スキーシミュレータ「SkyTech」における実験環境の構築とアルペンスキー選手のスキル解析 

      能登屋 全(北見工大), 浪越 圭右,  佐藤 満弘, 河野 義樹,   

1223   振動を応用した長芋収穫機の自動化のための加振条件と土の応答特性に関する研究 

      三好 雄大(北見工), 星野 洋平, 楊  亮亮  

1224   回転型除振装置群におけるモジュール間に付加する制御入力の時間遅れによる除振性能への影 

      響 

      坂田 篤 (北見工大), 星野 洋平, 楊  亮亮  

第３室  13:10～14:25 

【機械材料・材料加工,環境工学・設計工学・システム,生産加工・工作機械】 座長 河野 義樹(北見工大) 



1311   腐食合成法によるアルミニウムドープ酸化亜鉛（AZO）成膜の検討 

北村 悠惟(室工大), 佐々木 大地, 藤木 裕行 

 

1312   ゾルゲル法を用いたアルミナ作製における溶媒が及ぼす粒度への影響 

張 雄(室工大), 佐々木 大地 , 大石 義彦, 河合 秀樹 

1313   CO2 ハイドレート生成過程の圧力依存特性 

頓宮 大貴(北見工大), 小原 伸哉, 川合 政人( 函館高専) 

1314   立体カムを用いた無段変速機構の研究 

牧野 開陸(旭川高専), 岡田 昌樹 

1315   レーザー粉末床溶融結合法における輪郭パスエネルギー密度が表面粗さに及ぼす影響 

植竹 亮太(道総研), 戸羽 篤也, 鈴木 逸人, 鶴谷 知洋 

第３室  14:35～15:50 

【流体工学】  座長 寺島 洋史  (北大) 

1321   外部流れを伴う自然対流換気システムに関する非定常解析 

松田 寿(北科大), 井上 一二三(消音技研) 

1322   流路壁面の振動による周期的擾乱を与えた水平平板後流の可視化実験 

柾木 直人(北見工大), 松村 昌典 

1323   実用プラズマ電極による自然降雪制御 

髙橋  俊暉(北科大), 村中 奏来, 松田 寿, 矢神 雅規, 田島 悠介,   

渡辺  延由(株式会社朝日ラバー), 佐藤 英昭, 武山 昌史 

1324   実用プラズマ電極を用いたバックステップ周りの降雪流制御に関する実験的研究 

田中 佑(北科大), 松田 寿, 千葉 隆弘, 田島 悠介, 渡辺 延由(株式会社朝日ラバー), 佐藤 

英昭, 武山 昌史 

1325   二次元強制振動翼周りの非定常空気力の予測 

関 瞭斗(旭川高専), 三宅 冬馬(北大), 寺島 洋史(北大), 石向 桂一(旭川高専) 

第 4 室  13:10～14:25 

【バイオエンジニアリング,材料力学】  座長 藤木 裕行  (室蘭工大) 

1411   ラマン分光法による膝関節軟骨圧縮挙動計測法の検討 

清水 孝通(北大), 東藤 正浩 

1412   圧密ベローズ耐圧性向上に対するブレイドの影響 



田中 聡汰(室蘭工大), 藤木 裕行 

1413   ゴルフにおけるクラブとボールの衝突シミュレーション 

吉村 拓真(室蘭工大), 藤木 裕行 

1414   (α＋β)-Tiの異相間の slip transfer と不均一変形に関する結晶塑性解析 

工藤 啓(北見工大), 河野 義樹, 眞山 剛(熊本大), 光原 昌寿(九州大), 

佐藤  満弘(北見工業大) 

1415   多結晶金属の CRSS 予測システムの構築と改良 

佐藤 彰洋(北見工大), 河野 義樹, 佐藤 満弘 


