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第 1室 

9:30～10:30 【バイオエンジニアリング】 座長：高橋 剛(釧路高専) 

111 靭帯繊維束の支持力を考慮した膝関節構造解析手法の開発 

○弦間 慎(北大院)，武田 量，佐々木 克彦(北大) 

112 振り子運動計測によるウサギ膝関節の摩擦特性評価 

○酒井 佑実(北大院)，東藤 正浩(北大) 

113 振り子式衝撃試験による皮質骨強度測定 

○内藤 諒介(北大院)，東藤 正浩(北大)，山田 悟史 

114 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実験的検討 

○近藤 一輝(北見工大院)，鈴木 聡一郎(北見工大)，星野洋平，曹 贏，楊 亮亮 

 

10:45～11:45 【機械力学・計測制御】 座長：井坂秀治(山形大) 

121  電磁力とメカニカルな振動を結合したポンプの流量特性 

○三品 趣季（東北学院大），向井 皓祐，板垣 一汰，石渡 貴士，石川 和己，矢口 博之 

122  振動利用型電磁アクチュエータの配管内走行特性 

○紺野 雄太（東北学院大），佐野 弘明，矢口 博之 

123  振動応答機能を有するタッチパネルの感性評価 

○藤田 惇平(北大院)，本田 真也(北大) 

124  振動を利用した発電に関する一考察 

○関根 孝次(釧路高専)， 樋上 磨 

   

13:30～14:30 【機械力学・計測制御Ⅱ，設計工学・システム】 座長：矢口博之（東北学院大） 

131 カーテンレール騒音の低減化に関する研究 

○井坂 秀治(山形大工学部) 

132 アクティブ制御を用いたトイレ騒音の低減 

○橋本 裕一(山形大工学部)，井坂 秀治 

133 音響式信号機における指向性スピーカの開発 

○髙松 駿兵(山形大工学部)，井坂 秀治 

134 全船アルミ合金製小型船舶の船殻設計に対するデジタルエンジニアリングの有効性検討 

○高橋 剛(釧路高専創造工学科)，運上 賢逸(有限会社 運上船舶工業)，福地 孝平(釧路

高専) 

  



第 2室 

9:30～10:30 【材料力学Ⅰ】 座長：柴野純一(北見工大) 

211 延性破壊から脆性破壊の解析（提案のき裂開口規準の拡大適用に基づく解析） 

○小林 道明(北見工大) 

212 温度振動複合負荷条件を模擬した銅-はんだ接合試験片の二軸ラチェット変形 

○冨沢 祐介(北大院)，北尾 俊喜，佐々木 克彦(北大)，大口 健一(秋田大)，越前谷 大

介(三菱電機) 

213 Ti-6Al-4V 合金中 lamellar 組織の変形におけるβ相の役割 

○河野 義樹(北見工大)，大橋 鉄也，田中 將己(九州大学)，奥山 彫夢，光原 昌寿 

214 圧子押込みによる残留応力推定 

○小野寺元(室蘭工大)，藤木裕行，瀧田敦子(秋田県産業技術センター) 

 

10:45～11:45 【材料力学Ⅱ】 座長：小林道明(北見工大) 

221 押込み試験による弾性体内部介在物の形状の推定 

○渡辺健斗(北大)，若竹浩志，加藤博之 

222 ULSI 素子内に蓄積する転位の抑制シミュレーション 

○岩山 光貴(北見工大院)，佐藤 満弘(北見工大)，大橋 鉄也，丸泉 琢也(東京都市大) 

223 ウニ棘の微細構造と力学特性 

○平良木稜真(北見工大)，増田直人，古林卓馬，吉田裕，大森誠一，柴野純一 

224 水素供給用ホースのための圧密ベローズの開発 

○佐藤 大地(室蘭工大)，藤木裕行 

 

13:30～14:30 【流体工学】 座長：羽二生稔大(北見工大) 

231 塵埃が内側から外側方向に流入するサイクロン集塵装置の開発研究（フィンと筒体形状の最

適化） 

○ダヤン ヌル ナディラ(北見工大院)，松村 昌典(北見工大) 

232 大気乱流拡散に関する風洞実験（蛇行プルームのライン計測による間欠率の測定） 

○小杉 淳(釧路高専)，西山 正晃 

233 溝付きチャネル内流と伝熱の数値解析 

○小林貴洋(北大院)，黒田明慈(北大) 

  



第 3室 

9:30～10:30 【機械材料・材料加工，生産加工・工作機械】 座長：佐藤満弘(北見工大) 

311 中空薄肉鉄球を充填した鋳物の機械的性質 

○高澤 幸治(苫小牧高専) 

312 凍結融解環境下にあるステンレス鋼の孔食に及ぼす溶接方法の違いによる影響 

○石塚 和則(釧路高専教育研究支援センター)，高橋 剛(釧路高専)，櫻庭 洋平((独)道総研

工業試験場)，福地 孝平(釧路高専) 

313 凍結鋳型法により作製した鋳物の表面性状とその応用 

○福地 孝平(釧路高専)，高橋 剛，江口 陽人(釧路高専教育研究支援センター) 

314 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)，折居遼平，鈴木寿弥，畑山佳祐，池田慎一 

 

10:45～11:45 【動力エネルギーシステム】 座長：林田和宏(北見工大) 

321 北海道における平滑化効果を用いた再生可能エネルギーの最適分散配置の研究 

○岡田 昌樹（旭川高専），小原 伸哉（北見工大），大西 輝弥 

322 下水処理施設におけるコジェネレーションシステム機器構成法の効果 

○劉  言(北見工大院)，山田 貴延(北見工大)，羽二生 稔大，中西 喜美雄 

323 北海道における風力・太陽光発電の大量導入に向けた変動対策および水素変換技術の 

導入解析 

○岡田季樹（北大院），田部 豊(北大)，近久武美 

324 直交表－ＧＡハイブリット法における独立マイクログリッドの運用解析 （逆直交表適用に

よる最適解の検証） 

  ○渡邊聖司(釧路高専)，小原 伸哉(北見工大)  

 

 

13:30～14:30 【機素潤滑設計，ＦＡ，ロボティクス・メカトロニクス】 座長：東藤正浩(北大) 

331 特殊クラウニングを施したプラスチック歯車の運転特性（特殊クラウニング歯車の歯形，加

工方法及び騒音低減効果） 

○儀保 汰一(千葉工大)，丸山 広樹，大関 浩，下大迫 純一(（株）川辺製作所) 

332 AGV の嘘による優先順位構造を用いた自律分散型 FMS 

○上門 建斗(岐阜大)，山本 秀彦，山田 貴孝 

333 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(室蘭工大)，原田 大輔，阿部 遼磨，水上 雅人，花島 直彦，藤平 祥孝 

334 二足準受動歩行ロボットの足部設計による歩容改善 

○黒沢 大晃(北見工大院)，鈴木 聡一郎(北見工業大学)，星野洋平，曹 贏，楊 亮亮 

  



第 4室 

9:30～10:30 【エンジンシステム】 座長：橋本望（北大） 

411 汎用ディーゼル機関の始動性に及ぼす燃料噴射条件の影響 

○中村 俊貴(北見工大院)，田邊 正人，林田 和宏(北見工大) 

412 ディーゼル機関の低温始動時における燃料噴射条件が筒内燃焼に及ぼす効果 

○高橋敏明(北見工大院)，徳本誠太，原賀宰，林田和宏(北見工大)，波多野健二(いすゞ) 

413 燃焼の相似則に基づく小型ディーゼル機関の高効率化 

○後藤圭祐（北大院），田部 豊(北大)，近久武美 

414 トータルエンジンシミュレータ用のディーゼル燃焼モデルに関する研究 

  ○坂井 拓也（北大院），田部 豊（北大），近久武美 

 

10:45～11:45 【熱工学Ⅰ】 座長：小原伸哉(北見工大) 

421 小型密閉容器に封入した潜熱蓄熱材の蓄放熱挙動に関する基礎的研究 

○佐藤 佑樹(北見工大院)，山田 貴延(北見工大)，羽二生 稔大，中西 喜美雄 

422 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(北大院)，田部 豊(北大)，近久武美 

423 PEM 形燃料電池触媒層における白金の高効率利用に関する研究 

○飯利拓実(北大院)，田部 豊(北大)，近久武美 

424 PEM 形燃料電池の昇温過程における氷点下起動特性 

  ○大西 史人（北大院），田部 豊（北大），近久武美 

 

13:30～14:30 【熱工学Ⅱ，産業・化学】 座長：山田貴延(北見工大) 

431 家庭用小型吸着式冷凍機のための吸脱着を伴う熱物質移動現象に関する研究 

  ○浅川夏越（北大院），田部 豊（北大），近久武美 

432 分解軽油（LCO）液滴の蒸発特性に関する実験的研究 

○内藤 雄心(北大院)，橋本望，高木 正英(海上技術安全研究所)，川内 智詞，今井 康雄，

三ツ井 裕太(ＪＸＴＧエネルギー)，青木 剛，林 利昭(海上技術安全研究所)，野村 浩司

(日大院)，菅沼 祐介，藤田 修(北大院) 

433 寒冷地用植物工場のエネルギー消費に関する基礎検討 

○菅 結実花(旭川高専)，小原 伸哉(北見工大)，川江 修（旭川高専）， 冨樫 愛采 

  



第 5室 

9:30～10:30 【環境工学Ⅰ】 座長：渡邊聖司（釧路高専） 

511 ガスエンジン発電機を用いた補償電源を伴う直流マイクログリッドの負荷変動特性の基礎実

験 

○会田 佳貴(北見工大)，小原 伸哉，高橋理音 

512 水素貯蔵システムを伴う離島マイクログリッドの電力変動制御 

○Ainii Siti Khodijah(北見工大)，小原 伸哉 

513 ガスハイドレートの解離膨張特性を利用した発電システムの開発（CO2 ハイドレートの生成

特性の調査） 

○川崎 利敬(北見工大)，小原 伸哉，植村 勇太，川合 僚(電源開発株式会社) 

514 蓄熱式ヒートポンプ制御を伴う北海道の再生可能エネルギー広域連系網に関わる設備計画 

○大西 輝弥(北見工大)，小原 伸哉，伊藤 優児(北海道電力)   講演取り消し 

 

10:45～11:45 【環境工学Ⅱ】 座長：赤堀匡俊（釧路高専） 

521 スマートグリッドシミュレータを用いた南極昭和基地マイクログリッドの信頼性実験 

○植村 勇太(北見工大院)，小原 伸哉(北見工大)，濱中 僚(JR北海道)，佐藤 克彰(三菱電

機エンジニアリング) 

522 樹木を模擬した植物シュート受光システムの最適な葉の大きさの調査 

○山口 孝一(北見工大)，小原 伸哉(北見工大)，安立 託弥(北海道電力)，川江 修(旭川高

専)  

523 地中熱ヒートポンプ冷暖房システムの性能解析 

○一星宙生(北見工大院)，佐々木正史(北見工大)，遠藤登，林田和宏 

524 双方向インバータを用いた蓄電池制御を伴うスマートエネルギーハウス運用最適アルゴリズ

ムの開発に関する研究 

○相澤 峻(北見工大院)，小原 伸哉(北見工大)，佐藤 克彰(三菱電機エンジニアリング)，

植村 勇太(北見工大院)，モレル・ホルヘ(北大)，長野克則，葛隆生，阪田義隆 

 

13:30～14:30 【環境工学Ⅲ】 座長：樋口 泉（釧路高専） 

531 フライホイールを伴う SOFC トリプルコンバインドサイクルによる再生可能エネルギー連系

マイクログリッドの電力安定性 

○宮嵜 航(北見工大)，小原 伸哉 

532 再生可能エネルギーによる変動電力が入力された際の固体高分子膜形水電解セルの応答特性

に関する基礎実験 

○平澤 拓磨(北見工大)，小原 伸哉 

 

 


