
北海道学生会 

第３６回 学生員卒業研究発表講演会 

 

開催日 2007 年 3 月 3 日 (土) 

会 場 室蘭工業大学（室蘭市水元町２７－１） 

交 通 ホームページ（http://www.muroran-it.ac.jp/index-j.html）をご覧下さい 

 

日 程 

9:00 ～ 10:30／卒業研究発表講演会 

10:40 ～ 12:10／卒業研究発表講演会 

13:00 ～ 13:20／北海道学生会下半期総会 

13:30 ～ 14:15／特別講演 

14:30 ～ 16:00／卒業研究発表講演会 

16:30 ～ 17:30／懇親会（Best Presentation Award 表彰式） 

 

参加費 1000 円（講演論文集代を含む．懇親会は無料） 

 

特別講演 

演題「焚かれる書物を二度救った話」 市立室蘭図書館長 山下敏明 氏 

 

Best Presentation Award 

セッション（講演室）毎に優秀な Presentation を行った講演者を選出し，懇親会にて表彰します 

 

問合せ先 〒050－8585 室蘭市水元町２７－１／室蘭工業大学 機械システム工学科／風間俊治（北

海道学生会担当幹事）／電話・FAX (0143)46-5349／E-mail : kazama@mmm.muroran-it.ac.jp 

 

－－－－－－－－－－ 

卒業研究発表講演会 

１．１題目につき，講演７分，討論３分，計１０分です（機器のセッティング時間も含まれます）． 

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，前者と同一です． 

 

●第１室● 

9:00～10:20 材料力学Ⅰ ［座長 岩佐祐太（室蘭工大），松井崇明］ 

111 近似等価剛性を用いた中空材平板の有限要素解析／○中屋亮平（北海道工大），◎太田佳樹 

112 中空材からなる殻構造物のリブ厚さ最適化／○大場慎也（北海道工大），◎太田佳樹 

113 複数組の荷重を受ける中空押出形成材の構造最適化（第 2 報：中空材の寸法の影響）／○蛎崎友

樹（北海道工大），◎太田佳樹 

114 遺伝的アルゴリズムを用いた高圧力張殻構造の断面形状最適化 （第 3報：大規模最適化問題への

適用）／○成田 光（北海道工大），◎太田佳樹 

115 単結晶および多結晶金属材料の多軸負荷変形解析／○津川良太（北見工大），◎大橋鉄也 

116 ナノ結晶材料中の転位運動のシミュレーション／○畑山昌宏（北見工大），◎大橋鉄也 

117 未固化領域を含む海氷の力学特性解析に関する検討／○岩田 智（北見工大），◎大橋鉄也 



118 FRP で補強された圧力容器の解析／○金井俊起（北大），◎成田吉弘，◎佐々木克彦 

10:40～12:00 材料力学Ⅱ ［座長 津川良太（北見工大），畑山昌宏］ 

121 PEEK 膜材の耐電子線性／○岩井佳紀（北大），◎野口 徹，◎中村 孝，◎堀川紀孝 

122 チルを含む球状黒鉛鋳鉄の疲労強度特性／○遠藤岳志（北大），◎野口 徹，◎中村 孝，◎堀川

紀孝 

123 Ti-6Al-4V 合金の高真空中における疲労き裂進展特性／○脇田実奈（北大），◎野口 徹，◎中村 

孝，◎堀川紀孝 

124 フィレット継手の応力集中と応力勾配に及ぼす継手形状の影響／○森谷 樹（苫小牧高専），◎浅

野政之，◎野口 勉 

125 平板切欠きの応力集中と応力勾配に及ぼす切欠き形状の影響／○岩崎友助（苫小牧高専），◎浅野

政之，◎野口 勉 

126 T 字継手の応力集中と応力勾配に及ぼす継手形状の影響／○鈴木拓人（苫小牧高専），◎浅野政之，

◎野口 勉 

127 環状き切欠きの応力集中と応力勾配に及ぼす継手形状の影響／○近藤裕志（苫小牧高専），◎浅野

政之，◎野口 勉 

128 段違いき裂の応力拡大係数の実験的解析／○北出聖悟（北海道工大），◎栗村明信 

14:30～15:50 材料力学Ⅲ ［座長 森谷 樹（苫小牧高専），岩崎友助］ 

131 動的軸圧縮を受けるアルミニウム角管の変形特性に及ぼす補強リブの効果／○岩田衛（旭川高専），

◎宮﨑 忠 

132 ブレーキドラムに生じる熱応力と熱変形／○岩佐祐太（室蘭工大），◎臺丸谷政志，◎藤木裕行 

133 レーザ突合せ溶接鋼板の衝撃引張試験／○松井崇明（室蘭工大），◎臺丸谷政志，◎藤木裕行 

134 高強度低摩擦 GEL の衝撃変形特性／○清水大輔（室蘭工大），◎臺丸谷政志，◎藤木裕行 

135 イメージングプレートによるＸ線応力測定／○吉本昌史（北大），東藤正浩，◎但野 茂 

136 部分荷重を受ける偏平シェルの外圧座屈／○佐々木亮平（北大），◎成田吉弘，◎佐々木克彦 

137 VGCF/アルミニウム複合材料の強度特性／○福地孝平（北大），◎佐々木克彦，◎成田吉弘，◎眞

山 剛 

138 電子実装基板用はんだ組織の負荷履歴依存性／○吉田明生（北大），◎佐々木克彦，◎成田吉弘，

◎眞山 剛 

●第２室● 

9:00～10:30 機械材料，材料加工Ⅰ ［座長 中紙康介（釧路高専），小玉太一］ 

211 切削表面の塑性流動層を考慮した切削機構に関する基礎研究／○小柳良太（北海道工大），○杉山

雄樹，○工藤陽介，○那賀島 彰，◎吉田 協，◎湊 純一郎 

212 切削抵抗の簡易推定法に関する基礎研究／○深瀬宏和（北海道工大），○竹市法生，○信田祥太郎，

◎吉田 協，◎湊 純一郎 

213 仕上切削加工における表面粗さ推定／○今 千果（室蘭工大），◎寺本孝司 

214 工具従動回転形工具の切削機構に関する基礎研究／○鈴木孝典（北海道工大），○田中政晴，◎吉

田 協，◎湊 純一郎 

215 構成刃先生成時の切削機構に関する基礎研究／○五十嵐恭平（北海道工大），○加藤卓也，◎吉田 

協，◎湊 純一郎 

216 直接フッ素化処理を施した PEEK 膜材の強度評価／○澤田健太（北大），◎野口 徹，◎中村 孝，

◎堀川紀孝 

217 純アルミニウムの切削抵抗に及ぼす流動パラフィンの影響／○尾田川翔太（苫小牧高専），◎池田

慎一，◎中津正志，◎藤川 昇 



218 CFRP の超音波振動切削／○大槻孟留（苫小牧高専），荒川 健，◎中津正志，◎藤川 昇，◎池田

真一 

219 CFRP の水環境劣化試験／○髙木敏勝（北大），◎野口 徹，◎中村 孝，◎堀川紀孝 

10:40～12:10 機械材料，材料加工Ⅱ ［座長 鈴木孝典（北海道工大），五十嵐恭平］ 

221 溶接による残留変形の影響検討／○鳥海陽司（釧路高専），○吉田正弘，◎高橋 剛，◎渡邊聖司，

◎石塚和則 

222 タグチメソッドを適用した表面性状の評価／○中田慎也（釧路高専），◎渡邊聖司，◎高橋 剛 

223 鉄筋コンクリートのボルタンメトリー／○吉田朋広（釧路高専），◎岩渕義孝，小林 勲 

224 Al-Mg-Si 系合金の極低温加工熱処理／○門脇 尚（釧路高専），◎岩渕義孝，小林 勲 

225 多孔性木炭風セラミックスの創製／○沓澤寛人（釧路高専），◎岩渕義孝，小林 勲 

226 廃漁網リサイクルのための基礎研究／○井波慎吾（苫小牧高専），清岡大輔，◎中津正志，◎藤川 

昇，◎池田真一 

227 交流電位差法による球状黒鉛鋳鉄の亀裂検出／○藤島晋平（室蘭工大），◎長船康裕 

228 黒鉛粒を超微細化した球状黒鉛鋳鉄のオーステンパ熱処理／○村上 悟（室蘭工大），◎長船康裕 

229 MEMS 用低温 CVD 膜生成に関する研究／○黒石雄一（室蘭工大），◎寺本孝司 

14:30～16:00 機械材料，材料加工Ⅲ ［座長 藤島晋平（室蘭工大），村上 悟］ 

231 Ni-Al 系金属間化合物の諸性質／○中紙康介（釧路高専），◎岩渕義孝，小林 勲 

232 Zn-Al 合金の諸特性／○小玉太一（釧路高専），◎岩渕義孝，小林 勲 

233 積層ボライディング処理層の諸性質／○坂下晋太郎（釧路高専），◎岩渕義孝，小林 勲 

234 鉄を含有したアルミニウム合金の諸性質／○江端恵介（釧路高専），◎岩渕義孝，小林 勲 

235 レーザ加工機の実験計画法による加工性能の検討／○松田将宗（苫小牧高専），◎中津正志，◎藤

川 昇，◎池田真一 

236 バニシ加工における加工条件最適化／○杉本 航（釧路高専），○林 大翔，◎渡邊聖司，◎高橋 

剛 

237 ナノ粒子複合材料における加工シミュレーションモデルの検討／○山口鉄矢（釧路高専），◎高橋 

剛，◎渡邊聖司 

238 （欠番） 

239 電磁シーム圧接の変形シミュレーション／○藤田英尚（旭川高専），小林一誠，◎宮﨑 忠 

●第３室● 

9:00～10:10 計測工学 ［座長 松本陽斗（函館高専），中寺雄介］ 

311 近赤外画像による血液濃度計測の検討／○佐藤啓介（室蘭工大），北川翔一，前田貴章，湯浅友典，

◎相津佳永 

312 モニターとプリンター間のカラーマネージメントに関する研究／○楢山智貴（室蘭工大），櫻井裕

樹，◎湯浅友典，相津佳永 

313 スペックルパターン画像に基づく反射率の計測／○小池 豪（室蘭工大），飯田雅彦，前田貴章，

湯浅友典，◎相津佳永 

314 ＭＴシステム適用による画像診断システムの設計／○小松義直（釧路高専），○二色祐徳，◎荒井 

誠，◎池田裕一 

315 透明物体のカラー画像化／○稲崎直人（北見工大），◎尾崎義治 

316 ロションプリズムによる分光と偏光測定／○判治伸彦（北見工大），板垣 伸，◎尾崎義治 

317 導波理論によるＭＯＳ容量劣化の解析／○高橋 優（北見工大），山口昌弘，◎尾崎義治 

10:40～12:00 制御工学Ⅰ ［座長 稲崎直人（北見工大），判治伸彦］ 

321 倒立振子の出力フィードバック制御／○相原 等（釧路高専），◎池田裕一，◎荒井 誠 



322 倒立振子のロバスト制御／○早苗浩典（釧路高専），◎池田裕一，◎荒井 誠 

323 宇宙機のフォーメーションフライト制御／○廣山祐基（釧路高専），◎池田裕一，◎荒井 誠 

324 除振台モデルのスカイフック制御／○郡 義文（北大），◎小林幸徳，◎星野洋平 

325 通信遅れを伴うマスタスレーブシステムの制御／○菊池光彦（室蘭工大），◎疋田弘光，◎花島直

彦，◎山下光久 

326 スライディングパタベーションオブザーバのロボットアーム制御への適用／○吉村 巧（室蘭工

大），◎疋田弘光，◎山下光久，◎花島直彦 

327 マスタ・スレーブ系における受動性の観測と制御／○遠藤 悠（室蘭工大），◎疋田弘光，◎花島

直彦，◎山下光久 

328 独立２輪型直立移動ロボット「リッキー」の制御／○村上裕介（室蘭工大），村井大樹，◎山下光

久，◎疋田弘光，◎花島直彦 

14:30～15:40 制御工学Ⅱ ［座長 相原 等（釧路高専），早苗浩典］ 

331 平板の音響透過特性とアクティブ消音制御／○片岡俊介（北大），◎小林幸徳，◎星野洋平 

332 異常切削時おける切削加工音の特徴量の抽出法とその判別手法の検討／○松本陽斗（函館高専），

◎近藤 司 

333 並列分散環境に基づくオフセット面生成手法の考案／○中寺雄介（函館高専），◎近藤 司 

334 牽引車両の自動走行に関する研究／○海野貴裕（室蘭工大），◎山下光久，◎疋田弘光，◎花島直

彦 

335 柔軟ビーム振動制御を通じたＤＭＭ制御系ＣＡＤの開発と評価／○星 裕也（室蘭工大），◎花島

直彦，◎疋田弘光，◎山下光久 

336 車椅子用採拾自助システムの開発／○靏ヶ谷 大（函館高専），◎中村尚彦，◎浜 克己 

337 障害者用食事自助器具の開発に関する研究-基本設計について-／○中野秀俊（函館高専），◎中村

尚彦，◎浜 克己 

●第４室● 

9:00～10:20 航空宇宙工学Ⅰ ［座長 笹本岳宏（室蘭工大），本間拓水］ 

411 CAMUI ハイブリッドロケットの起動特性に関するシミュレーション／○植嶋健太（北大），伊藤光

紀，前田剛典，柿倉彰仁，金子雄大，森 一大，室井典和（北海道工大），◎永田晴紀（北大），

◎戸谷 剛 

412 HIT-SAT の軌道上温度データと熱解析の比較・検討／○安部 良（北大），榊原隆浩，安中俊彦（植

松電機），◎戸谷 剛（北大），◎永田晴紀 

413 二段燃焼式ハイブリッドロケット燃焼室における二層構造断熱材の性能実証／○佐藤啓太（北大），

坂本将司，片野 光，◎永田晴紀，◎戸谷 剛 

414 マルチセルインフレータブル構造における圧縮荷重と剛性の関係／○羽柴健太（北大），加藤隆造，

石村康生，◎戸谷 剛，◎永田晴紀 

415 小型超音速実験機の機体構造に関する研究／○今井 駿（室蘭工大），◎溝端一秀，杉山 弘，湊 

亮二郎 

416 小型超音速無人機の空力設計及び風試結果／○笹山容資（室蘭工大），◎棚次亘弘，溝端一秀，湊 

亮二郎，羽田尚太，工藤摩耶 

417 小型ターボジェットエンジンの反転軸流タービンの設計／○竹田広人（室蘭工大），西村宗真，湊 

亮二郎，◎溝端 一秀，杉山 弘 

418 小型ターボジェットエンジンの反転軸流ファンの設計／○西村宗真（室蘭工大），◎棚次亘弘，湊 

亮二郎，竹田広人 

10:40～11:50 航空宇宙工学Ⅱ・流体工学 ［座長 植嶋健太（北大），安部 良］ 



421 軸対称超音速インテークの流れ特性に関する研究／○笹本岳宏（室蘭工大），沖田俊行，◎杉山 弘，

溝端一秀，湊 亮二郎 

422 超音速内部流動に関する研究（マッハ２擬似衝撃波の構造と壁面せん断応力分布）／○本間拓水

（室蘭工大），深谷拓未，◎杉山 弘，溝端一秀，湊 亮二郎 

423 ノズルの超音速流部の加熱による推力及び比推力の向上／○西本文彦（北大），高野千尋，岩城裕

樹，◎永田晴紀，◎戸谷 剛 

424 反射板を用いた PDE イニシエータにおける吸気・混合過程についての数値解析／○浅田隆利（北

大），脇田督司，沼倉龍介，菅田成俊，◎永田晴紀，◎戸谷 剛 

425 デルタ翼による人工縦渦と気泡の相互作用／○鈴木隆政（北大），大石義彦，◎田坂裕司，◎村井

祐一，◎武田 靖 

426 可視化による大気乱流拡散の風洞実験／○中川翔太（釧路高専），◎小杉 淳，◎丹 国夫 

427 可視化による大気乱流拡散の風洞実験（瞬間プルームの濃度変動特性の抽出の試み）／○葭谷祐

介（釧路高専），◎小杉 淳，◎丹 国夫 

14:30～15:50 材料力学Ⅳ・トライボロジー ［座長 中屋亮平（北海道工大），大場慎也］ 

431 MIF ノックアウトマウスのアキレス腱引張強度評価／○石川 拓（室蘭工大），◎臺丸谷政志，◎

藤木裕行 

432 生体大腿骨の有限要素モデリング／○渋谷良太（北大），中土裕樹，東藤正浩，◎但野 茂 

433 Ｘ線回折によるウシ大腿骨皮質骨の残留応力測定／○山田悟史（北大），東藤正浩，◎但野 茂 

434 竹繊維を添加したポリ乳酸複合材料の開発ー耐衝撃性・耐熱性向上に及ぼす繊維形状の影響ー／

○松岡香穂（同志社大），所 良子，◎大窪和也，◎藤井 透 

435 竹繊維配合ゴムを用いた氷表面上用シューズ底の開発／○中村茉友（同志社大），戸田 樹，◎大

窪和也，◎藤井 透，川上泰弘（ムーンスター），古達浩史，山村博喜 

436 簡易型摩擦係数測定具の改良／○能登 勝（苫小牧高専），◎野口 勉，◎浅野政之，◎奥山徳宏 

437 人工軟骨材料の摩擦摩耗試験／○藤田恭平（室蘭工大），◎臺丸谷政志，◎藤木裕行 

438 アキシアルピストンポンプの熱流体潤滑に関する実験（スリッパ・斜板およびピストン・シリン

ダボア間のトライボロジー）／○佐々木隼斗（室蘭工大），鶴野正真，◎風間俊治 

●第５室● 

9:00～10:10 流体工学・流体機械Ⅰ ［座長 新部智由（室蘭工大），鳥畑尚希］ 

511 固体高分子形燃料電池のガス拡散層における流動シミュレーション／○小林祥志（北大），◎大島

伸行，◎栗原央流 

512 エンジン吸気過程のラージエディシミュレーション／○塚本和寛（北大），◎大島伸行 

513 flamelet model による乱流燃焼場解析／○三好崇之（北大），◎大島伸行 

514 回転する F1 タイヤ周り流れのラージエディシミュレーション／○柳原 隼（北大），◎大島伸行 

515 インジェクター噴霧流れの LES における格子粗さとパーセル粒子数の影響／○渡辺尚宏（北大），

◎大島伸行 

516 噴流衝突式キャビテーション壊食に関する実験（噴流出口近傍形状の影響）／○熊谷賢人（室蘭

工大），三浦頼仁，◎風間俊治 

517 リング型振動子後方でのキャビテーションの洗浄効果／○牧野真也（北大），翁長武志，◎早川道

雄，◎矢野 猛，◎藤川重雄 

10:40～12:00 流体工学・流体機械Ⅱ ［座長 菅原桂子（北大），山野大吾］ 

521 UTDC を用いた TVF の測定／○新部智由（室蘭工大），工藤寛士，◎河合秀樹，◎高橋洋志 

522 アスペクト比の小さいTaylor渦による固液混合相の濾過実験／○鳥畑尚希（室蘭工大），中村 渉，

◎河合秀樹，◎高橋洋志 



523 数値解析を用いた Taylor 渦の構造解析／○石川健治（室蘭工大），菊池拓矢，◎河合秀樹，◎高

橋洋志 

524 Taylor-couette 渦流れ内における光合成微生物の酸素生産能力と流れの関連性／○大宮佑太（室

蘭工大），阿部裕也，賀集 拓，◎河合秀樹，◎高橋洋志 

525 Taylor-couette 渦流れにおける光合成微生物の増殖特性／○安井砂雄（室蘭工大），阿部裕也，賀

集 拓，◎河合秀樹，◎高橋洋志 

526 拍動型人工心臓の流体解析／○井田孝之（苫小牧高専），◎見藤 歩，◎田島 勲，◎蘇武栄治，

岡本英治（北海道東海大） 

527 昇球式血液粘度計開発の基礎研究／○坂口克至（北大），三部重博，◎一條真古人，◎矢野 猛，

◎藤川重雄 

528 液体中で相対運動する各種粘度の液滴の抵抗係数計測／○青木正晴（北大），高原雅敏，麻島哲郎，

◎工藤一彦，◎黒田明慈 

14:30～15:40 流体工学・流体機械Ⅲ ［座長 石川健治（室蘭工大），大宮佑太］ 

531 衝撃波による複数気泡の崩壊に関する実験／○上杉正樹（室蘭工大），◎杉山 弘，溝端一秀，湊 

亮二郎 

532 CIP-LSM による液滴衝突挙動の数値解析／○塚本裕貴（北大），戸田大介，◎黒田明慈，◎工藤一

彦 

533 Toms 効果における添付試料濃度分布の影響／○射手矢憲哲（北大），◎黒田明慈，◎工藤一彦 

534 ベンチュリ管による高粘度液体中の微小気泡生成／○吉田功治（北大），◎田坂裕司，◎村井 祐

一，◎武田 靖 

535 シャボン玉トレーサによる気流 PTV 計測法／○神田哲志（北大），◎田坂裕司，◎村井 祐一，◎

武田 靖 

536 熱交換による相変化を伴う気泡流の数値シミュレーション／○菅原桂子（北大），柴田修平，◎矢

野 猛，◎藤川重雄 

537 衝撃波管実験と分子気体力学の融合による水の凝縮係数の測定／○山野大吾（北大），渡邉俊介，

小林一道，稲葉匡司，◎一條真古人，◎矢野 猛，◎藤川重雄 

●第６室● 

9:00～10:30 熱工学Ⅰ ［座長 山本哲也（旭川高専），森 達也］ 

611 ＩＺＣ多孔質体の試作と評価／○遠藤涼平（北見工大），竹中宏之，◎山田貴延，中西喜美雄 

612 住宅換気用全熱交換エレメントの凍結防止／○梅田健大（北見工大），平野悟史，木村順平，◎山

田貴延，中西喜美雄 

613 蓄熱型室温磁気冷凍システムの構築と性能評価／○山田圭吾（北大），◎川南 剛，◎池川昌弘，

◎山田雅彦，櫻井康平 

614 固体媒質内における振動伝播と熱移動特性／○間山貴文（北大），◎山田雅彦，◎池川昌弘，◎川

南 剛 

615 脳低温療法のための脳冷却技術に関する研究／○平間貴大（釧路高専），◎麓 耕二 

616 大血管血流の冷却効果を考慮した生体内温度分布の逆推定／○大江弘樹（北大），◎池川昌弘，◎

山田雅彦，◎川南 剛，中井雅俊 

617 揺変性縣濁液の熱物性測定／○中村 亘（北大），◎山田雅彦，◎池川昌弘，◎川南 剛 

618 窒素含有塩水氷スラリーに関する研究／○足利典亮（釧路高専），◎麓 耕二 

619 冷却円柱周りの透明氷生成に関する研究／○宮部真明（釧路高専），◎麓 耕二 

10:40～12:00 熱工学Ⅱ，燃焼工学・内燃機関Ⅰ ［座長 足利典亮（釧路高専），宮部真明］ 

621 円管磁気作業物質を用いた室温磁気冷凍機の特性評価／○引本 塁（北大），◎川南 剛，◎池川



昌弘，◎山田雅彦，櫻井康平 

622 マイクロクーラーの開発実験／○渡辺 仁（北大），村上 大，橋本昌樹，◎工藤一彦，◎黒田明

慈 

623 気泡駆動ポンプの基礎検討／○平塚伸一郎（北大），◎池川昌弘，◎山田雅彦，◎川南 剛，繁富

公範 

624 ラジエントチューブバーナー加熱による３次元工業用火炉内の過渡伝熱解析／○山口高志（北大），

星野高貫，◎工藤一彦 

625 NOx 還元触媒用還元剤の検討／○大津雄介（北海道工大），今中啓介，◎登坂 茂，◎藤原康博 

626 バイオディーゼル系燃料におけるアルデヒドの生成に関する研究／○下田将大（北海道工大），酒

井秀彰，◎登坂 茂，◎藤原康博 

627 PCI・急速混合ハイブリッド燃焼によるディーゼル NOx 低減実験／○伊藤雄亮（北大），◎田部 豊，

◎近久武美 

628 高圧 DI ディーゼル機関の低温始動性におよぼす燃料系の影響／○神戸章嘉（北見工大），出口真

吾，◎石谷博美，◎佐々木正史 

14:30～15:40 流体工学・流体機械Ⅳ ［座長 塚本和寛（北大），三好崇之］ 

631 食品流動における過渡的流速変動の UVP 計測／○古屋直樹（北大），◎田坂裕司，◎村井祐一，◎

武田 靖 

632 食用油脂の水熱反応による加水分解特性／○鄭 永輝（室蘭工大），◎河合秀樹，◎高橋洋志 

633 細胞膜の流動性に関する分子動力学シミュレーション／○秋山輝匡（北大），越山顕一朗，新畑宏

晃，◎矢野 猛，◎藤川重雄 

634 前方平板による円柱まわりの抗力制御～前方平板 10mm の場合～／○桂木達也（釧路高専），◎丹 

国夫，◎小杉 淳 

635 遠心ポンプの設計・製図～釧路西港から釧路高専までのパイプライン設計～／○中村未来（釧路

高専），◎丹 国夫，◎小杉 淳 

636 遠心ポンプの設計・製図～釧路高専から阿寒湖畔までのパイプライン設計～／○薩田基博（釧路

高専），◎丹 国夫，◎小杉 淳 

637 縦渦対と乱流後流の相互干渉に関する研究／○山田久善（北見工大），和田裕樹，◎松村昌典 

●第７室● 

9:00～10:20 機械力学Ⅰ ［座長 萩原将史（釧路高専），山口恭侑］ 

711 シェル構造の実験モード解析とその応用／○岩田章兵（釧路高専），◎成澤哲也 

712 高強度グリッド構造体の特性解析／○佐藤公平（釧路高専），◎成澤哲也 

713 二重振り子によるカオス振動について／○大門聖語（釧路高専），◎成澤哲也 

714 炭素繊維ピラミッドセルを有する平板の成形と応用／○小澤 晃（釧路高専），◎成澤哲也 

715 バネ－ダッシュポットを用いたゴムの等価剛性モデルの構築／○菅原 亨（北海道工大），◎太田

佳樹 

716 分数階微分を用いたゴムの等価剛性モデルの構築／○宮森賢蔵（北海道工大），◎太田佳樹 

717 自動車用粘弾性材料の動的特性に関する研究／○齋藤康弘（室蘭工大），◎松本大樹，◎齋當建一 

718 電動車椅子用水平保持アクティブシートの機能評価／○石黒佑介（北大），松田辰啓，北川弘之（日

立建機），東藤正浩（北大），◎但野 茂 

10:40～11:50 機械力学Ⅱ ［座長 菅原 亨（北海道工大），宮森賢蔵］ 

721 重心移動による推進機構の効率化／○西江直樹（北大），◎鍵和田忠男，原田宏幸 

722 くねり運動による胴体推進の実験的検討／○西川陽平（北大），◎鍵和田忠男，原田宏幸 

723 打撃される円筒の振動及び放射音に関する研究／○横野航太（室蘭工大），◎松本大樹，◎齋當建



一 

724 カメラシャッター羽根の振動特性に関する研究／○種田周平（室蘭工大），藤波和人，◎松本大樹，

◎齋當建一 

725 スターリングエンジンの製作に関する基礎的研究／○松岡貴之（室蘭工大），◎松本大樹，◎齋當

建一 

726 葦群生地の走破を目的としたＶ字型クローラの２次元動力学解析／○坂戸淳一（室蘭工大），◎花

島直彦，◎山下光久，◎疋田弘光 

727 直交異方性はりの振動応答／○野村亮平（釧路高専），◎成澤哲也 

14:30～15:40 機械力学Ⅲ ［座長 種田周平（室蘭工大），松岡貴之］ 

731 シェル構造の実験モード解析／○萩原将史（釧路高専），◎成澤哲也 

732 積層複合偏平シェルの周波数応答／○山口恭侑（釧路高専），◎成澤哲也 

733 離散層別理論を用いたＦＲＰ積層平板の減衰振動解析／○山口雄平（北海道工大），◎太田佳樹 

734 ＦＲＰ積層平板の減衰振動に関する実験的検証／○湊 雄太（北海道工大），◎太田佳樹 

735 ＦＲＰ積層片持ちはりの減衰振動に関する実験的検証／○奈良岡武志（北海道工大），◎太田佳樹 

736 曲線に沿って補強された FRP 平板の振動解析／○大西良昌（北大），◎成田吉弘，◎佐々木克彦 

737 ホイールねじの緩み過程の解析／○奥山雅啓（北大），◎鍵和田忠男，原田宏幸 

●第８室● 

9:00～10:20 ロボティックスⅠ ［座長 金子伸吾（北見工大），蒔田剛訓］ 

811 歩行エネルギー回生による膝関節トルク発生装置の試作／○西坂 卓（北見工大），◎鈴木聡一郎 

812 三点支持足部を有する二足受動歩行ロボットの試作／○関 裕士（北見工大），◎鈴木聡一郎 

813 自走型倒立振子ロボットの軌道追従制御／○森川 工（北大），◎小林幸徳，◎星野洋平 

814 FRP ロボットアームの設計に関する研究／○朴 性昱（北大），◎小林幸徳，◎星野洋平 

815 ステッピングモーターリサイクリングによるロボット教材の開発／○江上弘将（北海道工大），石

田祐大，◎竹澤 聡 

816 遠隔操作による空中浮遊物体の運動制御に関する実験的研究／○秋山陽祐（北海道工大），◎竹澤 

聡 

817 WiPort の LAN 整合性および実用評価に関する実験的研究／○野田敬介（北海道工大），◎竹澤 聡 

818 自走電動車椅子の機能向上を目指すセンサリングに関する実験的研究／○横田雄司（北海道工大），

藤井康平，◎竹澤 聡 

10:40～12:00 ロボティックスⅡ ［座長 秋山陽祐（北海道工大），野田敬介］ 

821 低μ路での滑り条件が及ぼすロボット静歩行に関する実験的研究／○森 章幸（北海道工大），◎

竹澤 聡 

822 二足歩行ロボットの段差昇降シーケンスアルゴリズムに関する実験的研究／○脇坂嶺一（北海道

工大），◎竹澤 聡 

823 2 次元受動 2足歩行機構の検討／○池田浩輔（北大），◎鍵和田忠男，原田宏幸 

824 軽量ゴルフスイングロボットの安定性に関する研究／○中嶋俊介（北大），◎小林幸徳，◎星野洋

平 

825 蠕動運動ロボットの開発（ユニット伸長支援機構）／○飯野宏基（北大），◎鍵和田忠男，原田宏

幸 

826 蠕動運動ロボットの開発（舵取り機構）／○岸本英雄（北大），◎鍵和田忠男，原田宏幸 

827 岩盤調査ロボットの設計開発／○金子成利（釧路高専），◎荒井 誠，◎池田裕一，◎梶原秀一 

828 表面筋電信号依存型マニピュレータ駆動システムの実験的研究／○伊藤豪志（北海道工大），加藤

拓也，◎竹澤 聡 



14:30～15:50 ロボティックスⅢ ［座長 岸本英雄（北大），池田浩輔］ 

831 二足歩行ロボットの動歩行解析／○長田 真吾（函館高専），◎中村尚彦，◎浜 克己 

832 バイオメタルファイバーアクチュエータ性能の特性評価に関する実験的研究／○伊豆原岳法（北

海道工大），◎竹澤 聡 

833 ３軸加速度センサーによる高齢者冬型転倒事故回避システムの実験的研究／○成田裕太郎（北海

道工大），◎竹澤 聡 

834 人体上・下肢の筋と骨格に関するモデリング／○宮本大輔（北見工大），◎大橋鉄也 

835 歩行時に滑り転倒するヒトのコンピュータモデルを用いた解析／○金子伸吾（北見工大），◎菅原

幸夫 

836 円背姿勢高齢者の転倒解析／○蒔田剛訓（北見工大），◎菅原幸夫 

837 つまずき転倒するヒトのコンピュータシミュレーション－筋骨格部分を持つモデル－／○アクラ

ム（北見工大），◎菅原幸夫 

838 ヒト形コンピュータモデルの歩行／○直江翔太（北見工大），◎菅原幸夫 

●第９室● 

9:00～10:20 エネルギー・環境Ⅰ ［座長 竹内一記（室蘭工大），松田 雄］ 

911 メタンハイドレートの生成に関する研究 －生成容器サイズおよび混合ガスの影響－／○児玉智

史（北見工大），村中智美，好永成志，與那覇聡，◎山田貴延，中西喜美雄 

912 地中熱ヒートポンプにおける土壌熱源の解析／○中島悠貴（北見工大），國奥泰宏，◎佐々木正史，

◎遠藤 登 

913 湖沼と大気間の温暖化物質交換量の推計／○藤原大樹（北見工大），加藤貴宏，◎佐々木正史，◎

遠藤 登 

914 PEFC 内気液流動特性とその電流密度分布および電池性能に及ぼす影響／○高嶋祐介（北大），◎田

部 豊，◎近久武美 

915 PEFC ガス拡散層特性と電池内気液流動および性能の関係／○高松宏行（北大），◎田部 豊，◎近

久武美 

916 PEFC 数値シミュレーション開発のための実機システム検証実験／○李 勇柱（北大），◎田部 豊，

◎近久武美 

917 （取下げ） 

918 木質燃料ボイラーの燃料乾燥に関する基礎研究～減圧乾燥実験～／○梶川智美（室蘭工大），◎媚

山政良，千葉 篤 

10:40～11:50 エネルギー・環境Ⅱ ［座長 高嶋祐介（北大），高松宏行］ 

921 氷点下における固体高分子形燃料電池の起動特性に対する影響因子／○鵜野幸太（北大），◎田部 

豊，◎近久武美，高橋真一（日産自動車），吉澤幸大 

922 海氷の成長と融解に関する数値シミュレーション／○栗原俊介（北見工大），◎大橋鉄也 

923 雪氷を用いたガスハイドレートに関する基礎研究／○石山博之（室蘭工大），◎媚山政良，酒井 有 

924 全空気方式雪冷房に関する研究／○白川 晃（室蘭工大），◎媚山政良，伊藤 健，本間弘達 

925 利雪温室の開発に関する研究／○須田紘司（室蘭工大），◎媚山政良，森井拓也，佐々木賢知 

926 雪ミスト冷房に関する基礎研究／○竹内一記（室蘭工大），◎媚山政良，下田 慎 

927 交流器をもつ開放型二重管サーモサイフォンによる蓄冷熱に関する基礎研究／○松田 雄（室蘭

工大），◎媚山政良，藤本健佑 

928 プロペラ型風車の空力特性／○樋山雅弘（室蘭工大），新屋泰彦，釣 航平，アリムス，◎鈴木 淳，

◎岸浪紘機 

929 貫流式風車の空力特性／○原田 大（室蘭工大），釣 航平，◎鈴木 淳，◎岸浪紘機 



14:30～16:00 燃焼工学・内燃機関Ⅱ ［座長 大津雄介（北海道工大），下田将大］ 

931 木質ペレットの燃焼と排気特性／○林 角栄（旭川高専），佐藤雅敏，佐藤優輝，◎立田節雄 

932 ＢＤＦ製造装置の試作と性能評価／○山本哲也（旭川高専），富永拓実，◎立田節雄 

933 輝炎の色と明るさに関する数値解析／○森 達也（旭川高専），◎立田節雄 

934 微小重力を用いた導線の着火メカニズムの検討／○阿形 蛍（北大），田 炳浩，◎藤田 修，◎

伊東弘行，◎中村祐二 

935 低圧環境下の固体ふく射着火特性／○草野真一郎（北大），青木晶世，◎中村祐二，◎藤田 修，

◎伊東弘行，山根清隆 

936 燃焼法を用いたカーボンナノチューブ生成における電場の影響／○建部大輔（北大），内山友康，

佐藤大輔，◎伊東弘行，◎藤田 修 

937 小型熱源に向けた DME 触媒燃焼の低温始動特性／○為田数馬（北大），藤井敏生，◎藤田 修 

938 種々の燃料における雰囲気温度とすす生成量の相互関係／○園田恭央（北大），小林雅律，◎藤田 

修 

939 円管内予混合火炎への外部輻射加熱による振動火炎発生メカニズムの検討／○本小輝晃（北大），

槌本真和，◎藤田 修，◎中村祐二，◎伊東弘行，山根清隆 

●第１０室●  

9:00～10:20 バイオメカニックス ［座長 大西弘晃（旭川高専），土井孝文］ 

1011 逆上がり補助器具の改良と評価／○中野裕喜（釧路高専），◎渡邊聖司，◎高橋 剛，◎三島利紀 

1012 歩行動作中の滑り出しのタイミングと転倒回避／〇野村龍一（苫小牧高専），◎野口 勉，◎浅野

政之 

1013 歩行における踵接地時の靴底接触部の力学的特徴／〇赤堀貴浩（苫小牧高専），◎野口 勉，◎浅

野政之，◎奥山徳宏 

1014 靴底輪郭形状と圧力分布状態の統一的把握／○藤川朋也（苫小牧高専），◎野口 勉，◎浅野政之，

◎奥山徳宏 

1015 歩行加速度による防滑効果の総合的評価／○田近洋生（苫小牧高専），◎野口 勉，◎浅野政之 

1016 犬歯三次元FEモデルを用いた歯槽骨の力学的適応変形シミュレーション／○末澤佑輔（旭川高専），

◎森川 一 

1017 階段昇降時の三次元動作解析／○大田和弘（北大），武田 量，東藤正浩，◎但野 茂，中島康博

（道工試），吉成 哲 

1018 臓器・組織の三次元形態モデリング／○佐々木陽介（北大），高尾聖心，東藤正浩，◎但野 茂 

1019 海綿骨の形成と衰退に関するシミュレーションの検討／○上島禎史（北見工大），◎大橋鉄也 

14:30～15:40 設計・生産管理・システム ［座長 赤堀貴浩（苫小牧高専），藤川朋也］ 

1031 没入型 VR システムを用いた降雪時における視程の推定／○鈴木祐太（北見工大），◎菅原幸夫 

1032 デジタルヒューマンモデルにおけるエラー特性／○和田 翔（室蘭工大），◎寺本孝司 

1033 3 次元点群データからの曲面生成と形状評価／○大西弘晃（旭川高専），◎後藤孝行 

1034 人員配置問題の最適化に関する研究／○天野晃平（釧路高専），◎荒井 誠，◎池田裕一 

1035 ハイスピードカメラの活用について／○成田明彦（苫小牧高専），小山裕示，◎田島 勲，◎見藤 

歩，◎蘇武栄治 

1036 長尺アルミ角パイプ端面加工機の開発－本体の設計と製作－／○土井孝文（旭川高専），斉藤雅人，

◎後藤孝行 

1037 床反力計 K-9286 利用による透明床反力計の考案／○中川宇人（苫小牧高専），◎野口 勉，◎浅

野政之，◎奥山徳宏 


