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第４９回支部講演会プログラム 

 

第１室  G210   

機械力学・計測制御Ⅰ 9:00 – 10:15 座長：長松昌男（北海道工大） 

101 二軸アーム機構の動作解析についてに研究 

○伊藤広史（北海道工大院），長松昌男（北海道工大） 

102 両極を拘束された積層球形シェルの振動解析  

○藤井俊憲（北大院），本田真也（北大），成田吉弘  

103 剛体-弾性体リンク系の振動特性  

○前田秀旭（北大院），北川雄，本田真也（北大），成田吉弘  

104 平板の曲げ振動による金属疲労と振動・音響特性  

○高橋克誠（室蘭工大院），齋當建一（室蘭工大），松本大樹  

105 マルチリンク系の数値シミュレーションと実験  

○北川雄（北大院），前田秀旭，成田吉弘（北大），本田真也  

 

機械力学・計測制御Ⅱ 10:30 – 11:45 座長：湯浅友典（室蘭工大） 

106 マルチバンドスペクトルイメージングによる網点のオプティカルドットゲインの解析  

○白根和樹（室蘭工大），湯浅友典，相津佳永  

107 氷上路面滑り不安定性を考慮した二足歩行ロボット線形モデルの考察  

○竹澤聡（北海道工大），下澤彰（潮物産），高島昭彦（北海道工大） 

108 遠心力を受ける回転長方形板の積層構成最適化  

○和田将明（北大院），本田真也（北大），成田吉弘  

109 局所強化による CFRP/Al ハイブリッド板の振動最適化  

○小柴嵩（北大院），本田真也（北大），成田吉弘  

110 カメラ内部ミラーモデルの跳ね上がり量の抑制  

○佐々木隆幸（室蘭工大院），鈴木佑輔（室蘭工大），松本大樹，齊當建一 

 

熱工学Ⅱ 14:30 – 16:00 座長：河合洋明（北海道工大） 

111 PEFC 内の凝縮水移動現象におよぼす MPL の影響 

○門脇主将（北大院），田部豊（北大），近久武美  

112 GaAs 単結晶成長に及ぼす融液流動および温度分布の影響 

○木村恵敬（北大院），田部豊（北大 )，近久武美 

113 北海道における最適エネルギー構成解析のための MARKAL モデル用データベースの構築  

○難波陵二（北大院），田部豊（北大），近久武美 

114 天体観測用 CCD 素子の冷却によるノイズ低減  

○萩原亮彦（関東学院大院），綾部隆太，飯田一英，辻森淳（関東学院大），大貫雅和 

115 GTL 水エマルション燃料による排気エミッション低減に関する研究‐燃料予熱の効果‐ 

○西峯翔平（関東学院大），武田克彦  
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第２室  G202 

機械力学・計測制御Ⅲ 10:30 – 11:45 座長：千葉一永（北海道工大） 

206 非線形フィルタ ESDS の周波数応答特性解析  

○星野洋平（北大），江丸貴紀，小林幸徳  

207 VGCF/Al 積層円板の振動特性  

○古家直明（北大院），本田真也（北大），成田吉弘  

208 高減衰積層平板の振動解析モデルについて 

○金子剛士（北海道工大院），太田佳樹（北海道工大），千葉一永 

209 積層楕円板の振動特性最適化   

○李承哲（北大院），本田真也（北大），成田吉弘  

210 α形スターリングエンジンの駆動音特性  

○堤崇晃（室蘭工大院），松本大樹（室蘭工大），齋當建一 

 

機械力学・計測制御Ⅳ 14:30 – 16:00 座長：松本大樹（室蘭工大） 

211 時間領域差分法による円筒試験片の放射音解析 

○室矢啓助（室蘭工大院），松本大樹（室蘭工大），齊當建一  

212 ボルト締結部のゆるみと打撃音・振動の関係  

○行徳陽平（室蘭工大院），松本大樹（室蘭工大），齊當建一  

213 実用的な曲線繊維形状を有する正方形板の振動最適化  

○湯上訓平（北大院），本田真也（北大），成田吉弘  

214 充填物を有する円筒系の振動特性   

○南貴士（北大院），本田真也（北大），成田吉弘  

215 FRP 積層平板の減衰自由振動特性評価 

○伊東保典（北海道工大院），太田佳樹（北海道工大），千葉一永 

 

第３室  G203 

流体工学／交通・物流  9:00 – 10:15 座長：小杉淳（釧路高専） 

301 アスペクト比の小さい Taylor-Couette 渦による光合成微生物の増殖特性  

○河合秀樹（室蘭工大），岡元隆典（室蘭工大院），野村慶太  

302 二次元マイクロバブルプルームの時空間発展について 

○宮城島圭人（北大工），渡村友昭（北大院），田坂裕司（北大），村井祐一  

303 風洞実験における速度成層形成装置の製作と流れ場の基本評価  

○三間宏崇（釧路高専），小杉淳，蒔田秀治（豊橋技大） 

304 軸流ファンブレードへの雨氷現象の観察  

○ 簑谷賢和（北海道工大院），平元理峰（北海道工大），大塚浩史（ (株 )IHI），細川和彦（北海道工

大） 

305 凍結路面における摩擦係数μの非接触計測  
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○城戸章宏（道自短大） 

 

熱工学Ⅰ 10:30 – 11:45 座長：伊東弘行（北大） 

306 ループヒートパイプの熱設計モデル 

○寺地立弥（関東学院大院），佐渡貴彦，辻森淳（関東学院大），大貫雅和，鹿島澄子 

307 多孔体セパレータを有する固体高分子形燃料電池の性能特性に関する研究 

○那須拓哉（北大院），森岡怜史（トヨタ自動車㈱），田部豊（北大），近久武美  

308 壁面に衝突する液滴挙動の解析 

○屋敷俊輔（北大院），黒田明慈（北大） 

309 単層カーボンナノチューブ燃焼合成法への電場付与の効果  

○大西尭（北大院），増永広太，藤田修（北大），中村祐二，伊東弘行  

310 溝部を有するチャネル内流れの伝熱・流れ解析  

○ 氏家隆（北大院），杉山清英（北大），黒田明慈 

 

バイオエンジニアリングⅡ 14:30 – 16:00 座長：菅原幸夫（北見工大） 

311 モンテカルロシミュレーションに基づく生体組織の光侵達率に関する考察  

○秋吉騎慎（室蘭工大），鎌田沙由里，前田貴章（釧路高専），船水英希（室蘭工大），相津佳永  

312 海綿骨骨梁における引張負荷時の HAp 結晶ひずみ  

○上原遼士（北大院），山田悟史，藤崎和弘（北大），東藤正浩，但野茂  

313 ヒト下肢への負荷と損傷  

○小山修平（北見工大院），菅原幸夫（北見工大） 

314 皮膚組織のハイパースペクトルイメージングの検討  

○浅利成信（室蘭工大），山本紗綾，前田貴章（釧路高専），船水英希（室蘭工大），相津佳永  

315 床反力を利用した歩行アシスト膝装具の実験的検討  

○小谷高史（北見工大），鈴木聡一郎    【講演取り下げ】 

 

第４室  G204 

バイオエンジニアリングⅠ 9:00 – 10:15 座長：川上健作（函館高専） 

401 ポイントクラスター法による関節運動の計測精度  

○嶋田大和（函館高専・専攻科），川上健作（函館高専），井野拓実（函館整形外科クリニック），加藤

浩仁（はこだて未来大学），鈴木昭二，前田龍智（函館整形外科クリニック），大越康充  

402 血流・血液濃度変化計測のための近赤外スペックルイメージング光学系  

○米岡篤志（室蘭工大），谷勝弘，船水英希，相津佳永  

403 ヒト爪郭部毛細血管の形状解析および赤血球の速度測定  

○佐野宏典（北大院），矢口久雄，小林一道（北大），渡部正夫，藤川重雄  

404 皮質骨骨軸方向負荷時の HAp 結晶ひずみとオステオン面積比の関係  

○小瀧優香（北大院），山田悟史，藤崎和弘（北大），東藤正浩，但野茂  

405 オリジナルカラーチャートを用いた光源色の予測   
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○氏家将大（室蘭工大院），藤原悠記，湯浅友典，相津佳永  

 

流体工学／機素潤滑設計  10:30 – 11:45 座長：松村昌典（北見工大） 

406 アスペクト比の小さい Taylor-Couette 渦の数値解析 

○河合秀樹（室蘭工大），齊藤義鷹  

407 超音波流速計測法を用いたオープンチャネル流れの水位検出  

○桜井康介（北大院），田坂裕司（北大），村井祐一，シュミットフィリップ（ストラスブール大），フィッシャ

ーステファン，パラレアン 

408 熱線流速計を用いた噴霧水滴径計測の試み 

○吉永真大（北見工大），渡部佑貴（北見工大院），松村昌典（北見工大） 

409 粘度制御式ジャーナルすべり軸受の圧力分布に関する研究  

○中村将材（室蘭工大院），風間俊治（室蘭工大），成田幸仁  

410 まっすぐな円管内の乱流旋回流の特性（旋回の減衰にともなう流れの変化） 

○畠沢政保（日大短大） 

 

動力エネルギーシステム・エンジンシステム 14:30 – 16:00 座長：本村真治（函館高専） 

411 ピストンポンプの摺動抵抗低減と流量特性  

○早川力太（函館高専専攻科），今泉直人（函館高専），本村真治 

412 発電設備におけるトラブル予兆発見への新リアルタイムオンライン・データ収集・分析システムの適用と地震予

知の可能性について 

○吉岡匠（マド・プランニング），河合洋明（北海道工大） 

413 自然給気型燃料電池における電解質膜水分特性変化と水管理  

○佐藤大和（北大院），田部豊（北大），近久武美  

414 氷点下起動時における PEFC 内凍結現象に関する研究  

○市川  亮輔（北大院），田部豊（北大），近久武美  

415 ディーゼル機関内における NOｘ生成に及ぼす乱れ影響に関する実験研究  

○朱前進（北大院），田部豊（北大），近久武美  

416 小型ディーゼル機関用高速簡易燃焼モデルに関する研究  

○境田悟志（北大院），田部豊（北大），近久武美  

 

第５室  G206 

機械材料・材料加工／設計工学・システム／生産加工・工作機械  9:00 – 10:15 座長：吉田協（北海道工大） 

501 エロージョン摩耗に及ぼす衝突粒子の諸因子の影響  

○楠本賢太（室蘭工大），清水一道，原宏哉，米田直司  

502 工学系大学生のものづくりに関する認識評価  

○李美龍（北大），成田吉弘  

503 建築用木材における材料特性の耐環境性および高強度圧縮木材の開発  

○田中康基（釧路高専），高橋剛，長澤徹（北教大釧路） 
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504 固相接合を用いたアルミ合金製ピストンの耐久性向上  

○長澤徹（北教大），高橋剛（釧路高専），荒川弘行（NOK 株式会社） 

505 NC 旋盤における最適経路導出処理に関する研究～加工時間に基づいた工具経路探索～ 

○鶴尾篤（函館高専），山田誠  

 

計算力学・材料力学Ⅱ 10:30 – 11:45 座長：藤木裕行（室蘭工大） 

506 原子力機器用低合金鋼の超高サイクル疲労特性に及ぼす平均応力の影響  

○糠谷慎吾（北大院），小熊博幸（北大），中村孝  

507 応力誘起マルテンサイト変態におけるフェイズフィールドモデル 

○浅田尚志（北大院），加藤博之（北大），佐々木一彰  

508 純アルミニウムの JIC 試験におけるき裂進展挙動に及ぼすサイドグルーブの影響  

○江川博章（北大院），加藤博之（北大），佐々木一彰  

509 PAMPS-PDMAAm DN ゲルの In vitro 摩擦摩耗特性 

○小山裕示（室蘭工大院），藤木裕行（室蘭工大），臺丸谷政志，塩崎修 

510 ねじれ・くさび回位型変形場を有する結晶モデルの多重すべり変形と再結晶粒成長の検討  

○島津侑宜（北見工大院），大橋鉄也（北見工大） 

 

環境工学  14:30 – 16:00 座長：脇田督司（北大） 

511 網走湖における大気とのメタン交換  

○若松亨（北見工大院），佐々木正史（北見工大），遠藤登，井藤裕貴，馬場陽平  

512 樹脂製表面微細周期構造の分光特性  

○石川直幸（北大院），戸谷剛（北大），永田晴紀，脇田督司  

513 吸音構造が音響特性に及ぼす影響  

○村上隆亮（近畿大学），窪堀俊文，乾保之，森本純司    【講演取り下げ】 

514 温泉排熱利用システムの解析  

○服部裕太（北見工大院），早坂俊亮（北見工大），佐々木正史，遠藤登 

515 アラスカの湖沼と大気間における温暖化物質の循環過程  

○原田崇志（北見工大院），佐々木正史（北見工大），遠藤登，横山泰一 

 

第６室  G207 

計算力学・材料力学Ⅰ 9:00 – 10:15 座長：小熊博幸（北大） 

601 不均一な初期転位密度を有する HCP 単結晶のせん断変形時に生ずる GN 転位蓄積 

○伊藤陽介（北見工大院），大橋鉄也（北見工大），眞山剛（熊大） 

602 転位動力学シミュレーションを用いた負荷応力と 2 個目の転位ループ放出に関する検討 

○中島確（北見工大院），大橋鉄也（北見工大） 

603 結晶粒界三重線に生じる弾性不適合応力の回位および転位によるモデル化  

○細矢隆史（北大院），加藤博之（北大），佐々木一彰  

604 原子力構造用材料の低サイクル疲労特性に及ぼす繰返し予ひずみの影響  
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○藤村奈央（北大院），小熊博幸（北大），中村孝 

605 日本刀の力学的研究  

○玄羽弘宜（室蘭工大院），臺丸谷政志（室蘭工大），藤木裕行，塩崎修 

 

機械材料・材料加工/生産加工・工作機械  10:30 – 11:45 座長：加藤博之（北大） 

606 高温度域におけるステンレス鋼の機械的性質と耐摩耗性の相関関係  

○荒谷真司（室蘭工大），清水一道，木村康一（ニチアス株式会社），平松謙吾  

607 表面改質を施した鉄鋼材料の高温度域エロージョン摩耗特性  

○石田将秀（室蘭工大），清水一道，木村康一（ニチアス株式会社），平松謙吾  

608 衝突粒子の諸因子における材料表面の塑性変形過程と評価  

○船曳崇史（室蘭工大），清水一道，吉崎信樹（新日本製鐵株式会社） 

609 すべり変形した形状記憶合金マルテンサイトの逆変態挙動  

○安田洋平（北大院），加藤博之（北大），佐々木一彰 

610 3 次元加工モデルの最適化処理に関する研究  

○小板紘幸（函館高専），山田誠  

 

ロボティクス・メカトロニクス／宇宙工学  14:30 – 16:00 座長：高島昭彦（北海道工大） 

611 LRF を用いた衛星の形状による姿勢推定に関する実験的研究  

○加藤聡貴（北海道工大院），早坂亮佑，竹澤聡（北海道工大），高島昭彦 

612 遺伝的アルゴリズムを用いた CAMUI 型燃料グレイン形状の最適設計  

○野原正寛（北大院），金子雄大，萩原俊輔，永田晴紀（北大），戸谷剛，脇田督司  

613 拡大する環状流路を伝播する円環デトネーション波に流路幅が与える影響  

○寺坂昭宏（北大院），田村正佳，脇田督司（北大），戸谷剛，永田晴紀  

614 大根積み込み装置自動化に関する研究  

○大柏哲治（旭川高専），石井誠士（石井鉄工場），三島結花（旭川高専） 

615 多方向超音波センサに関する研究  

○白川達也（北海道工大院），竹澤聡（北海道工大），高島昭彦 

616 ワイヤレス・デバイスサーバを用いたナビゲーションシステムに関する研究  

○ 佐藤遥平（北海道工大院），竹澤聡（北海道工大），高島昭彦  

 

【特別講演会】 

時間 13 : 00 – 14 : 00 

場所 北海道工業大学講義棟（G 棟） G203 室 

講師 渡邉  礼規  （北海道旅客鉄道株式会社） 

演題 未定 

司会 竹澤  聡 北海道工業大学機械システム工学科  主任教授 

 

休憩室  G205  および  実施本部  G209 


