学術講演会
(1) 講演･討論時間:講演 10 分,討論 5 分,合計 15 分
(2) 連名の場合には〇印の方が講演者です．
(3) 連名で所属が省略されている方は前の方と同一で
す．

■■■ 第１室 ■■■

県立大)，栗田裕，松村雄一，梅塚紗百理

13:15-14:15 K10 基調講演
(機械力学・計測制御部門 企画)
｢小型バイオマスエネルギー変換システムにおける計測
と制御｣
(詳細は別掲)

□□１０日(月)□□
<G10 機械力学・計測制御>
<G10 機械力学・計測制御>
9:00-10:30 G10-1 振動基礎
[座長 鞍谷文保(和歌山大)]
0101 モード歪エネルギ法の適用による高制振パネル
構造の解析/○小平剛央(マツダ)，宇都宮昭則，中
川興也
0102 片当たり非線形振動現象の解明とモデリング/○
早川泰史(デンソーテクノ)，松田創平(名大)，佐
保日出夫(デンソーテクノ)，池田忠繁(名大)，上
田哲彦
0103 段付シールの動特性解析と最適形状設計/○松田
匡司(関西大)，岩壺卓三
0104 平板構造物の SEA モデルにおける面内振動の影
響/○黒田勝彦(神奈川大)，山崎徹，鞍谷文保(和
歌山大)
0105 衝撃を受ける弾性球殻の動的挙動/○本田善久(近
畿大)
0106 鳴き現象低減のためのディスクブレーキ系の振
動挙動の基礎的検討/○東雅之(阪府大)，新谷篤彦，
藤田勝久(前阪府大)
10:45-12:15 G10-2 機械振動
[座長 本田善久(近畿大)]
0107 すべりを伴う 2 自由度連成系における内部構造
物の影響/○古田和久(阪府大)，伊藤智博，新谷篤
彦
0108 振動搬送機械の断続駆動によるワークの高速定
量供給(開ループ制御時のロバスト性の評価)/○
岡本裕司(滋賀県立大)，栗田裕，松村雄一，増田
貴行
0109 摩擦軸受を用いた地震応答低減装置の開発/○青
木繁(都立産技高専)，中西佑二，富永一利，大高
武士(鹿児島大)，稲垣光義(都立産技高専)，西村
惟之，金澤光雄(金澤製作所)，川口澄夫
0110 スター型遊星歯車装置のねじり共振に対する幾
何誤差の影響/○吉野正信(長岡高専)，大野一幸，
矢鍋重夫(長岡技科大)
0111 き裂部を有する配管系の振動台実験/○中村いず
み(防災科研)，大谷章仁(IHI)，白鳥正樹(横浜国大)
0112 楕円振動を利用した摩擦係数の異なる物体の分
別搬送(跳躍限界を超える場合)/○藤田佳孝(滋賀

14:30-15:45 G10-3 制御
[座長 松村雄一(滋賀県立大)]
0113 振動台における特定周波数反力補償制御/○関健
太(名工大)，川福基裕，岩崎誠，平井洋武，保田
和輝(日立プラント)
0114 力増幅型運搬作業支援装置の制御/○有我祐一(山
形大)，渡部慶二，遠藤茂，上村貴彦
0115 定荷重支持機構を用いた鉛直振動の受動制御/○
浅井健彦(京大)，荒木慶一，吉田亘利
0116 振動台における反復学習制御の収束性に関する
検討/○菊地元春(名工大)，関健太，川福基裕，岩
崎誠，平井洋武
0117 理想入力モデル規範適応手法による振れ止め位
置制御の実験装置を用いた検証/○藤原淳史(阪工
大院)，加藤誠(阪工大)
16:00-17:30 G10-4 動的設計
[座長 阿波啓造(関西大)]
0118 静電駆動型 DM による波面収差補正アルゴリズ
ム開発/○斉藤紀子(トプコン)，小林亮夫，川島浩
幸，籾内正幸，古川亮(東芝)，増西桂，古賀章浩
0119 教材用２足歩行模型の開発 ―歩行安定性の評価
―/○山田哲也(滋賀瀬田工高)，鞍谷文保(和歌山
大)
0120 動吸振器を利用した電磁誘導型発電装置の設計
に関する研究/○池田大輔(湘南工大)，藤本滋
0121 ガス遮断器操作機構のラチェットギヤの挙動に
関する検討/○橋本裕明(日立機械研)，大久保健一
(日本 AE)
0122 クーロン摩擦を有するボールネジ駆動装置の高
精度システム同定法/○下田智博(九産大院)，内田
嘉道，鶴田和寛(九産大)，藤本孝
0123 マルチセグメント・スライディングモード法によ
るクーロン摩擦を有するボールネジ駆動装置の
高精度位置決め制御/○内田嘉道(九産大)，鶴田和
寛，藤本孝
□□１１日(火)□□
<J18 機械と環境の振動・騒音評価、低減技術の新展
開>

9:00-10:30 J18-2 機械と環境の騒音評価、低減技術
(2)
[座長 田中俊光(成蹊大)]
0124 バーチャルセンシング法と H2 制御を用いた車室
内のアクティブ構造騒音制御/○高松吉郎(日産
自)，ミシェルメンスレー(ルノー)，出口欣高(日
産自)，屋代春樹(富山県立大)
0125 管群を有するダクト内の音速評価に関する研究/
○石原国彦(徳島大)，宮本高徳，吉田侑加
0126 高級ハイブリッドセダン開発における振動騒音
低減技術/○川端直人(TMC)
0127 矩形ダクト曲がり部に設けたスプリッタの高次
モード音波伝ぱに対する効果/○伊勢谷諭史(中部
大院)，貞本晃(中部大)
0128 振動インテンシティのモード展開/○山崎徹(神
奈川大)
0129 射出膨張成形法による新型吸音材(NAP)の研究/
○岡村雅晴(DNC)，酒井利文，中川紀壽(広島大)
10:40-12:00 W11 ワークショップ
(機械力学・計測制御部門 企画)
｢建築と機械分野における吸音利用技術｣
(詳細は別掲)
<G10 機械力学・計測制御>
13:00-14:30 G10-5 計測
[座長 宇津野秀夫(京大)]
0130 速度正帰還によって発生する自励振動を利用し
た生体表面の粘弾性のオンライン測定/○宮岡孝
行(滋賀県立大),栗田裕，松村雄一，三崎務
0131 ピストン外観鋳巣検査技術の開発/○犬塚克也(ア
イシン)，久野耕嗣
0132 PVDF 圧電フィルムの植物水ストレスセンサへ
の適用/○仙波浩雅(愛媛県工技センター)，戸井康
雄(愛媛県農試)
0133 知覚色情報を用いた画像処理法による濃度計測
法の提案/○高橋宏(関西大院)，倉田純一(関西大)，
内山寛信，村上佳広
0134 赤外光吸収を用いた衝撃波後方の熱気流温度瞬
時計測に関する研究/○安部友也(阪大院)，武石賢
一郎，小宮山正治，藤本健
0135 力学現象のリアルタイム解析装置の開発と教育
への応用/○吉野宏二(滋賀県立大)，栗田裕，松村
雄一，井上祐哉
14:45-16:15 G10-6 制御とシミュレーション
[座長 栗田裕(滋賀県立大)]
0136 木質バイオマス発電ガス化シミュレーション/○
伊藤渉(八戸工大)，白山裕也，栗原伸夫
0137 木質バイオマスガスのエンジン燃焼評価/○墨川
一人(八戸工大)，白山裕也，栗原伸夫
0138 視覚障害者のための白杖の位置計測装置/小松信

雄(阪工大)，○草野裕樹
0139 探索を用いた経路制御手法とその応用/○山崎光
男(神奈川大)，江上正
0140 移動車両の可変速経路制御/○金澤宏幸(神奈川
大)，江上正
0141 マンションのリビングにおける制御モデル構築
のための空気の流れの解析/○平澤一浩(CAE-SC)，
大槻真人，大屋英稔(SIT)

■■■ 第２室 ■■■
□□１０日(月)□□
14:30-15:45 F06 先端技術フォーラム
(機械力学・計測制御部門 企画)
｢モニタリング技術の先端事例ー品質管理，メンテナン
ス最適化のための最新技術｣
(詳細は別掲)
<J18 機械と環境の振動・騒音評価、低減技術の新展
開>
16:00-17:30 J18-1 機械と環境の振動評価、低減技
術(1)
[座長増田 新(京工繊大)]
0201 高さの異なる並立柔軟構造物の連結ハイブリッ
ド制御/○吉野悦郎(日大)，渡辺亨，背戸一登
0202 水を利用した船のローリング用制振装置/○井関
雄士(京大院),松久寛，宇津野秀夫
0203 コリオリ力を利用したクレーン吊り荷のアクテ
ィブ制振/○松村拓樹(京大院)，松久寛，宇津野秀
夫
0204 多体衝突振動系における Grover アルゴリズムの
応用/○花井宏旭(三重大)，小竹茂夫
0205 結合部自由度の座標変換による振動伝達特性の
解析法/辻内伸好(同志社大)，小泉孝之，○中原
紳，城戸一郎(TTDC)，橋岡正人
0206 マクスウエルモデルを用いた複合マウントの制
振性評価/辻内伸好(同志社大)，小泉孝之，大門
拓童，安藤博昭(新キャタピラー三菱)
□□１１日(火)□□
<J19 ヒューマンダイナミクス>
9:00-10:15 J19-1 人間・ロボットの動作解析
[座長 大日方五郎(名大)]
0207 快適性評価のための車両運動に伴う乗員動予測
モデルの開発/○加藤和人(日産自)，吉村卓也(首
都大)，玉置元，菅家徹，北崎智之(日産自)
0208 古(いにしえ)の身体操法に学ぶ二足歩行ロボッ
ト「源兵衛」の自在な動きの発現(不安定を利用
する階段の登り降り)/○川副嘉彦(埼玉工大)，森

山真太朗，田口準
0209 スモール・ソールによる二足ロボット「源兵衛」
の不安定を利用するナンバ走りの進展/川副嘉彦
(埼玉工大)，田口準，○癸生川純一
0210 水中ウォーキングにおける筋力強化に最適なフ
ォームの提案(第１報，シミュレーションによる
最適フォームの選定)/中島求(東工大)，○米山啓
子(東工大院)，三好扶(芝浦工大)
0211 水中ウォーキングにおける筋力強化に最適なフ
ォームの提案 第 2 報 被験者実験による検証/○
三好扶(芝浦工大)，米山啓子(東工大)，中島求，
中澤公孝(国リハ研)，赤居正美

10:30-12:00 J19-2 生体計測・制御・シミュレーシ
ョン
[座長 宇治橋貞幸(東工大)]
0212 ヒューマンホッピングにおけるレッグジョイン
ト機構の数値シミュレーション/○神里昌示(京
工繊大院)，徳永宏(京工繊大)
0213 人間の足踏みモデルの作成による歩行リズムの
引き込み現象の解明/○後藤一孝(京大)，松久寛，
宇津野秀夫
0214 ブタ大腿骨の動的ひずみ特性/○金田悠拓(新潟
大 院),大川永，原利昭(新潟大)
0215 運動時の床反力による体重推定/○江口陽介(明
大)，下坂陽男，江原信郎
0216 機械的インピーダンス負荷を用いた選択的筋力
トレーニング法の開発/○重歳憲治(滋賀医大)，
伊坂忠夫(立命館大)，小澤隆太，森園哲也(豊田
工大)，川村貞夫(立命館大)
0217 立位安定性と足関節トルク制御則との関係/○佐
川貢一(弘前大)，藤澤和大，石田水里
<J17 交通機械のダイナミクス>
13:00-14:15 J17-1 交通機械のダイナミクス(1)
[座長 椎葉太一(明大)]
0218 パンタグラフの動特性最適化手法と現車試験に
おける検証/○臼田隆之(鉄道総研)，大戸伸一(JR
東日本)，三島潤一郎
0219 鉄道車両ボギー角アクティブ操舵台車の車輪踏
面に関する検討/○宮島直希(東京農工大)，小宮
山誠，道辻洋平，須田義大(東大)，松本陽(交通
研)，佐藤安弘，大野寛之，谷本益久(SMT)，岸本
康史，佐藤與志(住金)，中居拓自
0220 航空機飛行経路の実時間最適化及び逆ダイナミ
クスによる追従制御/○三輪昌寛(東大)，酒井洋
輔，土屋武司，鈴木真二
0221 航空機の飛行風洞試験システムの構築(中間発
表)/○田上亮介(東海大院)，梅沢翔，島野喜貴(東
海大)，小林修
0222 シート接触圧を用いたドライバ挙動抽出手法の
検討/○富田暁(東京農工大院)，吉田秀久(東京農
工大)，永井正夫

14:30-15:45 J17-2 交通機械のダイナミクス(2)
[座長 道辻洋平(東京農工大)]
0223 小径自転車の運動解析と走行実験/○中川智皓
(東大)，竹原昭一郎，須田義大，中野公彦，小峰
久直
0224 テレレバーサスペンション機構を持つモーター
サイクルの走行の数値シミュレーション/○武田
晃典(京工繊大院)，徳永宏
0225 小径タイヤの段差降り運動に関する実験的検討/
○竹原昭一郎(東大)，須田義大
0226 車両運動特性に対するサスペンションジオメト
リの影響評価/○村田航(明大院)，田中礼有，渡
辺裕樹，椎葉太一(明大)
0227 カートフレームの弾性変形を考慮した操縦安定
性解析/○上野雄一(明大院)，椎葉太一(明大)
■■■ 第３室 ■■■
□□１０日(月)□□
<S80 技術に対する法的援助>
14:00-15:00 S80 技術に対する法的援助
[座長 大上浩(武蔵工大)]
0301 特許発明における進歩性の定量化/○西村竜平
(京大)，潘孝寧，西脇眞二，泉井一宏，吉村允孝
0302 特許データの計量分析に基づく燃料電池技術に
おける研究開発の有効性分析/○細谷淳(早大)，
坂田淳一，鈴木勝博
0303 知財政策における国と地方の役割分担に関する
考察/○加藤浩(GRIPS)
0304 ラボラトリーにおける知識共有と秘密保持契約/
○隅蔵康一(政策研究大学院大)
15:15-16:45 W19 ワークショップ
(法工学専門会議企画)
「CSR の今日的課題」
(詳細は別掲)
■■■ 第４室 ■■■
□□１０日(月)□□
<S73 安全のための新技術>
9:00-10:45 S73 安全のための新技術
[座長 御法川学(法政大)]
0401 車線規制レスを目的とした、キャビテーション噴
流技術を用いたトンネル照明灯具の高速清掃装
置の開発/○時枝寛之(NEXCO 中日本)
0402 回転機械の軸受欠陥検知のためのセンサ配置/○

0403
0404

0405

0406
0407

福田隆文(長岡技科大)，井澤周(JR 東日本)，笠井
尚哉(横浜国大)，関根和喜
発表中止
ボイラ設備用配管溶接部のき裂測定技術の開発
について(その２)/○向野英之(東亜非破壊検査)，
金谷章宏(九州電力)，楠元淳一，北川季昭
減肉率可変の減肉モデルへの配管破損確率ベイ
ズ推定手法の拡張/○岡島智文(東大院)，泉聡志，
酒井信介
エアバッグ式転倒護装置の緩衝性能の評価/○深
谷潔(安全衛生研)，永田久雄
M-PAC 大型モータ駆動圧縮機設備/○島川司(三
菱重工)

13:00-17:00 W15 ワークショップ
(産業･化学機械と安全部門 企画)
「事故の責任追及から独立して、
純粋に原因追求を如何
に可能とするか」
(詳細は別掲)
□□１１日(火)□□
<S47 次世代ガスタービン>
10:15-11:45 S47 次世代ガスタービン
[座長 川田裕(阪工大)]
0408 ガスタービンの要素技術開発/○伊藤栄作(三菱重
工)，塚越敬三，六山亮昌，正田淳一郎，岡田郁
生，鳥越泰司，斉藤圭司郎
0409 ガスタービン用燃焼器の LES/○大島伸行(北大)，
伊藤栄作(三菱重工)，斉藤圭司郎，脇田督司(北大)，
中島卓司(広島大)
0410 閉鎖空間における単孔衝突噴流の伝熱特性に関
する研究/○武石賢一郎(阪大)，伊藤竜太(三菱重
工)，塚越敬三，松浦正昭，北村剛，上地英之
0411 PIV 技術による遷音速軸流圧縮機翼列衝撃波計
測/○岩谷淳二(三菱重工)，速水洋(九大)，荒巻森
一朗(三菱重工)，伊藤栄作，永井尚教，戸田豊(高
菱エンジニアリング)
0412 高湿分ガスタービン AHAT のシステム検証試験/
○幡宮重雄(日立)，圓島信也，荒木秀文，片桐幸
徳
0413 高湿分空気利用ガスタービン用再生器の開発/安
孫子哲男(住友精密)，辻井潤一，○江田隆志
<S46 高効率ヒートポンプの要素技術とその応用>
13:30-14:45 S46-1 高効率ヒートポンプの要素技術
とその応用(1)
[座長 笠井一成(ダイキン環境・空調研)]
0414 マイクロチャンネルを用いた次世代熱交換器の
開発/○竹内源樹(筑波大院)，鈴木裕(WELCON)，
阿部豊(筑波大)
0415 伝熱表面に微細加工ならびに表面処理を施した

着霜現象特性に関する実験研究/○吉田憲司(阪大
院)，塩見京輔，片岡勲
0416 スクロール圧縮機スラスト軸受における潤滑性
能の最適設計計算/○奥達也(阪電通大院)，石井徳
章(阪電通大)，阿南景子(足利工大)，植田翔太(阪
電通大院)，澤井清(松下電産)，飯田登，森本敬，
鶸田晃
0417 超臨界領域における油／CO2 冷媒混合流体の特
性について/○金子正人(出光)，時合健生
0418 エジェクタサイクルに利用される炭酸ガス二相
流ノズルの特性/○原田敦史(豊橋技科大)，中川勝
文

15:00-16:15 S46-2 高効率ヒートポンプの要素技術
とその応用(2)
[座長 小森晃(松下電産)]
0419 高効率デシカント用吸着熱交換器/○池上周司(ダ
イキン環境・空調研)
0420 水熱交換器による CO2 ヒートポンプ給湯機の省
エネルギー化/○古井秀治(ダイキン環境・空調研)，
沼田光春，笠井一成
0421 HC ヒートポンプ自動販売機の開発/○瀬尾達也
(松下電産)，境寿和，西村晃一
0422 ヒートポンプ熱供給システムの特性解析/○片岡
勲(阪大院)，吉田憲司
0423 斜めドラム式洗濯乾燥機用高性能ヒートポンプ
ユニットの開発/○木田琢己(松下電産)，谷口光徳，
五井靖(松下冷機)，松田眞一(松下電産)，姜雅人，
中井厚仁
■■■ 第５室 ■■■
□□１０日(月)□□
<S51 分散エネルギー技術>
14:30-15:45 S51-1 コージェネレーション、マイク
ログリッド
[座長 鹿園直毅(東大)]
0501 実住宅における電気・熱・水素エネルギーネット
ワークの実証実験/○石川芳朗(KRI)，杉本一郎，
田村至(OG)，毛笠明志，谷口行伸(AIST)，安芸裕
久
0502 ガスエンジンの負荷追従特性に関する研究/○山
崎由大(東大院)，永田裕樹，戸松豪，金子成彦
0503 マイクログリッド向けガスエンジン･蓄電池協調
制御/○佐々木勇太(東大院)，坂東茂，浅野浩志
0504 10kW マイクロガスタービンを用いたガスタービ
ン・燃料電池複合発電の熱効率解析/○中田陽介
(東北大)，竹田陽一，大地昭生
0505 民生用コージェネレーションを対象とした排熱
回収発電システムの構築/○高橋秀行(同志社大
院)，奥本和史，蒲池直樹，阿部幸介，高木祐弥，

濱地康之(ヤンマー)，小野泰右，千田二郎(同志社
大)，千田衞

16:00-17:30 S51-2 自然エネルギー、SOFC
[座長 浅野浩志(東大)]
0506 アノードサポート固体酸化物形燃料電池システ
ムの数値計算/○関口暢(東大院)，鹿園直毅
0507 アンモニアを作動流体とする温泉熱温度差発電
に関する研究 (第 2 報 作動流体がシステムの動
作点及び体格に及ぼす効果)/○渡邉裕一(早大院)，
吉田監，天野嘉春(早大)，橋詰匠，丹澤祥晃(日本
工大)
0508 地熱プラントのガス抽出系ハイブリッドシステ
ム適用による性能と運用性評価/○長井敏郎(東北
大)，大久保司(東北電力)，中尾吉伸(電中研)，竹
田陽一(東北大)，大地昭生
0509 ジャイロ式波力発電装置の消波効果に関する基
礎研究/○奥圭介(神戸大)，神吉博，有井士郎(鳥
取大)，福井喜一郎(神戸大)
0510 ジャイロ式波力発電装置の発電機制御に関する
基礎研究/○本多克裕(神戸大)，神吉博，有井士郎
(鳥取大)，福井喜一郎(神戸大)
0511 ジャイロ効果による波力発電システムの海上実
験/○踞尾佳祐(神戸大院)，神吉博，有井士郎(鳥
取大)，福井喜一郎(神戸大)
□□１１日(火)□□
<S49 燃料電池技術>
9:00-10:30 S49-1 水素貯蔵およびPEM燃料電池
[座長 近久武美(北大)]
0512 高圧水素急速充てん時のタンク内の水素および
容器壁の温度特性/○門出政則(佐賀大)，
Woodfield Peter，高野俊夫(JFE)
0513 C6 および C7 ナフテンを用いた水素貯蔵システ
ム設計のための平衡物性測定/○辻智也(日大)，日
秋俊彦，伊藤直次(宇都宮大)
0514 酵母を利用したバイオ燃料電池の発電性能向上/
○脇坂知行(阪市大院)，小山晋司，姥宏紀，高田
洋吾
0515 携帯機器用燃料気化供給型 DMFC の発電特性/○
鈴木祐二(東工大)，伊東恭，井上剛良
0516 固体高分子形燃料電池単セル内の熱・物質移動現
象の解明/○西村顕(三重大院)，竹内将幸，澁谷健
一(三重大)，加藤征三(三重大院)，葛山弘一(東邦
ガス)，成田雅彦
0517 燃料電池用拡散層の性能評価方法と装置の開発
研究/○安川哲平(九大院)，北原辰巳，許斐敏明，
中島裕典
10:45-12:15 S49-2 SOFC燃料電池
[座長 伊崎慶之(電中研)]
0518 燃料極支持固体酸化物形燃料電池の電極微細構
造と分極特性/○山口悠(東大)，鹿園直毅

0519 プロトン伝導体燃料極 SOFC に関する研究/○矢
野槙一(東工大)，中村至高，伊原学，花村克悟
0520 アノード電極メゾ構造が SOFC 発電性能に与え
る影響/○黒柳篤史(京大)，犬山健二，岩井裕，齋
藤元浩，吉田英生，小谷和史(DNP)，芳片邦聡
0521 中空平板構造の固体酸化物形燃料電池の開発/○
泉政明(北九州大)，澤田秀一，甲斐崇幸，西村洋
(有明商事)，寺師広人，堤隆幸(サンテック)森田
正信(北九州大)
0522 高効率 CO2 回収型 IG/MCFC システムの熱効率/
○吉葉史彦(電中研)
0523 燃料電池を駆動エネルギー源とした電動車いす
の開発/○広瀬健太郎(早大院)，永田勝也，勝田正
文，山川裕志

<S50 高効率石炭火力発電技術>
13:15-14:30 S50 高効率石炭火力発電技術
[座長 原三郎(電中研)]
0524 多目的石炭ガス製造技術開発(EAGLE)の現状/○
山下洋(J-POWER)
0525 ハイパーコールによるガスタービン直接燃焼技
術の開発/○廣川雅俊(JCOAL)，岡田康晴，柏原宏
行(川重)，荻野智行
0526 酸素燃焼ボイラによる高効率 CO2 回収システム
実証プロジェクトへの取り組み/○内田輝俊(IHI)，
山田敏彦，田村雅人，渡辺修三，三沢信博
(J-POWER)，氣駕尚志(JCOAL)
0527 発表中止
0528 フライアッシュ添加による石炭ガス化スラグ発
泡性の改善/○沖裕壮(電中研)，原三郎，木戸口和
浩，市川和芳
<S48 バイオマス利用発電>
14:45-16:00 S48 バイオマス利用発電
[座長 芦澤正美(電中研)]
0529 ダウンドラフト式バイオマスガス化炉における
チャー充填層ガス化の数値解析/○福井淳一(阪大
院)，安鐵朱(阪大)，谷口美希(中外炉工業)，笹内
謙一，赤松史光(阪大)
0530 バイオマス炭化ガス化発電システムの開発/○木
戸口和浩(電中研)，大高円，田代正行，市川和芳，
芦澤正美
0531 半炭化バイオマス・石炭混合物の粉砕特性/○多
田達(近畿大院)，澤井徹(近畿大)，加治増夫
0532 還元除塵システムの開発/○傳田知広(JFE 技研)，
木ノ下誠二，松井聰
0533 バイオマスガス化燃料電池発電用の多種不純物
対応乾式ガス精製システムの開発/○小林誠(電中
研)，布川信，秋保広幸，山口哲正，栃原義久，
伊藤茂男，松田裕光，芦澤正美，森田寛

□□１２日(水)□□
<S45 原子炉システムおよびその要素技術>
<S52 温室効果ガス排出抑制技術>
9:00-10:15 S52-1 温室効果ガス排出抑制技術(1)
[座長 末包哲也(徳島大)]
0534 三菱重工の CO2 回収技術/○岩崎省二郎(三菱重
工)
0535 有機アミン系 CO2 化学吸収液の研究/○清水信吉
(RITE)，後藤和也，Firoz Chowdhory，小野田正巳
0536 CO2 地中貯留に関するリスク評価と信頼性醸成
の必要性/○熊谷司(日揮)，嶋田秀充，宮本哲史，
高瀬博康(クインテッサ)，若松尚則，竹内絵美利
0537 CO2 地中貯留に関する信頼性醸成手法の開発/○
高瀬博康(クインテッサ)，若松尚則，竹内絵美利，
熊谷司(日揮)，嶋田秀充，宮本哲史
0538 放出点近傍での CO2 海洋隔離における濃度予測/
○中村倫明(日大院)，和田明，長谷川一幸(海生研)，
落合実(日大)
10:30-11:30 S52-2 温室効果ガス排出抑制技術(2)
[座長 山口伸次(秋田大)]
0539 CO2 地中貯留におけるトラッピングメカニズム/
○當舎利行(産総研)，奥山康子，佐々木宗建，楠
瀬勤一郎
0540 溶解および残留ガストラップに基づいた CO2 地
下貯留に関する研究/○末包哲也(東工大)，古川直
人，平井秀一郎
0541 CO2 地下貯留における岩石内流動の MRI 計測/
○古川直人(東工大)，末包哲也，津島将司，平井
秀一郎
0542 CO2 地中貯留に関連した岩盤への CO2 固定許容
量に関する研究/○藤井孝志(FRI)，佐藤善之(SCF
Tech.)，林宏飛(FRI)，佐々木健太，高橋亨，猪股
宏，橋田俊之
15:15-16:15 S52-3 温室効果ガス排出抑制技術(3)
[座長 當舎利行(産総研)]
0543 CO2 地中固定のための現位置反応法による人工
バリア形成の室内実験/○櫻井雅徳(東北大)，伊藤
高敏，関根孝太郎，林一夫
0544 二酸化炭素炭層固定化技術開発予備実験の状況
について/○小牧博信(KANSO テクノス)，名子雅
夫，藤岡昌司(JCOAL)
0545 石狩炭田における二酸化炭素炭層固定化技術開
発の現状/○山口伸次(秋田大)，大賀光太郎(北大)，
藤岡昌司(JCOAL)，名子雅夫(KANSO テクノス)
0546 R-134a を用いた冷凍システム/○武田知晃(三菱
重工)，島川司
■■■ 第６室 ■■■
□□１０日(月)□□

9:00-10:15 S45-1 原子炉システムおよびその要素技
術(1)
[座長 賞雅寛而(海洋大)]
0601 液滴衝撃エロージョン予測のための蒸気実験に
よる液滴径計測/○森田良(電中研)
0602 流れ加速型腐食に対する局所的な流動の影響の
検討/○米田公俊(電中研)，森田良
0603 キャビテーションによるエロージョン現象の数
値解析/○馬瀬口諒(茨城大)，田中伸厚
0604 大口径エルボ管内流動の数値解析/○山野秀将(原
子力機構)，村松壽晴，藤井正
0605 革新的蒸気インジェクタ駆動静的炉心注水シス
テムの実験と解析評価/○大森修一(東京電力)，森
治嗣，奈良林直(北大)，岩城智香子(東芝)，渡邉
史紀(東京電力)
10:30-11:45 S45-2 原子炉システムおよびその要素
技術(2)
[座長 吉田啓之(原子力機構)]
0606 放射線誘起表面活性による原子炉内伝熱向上の
メカニズム/○賞雅寛而(海洋大)，波津久達也，岡
本孝司(東大)，阿部弘亨，師岡慎一(東芝)，秋葉
美幸
0607 サブクールプール沸騰における伝熱面からの蒸
気泡離脱挙動/○長倉宏至(阪大院)，久保田隼人，
大川富雄，片岡勲
0608 偏平ミニチャンネル内流動沸騰熱伝達と二相流
に関する研究(第 2 報)/○山田智功(工学院大)，小
泉安郎，大竹浩靖
0609 低クオリティ領域におけるヘリカルコイル伝熱
管内沸騰二相流の DNB 現象/松井剛一(近畿大)，
○鈴木雅富，加治増夫，澤井徹，吉川信治(JAEA)
0610 沸騰下のデブリベッド内における固体粒子の過
渡挙動/○松元達也(九大)，河野恭範，原田哲志，
守田幸路，福田研二
13:15-14:15 K09 基調講演
(動力エネルギーシステム部門企画)
「原子力ルネッサンス、立国と臨界」
(詳細は別掲)
14:30-15:45 S45-3 原子炉システムおよびその要素
技術(3)
[座長 西義久(電中研)]
0611 燃料無交換 FBR 用の稠密・低圧損燃料集合体の
開発 －模擬試験体を用いた水流動試験－/○西
村聡(電中研)，古賀智成，守屋祥一，木下泉
0612 統計解析手法による稠密炉心内流体混合特性の
評価/○張維忠(原子力機構)，吉田啓之，小瀬裕男
(ヤマトシステムエンジニア)，大貫晃(原子力機
構)，秋本肇，堀田亮年(テプコシステムズ)，藤村

研(原電)
0613 改良界面追跡法による BWR 炉心内流体混合現象
評価手法開発の現状/○吉田啓之(原子力機構)，高
瀬和之，秋本肇
0614 高速炉における上部プレナム内でのガス挙動の
モデル化とプラント動特性コードへの適用/○辰
巳栄作(阪大)，高田孝，山口彰
0615 高速炉におけるナトリウム－水反応現象の数値
解析(SERAPHIM コードの検証とパラメータ感度
解析)/○内堀昭寛(原子力機構)，大島宏之，高田
孝(阪大)，山口彰

16:00-17:30 S45-4 原子炉システムおよびその要素
技術(4)
[座長 守田幸路(九大)]
0616 高温ガス炉の冷却材流量喪失時の炉容器冷却シ
ステムに関する解析研究/○武田哲明(原子力機
構)，稲葉良知，一宮浩市(山梨大)，西尾仁志(山
梨大院)
0617 放射性廃棄物の自然冷却システムに向けた自然
対流除熱の基礎評価/○池田浩(東芝)，鈴木大地，
中田耕太郎，岩城智香子，正木嘉一
0618 冷却剤と侵入空気の置換現象に関する研究/○波
照間諒(工学院大)，小泉安郎，大竹浩靖
0619 高速炉用プレートタイプ SG の開発；(4)き裂伝ぱ
評価/○西義久(電中研)，木下泉
0620 発表中止
0621 接触界面のガス置換による固体間熱伝達機構の
評価とクラッド材への応用/○小竹茂夫(三重大)，
浪花孝之，青山智胤，鈴木泰之

(詳細は別掲)

■■■ 第７室 ■■■
□□１０日(月)□□
<G07 エンジンシステム>
9:00-10:15 G07-1 エンジンシステム(1)
[座長 西田恵哉(広島大)]
0701 局所接触型マイクロ波加熱式燃料噴射装置によ
る燃料噴射量と液滴分散領域の関係/○飯田哲也
(金沢大)，榎本啓士，稗田登，今井有希子(アイシ
ン精機)，原人志(ノーリツ)
0702 小型発電機用気化器式ガソリンエンジンの熱効
率向上/○西出隆史(阪電通大院)，小笹俊博(阪電
通大)，山地良紀(阪電通大院)，福井幹人，宮田泰
典(阪電通大)，臼井宏(大阪電子ク)
0703 急速圧縮機を用いたフランジ付き点火プラグの
実験的研究/○飯村隆弘(日大院)，清水率貴，野村
浩司(日大)，山崎博司，氏家康成
0704 噴流直接点火燃焼における天然ガスの着火支配
因子に関する研究/○中村嘉寿(徳島大院)，中島脩
雄，木戸口善行(徳島大)，三輪惠
0705 小型２ストローク機関ピストン上面における潤
滑油流れと燃焼室堆積物の関係/○藤田尚毅(岩手
大)，遠藤拓哉(岩手大院)，今洋，北野三千雄(岩
手大)，伊斯拉海提阿不力孜(新農大)
<S42 エンジン燃焼の基礎>

□□１１日(火)□□
9:00-12:30 P01 特別セッション
(動力エネルギーシステム部門 企画)
「原子力の安全規制の最適化」
(詳細は別掲)
13:30-16:00 F05 先端技術フォーラム
(動力エネルギーシステム部門 企画)
｢次世代超々臨界圧発電技術（A-USC）｣
(詳細は別掲)
□□１２日(水)□□
9:30-12:00 ST-III-F04 先端技術フォーラム
(動力エネルギーシステム部門，流体工学部門，計算力
学部門 合同企画)
「風車のパラダイムシフト－日本の環境に適合した風
車の研究開発 風力研究の現状と技術ロードマップ」
(詳細は別掲)
13:00-15:00 ST-III エネルギー・環境・経済の調和
(熱工学部門，動力エネルギーシステム部門 合同企画)

10:30-12:15 S42 エンジン燃焼の基礎
[座長 手崎衆(富山大)]
0706 二成分混合燃料予混合火炎の高圧下における伸
張応答特性/○橋本淳(津山高専)
0707 予混合火炎の伝播と消炎に及ぼす圧力の影響/○
古川光一(九大)，北川敏明，Smallbone Andrew
0708 水素噴流における混合気形成および火花点火燃
焼過程の CFD 解析/○川那辺洋(京大)，加藤享(京
大院)，塩路昌宏(京大)
0709 分光学的手法を用いた 2 ストローク HCCI 機関の
燃焼特性の解析/○糟谷宏樹(日大院)，岡村誠士，
山崎祥史，飯島晃良(日大)，庄司秀夫
0710 分光学的手法を用いた HCCI 機関の燃焼特性の解
析/○堤優二郎(日大院)，保科亮宏，飯島晃良(日
大)，庄司秀夫
0711 火花点火機関におけるノッキング現象の分光学
的解析/○鴨志田俊義(日大院)，門脇大輔，板谷隆
樹，飯島晃良(日大)，庄司秀夫
0712 ベンゼンからの PAH 生成に及ぼすアセチレンの
効果/○須崎光太郎(交通研)，山田裕之，後藤雄一
13:15-14:15 K08 基調講演

(エンジンシステム部門企画)
「エンジンの燃焼モデリング」
(詳細は別掲)

14:30-17:00 F03 先端技術フォーラム
(エンジンシステム部門企画)
「パワーソース開発におけるイノベーション」
(詳細は別掲)
□□１１日(火)□□
<G07 エンジンシステム>
9:00-10:30 G07-2 エンジンシステム(2)
[座長 河崎澄(滋賀県立大)]
0713 可変動弁機構を搭載した DI エンジンの低排気化
技術の検討/○夏井博行(日立)，助川義寛，木原裕
介
0714 油圧駆動可変バルブタイミング機構の開発(第四
報 PCCI 機関の燃焼制御への応用)/○新修典(日
産ディーゼル)，宮下将(茨城大院)，飛田直樹，金
野満(茨城大)，陣之立(東海大)
0715 直噴ディーゼル噴霧の混合気特性に及ぼす噴孔
径と噴射量の影響/○西田恵哉(広島大院)，松本有
平，高剣
0716 液柱初期形状の数値解析/○高城敏美(阪産大)，
Fan Qinyin(Software Cradle)，成宮喜久男(阪産大)，
服部廣司
0717 菜種油メチルエステル噴霧の蒸発特性の改善に
関する研究/○岡本毅(茨城大院)，金野満(茨城大)，
川野大輔(交通研)，石井素，野田明
0718 2 成分混合燃料におけるソノケミカル反応を利用
した重質系燃料の改質/○棚橋晃一(同志社大院)，
上田一生，和田好充(同志社大)，千田二郎
<S43 エンジンにおける計測およびモデリング>
10:45-12:00 S43-1 エンジンにおける計測およびモ
デリング(1)
[座長 川那辺洋(京大)]
0719 HCCI 機関における予混合気不均一性による圧力
上昇率の低減効果 －化学発光像計測を用いた燃
焼解析－/○岩間理(慶大院)，山沖聡，飯田訓正(慶
大)
0720 混合気の温度不均一性が HCCI 燃焼に及ぼす影響
の数値解析/○小島隆史(高松高専)，西脇一宇(立
命館大)
0721 メタルハニカム内の流れとディーゼル微粒子の
燃焼過程の数値解析/○山本和弘(名大院)
0722 DPF 前後の差圧予測に関する研究/○菊地俊介(工
学院大)，是松孝治，田中淳弥，宇津木竜治
0723 SI エンジンシリンダ内残留ガス(CO2)濃度測定/
○河原伸幸(岡山大院)，冨田栄二，安田英誠，

13:00-14:00 S43-2 エンジンにおける計測およびモ
デリング(2)
[座長 河原伸幸(岡山大)]
0724 L2F による高数密度液滴のメガヘルツデータレー
ト計測/○坂口大作(長崎大)，植木弘信，石田正弘
0725 原子発光法による混合気濃度計測における新た
な波形解析手法の提案/○柏瀬浩司(北大)，大場秀
児，首藤登志夫，小川英之
0726 高速非定常噴流の LES 解析/○近藤千尋(京大院)，
川那辺洋(京大)，塩路昌宏
0727 球状伝播層流火炎の数値予測/○川井啓治(九大)，
北川敏明，Smallbone Andrew
14:15-16:15 W08 ワークショップ
(エンジンシステム企画)
「エンジントータルシミュレーションに適合する燃焼
モデル」
(詳細は別掲)
□□１２日(水)□□
<S44 燃料および潤滑技術>
9:00-10:30 S44-1 燃料および潤滑技術(1)
[座長 小熊光晴(産総研)]
0728 パーム油混合軽油の噴霧燃焼特性に関する研究
(パームメチルエステル混合軽油との比較)/○片
岡聡(東海大)，松田匡，青木真人，畔津昭彦
0729 パーム油ブチルエステルのディーゼル燃焼特性/
○植田裕(鹿児島大院)，木下英二(鹿児島大)，浜
崎和則，九万田祐介(鹿児島大院)
0730 バイオディーゼル燃料製造時の副生グリセリン
のガス化/○河崎澄(滋賀県立大)，松田敏裕(滋賀
県立大院)，山根浩二(滋賀県立大)
0731 DME 燃料ディーゼルエンジンの異常噴射に関す
る基礎的研究/○梅山裕之(工学院大)，是松孝治，
田中淳弥
0732 排熱回収式 HCCI エンジンシステムのためのメタ
ノール改質による DME および水素の生成/○島
洋介(北大)，藤井辰哉，首藤登志夫，小川英之
0733 パイロット噴射による低着火性ディーゼル燃料
の燃焼改善/○佐々木啓介(北大院)，吉田拓弥(デ
ンソー)，首藤登志夫(北大院)，小川英之
10:45-12:30 S44-2 燃料および潤滑技術(2)
[座長 針谷安男(宇都宮大)，北原辰巳(九大)]
0734 Low-SAPS エンジン油の動弁系カム・フォロワ摩
擦摩耗に及ぼす影響/○松下祐樹(九産大院)，副島
光洋(九産大)
0735 熱弾性流体潤滑解析によるディーゼルエンジン
用コンロッド軸受の研究/○亀島優(大同メタル工
業)，岡本裕，片桐武司，花橋実，桜井計
0736 クロスヘッド軸受の油膜特性に関する研究/○中
原大輔(大同メタル)，北原辰巳(九大)

0737 ピストンリングの摩擦力に及ぼす表面粗さ特性/
○浜武俊朗(大分大)，谷川幸博(大分大院)
0738 EHL 接触と２次挙動を考慮したピストン応力解
析/○小林誠(日産自)，牛嶋研史，青山俊一
0739 ピストンリング部の潤滑・熱伝達に及ぼすリング
形状の影響/○針谷安男(宇都宮大)，石島隆志(宇
都宮大院)，嶋田彰子(足利工高)，鈴木道義(宇都
宮大)
0740 誘導放出を用いた液体膜厚さ計測手法の開発
(ガラス窓反射率の影響)/○大塚千尋(東海大)，畔
津昭彦

0801 玉より古代技術を考える/○塩津宣子(技文史研)，
下間頼一(元 関西大)，亀谷勝(中国軸承公司)，
緒方正則(関西大)
0802 天円地方思想の淵源/○下間頼一(元 関西大)，塩
津宣子(技文史研)，亀谷勝(中国軸承公司)，緒方
正則(関西大)
0803 桜町遺跡出土の Y 字材用途(橇史上における Y 字
材の位置付け) /小沢康美(福井工大)，○田知清
夫(元 福井工大)
0804 トルコ西岸地帯の古代の運搬車の実地調査研究/
○緒方正則(関西大)，下間頼一(元 関西大)，塩
津宣子(技文史研)

<S41 燃焼制御と排出物低減技術>
13:30-14:45 S41-1 燃焼制御と排出物低減技術(1)
[座長 石山拓二(京大)]
0741 LII 法によるディーゼル排気ガス中のすす計測/○
藤掛文裕(名大)，田谷幸洋，山本和弘，林直樹，
山下博史，可計重英(コーテック)
0742 プラズマ放電による NOｘ低減の試み/○横田克
彦(千葉工大)，池上俊成(日野)
0743 バイオマス燃料による直噴ディーゼル機関の排
ガス低減/○川島雅史(千葉工大)，赤塚達也(HKS)，
吉田昭博(千葉工大)，横田克彦，佐々木洋士
0744 発表中止
0745 舶用ディーゼルエンジンでの吸気方法による性
能および排ガス特性への影響/○西川嘉晃(神戸高
専)，吉本隆光
15:00-16:00 S41-2 燃焼制御と排出物低減技術(2)
[座長 畔津昭彦(東海大)]
0746 EGR 可変機構を用いた単気筒 HCCI 機関の燃焼制
御/○永井健一郎(慶大院)，鹿ノ戸義彦，飯田訓正
(慶大)
0747 DI-PCCI 運転の出力範囲拡大のための噴射条件お
よび燃焼室形状選択に関する研究/○堀部直人(京
大院)，原田慎治，高橋研，奇成燮(京大)，石山拓
二，塩路昌宏
0748 燃料の着火性に応じた DI-PCCI 燃焼の制御に関
する基礎研究/○大島智(京大院)，中野聡，奇成燮
(京大)，石山拓二
0749 メタノールポート噴射によるディーゼル燃焼の
予混合化/○中村俊洋(北大院)，首藤登志夫，小川
英之
■■■ 第８室 ■■■
□□１０日(月)□□
<S79 機械技術史・工学史>
9:45-10:45 S79-1 機械技術史・工学史(1)
[座長 堤一郎(能開大)]

11:00-12:00 S79-2 機械技術史・工学史(2)
[座長 白井靖幸(千葉工大)]
0805 人体と機械/○藤尾直史(東大)
0806 教育用機械メカニズム模型の技術移転/○城下荘
平(京大)
0807 水車遺構に見る動力伝達機構の研究(その８)－
製糸工場の照明用自家発電の事例から－/○永井
唐九郎(中部プラントサービス)，天野武弘(豊川
工高)，天野博之(豊田市教委)
0808 日本機械学会「機械遺産」の認定と技術史的意義
/○堤一郎(能開大)，石田正治(豊橋工校)，池森
寛(西日本工大)，緒方正則(関西大)，小野寺英輝
(岩手大)，高橋征生(JSME)，村田良美(明大)
<S78 技術教育・工学教育>
13:00-14:30 S78-1 技術教育・工学教育(1)
[座長 渡邉辰郎(東大)]
0809 高大連携事業による高校生のための実験実習授
業/○吉田敬介(九大)，村瀬英一，平松和昭
0810 教員養成大学におけるものづくり教育の試み/○
黎子椰(上越教育大)
0811 大学における技術者教育のための手作り模型ス
ターリングエンジンの試験的運用/○加藤義隆
(大分大)
0812 スターリングサイクルの理解を助けるアニメー
ションコンテンツの開発/○佐藤智明(神奈川工
大)，永岡慶三(早大)，小口幸成(神奈川工大)
0813 コンピュータを用いた製図教育支援システム(欠
落している寸法線の評価) /○結城宏信(電通大)，
平川耕輔
0814 金沢工業大学の工学基礎教育における試み(所属
学科における数理科目に対する意識)/○西誠(金
沢工大)
14:45-16:00 W16 ワークショップ
(技術と社会部門 企画)
「産業考古学シリーズ」
(詳細は別掲)
16:15-17:30 W17 ワークショップ

(技術と社会部門 企画)
「戦後の技術開発史を語る」
(詳細は別掲)

□□１１日(火)□□
<S78 技術教育・工学教育>
9:45-10:45 S78-2 技術教育・工学教育(2)
[座長 西誠(金沢工大)]
0815 子どもの遊びと機械工学/○吉田喜一(都立産技
高専)
0816 初等教育におけるプロジェクトマネージメント
の導入/○山本利一(埼玉大)，五百井俊宏(千葉工
大)
0817 発表中止
0818 環境教育ゲーム「キープ・クール」における感情
的側面に注目した効果の検討/○加藤太一(東大)，
杉浦淳吉(愛教大)，飯田誠(東大)，荒川忠一
11:00-12:00 S78-3 技術教育・工学教育(3)
[座長 吉田喜一(都立産技高専)]
0819 工 学 技 術 者 の た め の 生 物 医 学 教 育 シ ス テ
ム:REDEEM-ESTEEM プロジェクト/○松木範明
(東北大院・NICHe)，武田元博(東北大院)，山口
隆美
0820 産業･経済に関わる教育への新手法の試み (第 4
報 230 名を超える機械系学科の学生に行った特
別講義｢グローバル経済における産業･ビジネス･
工学の進展と動向｣と受講者に与えたインパクト
の事例)/○本田博(都立科技大)，西美奈(エアラ
ンゲン大)
0821 科学技術コミュニケーション実践による教育効
果の考察/○比屋根均(技術士会・大同特殊鋼)
0822 技術者倫理教育の問題点/○大村勝(摂南大)
□□１２日(水)□□
13:00-17:15 W18 ワークショップ
(技術と社会部門 企画)
「プロフェッショナルの倫理」
(詳細は別掲)
■■■ 第９室 ■■■
□□１０日(月)□□
<J07 バイオ・医療と設計>
9:15-10:30 J07-1 バイオ・医療と設計(1)
[座長 坂本二郎(金沢大)]
0901 骨髄液吸引装置の開発/今戸啓二(大分大)，○富永
大樹，三浦篤義，永利益嗣，佐分利能生(大分県

立病院)
0902 キツツキのドラミング挙動の力学的評価/尾田十
八(金沢大)，○北出浩平，高田宏樹
0903 人工股関節自動手術計画における CT 画像からの
3 次元骨形状再構成システム～大腿骨領域抽出法
の手術計画における評価～/○横田太(神戸大)，島
田隆次(阪大)，岡田俊之(阪大院)，鍵山善之(神戸
大院)，中本将彦(阪大)，高尾正樹(大阪厚生年金
病院)，菅野伸彦(阪大)，佐藤嘉伸，吉川秀樹，多
田幸生(神戸大)
0904 CAD/CAM による歯冠設計のための臨床評価に
関する研究/○中曽根祐司(東理大)，戸井田峻，新
谷明喜(日歯大)，冨田祥子，岸田幸恵
0905 混合体理論に基づく IPMC 材料の電気化学・力学
連成有限要素解析手法の開発/○陳献(九大)，陳媛
(東大)，久田俊明

10:45-12:00 J07-2 バイオ・医療と設計(2)
[座長 田中真美(東北大)]
0906 Sach 足部を用いた義足の歩行シミュレーション/
○渋江唯司(近畿大)，速水尚，田仲正明(TRD)
0907 肩鎖関節用骨プレートの形状因子が動的特性に
及ぼす影響/○増子知樹(都産技研センター)，熊谷
崇(工学院大)，小久保邦雄，吉田仁(日本ユニテッ
ク)，国松利和，古屋幸彦
0908 表面置換型人工骨頭の設計に関する力学的検討/
○奥田昌大(金沢大)，坂本二郎，梅本雄一郎，坂
越大悟，加畑多文，尾田十八，富田勝郎
0909 創発の概念に基づく形状生成システムの人工股
関節開発への適用/○佐藤浩一郎(慶大院)，井上全
人(電通大)，松岡由幸(慶大)
0910 股義足歩行シミュレーションモデルを用いた股
義足製作指針に関する提案/○内藤尚(阪大)，井上
剛伸(国リハ研)，長谷和徳(名大)，松本健志(阪大)，
田中正夫
13:00-14:15 J07-3 バイオ・医療と設計(3)
[座長 多田幸生(神戸大)]
0911 HMS 用自動血管位置探索デバイスの開発/○神谷
宏文(阪工大院)，上野谷敏之(ASTEM)，仲町英治
(同志社大)，上辻靖智(阪工大)
0912 皮膚性状計測用センサの開発/○土見大介(東北
大)，田中真美
0913 HMS/DDS 用マイクロ針自動採血デバイスの開発
/○川中嘉一朗(阪工大院)，上辻靖智(阪工大)，上
野谷敏之(京技研)，仲町英治(同志社大)
0914 血管－ステント間の接触圧力分布測定システム
の開発/○横山紘太郎(弘前大院)，成田純平，笹川
和彦(弘前大)
0915 触覚デバイスを利用した材料特性の識別/○岡晃
弘(近畿大院)，森田冬彦，山根龍一，村瀬晃平(近
畿大)
14:30-17:30 W04 ワークショップ

(バイオエンジニアリング部門企画)
「生命・医療を対象とした機械工学における倫理問題を
考える」
(詳細は別掲)

□□１１日(火)□□
<S04 関節のバイオメカニズム>
9:00-10:30 S04-1 関節のバイオメカニズム(1)
[座長 北原恒(新潟大)]
0916 コラーゲン線維微細ネットワーク構造を考慮し
た軟骨の力学モデル/○大澤恭子(阪大院)，内藤尚
(阪大)，松本健志，田中正夫
0917 顕微鏡可視化力学試験機を用いた力制御による
関節軟骨の圧縮挙動の観察/○細田菜津子(九大)，
坂井伸朗，澤江義則，村上輝夫
0918 静荷重下における生体膝関節の屈曲シミュレー
ション/○村瀬晃平(近畿大)，森田冬彦(近畿大院)，
岡晃弘，山根龍一，奥本泰久(近畿大)
0919 作業屈伸時における着衣上からの下肢姿勢計測/
○山根龍一(近畿大院)，岡晃弘，森田冬彦，村瀬
晃平(近畿大)
0920 生体膝関節の屈曲シミュレーション(衝撃荷重の
与える影響)/○森田冬彦(近畿大院)，村瀬晃平(近
畿大)，岡晃弘(近畿大院)，山根龍一
0921 超音波エコーの Matching Pursuit 法による関節軟
骨疾患の評価/○木暮秀友(新潟大院)，尾田雅文
(新潟大)，原利昭
10:45-12:30 S04-2 関節のバイオメカニズム(2)
[座長 村瀬晃平(近畿大)]
0922 回旋不安定性が椎間運動に及ぼす影響/○北原恒
(新潟大 VBL)，長谷川和宏(新潟脊椎)，原利昭(新
潟大)
0923 関節鏡手術トレーニングシステムに関する研究/
○山村邦彦(九産大)，田代泰隆(九大)，三浦裕正，
中西義孝，日垣秀彦(九産大)，西村哲裕，岡崎賢
(九大)，濱井敏，橋爪誠，岩本幸英
0924 生体膝 6 自由度運動計測を目的としたコンピュー
タシミュレーション像の検証/○下戸健(JST)，白
石善孝(九産大)，日垣秀彦，三浦裕正(九大)，岩
本幸英
0925 脛骨の回旋によりラット膝蓋腱に生じる応力集中
と疲労強度/○山本憲隆(立命館大)，財満寛典，伏
見圭裕
0926 金属の摩擦摩耗に及ぼす潤滑液溶存酸素の影響/
○中西義孝(九大)，山村邦彦(九産大)，西村哲裕，
川崎大輔，下戸健，日垣秀彦
0927 片足障害者の車いす昇降時の身体負荷解析/○奥
本泰久(近畿大)，渡邊竜太
0928 変形性膝関節症における緋骨切除法の有効性と適
用条件について/○前﨑信孝(芝浦工大院)，江角務
(芝浦工大)，蜂谷將史(横浜南共済病院)

□□１２日(水)□□
<S05 生体のシミュレーション・モデリング・計測>
9:00-10:30 S05-1 生体のシミュレーション・モデリ
ング・計測(1)
[座長 伊能教夫(東工大)]
0929 Inverse FEM による生体軟組織の異方性物性値同
定/○片岡弘之(理研)，小田俊明，横田秀夫，
Mayoran Rajendra(東大)，山本晃生，樋口敏郎，姫
野龍太郎(理研)
0930 非対称顎運動下における関節軟組織の力学応答
解析/○久富清芽(阪大院)，内藤尚(阪大)，松本健
志，田中栄二(広島大)，田中正夫(阪大)
0931 種々の開き角の動脈壁に対する有限要素解析解
と厳密解との比較/○山田宏(九工大)，吉武靖生
(九工大院)，岩田憲幸
0932 脳血管内治療のためのリアルタイムシミュレー
タの開発/○山村直人(理研)，深作和明，Cristian
Teodosiu，姫野龍太郎
0933 仰臥位姿勢における褥瘡好発部位の応力解析/○
磯部英司(農工大院)，山田章吾，大下賢一(農工大)，
長岐滋
0934 脳神経外科ナビゲーション手術でのブレインシ
フトの有限要素解析/○安達和彦(神戸大)，井上益
明(神戸大院)，神吉博(神戸大)，藤田敦史(神戸大
院)，甲村英二
10:45-12:15 S05-2 生体のシミュレーション・モデ
リング・計測(2)
[座長 横田秀夫(理研)]
0935 皮質骨の力学特性に及ぼす HAp 体積比の影響/○
西本匡宏(北大院)，東藤正浩(北大)，但野茂
0936 X 線 IP による皮質骨 HAp 結晶ひずみの測定/○佐
藤拓也(北大院)，藤崎和弘(理研)，但野茂(北大)，
東藤正浩
0937 骨格筋マイクロ要素における異方損傷を考慮し
た力学モデルの定式化/○所祐司(名大院)，伊藤大
輔，小林康太(名大)，田中英一，山本創太
0938 歯顎顔面用コーンビーム X 線 CT 画像の定量性評
価/○小関道彦(東工大)，高橋満理子(昭和大)，伊
能教夫(東工大)，槇宏太郎(昭和大)
0939 ばらつきを考慮した CT 画像による骨力学特性同
定手法と数値解析への適用/○川村武(阪大院)，座
古勝(阪大)，倉敷哲生，中井啓晶，古田隆史(阪大
院)，菅野伸彦(阪大)，吉川秀樹
0940 顎骨海綿骨と歯科インプラントの高分解能イメ
ージベース応力解析/○滝邦彦(立命館大)，高野直
樹，大橋卓史(東京歯科大)，鈴木祐輔，松永智，
田松裕一(鹿児島大)，井出吉信(東京歯科大)
13:15-14:30 S05-3 生体のシミュレーション・モデ
リング・計測(3)

[座長 小関道彦(東工大)]
0941 多孔質弾性論による骨梁内間質液流れの理論的
検討/○亀尾佳貴(京大)，安達泰治，北條正樹
0942 骨微細孔構造における皮質骨内生理物質輸送の
モデリング/○米田貴史(阪大院)，松本健志(阪大)，
内藤尚，田中正夫
0943 日本人高齢女性の歩行を考慮したマルチボディ
転倒シミュレーション/○成田一也(名大)，山本創
太，野田真司，田中英一，原田敦(長寿医療セン
ター)，奥泉宏康
0944 衝突事故における公共交通機関車両内の女性の
転倒シミュレーション/○村本いづみ(近畿大)，渋
江唯司，速水尚
0945 in vivo 人体筋からの生理・力学情報の非侵襲計測
/○小田俊明(理研)，衣笠竜太(武蔵野大)，Rajendra
Mayoran(東大)，片岡弘之(理研)，川上泰雄(早大)，
山本晃生(東大)，横田秀夫(理研)，姫野龍太郎

14:45-16:00 S05-4 生体のシミュレーション・モデ
リング・計測(4)
[座長 山本創太(名大)]
0946 医療用ドレナージユニットの流量計測装置の開発
/○大川聖(筑波大院)，榊原潤
0947 脊椎骨強度測定用電動プローブの開発/○大竹章
吾(北大院)，但野茂(北大)，東藤正浩，浅野聡(獨
協医大)
0948 培養皮膚へのマイクロニードル刺入観察装置の開
発/○植村建(立命館大)，高野直樹，宮野尚哉，岡
西孝晃，西籔和明(阪府立高専)
0949 光トポグラフィ装置を用いた運動状態の評価/○
羽場純(近畿大)，原田孝
0950 脊髄組織の外力と流動電位の関係/○佐藤亮輔(北
大院)，但野茂(北大)，東藤正浩

ル/○多田茂(東工大)，Dong Cheng(Penn State)，
Tarbell John(CCNY / CUNY)
1005 血管平滑筋細胞の応力緩和特性に対する細胞外
Ca2+の影響/○長山和亮(名工大)，斉藤俊介，松本
健郎
1006 フォトクロミック蛍光タンパクを用いた細胞内物
質拡散/○川崎那緒人(芝浦工大)，青木健太郎，長
岡弘樹，工藤奨

10:45-12:15 S03-2 細胞・生体分子のバイオメカニ
クス(2)
[座長 片岡則之(川崎医療短大)]
1007 Calcium Response and Actin Structure Dynamics in
Keratocytes Crawling on a Micropatterned Substrate/
○オケ ヨケネディ オモンディ(京大)，安達泰治，
北條正樹
1008 Caged 化合物を使用した内皮細胞間 Ca2+情報伝
達の観察/○紅床省吾(芝浦工大)，川崎那緒人，工
藤奨
1009 細胞膜微小変形が惹起する複数細胞内シグナル
の同時観察/○塚本哲(東大院)，西村浩一(東大院)，
古川克子，牛田多加志
1010 細胞間コミュニケーションの阻害が多方向重力
環境下の骨細胞に及ぼす影響/○松田純平(九産
大)，藏田耕作，福永鷹信，日垣秀彦
1011 局所力学刺激負荷コンドロサイトの弾性率変化
とアクチンダイナミクス/○大橋俊朗(東北大)，黒
田亮典，Knight Martin(QMUL)，Bader Dan，佐藤
正明(東北大)
1012 マイクロバブル導入による高溶存酸素環境が三
次元培養した骨芽細胞の活性に与える影響/○藏
田耕作(九産大)，谷口浩康，福永鷹信(九産大院)，
松田純平，日垣秀彦(九産大)
<G02 バイオエンジニアリング>

■■■ 第１０室 ■■■
□□１０日(月)□□
<S03 細胞・生体分子のバイオメカニクス>
9:00-10:30 S03-1 細胞・生体分子のバイオメカニク
ス(1)
[座長 工藤奨(芝浦工大)]
1001 F-アクチンと微小管の破壊が線維芽細胞の圧縮特
性に及ぼす影響/○氏原嘉洋(阪大)，宮崎浩，和田
成生
1002 血管内皮細胞の力学構造維持における細胞骨格の
役割/○出口真次(岡山大)，石丸裕規，鷲尾誠一
1003 生理的・非生理的ひずみ範囲の伸張刺激に対する
骨細胞の力学応答/○福永鷹信(九産大院)，藏田耕
作(九産大)，松田純平(九産大院)，日垣秀彦(九産
大)
1004 内皮細胞内歪みエネルギーの力学的刺激応答モデ

13:00-14:15 G02-1 バイオエンジニアリング(1)
[座長 東藤正浩(北大)]
1013 車載車椅子搭乗者の身体挙動シミュレーション/
○藤生優史(首都大)，高野純一，青村茂
1014 前面衝突時における Thor ダミーの上体捩れ挙動
の分析と考察/○出口貴嗣(日産自)，長柄君志，槇
徹雄，岡部友三朗
1015 海綿骨を削除した椎体の力学特性/○白崎芳夫(産
総研)，岡崎匡雄(北茨城市立病院)，林和彦(産総
研)，兵藤行志
1016 温度履歴がムラサキイガイ付着盤の接着強度に
及ぼす影響/○青木路人(電通大院)，石丸雅規(電
通大)，村上小百合，小池卓二，本間恭二
1017 光弾性法による足アーチの力学特性に関する基
礎研究/○梶原平三(芝浦工大)，江角務
14:30-15:45 G02-2 バイオエンジニアリング(2)
[座長 内藤尚(阪大)]

1018 脊髄圧迫の応力解析/○山内栄二(山口大)，河野俊
一，専徳博文
1019 超音波を利用したウシ皮質骨の疲労損傷挙動の
評価/○末宗徹也(首都大)，若山修一
1020 ムラサキイガイ足糸の機械的性質/○武田吉弘(電
通大院)，青木路人，福永元，村上小百合(電通大)，
小池卓二，本間恭二
1021 アパタイト超薄膜を用いた多孔質インプラント
への生体親和性付与/○速水尚(近畿大)，西川博昭，
渋江唯司，本津茂樹，山本全男(近畿大)
1022 生体関節液成分から成る境界膜の形成のその場
観察を通した人工軟骨候補材料の摩擦低減メカ
ニズムの考察/○鎗光清道(九大院)，中嶋和弘(九
大)，澤江義則，村上輝夫

□□１１日(火)□□
<G02 バイオエンジニアリング>
9:00-10:45 G02-3 バイオエンジニアリング(3)
[座長 田地川勉(関西大)]
1023 バイオアッセイを用いた微量物質検出装置/○大
坪功(AI-C)，山田孝弘，伊藤雅幸，中嶋泰夫
1024 QCM を利用したアンモニアガスセンサによる血
液透析量測定/○石田等(桐蔭横浜大)，佐藤敏夫，
辻毅一，川島徳道，竹村英生(東葛病院)，小崎康
宏(慶大)，白鳥世明，阿岸鉄三(板中病院)
1025 家庭用心肺情報センサシステムとその信号検出
法の開発/○Adnane Mourad(山口大)，江鐘偉，佐
田理，森信彰(山口産技センター)，崔三晋(山口大)
1026 騒音環境下で使用可能な情報通信デバイスの開
発～騒音環境再現システムの構築と騒音環境下
の外耳道内音圧計測～/○高橋紀成(電通大院)，高
橋裕太郎(電通大)，小池卓二，村上小百合，本間
恭二
1027 植物の根を食害する昆虫のマイクロ波によるセ
ンシング/○本村和磨(電通大)，瀧口徳丸(電通大
院)，村上小百合(電通大)，小池卓二，本間恭二
1028 MR 画像を用いた生体力学計測への静電モータ
の応用/○Rajendra Mayoran(東大)，山本晃生，片
岡博之(Riken)，小田俊明，横田秀夫，平野裕基(東
大)，姫野龍太郎(Riken)，樋口俊郎(東大)
1029 発表中止
11:00-12:15 G02-4 バイオエンジニアリング(4)
[座長 小池卓二(電通大)]
1030 アルギン酸ゲル微粒子を用いたリポソーム内包
型マイクロカプセルの創製/○北野雄哉(関西大
院)，大場謙吉(関西大)
1031 心筋細胞収縮性におよぼす交感神経活動変化と
微小管増減の影響/○水谷祐輔(北大)，内貴猛，河
原剛一
1032 ハイドロキシアパタイトのレーザ接合/○荻田平
(三菱電機)，但野茂(北大)，東藤正浩，金岡優(三

菱電機)
1033 第 2 高調波発生光(SHG 光)を用いた真皮コラーゲ
ン線維の in vivo 観察/○高橋由(阪大院)，安井武
史，荒木勉
1034 サブマイクロサイズの高分子ゲル微粒子の作製
における高分子溶液と架橋剤溶液の物性の影響/
○田中誠(関西大院)，鶴田達也(ダイハツ)，神原
佑輔(キヤノン)，田地川勉(関西大)，桜井篤，大
場謙吉

□□１２日(水)□□
<J06 ライフサポート>
9:15-10:30 J06-1 ライフサポート(1)
[座長 今戸啓二(大分大)]
1035 マテリアルハンドリング作業における身体動作の
生体力学的分析/○留置昌幸(名大)，長谷和徳，大
日方五郎，中山淳(一関高専)
1036 腰痛評価のための人体座位モデルの提案/○芝田
京子(高知工大)，井上喜雄，平尾剛章，大嶋康之
(高知工大院)
1037 下肢麻痺者のための機能的電気刺激と動力装具に
よる歩行再建の計算機シミュレーション/○上田
丈裕(名大)，長谷和徳，大日方五郎，中山淳(一関
高専)
1038 吊り上げ式立ち上がり訓練機の研究/○井上喜雄
(高知工科大)，芝田京子，松下準 ，眞鍋直樹，
中浜昌文
1039 センサ付自転車エルゴメータと筋骨格モデルによ
る下肢運動評価システム/○小島聡太(名大院)，大
日方五郎(名大)，長谷和徳，中山淳
10:45-12:15 J06-2 ライフサポート(2)
[座長 大日方五郎(名大)]
1040 船の動揺が手動車いすに与える影響について
(２)：任意の甲板上に停止させるに必要な左右ト
ルク/○水口文洋(海保大)，東明彦，大鍋寿一(新
潟医療福祉大)
1041 電動車椅子のスリップ制御システムの開発/○松
田辰啓(北大院)，但野茂(北大)，東藤正浩
1042 主観的運動強度に基づく介助式車いすの動力支
援/○長嶋康太(関西大院)，内山寛信(関西大)，倉
田純一，村上佳広，阿波啓造
1043 ハンドリム式車いすの着座位置による操作性評
価/○道上由伊(関西大院)，鈴木立人(舞鶴高専)，
内山寛信(関西大)，倉田純一，村上佳広
1044 モニター用歩行支援機へのアプローチ/○岡村宏
(芝浦工大)，長谷川浩志，坂本拓磨
1045 制動力制御による電動カートの旋回性能の改善/
○長尾知之(関西大院)，倉田純一(関西大)，内山
寛信，村上佳広，阿波啓造
13:00-14:30 J06-3 ライフサポート(3)

[座長 井上喜雄(高知工大)]
1046 下腿義足における内ソケットと皮膚間の接触力
の測定/○小川淳夫(名大，日本医療)，大日方五郎
(名大)，長谷和徳，Ashish Dutta，中山淳
1047 居室内における被験者の位置・姿勢測定/○西川
明良(関西大院)，倉田純一(関西大)，内山寛信，
村上佳広，馬場昌子
1048 ハイパーホスピタル構想に基づいたウェアラブ
ルシステムの開発/○岸本真迪(東北大院)，吉田勤
彦，中村広美，大久保眞彦，鈴木祐太，早坂智明，
今井陽介，坪田健一，石川拓司，山口隆美
1049 高齢者介護支援のための呼吸計測システムの開
発/○大久保眞彦(東北大院)，岸本真迪，今井陽介，
石川拓司，山口隆美
1050 においセンサによる住宅火災の発生予測に関す
る研究/江鐘偉(山口大)，○趙嘉斌，森信彰(山口
産業技術センター)，松本佳昭
1051 手術支援システム用センサの基礎研究/○森尻剛
史(新潟大院)，尾田雅文(新潟大地共センター)，
原利昭(新潟大)

14:45-16:15 J06-4 ライフサポート(4)
[座長 岡村宏(芝浦工大)]
1052 空気圧式多面押圧ベッドに関する研究/○川添正
祥(静岡大院)，鳥居孝夫(静岡大)，水野隆，馮彬，
森田信義
1053 短脚の２足歩行型ペットロボットの機構と動作/
○伊藤健一(日本工大)，安達祐樹，竹内正佳，中
里裕一
1054 自立支援型移乗介助ロボットの研究 －第４報：
複合動作の検討－/安田寿彦(滋賀県立大)，○辻幹
洋，林琢磨，田中勝之，伊丹君和，豊田久美子，
石田英實
1055 排泄介護支援ロボットの研究開発 ～昇降アシス
ト便座～/○鈴木利明(川田工業)，大澤忠明，山田
陽滋(産総研)，鈴木貴弘(東陶機器)，
塩澤伸一郎(社
医学)
1056 体内力源型上腕義手用 Bowden コントロールケー
ブルシステムの調整モデル/○大西謙吾(岡山県立
大)，渡邉昴弘(大分大)，今戸啓二
1057 ポンプレス式温水器による暖床システムの性能
評価/○山野浩規(関西大院)，内山寛信(関西大)，
倉田純一，村上佳広，馬場昌子
■■■ 第１１室 ■■■
□□１０日(月)□□
<S02 循環器系・呼吸器系の生体機能モデリング>
9:15-10:30 S02-1 循環器系・呼吸器系の生体機能モ
デリング(1)
[座長 劉浩(千葉大)]

1101 小児喘息患者における異常呼吸音と気流速度と
の関係/○安川博貴(阪大)，中村匡徳，土生川千珠
(南和歌山医センター)，村上佳津美(近畿大)，長
坂行雄(近畿大)，和田成生(阪大)
1102 肺内気流のイメージベースドシミュレーション/
○三木貴仁(東北大)，今井陽介，中村匡徳(阪大)，
石川拓司(東北大)，和田成生(阪大)，山口隆(東北
大)
1103 喘息の模擬実験-呼吸器系における気道の座屈に
関する生体外実験-/○山野井祐太(関西大院)，田
地川勉(関西大)，桜井篤，板東潔，大場謙吉
1104 動脈壁における物質透過を考慮した Image-Based
血流解析/○徳田茂史(東大院)，畝村毅(アドバン
ス)，関井雄一朗(東大院)，大島まり
1105 マイクロチャンネル内壁に血管内皮細胞を播種
する試み/○水野真吾(関西大院)，田地川勉(関西
大)，大場謙吉

10:45-12:00 S02-2 循環器系・呼吸器系の生体機能
モデリング(2)
[座長 田地川勉(関西大)]
1106 フェムト秒レーザー3 次元微細加工装置を用いた
毛細血管モデルの作製と模擬実験 －物質交換モ
デルの試作－/○佐藤典都(関西大院)，中尾哲士
(旭化成エンジニアリング)，田地川勉(関西大)，
大場謙吉
1107 心 筋 細 胞 活 動 電 位 数 値 計 算 モ デ ル を 用 い た
KCNE1/KCNQ1 発現量比と心電図 QT 間隔の関連
性に関する検討/○山口喬弘(学振，東大)，佐久間
一郎(東大)，
柴田仁太郎(大久保病院)，
本荘晴朗(名
大)，児玉逸雄，神谷香一郎
1108 左心室と大動脈における血流動態のマルチスケ
ール連成数値解析/○梁夫友(千葉大)，姫野龍太郎
(理研)，劉浩(千葉大)
1109 腎動脈狭窄の計算生体力学的検討/○手島常行(千
葉大)，小山智億，梁夫友，劉浩
1110 拍動流中における腎動脈分岐部の周りの流れ/○
赤澤直(芝浦工大院)，真崎雄大，中村哲章，梁夫
友(千葉大)，劉浩，山口隆平(芝浦工大)
13:30-14:30 S02-3 循環器系・呼吸器系の生体機能
モデリング(3)
[座長 大場謙吉(関西大)]
1111 ヒト循環系集中係数モデルによる埋め込み型人
工心臓機能の評価/○石川裕亮(千葉大)，梁夫友，
劉浩
1112 再生型心臓弁の特性評価/○寺田堂彦(JAAME)，
藤里俊哉(NCVC)，中谷武嗣，北村惣一郎
1113 生体外実験による自家移植用心臓代用弁の機能
評価/○小埜山昌輝(関西大院)，田地川勉(関西大)，
大場謙吉，林田恭子(国循研究所，京都府立医大)，
神田圭一(京都府立医大)，大家智憲(新幹工業)，
岡本吉弘(ブリヂストン)，根本泰，植田初江(国循
研究所)，夜久均(京都府立医大)，中山泰秀(国循

研究所)
1114 走査型ステレオ PIV 法を用いた異なる大動脈バ
ルサルバ洞形状をもつ Valved Graft 内の 3 次元流
動特性/○八木高伸(早大院，CSIRO Minerals)，須
藤宏幸(早大院)，若狭翔太朗，Yang William(CSIRO
Minerals)，岩崎清隆(早大)，梅津光生(早大院)

14:45-15:45 S02-4 循環器系・呼吸器系の生体機能
モデリング(4)
[座長 和田成生(阪大)]
1115 オリフィス管内流れにおける血栓形成の可視化
と CFD による血栓形成予測法/○長浜翔(九工大
院)，玉川雅章(九工大)，平本美記(九工大院)，福
島克也
1116 模擬血球としての柔軟弾性ゲル微粒子の力学的
特性の評価/○長谷川裕一(関西大院)，田地川勉
(関西大)，桜井篤，坂東潔，大場謙吉
1117 In vivo 複合負荷環境を模擬した加速試験装置に
よる末梢ステントの耐久試験/○岩﨑清隆(早大)，
錦織晃(早大院)，坪内俊介，梅津光生
1118 医療機器の安全・安心をどう説明するか：循環系
のモデリング・シミュレーションの活用/梅津光
生(早大)
16:00-17:00 K02 基調講演
(バイオエンジニアリング部門企画)
「心臓血管系のモデリング・シミュレーションによる治
療・診断への貢献」
(詳細は別掲)
□□１１日(火)□□
<J05 血液循環系のバイオエンジニアリング： 医療
技術への展開>
9:15-10:30 J05-1 血液循環系のバイオエンジニアリ
ング： 医療技術への展開 (1)
[座長 石川拓司(東北大)]
1119 超音波を用いた血流中の栓子と気泡の識別方法
の開発－模擬中大脳動脈の拍動血流における測
定－/○松崎尚洋(関西大院)，郡慎平，田地川勉(関
西大)，大場謙吉
1120 マイクロチャンネルを用いた毛細血管中の赤血
球の挙動と変形能に関する生体外実験と解析/○
大野貴也(関西大院)，田地川勉(関西大)，板東潔，
大場謙吉
1121 共焦点 micro-PIV による微小流路内の血流観察/
○藤原博妃(東北大院)，石川拓司，リマルイ(東北
大院，Dept. Mechanical Tech., ESTiG, Braganca
Polyt., C. Sta. Apolonia)，武田元博(東北大院)，今
井陽介，山口隆美
1122 肺毛細血管網における好中球の停滞時間が濃度
上昇に与える影響/○白井敦(東北大)，早瀬敏幸
1123 細血管内を流動する赤血球運動のメゾスコピッ

ク解析/○中村匡徳(阪大)，和田成生

10:45-12:00 J05-2 血液循環系のバイオエンジニア
リング： 医療技術への展開 (2)
[座長 中村匡徳(阪大)]
1124 マラリア感染時における血流の粒子法シミュレ
ーション/○近藤仁(東北大)，坪田健一，今井陽介，
石川拓司，山口隆美
1125 血管湾曲部に発症した脳動脈瘤への流入流量/○
今井陽介(東北大院)，佐藤紘大，石川拓司，山口
隆美
1126 血行力学説に基づく脳動脈瘤の進展解析モデル
の提案/○下權谷祐児(東北大院)，今井陽介，石川
拓司，山口隆美
1127 バッドキアリ症候群機序解明に向けた肝静脈－
下大静脈におけるイメージベースド CFD/○松原
瑞浦(九大院)，渡部正夫，渡邉聡，小西晃造，山
口将平，橋爪誠
1128 マイクロ CT を用いたラットの脳血管 3 次元再構
築/○太田信(東北大)，何川，中山敏男，高橋明
12:40-14:00 UF02 緊急フォーラム
(理事会 事故対応タスク 企画)
「新潟県中越沖地震
－柏崎刈羽原子力発電所で何が起こったのか－」
(詳細は別掲)
□□１２日(水)□□
<J04 生物の運動機能／バイオミメティクスとバイオ
メカニクス／バイオロボティクスとバイオメカトロ
ニクス>
9:00-10:45 J04-1 生物の運動機能／バイオミメティ
クスとバイオメカニクス／バイオロボティクスとバ
イオメカトロニクス(1)
[座長 三宅仁(長岡技科大)]
1129 トンボの羽ばたきを模倣した MAV の開発(飛翔
映像撮影と非定常状態の可視化)/○伊賀厚介(東
海大)，橋本巨
1130 蚊の羽ばたき飛行メカニズム解明のための実形
状拡大翼フラッピングモデル実験 ―フラッピン
グ挙動の変化が揚力・推力特性に及ぼす影響―/
○有田隆一(関西大院)，大場謙吉(関西大)
1131 自励駆動による二対柔軟羽ばたき翼メカニズム
の開発と推力特性評価/○岡本直也(青山学院大)，
渡辺昌宏，田中秀明
1132 昆虫飛行の流体構造連成メカニズムに関する研
究/石原大輔(九工大)，○井上和也，武藤一徳，堀
江知義，二保知也
1133 昆虫羽ばたき飛行の回転軸の位置変化による空
力性能への影響/○青野光(千葉大院)，劉浩(千葉
大)
1134 昆虫羽ばたき飛行の動的安定性に関する研究/○

高娜(千葉大院)，青野光，劉浩(千葉大)
1135 一様気流中における個葉の振動現象(光屈性の効
果)/○細谷宏史(桐蔭横浜大)，大幅元吉

■■■ 第１２室 ■■■

11:00-12:00 K03 基調講演
(バイオエンジニアリング部門企画)
「原生生物の走性を利用した行動制御と，生きたマイク
ロマシンとしての工学的利用の可能性」
(詳細は別掲)

<J01 逆問題解析手法の開発と最新応用>

13:00-14:45 J04-2 生物の運動機能／バイオミメテ
ィクスとバイオメカニクス／バイオロボティクスと
バイオメカトロニクス(2)
[座長 加藤直三(阪大)]
1136 流体中における柔軟物体の運動シミュレーション
/○横山真男(東洋大)，望月修
1137 一様水流中の柔軟な弾性膜に発生するフラッタリ
ング -流れ場の可視化-/○赤西謙一(関西大院)，大
場謙吉(関西大)
1138 3 軸胸鰭運動装置の流体力特性について/○鈴木博
善(阪大)，加藤直三
1139 魚類の発進時推力の発生機構の分析/○井上寛文
(神戸大院)，桐本兼輔，西尾茂，大谷真史(商船三
井)
1140 魚の推進メカニズムの解明とアクアロボットの遊
泳能力の改善/○高田洋吾(阪市大)，玉地俊明，中
西志允，脇坂知行
1141 屈曲運動生物を規範とした多リンク型流体内推進
機構の泥水中における推進力特性/○寺島智樹(信
州大)，森崎良平，小林俊一，森川裕久
1142 振動翼推進機搭載船外機の推進性能に関する研究
/○吉池哲也(信州大院)，森川裕久(信州大)，奥村
祐介(信州大院)，小林俊一(信州大)
15:00-16:30 J04-3 生物の運動機能／バイオミメテ
ィクスとバイオメカニクス／バイオロボティクスと
バイオメカトロニクス(3)
[座長 森川裕久(信州大)]
1143 境界近傍での単毛性細菌の運動/○菊田誠之(鳥取
大)，黒田裕一朗，後藤知伸
1144 人工筋紡錘開発のための制御理論の検討/○佐藤
毅顕(長岡技科大)，三宅仁
1145 ヒト肩関節を規範としたロボット関節機構の肩
甲骨の構成/○坂井伸朗(九大)，山口剛，澤江義則，
村上輝夫
1146 跳躍・舞踏ロボット用バイオミメティックアクチ
ュエータの連続跳躍時の最適動作/○小倉隆弘(東
京電機大院)，田島幸治，伊東明俊(東京電機大)
1147 ぜん動運動ロボットに関する研究/○斉藤朋之(北
大)，鍵和田忠男，原田宏幸
1148 動物に学ぶ４WD 子供用遊具(走る座布団)/六車
義方(ISABMEC)

□□１０日(月)□□

9:15-10:30 J01-1 逆問題解析手法の開発と最新応用
(1)
[座長 久保司郎(阪大)]
1201 CT を用いた三次元画像相関法によるひずみ場の
同定とその検証/○葛上昌司(東大院), 桑水流理
(東大)，吉川暢宏
1202 半導体めっき平坦化プロセスにおける最適化技
術の開発/○早房敬祐(荏原総研)，天谷賢治(東工
大院)
1203 GA と BEM を用いた防音壁の最適形状推定(2 次
元音場での検討)/○田中正隆(信州大)，荒井雄理
(信州大院)，林久志(信州大)
1204 3 次元可変形状トラスの連続体モデルに基づく可
変幾何特性を用いた自己同定/○仙場淳彦(東工
大)，大橋郁，古谷寛
1205 円筒シェルの逆解析手法としての可変パラメト
リック射影フィルタについて/○遠藤龍司(能開
大)，登坂宣好(日大)，里田啓(ChAS)
10:45-12:00 J01-2 逆問題解析手法の開発と最新応
用(2)
[座長 井上裕嗣(東工大)]
1206 逆解析手法を用いた鉄筋コンクリート構造物の
腐食検出/○須賀一博(東洋大 CCMR)，吉田真覚
(東洋大院)，青木繁(東洋大)
1207 複合材料中の複合欠陥の同定に対する受動型電
気ポテンシャル CT 法の適用/○古川功太(阪大)，
久保司郎(阪大院)，阪上隆英
1208 境界要素法を用いた軸対称プラズマ電流源の逆
解析/○板垣正文(北大)
1209 有限要素法を用いた厚肉配管の過渡的熱応力を
低減するためのマルチフィジックス逆解析手法/
○石坂卓也(阪大院)，久保司郎(阪大)，井岡誠司
1210 温度依存性を有する熱伝達係数の推定に関する
逆解析手法の開発/○西山幸貴(阪大)，石坂卓也
(阪大院)，久保司郎(阪大)，井岡誠司
13:00-14:00 K01 基調講演
(計算力学部門企画)
「高次塑性理論によるサイズ依存現象の解析」
(詳細は別掲)
<S01 FEM/メッシュフリー法/粒子法と関連技術>
14:15-15:45 S01-1 メッシュフリー法/粒子法と関連
技術(1)
[座長 只野裕一(慶大)]
1211 SMAC-SPH 法による大規模流体解析/○今里淳

(横浜国大)，酒井譲
1212 乱流に対する MPS 法の適用に関する基礎的研究/
○新井淳(東大院)，越塚誠一
1213 SPH 法による一軸圧縮シミュレーション/榊原辰
雄(CTC)，○太田垣良，津田徹
1214 SPH 法による衝撃解析/萩原世也(佐賀大)，○立石
博嗣(佐賀大院)，猿渡亮一
1215 粒子法のコンクリート解析への応用/○稲垣健太
(東大)，越塚誠一
1216 非圧縮超弾性体に対するマーカ積分有限要素法/
○山田貴博(横浜国大)，秋山考之(ミシュラン)，
松井和己(横浜国大)

16:00-17:30 S01-2 メッシュフリー法/粒子法と関連
技術(2)
[座長 萩原世也(佐賀大)]
1217 Ogden 材料モデルを用いた超弾性シェル要素の開
発と薄肉ゴム構造物の不安定解析への応用/○田
中真人(慶大)，野口裕久
1218 圧電問題に対する三次元辺要素の開発/○永井学
志(岐阜大)，梅村公博
1219 多結晶塑性均質化法におけるユニットセル選択
に関する一考察/只野裕一(慶大)
1220 X-FEM を用いた粒界と転位の相互作用の解析/○
中谷彰宏(阪大)，椋代雄太郎，土井祐介
1221 X-FEM による三次元き裂進展解析/○長嶋利夫
(上智大)，作増憲治(上智大院)
1222 エレメントフリーガラーキン法解析の精度/萩原
世也(佐賀大)，○佐々木慎司(佐賀大院)，安河内
辰哉
□□１１日(火)□□
<G01 計算力学>

1228 分子動力学-Voronoi 多面体法を用いたアモルファ
ス固体の構造解析/○佐久間亮(阪大)，垂水竜一，
平尾雅彦
1229 Quasicontinuum 法の自動要素細分化に関する研
究/○下川智嗣(金沢大)，喜成年泰，新宅救徳
1230 格子モデルでの局在振動構造とその安定性/○土
井祐介(阪大)，中谷彰宏
1231 DEM によるぜい性材料の衝撃破壊解析とその制
御/尾田十八(金沢大)，○中川茂憲，大杉乙允

13:00-14:15 G01-3 界面とフェーズフィールド法
[座長岩本剛(広島大)]
1232 結晶方位面の変化に対する表面応力、剛性率の依
存性/○三浦晃一(長岡技科大院)，古口日出男(長
岡技科大)
1233 Phase-field 法による自己形成量子ドット形態にお
よぼす界面エネルギーの影響評価/○高木知弘(神
戸大)，冨田佳宏
1234 ポリマーの球晶形成 Phase-field シミュレーショ
ン/○朝西誠(神戸大院)，高木知弘(神戸大)，冨田
佳宏
1235 多結晶体の形成過程と変形過程の Phase Field
Crystal シミュレーション/○廣内智之(神戸大院)，
高木知弘(神戸大)，冨田佳宏
1236 Phase-field 法による変形組織にもとづく再結晶組
織予測/○田中克昌(神戸大院)，高木知弘(神戸大)，
冨田佳宏
□□１２日(水)□□
9:00-12:00 W03-1 ワークショップ
(計算力学部門企画)
「超強加工による超微細粒金属の組織と強度」
(詳細は別掲)

9:30-10:45 G01-1 計算力学の展開
[座長下川智嗣(金沢大)]
1223 三重相反境界要素法による自重を伴う不均質材
の軸対称弾性解析/○落合芳博(近畿大)
1224 転がり接触疲労における共平面き裂成長及び分
岐のシミュレーション/○赤間誠(鉄道総研)，桑原
匠史(アドバンスソフト)
1225 逆解析による引張試験におけるくびれ発生以降
の応力－ひずみ曲線の評価/○小枝日出夫(日本製
鋼所)，奥野寛人
1226 構造・流体が強く連成する問題のための拡張型
Mesh Update 法とその応用/○滝佳弘(名城大)，工
藤彰浩(名城大院)，小池明大
1227 生体の微小循環領域における熱輸送現象に対す
る計算モデルの検討/○白崎実(横浜国大，理研)

13:00-17:00 W03-2 ワークショップ
(計算力学部門企画)
「超強加工による超微細粒金属の組織と強度」
(詳細は別掲)

11:00-12:00 G01-2 原子モデル・離散モデルシミュ
レーション
[座長 高木知弘(神戸大)]

□□１１日(火)□□

■■■ 第１３室 ■■■
□□１０日(月)□□
14:30-17:30 F01 先端技術フォーラム
(計算力学部門企画)
「連続体力学に基づいた相変化・相変態・相転移の数値
シミュレーションにおける新展開」
(詳細は別掲)

<J02 流体情報学と知的可視化>

9:00-10:30 J02-1 流体情報学と知的可視化(1)
[座長 白山晋(東大)]
1301 テイラー渦流れにおける初期流れ場の影響に関
する数値的研究/○花木理史(名城大)，古川裕之，
渡辺崇(名大)
1302 初期値乱れによる回転二重円柱内流れの最終モ
ード決定に関する統計的解析/○森田俊樹(名大
院)，渡辺崇(名大)，戸谷順信(長野高専)
1303 ラフ集合による設計空間特徴抽出/大林茂(東北
大)
1304 非定常流れ場に対するデータマイニング手法の
構築/○大林茂(東北大)，鄭信圭，柴崎剛志
1305 遠心ファン最適設計データベースに対する設計
知識マイニング手法の適用/○杉村和之(日立機械
研)，大林茂(東北大)，鄭信圭
1306 技術情報におけるネットワーク型データに対す
る新しいクラスタリング手法について/○亀山周
明(東大院)，内田誠，白山晋(東大)
10:45-12:00 J02-2 流体情報学と知的可視化(2)
[座長 大林茂(東北大)]
1307 流れの説明における「渦」の役割についてー可視
化写真の人工知能的理解を目指してー/○中村育
雄(名大名誉教授)，渡邉崇(名大)，古川裕之(名城
大)
1308 地理学的特徴解析を用いた 2 次元時系列データ
の可視化/○荒田亮輔(東北大院)，竹島由里子(東
北大)，高橋成雄(東大院)，藤代一成(東北大)
1309 注視点分析を利用した技術計算の可視化への注
釈の付加について/○江川陽(東大院)，白山晋(東
大)
1310 協調的可視化環境のプロトタイピングと流体融
合研究への適用/○藤代一成(東北大), 竹島由里
子，早瀬敏幸
1311 知識集約型可視化システムによる可視化作業分
析/白山晋(東大)
■■■ 第１４室 ■■■
□□１０日(月)□□
<S30 複雑流体の流動現象>
9:00-10:30 S30-1 複雑流体の流動現象(1)
[座長 蝶野成臣(高知工科大)]
1401 界面活性剤水溶液中のヴィスコスフィンガリン
グの分岐現象/○反町和則(新潟工業短大)，長谷川
富市(新潟大)，鳴海敬倫
1402 界面活性剤水溶液のレオロジーと流動誘起構造/
○森綱規(阪大院)，山本剛宏
1403 正弦的せん断流れにおける CTAB/NaSal 水溶液の
流動誘起構造変化/○高橋勉(長岡技科大)，森川博
美(長岡技科大院)，大内真由美，白樫正高(長岡技

科大)
1404 コーン・プレートレオメーターを用いた界面活性
剤水溶液のせん断粘度測定における界面観察/○
小柴孝(奈良高専)，山本剛宏(阪大院)
1405 曲がり管内を流れる界面活性剤水溶液の流動特
性/○岩本幸治(愛媛大)，檜原秀樹，十河基介，村
上幸一，山根寛大，石丸洋平
1406 コヒーレント微細渦に基づく抵抗低減効果及び
伝熱特性の予測法/○岡田広貴(東工大)，店橋護，
宮内敏雄

10:45-12:15 S30-2 複雑流体の流動現象(2)
[座長 高橋勉(長岡技科大)]
1407 液晶駆動型マイクロアクチュエータの開発 -駆
動特性に及ぼす壁面アンカリングの影響-/○松見
隆紀(高知工科大)，辻知宏，蝶野成臣，三枝嘉孝
1408 液晶ポンプに関する基礎研究/築地徹浩(上智大)，
○佐藤広樹，鈴木健太
1409 電場下の振動流における液晶の明るさの変化を
用いた流動特性の算定/○清水裕一(新潟大院)，鳴
海敬倫(新潟大)，長谷川富市
1410 MR 流体を用いたパッシブ方式のダンパの特性/
村上貴裕(電中研)
1411 粒子分散型機能性流体の流動特性に及ぼす交流
電場強度の影響/○河合祐輔(首都大)，井畑遼亮，
小原弘道，松平晏明
1412 コロイドのオリフィス流れ安定化効果(流路寸法
への依存性)/○栂伸司(富山商船高専)，長谷川富
市(新潟大)，鳴海敬倫
13:15-14:30 S30-3 複雑流体の流動現象(3)
[座長 鳴海敬倫(新潟大)]
1413 微細気泡混入系における粘弾性流体の旋回流動
特性/○岡田直之(同志社大院)，山口博司(同志社
大)
1414 粘弾性流体を対象とした圧力振動場における気
泡近傍剪断速度分布の実験的評価/○岩田修一(名
工大)，山田悠介，高島徹，小森翔悟，森秀樹
1415 部分回転円板を用いた高分子水溶液の容器内旋
回流れにおける渦放出/○高木綾子(名工大)，井出
雄一朗(名工大院)，玉野真司，伊藤基之，横田和
彦
1416 回転チップチューブダイを通る高分子溶融体の
二重管押出物の数値解析/○田上秀一(福井大院)，
ジェリンスキミハウ，植田温子(福井大)，家元良
幸(福井大院)
1417 数値シミュレーションによる多層フィルムの溶
融押出プロセスの粘弾性流動解析/松尾雄二(九
大)，○名嘉山祥也，梶原稔尚
14:45-16:00 S30-4 複雑流体の流動現象(4)
[座長 家元良幸(福井大)]
1418 高分子流体の球間隙流れに関する研究/山口博司
(同志社大)，○伊藤佑太

1419 高分子流体のブラウン動力学シミュレーション
によるレオロジー特性の解析/大西健介(阪大院)
1420 エバネッセント光によるマイクロチャネル内希
薄高分子水溶液の流動特性の評価/○小方聡(首都
大)，小野塚拓也，神田健介(京大)，楊明(首都大)
1421 高分子水溶液のマイクロチャネル内流れ/○山下
敦史(阪大院)，保田和則
1422 ミクロ流れ場での DNA 高分子の伸張変形/○小
林祐樹(新潟大院)，鳴海敬倫(新潟大)，長谷川富
市，高橋勉(長岡技科大)，白樫正高，反町和則(新
潟工短大)

16:15-17:30 S30-5 複雑流体の流動現象(5)
[座長 岩田修一(名工大)]
1423 多孔質膜を通過する電気的効果による流れを利
用したマイクロポンプの開発/○安達直也(新潟大
院)，長谷川富市(新潟大)，鳴海敬倫，反町和則(新
潟工短大)
1424 浸透圧に起因する管路流れと電荷の影響/○秋永
剛(関西大)，板野智昭，関眞佐子
1425 ゴム製品の圧縮成形時における流動現象に関す
る研究/重光亨(徳島大)，福富純一郎，○河田匡仙
(徳島大院)，境真太郎(光洋シーリングテクノ)
1426 X 線造影計測による食塊応力解析/○高橋豊治(首
都大院)，水沼博，田山二朗(IMCJ)，大越ひろ(JWU)
1427 食塊の嚥下連成シミュレーション/○沼守崇志(首
都大院)，水沼博，園村光弘，筒井喜平(ランスモ
ア)
□□１１日(火)□□
<S38 マイクロ・ナノフルイズ>
9:00-10:30 S38-1 ナノフルイズ
[座長 宮崎康次(九工大)]
1428 ナノ液滴の圧力と表面張力に関する分子動力学
的研究/○矢口久雄(北大)，矢野猛，藤川重雄
1429 過飽和水蒸気中の核生成に関する分子動力学的
研究/○相原智康(群馬大)，岩崎洋祐
1430 ナノチャンネル内液体流れの電場駆動に関する
分子動力学解析/○熊丸博滋(兵庫県立大)，東孝樹
(姫路工大)，伊藤和宏(兵庫県立大)
1431 ナノ流動における電気二重層と界面動電位の特
性解析/○新宅博文(阪大)，川野聡恭
1432 水中のシリコン基板近傍におけるリゾチームの
分子動力学解析/○花﨑逸雄(阪大)，川野聡恭
1433 DNA 自己集合化パターンの反応拡散波モデル/川
野聡恭(阪大)
10:45-12:15 S38-2 気泡・粒子
[座長 高比良裕之(阪府大)]
1434 動的表面張力と気体の拡散抵抗を考慮したマイ
クロバブルの安定性解析/○伊藤大志(阪府大)，勝
山友晶，高比良裕之

1435 マイクロ流路における気泡離脱条件の検討/○佐
野理志(日立機械研)，富樫盛典
1436 オゾン水生成における気泡電位の影響/○片岡久
尚(秋田大院)，長谷川裕晃(秋田大)，永坂裕(秋田
大院)，浅野清光(秋田高専)
1437 気泡型マイクロバルブの流量制御特性/○渡邉照
文(首都大)，三通田真也，小原弘道，松平晏明，
田代伸一
1438 ナノ粒子とマイクロチャンネル壁面における相
互作用力の検証/○神宮一斐(首都大院)，神田健介
(ASTEM)，小方聡(首都大)，楊明
1439 円管内における球の周りのストークス流れ/○大
谷英之(関西大院)，関眞佐子

13:15-14:45 S38-3 マイクロチャンネル
[座長 塚本寛(九工大)]
1440 レーザを用いた流体局所加熱によるマイクロチ
ャネル内流動制御/○嶋川純(東京理科大)，元祐昌
廣，本阿弥眞治
1441 微小孔を通過する水の推力と圧力損失の測定/○
高橋正直(新潟大院)，長谷川富市(新潟大)，鳴海
敬倫，反町和則(新潟工短大)，牛田晃臣(新潟大院)
1442 微小分岐部に振動流を与えることによる揚水効
果/○江原陽介(工学院大院)，池永有輝，小泉安
郎(工学院大)，大竹浩靖
1443 バルブレスマイクロポンプの模型実験/○田中誠
一(九工大院)，大島裕史，塚本寛(九工大)，宮崎
康次
1444 高速度ビデオ capillaroscopy と血流観察/○入部昌
樹(九大院)，黒田寛顕，渡部正夫(九大)，松原瑞
浦(九大院)，真田俊之(静岡大)
1445 粒子法を用いた弾性毛細管内における赤血球流
動現象の解析/○本田啓介(九工大院)，永山勝也
(九工大)
15:00-16:15 S38-4 混合・界面
[座長 渡部正夫(九大)]
1446 リアプノフ指数によるマイクロミキサーの設計
と評価/鈴木章夫(産総研)
1447 気液自由界面を利用したマイクロ混合に関する
研究/○鈴村剛史(芝浦工大)，小野直樹
1448 マイクロチャンネル内二相流のボイド率、壁面お
よび気液界面摩擦力に及ぼす液物性値の影響/○
川原顕磨呂(熊本大)，佐田富道雄，根井啓太郎
1449 格子ボルツマン法による多孔体内流動解析のた
めの境界面再構築法の開発/○田中友和(阪府大)，
西尾圭史，村田道友，須賀一彦
1450 CMP 回転パッド上におけるスラリー液膜流動解
析/○永山勝也(九工大)，内田邦亮，木村景一，田
中和博
□□１２日(水)□□
<S29 流れの多次元計測の展開と応用>

9:00-10:30 S29-1 流れの多次元計測の展開と応用
(1)
[座長 平原裕行(埼玉大)]
1451 離散ベクトルデータの時空間グローバル補間ス
キーム/○村井祐一(北大)，井戸健敬(金城大)
1452 ディジタルインテグラルフォトグラフィによる
粒子空間位置検出/○三神史彦(千葉大)，MOHD
RAFFIE BIN TARMUJI，西川進栄
1453 ディジタルホログラフィ粒子計測法における粒
径に応じた二値化閾値切替/○高岡真也(京工繊大
院)，村田滋，辻勝之
1454 ディジタルホログラフィ再生過程における深さ
方向の粒子像伸長に関する考察/○辻勝之(京工繊
大院)，村田滋(京工繊大)，姉崎幸信(日本自動車
部品総研)
1455 回折格子を利用したインラインホログラフィに
よる微粒子の 3 次元位置計測/○梅田光一(関西大
院)，山本恭史(関西大)，植村知正
1456 時空間相関情報を用いた多次元高次 PIV 解析/○
桐本兼輔(神戸大院)，西尾茂
10:45-12:15 S29-2 流れの多次元計測の展開と応用
(2)
[座長 村田滋(京工繊大)]
1457 二次元噴流とスプレイのレーザー計測/○秋山勝
哉(神戸製鋼)，織田剛
1458 電極をもつマイクロチャンネルの製作および固
液流の横断面のインピーダンス計測/趙桐(日大)
1459 飛翔するゴルフボール周りの PIV 速度場計測/○
長嶋健(埼玉大院)，平原裕行，川橋正昭
1460 レーザー誘起マイクロ衝撃波のスペックル写真
法による計測/○片岡与秋(埼玉大)，藤浪賢，平原
裕行，川橋正昭
1461 ステレオ PIV を用いた Micro-Synthetic-Jet の周期
的挙動に関する研究/○井瀬皓一(東京理科大院)，
東裏雅司，南雲貴志(東京理科大)，元祐昌廣，本
阿弥眞治
1462 発表中止
<S37 混相流動のダイナミックス>
13:15-14:15 S37-1 混相流動のダイナミックス(1)
[座長 阿部豊(筑波大)]
1463 キャパシタンス CT による固気二相流の周波数解
析/○堀田俊輔(日大)，武居昌宏
1464 サイフォン吸引による堆積土砂・汚泥除去 -小型
試験と解析/○佐田富道雄(熊本大)，川原顕磨呂，
田方太郎
1465 沈降粒子が Burgers 渦に与える影響について/○
田中洋介(阪大院)，大津一晃，辻拓也，田中敏嗣
1466 埋め込み境界法による三相流動の数値解法/○岩
田隆一(阪大)，竹内伸太郎(東大)，梶島岳夫(阪大)

14:30-15:30 S37-2 混相流動のダイナミックス(2)
[座長 川原顕磨呂(熊本大)]
1467 自然循環ループにおける流れ振動に関する一考
察/山内庄司(高松高専)
1468 単一上昇気泡の後流の可視化/○武富祐太(九大
院)，佐藤文香，城田農(九大)，真田俊之(静岡大)，
渡部正夫(九大)
1469 PIV・LIF による単一気泡周りの液相運動と物質
移動の可視化計測/○山田雅人(静岡大院)，榊原和
也，真田俊之(静岡大)，齋藤隆之(静岡大院)
1470 マイクロチャンネル内気液ニ相流の流動様式と
ボイド率に関する研究/井手英夫(鹿児島大)，○木
村龍二，川路正裕(トロント大)
15:45-16:45 S37-3 混相流動のダイナミックス(3)
[座長 齋藤隆之(静岡大)]
1471 矩形気泡塔の流動特性および物質移動特性/○宇
都宮千博(静岡大院)，田中伸宏(三菱化学エンジニ
アリング)，真田俊之(静岡大)，齋藤隆之(静岡大
院)
1472 液滴の振動周波数への振幅と回転の非線形効果/
渡辺正(原子力機構)
1473 気泡－気泡と気泡－固体壁間の衝突における渦
度構造の相違/○曽根大治(静岡大院)，榊原和也，
真田俊之(静岡大)，齋藤隆之(静岡大院)
1474 同軸円盤間の回転流れに関する研究/○八木崇宏
(筑波大)，阿部豊，池昌俊(つくばセミテクノロジ
ー)，藤森憲(筑波大リエゾン)
■■■ 第１５室 ■■■
□□１０日(月)□□
<J11 流体関連の騒音と振動>
9:00-10:30 J11-1 インピーダンス制御
[座長 飯田明由(工学院大)]
1501 柔毛材を用いた空力騒音低減に関する数値シミ
ュレーション/○木村明寛(鳥取大)，西村正治，後
藤知伸
1502 円柱表面に設けた多層網による空力音と力の低
減効果/○黒田裕一朗(鳥取大)，上窪隆広，後藤知
伸，西村正治
1503 多孔質材の適用によるパンタグラフの空力音低
減手法/○末木健之(鉄道総研)，高石武久，池田充
1504 細孔を持つ表面のインピーダンスへのグレージ
ング効果/○秋下貞夫(立命館大)，西野十太
1505 共鳴器の複合効果によるダクト内広帯域騒音の
制御/○鈴木亮(東海大院)，飯島敏雄(東海大)，前
田稔，小森拓也，村上俊太郎(モンクット王工科
大)
1506 衝突噴流により生じる直管共鳴音に対する低減
法/○倉澤英夫(長野高専)，羽田喜昭

10:45-12:15 J11-2 流れと音の相関計測
[座長 丸田芳幸(荏原総研)]
1507 円柱からの渦放出に及ぼすフィンの影響/○濱川
洋充(大分大)，工藤智博(大分大院)，西田英一(湘
南工大)，深野徹(久留米工大)
1508 乱流中に置かれた二次元鈍頭物体から放射され
る空力騒音と後流の静圧変動の関係について/○
山口力(工学院大)，森田謙次,民部俊貴，飯田明由
1509 流れの可視化を用いたキャビティ音発生機構に
関する研究/○福山恵理(工学院大)，飯田明由，中
村瑞木，加藤千幸(東大)
1510 はく離せん断乱流中の変動静圧と空力音の同時
測定による空力音発生機構の考察/○佐藤航大朗
(道工大院)，平元理峰(道工大)，豊田国昭
1511 軸対称キャビティで発生する共鳴音と速度変動
との相関/○小森拓也(東海大)，村上俊太郎(モン
クット王工科大)，飯島敏雄(東海大)
1512 ドアミラーから放射される空力音響フィードバ
ック音の動的低減技術の開発/○本田拓(工学院
大)，飯田明由，横山博史(東大)，加藤千幸
13:15-14:15 J11-3 ファン騒音
[座長 林秀千人(長崎大)]
1513 ターボファンの翼前縁形状が送風音に及ぼす影
響/○小松彰(ダイキン)，岩田透，鄭志明，大西正
1514 全閉外扇形モータのファン騒音に関する共鳴音
解析/○野田伸一(東芝)
1515 自動車空調用シロッコファンの騒音発生機構に
関する基礎研究/酒井康彦(名大)，〇加藤高章，森
口優，酒井雅晴(デンソー)，三石康志(日本総研)，
伊藤功治(デンソー)，久保貴(名大)，長田孝二(名
大)
1516 プロペラファンの動作点と翼端流れ挙動の関係
に関する実験的研究/○中島誠治(三菱電機)，山田
彰二
14:30-15:45 J11-4 流体連成振動(1)
[座長 中村友道(阪産大)]
1517 剪断層の関与した流体系の自例振動現象に関す
る研究(第２報：境界層が現象に与える影響)/○北
村太一(阪工大)，川田裕
1518 直角二連分岐管内流れの振動発生の研究/○奈良
橋英樹(芝浦工大院)，是松大樹,生井智章(芝浦工
大)，早瀬敏幸(東北大)，山口隆平(芝浦工大)
1519 球の臨界レイノルズ数における流力振動/○西原
崇(電中研)，江口譲
1520 地震時の内部流体圧力変動に起因する金属ベロ
ーズ管のパラメトリック励振/○小林信之(青山学
院大)，永井孝典，渡辺昌宏
1521 強風雨発生装置による瓦屋根の漏水評価実験/○
難波礼治(島根大)，岡本覚,芝尾宜秀(シバオ)
16:00-17:15 J11-5 流体連成振動(2)

[座長 西原崇(電中研)]
1522 いつ流によるオーバーフロー管の流れ励起自励
振動に関する理論解析(理論解析結果と実験結果
の比較) /○市川潤一(青山学院大)，渡辺昌宏，田
中秀明
1523 柔軟液体ダンパの開発に関する研究/○中村友道
(阪産大)，杉山幸三
1524 水槽に挿入された吸込管への空気吸込/○中谷友
輝(同志社大)，舟木治郎，平田勝哉
1525 可動板による搬送容器内スロッシングのアクテ
ィブ制御/○大沼龍(青山学院大)，渡辺昌宏，田中
秀明
1526 隔壁を用いたスロッシングのセミアクティブ制
振制御－時間遅れを考慮した制御－/○小山裕輔
(青山学院大)，小林信之

□□１１日(火)□□
<S32 DDSをめざした音響波や渦の応用>
9:30-10:45 S32 DDS をめざした音響波や渦の応用
[座長 玉川雅章(九工大)]
1527 衝撃波 DDS 用機能性マイクロカプセルの開発/○
石松憲和(九工大院)，玉川雅章(九工大)，末次史
郎(九工大院)
1528 濃度勾配を利用した DDS 用マイクロカプセルの
液中駆動機構について/○窪元勇太(九工大院)，玉
川雅章(九工大)
1529 ナノバブルと超音波を用いた DDS：骨格筋への
応用/○小玉哲也(東北大)，青井あつ子(東北大院)，
渡邊夕紀子(東北大)，小野栄夫(東北大院)，森士
朗(東北大病院)
1530 超音波による分子の細胞膜通過機構：分子動力学
シミュレーション/○越山顕一朗(北大)，小玉哲也
(東北大)，矢野猛(北大)，藤川重雄
1531 シスプラチンを使った抗腫瘍効果：高周波超音波
による定量化/○冨田典子(東北大)，渡辺夕紀子,
堀江佐知子，小野栄夫(東北大)，森士朗(東北大病
院)，小玉哲也(東北大)
11:00-12:00 K07 基調講演
(流体工学部門 企画)
｢臨床診断支援を目指した循環系・呼吸系の流体解析シ
ミュレーション｣
(詳細は別掲)
<G05 流体工学>
13:00-14:15 G05-3 複雑流体
[座長 山本剛宏(阪大)]
1532 棒状ヘマタイト粒子からなる非希釈コロイド分
散系の配向分布とレオロジー特性に及ぼす粒子
間磁気相互作用の影響/○早坂良(秋田県立大)，青

島政之，鈴木寿則，佐藤明
1533 棒状ヘマタイト粒子からなる強磁性コロイド分
散系の内部構造発現現象に関する 3 次元モンテ
カルロ・シミュレーション/○佐藤明(秋田県立大)，
尾崎正孝(横浜市立大)
1534 一定量の粉体が鉛直管内を自由落下する場合の
流動特性/○中島賢治(佐世保高専)，城野祐生
1535 鉛直加振によるメニスカスの変形によって励起
される容器内界面波/○伊藤高啓(豊橋技科大)，松
田準之輔，鈴木優太郎，日比昭
1536 境界層中に噴出した気流からの気泡分離機構/○
有井悠介(阪市大)，加藤健司

14:30-15:45 G05-4 圧力・音
[座長 平田勝哉(同志社大)]
1537 フルイディクスを応用したキャビティ音の能動
制御/○三浦聡允(東北大)，前原翔太，茂田正哉，
伊澤精一郎，福西祐
1538 非定常流れ場の圧力計測に関する研究/○櫻井仁
士(兵庫県立大院)，本田逸郎(兵庫県立大)，天野
真吾(三菱重工)，河南治(兵庫県立大)，川島陽介
1539 水の楽器の開発－水圧の影響－/○大竹一慶(九州
東海大)，中園与一，松本欣也
1540 反射板が不足膨張ジェットの近距離場音に及ぼ
す影響/○那須祐紀(九州東海大)，中園与一，楠田
正博(ジャトコ)
1541 音響式コンプレッサの最適な構成に関する研究/
○増田光博(阪大)，川島慎太郎
□□１２日(水)□□
<S31 スポーツ流体工学>
9:15-11:00 S31 スポーツ流体工学
[座長 瀬尾和哉(山形大), 中島求(東工大)]
1542 無回転サッカーボールに働く非定常空気力に関
す る 実 験 的 研 究 /○ 瀬 尾 和 哉 ( 山 形 大 ) ， Barber
Sarah(シェフィールド大)，浅井武(筑波大)，Matt
Carre(シェフィールド大)，小林修(東海大)
1543 サッカーボールの低回転魔球飛翔のメカニズム/
○溝田武人(福岡工大)，山本和幸(福岡工大院)，
岡島厚(金澤学院短大)，大屋裕二(九大)
1544 ラグビーボールの自励回転とその空力特性/○染
谷哲平(東海大)，塚本恒介，高橋直子(東海大院)，
小林修(東海大)，瀬尾和哉(山形大)
1545 ジャイロボールの実投球とその軌道計算/○山田
啓輔(九工大院)，平木講儒(九工大)，井上昌信
1546 短距離走者の空力特性に関する研究/○小島成
(CMH)，亀本喬司(横浜国大)，新関哲博(川崎重工)
1547 発表中止
1548 水中ロボットアーム実験に基づく水泳時の四肢
に働く非定常流体力のモデル化/○中島求(東工
大)，高橋明美(東工大院)

<G05 流体工学>
11:15-12:15 G05-5 生物流体
[座長 井上吉弘(岐阜大)]
1549 呼吸細気管支をモデルを用いた pendelluft 流れの
実験解析/○金袗圭(埼玉大院)，岩崎雄介，川橋正
昭(埼玉大)，平原裕行
1550 スプリッタ付きネーザル CPAP 素子の最適化/○
細井健司(埼玉大)，川橋正昭，松本崇，平原裕行
1551 遊泳するビブリオ菌の運動の流体力学的特性に
関する研究/○山崎良(滋賀県立大)，安田孝宏
1552 2 次元キャビテーション噴流を用いた有害プラン
クトンの殺滅/○高木賢一(東洋大)，大島悟，山口
正志，加藤洋治
13:15-14:15 G05-6 噴流(1)
[座長 木綿隆弘(金沢大)]
1553 水面下から空気により噴射する噴流の特性/○吉
田拓(東京電機大)，黒澤翔平，山洞康裕，国吉光
1554 フラクタル次元解析による非定常噴流の形状特
性/○畠山忠久(東京電機大)，西河崇，柳町智恵，
国吉光
1555 強度と寸法が変化する縦渦対を用いた壁面噴流
の操縦/○望月信介(山口大)，相原健史(山口大院)，
山田誠治(山口産技センター)，大坂英雄(山口大)
1556 三次元壁面噴流に関する実験的研究(壁面近傍層
の特性)/○井上吉弘(岐阜大)，西塚隆晃，矢野治
久(大同工大)，山下新太郎(岐阜大)
14:30-15:30 G05-7 噴流(2)
[座長 国吉光(東京電機大)]
1557 脈動流でのオリフィスからの噴流について/○田
村恵万(産技高専)，岩本順二郎(東京電機大)
1558 平行におかれた２円管から流出する噴流/○宇宿
史彦(鹿児島高専)，田畑隆英，中島正弘,李鹿輝(山
形大)
1559 同軸噴流の流れ構造に及ぼす速度比の影響/○木
綿隆弘(金沢大)，木村繁男，小松信義,宮崎勝也
1560 液晶スペーサ散布装置内の流れに関する研究/藤
田啓之(東京電機大)，○国吉光
■■■ 第１６室 ■■■
□□１０日(月)□□
<S35 圧縮性流れの基礎と応用>
9:30-10:30 S35-1 圧縮性流れの基礎と応用(1)
[座長 青木俊之(九大)]
1601 後流の影響を受ける高負荷低圧タービン翼列流
れにおける LES パラメータ解析/○冨川邦弘(東大
院)，大庭芳則(IHI)，飯田誠(東大院)，荒川忠一
1602 分布関数の空間微分に関する格子ボルツマン方

程式を用いた圧縮性流体解析/○瀬田剛(富山大)
1603 超小型衝撃波管を用いた高エネルギー分子線源
の開発/○三好信哉(東大)，永田修平(日立)，塩崎
聖治(東大)，杵淵郁也，崎山幸紀(UCB)，高木周(東
大)，松本洋一郎
1604 超音速平面ジェットにおける斜めモードの組み
合せに対する遷移構造に及ぼす影響/○渡辺大輔
(広島大院)，前川博

10:45-12:00 S35-2 圧縮性流れの基礎と応用(2)
[座長 前川博(広島大)]
1605 不足膨張軸対称噴流中における衝撃波形状のヒ
ステリシス現象/瀬戸口俊明(佐賀大)，○松尾繁，
樫村秀男(北九州高専)，安信強，乙部由美子
1606 過膨張噴流における衝撃波連成騒音に関する研
究/○鄭星在(九大)，与那嶺牧子，青木俊之
1607 先細ノズル流れのチョークに関する実験/○宮里
義昭(北九州大)，梅原弥恒，与那嶺牧子(九大)，
近藤陽介(北九州大)，松尾一泰
1608 先細ノズル流れのチョーク現象に関する数値解
析/○与那嶺牧子(九大)，宮里義昭(北九州大)，松
尾一泰
1609 正方形ダクト内における衝撃波と乱流境界層の
干渉に関する実験的研究/○本間拓水(室蘭工大)，
杉山弘，湊亮二郎，溝端一秀，辻口裕貴，貝原陽
平
<S33 流体機械の諸問題>
13:00-14:15 S33-1 ポンプ・キャビテーション
[座長 堀口祐憲(阪大)]
1610 同期旋回キャビテーション初生時のキャビティ
の挙動/○風見佑介(東北大)，橋本知之(JAXA)，島
垣満，伊賀由佳(東北大)，井小萩利明
1611 同期旋回キャビテーション初生時の軸振動の挙
動/○永浦克司(JAST)，渡邉光男(JAXA)，長谷川
敏，吉田義樹，笹尾好史(東北大院)
1612 翼列のキャビテーション流れにおける熱力学的
効 果 の 数 値 解 析 / ○ 伊 賀 由 佳 (IFS) ， 吉 田 義 樹
(JAXA)，井小萩利明(IFS)
1613 LDV による部分流量域における二重反転形軸流
ポンプの流れ計測/○山下修一(九大院)，恒成雄介，
白澤教太，古川明徳(九大)，渡邉聡，大熊九州男
1614 斜流ポンプにおけるディフューザ部逆流がポン
プ性能に及ぼす影響/○宮部正洋(酉島)，古川明徳
(九大)，前田英昭(酉島)，梅木勇，實谷善則
14:30-15:45 S33-2 血液ポンプ・特殊ポンプ
[座長 渡邉聡(九大)]
1615 動圧浮上血液ポンプの動特性/○中村陽一(九工
大)，塚本寛，宮崎康次，銭逸(東亜大)
1616 水撃作用による流体および血液ポンプへの影響
の調査/○山野亮(九大院)，田仲浩平(徳島文理大)，
中村陽一(九大院)，西田雅，金永晙，塚本寛(九工

大)
1617 磁気浮上式遠心血液ポンプの数値シミュレーシ
ョン（主流と隙間流れ）/○松岡大輔(立命館大)，
堀江昌朗(摂南大)，大上芳文(立命館大)
1618 気液二相流遠心ポンプの相似則に関する一考察/
○松下直樹(九大院)，古川明徳(九大)，大熊九州
男，蓮井智道(九大院)，渡邉聡(九大)
1619 汚水用新型ポンプの内部流れに関する研究/○西
泰行(新明和工業)，福富純一郎(徳島大)，松尾信
明，藤原亮太，重光亨

<S36 トンネルの空気力学、換気、火災>
16:00-17:15 S36-1 トンネルの空気力学、換気、火
災(1)
[座長 水野明哲(工学院大)]
1620 模型トンネルを用いたトンネル火災時の避難者
の視認性に関する実験/○須賀教好(CAE-sc)，川端
信義(福井大)
1621 水噴霧による火災時の煙除去効果/○宮本潤(福井
大院)，川端信義
1622 数値解析を用いたトンネル火災時における斜路
部での避難環境確保のための研究/○新開正志(工
学院大)，水野明哲，飯田明由
1623 トンネル非常用設備の最適点検・更新政策 /○山
本浩司(NEXCO 中日本)，青木一也(PASCO)，織
田澤利守(東北大院)，小林潔司(京大院)
1624 東海北陸自動車道飛騨トンネルにおける換気運
用 特 性 / 柳 寛 孝 (ECHOPLAN) ， ○ 坂 巻 厚 志
(NEXCO)，水野明哲(工学院大)
□□１１日(火)□□
<J12 流体機械に関連した流体解析と数値最適化技術
>
9:00-10:30 J12-1 流体機械に関連した流体解析と数
値最適化技術(1)
[座長 古川雅人(九大)]
1625 LES 乱流解析と風洞実験による２次元翼の遷移
特性評価/○江口譲(電中研)，服部康男，近藤宏二
(鹿島)，山本学
1626 ターボ機械から発生する空力騒音の数値解析/○
加藤千幸(東大)，高山糧，山出吉伸
1627 タービン多段翼列を通る湿り蒸気流れの陰的並
列計算/○山本悟(東北大)，笹尾泰洋，佐藤昭一郎，
佐野健太郎
1628 軸流圧縮機動翼列の失速点近傍における非定常
流動現象の数値解析/○岩切健一郎(九大院)，盆子
原翔，古川雅人(九大)
1629 遷音速軸流圧縮機動翼列における旋回失速初生
の数値解析/○山田和豊(岩手大)，船崎健一，古川
雅人(九大)
1630 Non Linear Harmonic 法によるターボ機械動静翼

干渉問題の数値シミュレーション/○清水宏純
(VINAS)，澤芳幸
1645

10:45-12:15 J12-2 流体機械に関連した流体解析と
数値最適化技術(2)
[座長 後藤彰(荏原総研)]
1631 気泡流モデルを用いたキャビテーション流れ解
析による斜流ポンプ内オープン羽根車のキャビ
テーション壊食予測/○深谷征史(日立)，田村善昭
(東洋大)，松本洋一郎(東大)
1632 ３次元逆解法と流れ解析を適用したポンプイン
デューサ最適化設計/○渡辺啓悦(荏原)，市来勇
1633 流体解析と数値最適化による小型軸流ファンの
設計/○岩瀬拓(日立機械研)，杉村和之，旦野太郎
(日本サーボ)
1634 斜流ポンプ羽根車の羽根負荷の最適化/○宮内直
(ｸﾎﾞﾀ)，葛西則夫，福富純一郎(徳島大)
1635 斜流ポンプの多目的最適化設計 第 1 報 設計パ
ラメータの感度解析/○関野夕美子(荏原)，渡辺啓
悦，Duccio Bonaiuti(ADT)
1636 多目的遺伝的アルゴリズムによる軽量化冷却タ
ービン翼の開発/○藤原晴樹(岩手大院)，船崎健一
(岩手大)，山田和豊，仲俣千由紀(IHI)，大北洋治
<S36 トンネルの空気力学、換気、火災>
13:00-14:30 S36-2 トンネルの空気力学、換気、火
災(2)
[座長 田中 太(福井大)]
1637 トンネル内の局所的密度変化による微気圧波放
射特性への影響/○石川真也(中部大院)，椿下庸二
(中部大)
1638 多孔壁構造を持つトンネル内を伝播する圧縮波
の特性に関する研究/○青木俊之(九大)，永谷紘一，
三浦功嗣，近藤信昭
1639 トンネル内対向走行二列車の圧力分布/○森井宜
治(沼津高専)
1640 長大スラブトンネル内における圧縮波の伝播特
性/○斉藤実俊(鉄道総研)，宮地徳蔵，飯田雅宣，
若林雄介(JR 東日本)，栗田健
1641 非定常入口管内流れの流動抵抗/高見敏弘(岡山理
大)，○奥野真史，若狭一彦(デンソー)，柳瀬眞一
郎(岡山大)
1642 分岐・合流管路の圧力損失予測に関する検討/○
向井寛(日立機械研), 高津恭（日立プラントテク
ノロジー）, 浅沼邦広
14:45-16:15 S36-3 トンネルの空気力学、換気、火
災(3)
[座長 飯田雅宣(鉄道総研)]
1643 新型換気ダクト用コーナーベーンの設置及び考
察/○笹川陽平(NEXCO 中日本)，村東浩隆，中村
正昭，福田英次(クリモト)
1644 MPVC(シミュレーション予測方式によるトンネ

1646
1647
1648

ル換気制御ソフトウェア)の実用化/○時枝寛之
(NEXCO 中日本)
名神高速道路 天王山トンネル電気集じん機帯電
部形状変更による効果/間瀬田勝(NEXCO 西日本)，
久原康弘，○戸野治
関門トンネル換気設備運用と課題/○角保和政
(W-nexco)，尾座本伸浩
縦坑集中排気縦流換気方式における効率的な制
御検証 /○藤井伸也(NEXCO 西日本)
走行する自動車の撹乱を考慮した掘割道路の排
気ガス拡散の数値解析/○山田健太郎(工学院大)，
平野米子(環境研)，水野明哲(工学院大)

□□１２日(水)□□
<G05 流体工学>
9:15-10:30 G05-8 流体機械(1)
[座長 竹島敬志(高知高専)]
1649 抄紙機ハイドロリック型ヘッドボックス模型内
の流動特性(可視化による検討)/○角田勝(近畿大)，
鈴木節夫(三菱重工)，伊澤明峰
1650 高粘度液用渦巻きポンプの性能と内部流れ/○
佐々木卓紀(東海大院)，太田紘昭(東海大)
1651 線－非平行平板型直流電気流体ガスポンプの特
性(第一報，線電極絶縁カバーの影響)/○坪根弘明
(有明高専)，Chang Jenshih(マクマスター大)，
Harvel Glenn(オンタリオ工大)
1652 回転曲がりダクトによるターボ機械内部流れの
損失生成機構の解明/○嶋田尚輝(法政大院)，辻田
星歩(法政大)，水木新平
1653 BJE(バブルジェットエンジン)のエジェクタ開発
に関する研究 -第 1 報 推力の算出-/○小野文慈
(佐世保高専)，中島賢治，重松利信
10:45-12:00 G05-9 流体機械(2)
[座長 角田勝(近畿大)]
1654 住宅換気用給気フードとして開発した軸流サイ
クロン集塵装置の流体力学的特性/○波田野航(北
見工大院)，谷真輝(いすゞ)，松村昌典(北見工大)
1655 円筒型液体サイクロンの流動・分離性能/○竹島
敬志(高知高専)，清水健司
1656 冷蔵ショーケースにおけるエアカーテン流れの
最適化/○佐々木紀則(東京電機大)，加藤佳幸，喜
村剛，国吉光
1657 冷蔵ショーケースにおける棚内の温度特性/○斎
藤瑞紀(東京電機大)，国吉光
1658 ドラフトチューブを採用した浄化槽用撹拌機内
の流速分布の均一化/○佐々木順一(日大院)，山﨑
博司(日大)，野村浩司，氏家康成
13:00-14:00 G05-10 物体周りの流れ
[座長 安田孝宏(滋賀県立大)]
1659 一様流中に置いたワッシャーまわり流れの基本

構造/○矢島渉自(同志社大)，舟木治郎，平田勝哉
1660 成層流体中を鉛直移動する球まわり流れの可視
化/○柏本和俊(京大)，花崎秀史
1661 発表中止
1662 曲線の溝断面を有する円柱周りの流れ/○山岸陽
一(神奈川工科大)，沖真(東海大)，木村茂雄(神奈
川工科大)

○原田圭輝(東北大)，茂田正哉，伊澤精一郎，福
西祐
1710 MPS 法を用いた落下水塊による衝撃圧力の数値
計算/○枝廣哲也(海洋大)，田中健太郎，岩本勝美
1711 グラニュラーオイラーモデルによる噴流層ガス
化炉の数値流体解析/○福本一生(立命館大)，大上
芳文

14:15-15:15 G05-11 翼
[座長 濱川洋充(大分大)]
1663 弾性を有する平板翼後流の渦流れ/○渕脇正樹(九
工大)，田中和博
1664 ピッチング運動する三次元翼に働く非定常流体
力と渦構造に関する研究/○中村淳(秋田大)，長谷
川裕晃，田中一輝
1665 発表中止
1666 静止空気中で自由落下する平板の自動回転運動
に関する研究/○安田孝宏(滋賀県立大)，飯田耕平，
大西尭久

13:00-15:15 W07 ワークショップ
(流体工学部門企画)
EFD ワークショップ：流体抵抗との戦い －より速く、
よりエコな乗り物をめざして－
(詳細は別掲)

■■■ 第１７室 ■■■
□□１０日(月)□□
<G05 流体工学>
9:00-10:30 G05-1 渦
[座長 長谷川裕晃(秋田大)]
1701 回転一様剪断乱流の直接数値計算/○岡本正芳(静
岡大)
1702 流れ方向強制振動円柱から放出される円柱スパ
ン方向の渦流れの構造/○平尾恵子(防衛大院)，横
井嘉文(防衛大)，稲田善紀，是澤亮，松浦由希
1703 粗面乱流境界層の壁法則に対する粗さの効果/○
亀田孝嗣(山口大)，望月信介，大阪英雄
1704 吸込みのある後向きステップ流れの乱流特性/○
佐野正利(千葉工大)，藤田慎吾(千葉工大院)，鈴
木一平，櫻庭健一郎(都立産技研)
1705 可動渦発生器下流の縦渦における渦形態ダイナ
ミクスに関する研究/○服部浩和(東京理科大)，岡
本紳介，元祐昌廣，本阿弥眞治
1706 マルチファンによる大気境界層の模擬生成/○小
園茂平(宮崎大)，岩田直哉
10:45-12:00 G05-2 数値解析
[座長 岡本正芳(静岡大)]
1707 ガラス壁近傍における水銀中での衝撃波と気泡
との干渉に関する数値シミュレーション/○松野
孝浩(阪府大)，首藤圭亮，高比良裕之
1708 移動境界問題に対する格子の発生および消滅を
伴う非構造格子法/○山川勝史(京工繊大)，松野謙
一
1709 SPH 法による MHD 流の数値シミュレーション/

<J13 乱流とマルチフィジックスのモデリング>
15:30-16:30 J13 乱流とマルチフィジックスのモデ
リング
[座長 大島伸行(北大)]
1712 時系列ステレオ PIV による流体騒音の音源探査/
○尾花功一(東工大)，店橋護，宮内敏雄
1713 高レイノルズ数壁面せん断乱流の階層構造/○冨
永泰裕(東工大)，店橋護，宮内敏雄
1714 温度成層乱流における密度変化の影響/○中村一
樹(阪大)，太田貴士，梶島岳夫
1715 撹拌槽造粒におけるダブルピーク粒径分布発生
に関する数値実験/○新谷知紀(東京理科大)、因幡
和晃、山本誠
□□１１日(火)□□
<S34 自然流体エネルギーの利用技術>
9:15-10:30 S34-1 自然流体エネルギーの利用技術
(1)
[座長 金元敏明(九工大)]
1716 水道発電事例紹介/○大池真悟(東発)，井部潤
1717 ジャイロ型ハイドロタービンの性能向上/○岩田
昇(九工大)，木下俊介，金元敏明，稲垣晃
1718 揺動式ナノ水力発電の基本特性/○石原弘章(九工
大)，後藤尚史，金元敏明
1719 簡易型衝動水車の試作と性能評価/○飯尾昭一郎
(信州大)，深澤修平，池田敏彦
1720 小規模河川用サボニウス水車周りの流れ場が出
力特性に及ぼす影響/○中嶋美佳(信州大院)，飯尾
昭一郎(信州大)，池田敏彦
10:45-12:00 S34-2 自然流体エネルギーの利用技術
(2)
[座長 鎌田泰成(三重大)]
1721 ウエルズタービン用翼型に関する実験的研究/○
高尾学(松江高専)，瀬戸口俊明(佐賀大)，永田修
一，豊田和隆
1722 ２次元数値流体解析によるウェルズタービン用

ガイドベーン特性/○鈴木正己(東大)
1723 円柱ブレード風車とその風洞実験/○遠藤剛(東海
大院)，小林哲也(東海大)，永石暁，小林修
1724 タンデムロータ型インテリジェント風力発電機
の研究開発/○久保幸一(九工大)，御手洗拡史，金
元敏明
1725 ヨー状態における風車翼空気力学特性の研究/○
鈴木潤(三重大院)，前田太佳夫，鎌田泰成，藤岡
秀康，

13:00-14:15 S34-3 自然流体エネルギーの利用技術
(3)
[座長 高尾学(松江高専)]
1726 案内羽根による直線翼垂直軸風車の性能向上と
PIV 計測/○利光和彦(大分高専)，高尾学(松江高
専)，松田淳，安藤亮
1727 変動風中における鉛直軸風車の過渡応答(慣性モ
ーメントの影響)/○康仁勝(鳥取大院)，安随誠也，
原豊(鳥取大)，河村哲也(お茶の水大)，林農(鳥取
大)
1728 風力発電システムの運転挙動に基づく垂直軸型
風力タービン流入風速の推定について/○荒瀬浩
之(阪府大院)，涌井徹也，横山良平
1729 ガイドベーンの特性を利用したクロスフロー風
車の性能に関する研究/○香川聡(阪府大院)，金子
憲一(阪府大)，辻川吉春
1730 ビル風を利用したクロスフロー風車の性能に関
する基礎実験/○藤原岳志(阪府大院)，金子憲一
(阪府大)，辻川吉春
14:30-15:45 S34-4 自然流体エネルギーの利用技術
(4)
[座長 瀬戸口俊明(佐賀大)]
1731 クロスフロー型風車周辺および内部流れの可視
化と流れ場と出力性能の関係/○谷野忠和(長崎総
合科学大)，仲尾晋一郎，宮國健司
1732 対称形ケーシングの形状変化がクロスフロー風
車の性能に及ぼす影響について/○武山裕一(徳島
大)，福富純一郎(徳島大院)，重光亨
1733 複雑地形における風特性とシミュレーション/○
神尾武史(東大)，飯田誠
1734 実測データに基づく修正風車性能曲線の作成/○
黒田純布(東大)，飯田誠
1735 変動流入風条件下の尾根地形周り境界層の非定
常特性/○服部康男(電中研)，田中伸和，須藤仁
□□１２日(水)□□
11:00-12:00 K06 基調講演
(流体工学部門企画)
先端的シミュレーションソフトウエアの研究開発とそ
の普及活動
(詳細は別掲)

<S33 流体機械の諸問題>
13:00-14:15 S33-3 送風機・圧縮機
[座長 船崎健一(岩手大)]
1736 極小型軸流ファンの特性に関する研究/○山口信
行(明星大)，緒方正幸，渡辺勝彦(シコー技研)
1737 二重反転形小型軸流ファンの性能特性と内部流
れについて/○重光亨(徳島大)，福富純一郎
1738 三段軸流圧縮機における旋回失速の突入過程/○
川尻敦士(早大)，太田有，大田英輔
1739 遠心送風機における BPF 音源領域の流量特性/○
小林雄太(早大院)，太田有(早大)，大田英輔
1740 貫流羽根車の変動圧力測定/○飯田雄一(同志社
大)，舟木治郎，多久島朗(サムスン)，平田勝哉(同
志社大)
14:30-15:30 S33-4 タービン・その他
[座長 太田有(早大)]
1741 タービン段空力性能に及ぼす動静翼干渉効果に
関する研究(動静翼間隔の影響)/○佐藤英明(岩手
大)，船崎健一，山田和豊，菊池護
1742 航空エンジン低圧タービンの高負荷化に関する
研究(wake 通過による剥離泡の非定常挙動)/○田
中望(岩手大院)，船崎健一(岩手大)，山田和豊，
谷口英夫，小野隆浩(岩手大院)
1743 輸送係数の温度依存性によるジャーナル・ベアリ
ングの安定効果の数値シミュレーション/○東利
房(京工繊大院)，徳永宏，
1744 バランスディスク隙間流れの動特性に関する研
究/○上野圭徳(阪大)，立川次元，堀口祐憲，辻本
良信，宮川和芳(三菱重工)
■■■ 第１８室 ■■■
□□１０日(月)□□
<G06 熱工学>
9:00-10:15 G06-1 伝熱(1)
[座長 門出政則(佐賀大)]
1801 サブクール FC-72 中のプール沸騰限界熱流束/○
ストポ P.フィトリ(神戸大)，福田勝哉，劉秋生
1802 細管内気液二相流の伝熱・流動特性とその相関関
係/○鍵洋介(近畿大院)，加治増夫(近畿大)，澤井
徹，植田忠伸(神戸大院)
1803 透明微細伝熱管を用いた強制対流沸騰熱伝達の
実験的研究/○川上和成(兵庫県立大)，河南治，黄
士哲，本田逸郎，川島陽介
1804 水・蒸気系環状流中における局所液膜厚さの計測
/○南谷純(阪大院)，藤田高幸，大川富雄，片岡勲
1805 傾斜固体面上を移動する液滴端部近傍に存在す
る先行薄膜領域の検出/○廣瀬寛二(東京理科大
院)，小仁所匠，上野一郎(東京理科大)

10:30-12:00 G06-2 伝熱(2)
[座長 芝原正彦(阪大)]
1806 噴出口近傍に設置した 2 平板による衝突噴流熱
伝達制御(平板間隔の影響)/○羽田喜昭(長野高専)，
倉澤英夫
1807 ミニチャンネル管群による衝突噴流熱伝達の特
徴/○原和雄(九大)，古川雅人
1808 馬蹄渦による時間平均と非定常エンドウォール
熱伝達/○森誠二朗(阪大院)，武石賢一郎，小田豊，
熊谷尚憲
1809 脈動流による熱輸送/○張暁錦(千葉大)，満野亮，
田中学，菱田誠
1810 円管内における往復流動湿り空気による熱伝達
の数値予測/○山口義幸(兵庫県立大)
1811 増加熱入力による気流中の水平平板発熱体過渡
熱伝達/○柴原誠(神戸大)，劉秋生，福田勝哉
<J14 環境モニタリングと負荷低減のための熱流体・
環境工学の展開>
14:15-15:15 J14-1 環境モニタリングと負荷低減の
ための熱流体・環境工学の展開(1)
[座長 中部主敬(京大)]
1812 光音響法による実用機器の接触熱抵抗測定に関
する基礎的研究/○小島明(阪府大)，山田哲也，吉
田篤正
1813 レーザー着火におけるレーザービームの時・空間
プロファイルの影響/○澤中裕介(阪大院)，瀬尾健
彦(阪大)，安鐵朱，赤松史光，堀輝成(大阪府警)
1814 火災の燃え拡がりと避難行動のシミュレーショ
ン/○小久保聡(名大)，山本和弘，山下博史，西成
活裕(東大)
1815 層流対向流場に形成される噴霧火炎内すす生成
の数値シミュレーション/○渡邊裕章(電中研)，黒
瀬良一(京大)，小森悟，Pitsch Heinz(スタンフォー
ド大)
15:30-16:15 J14-2 環境モニタリングと負荷低減の
ための熱流体・環境工学の展開(2)
[座長 黒瀬良一(京大)]
1816 旋回噴流燃焼器を用いたすすと NOx の同時低減/
○大島久治(名大)，山本和弘，山下博史，上島光
浩(都立高専)
1817 燃焼／非燃焼時の噴流と隣接脈動噴流の干渉効
果/○水野将明(京大院)，岡野真弥，巽和也(京大)，
中部主敬
1818 部分燃焼によるバイオマスのガス化に関する研
究/○中塚記章(阪大院)，安鐵朱，福井淳一，笹内
謙一(中外炉)，谷口美希，赤松史光(阪大院)
16:30-17:15 J14-3 環境モニタリングと負荷低減の
ための熱流体・環境工学の展開(3)
[座長 吉田篤正(阪府大)]

1819 省エネルギーシステムの環境負荷評価に関する
考察./○奈良松範(諏訪理科大)
1820 自動車に搭載を目指した太陽熱利用型の集熱シ
ステム実験/○佐々木洋士(千葉工大)，松下雄己
(マーレ)，横田克彦(千葉工大)
1821 着衣内通風による暑感の低減/○神谷是行(関東学
院大)

□□１１日(火)□□
9:00-12:00 F02 先端技術フォーラム
(熱工学部門企画)
「熱工学最前線」
(詳細は別掲)
<S40 快適暮らし環境創造のための新技術展開>
13:15-14:45 S40-1 快適暮らし環境創造のための新
技術展開(1)
[座長 康倫明(ダイキン)]
1822 地球温暖化防止空調/○今井正昭(ササクラ)
1823 低温再生を可能にする新規デシカント材料と家
庭用空調ユニットへの適用/○岸本章(大阪ガス)
1824 圧縮式・デシカントハイブリッド空調システムの
性能評価/○平松雅弘(早大院)，山口誠一(早大)，
齋藤潔，河合素直
1825 床下暖房システムの快適性・省エネ性の評価/○
石津京二(関西電力)，岩出浩，横山弘嗣(パナホー
ム)
1826 住宅用全館換気空調システムの評価研究/○佐藤
務(三菱電機)，天川章史(関西電力)
1827 プラスチック成形工場の熱リサイクルと作業環
境の改善/○藤岡恵子(FF)
15:00-16:15 S40-2 快適暮らし環境創造のための新
技術展開(2)
[座長 藤岡恵子(ファンクショナル・フルイッド)]
1828 冬季環境下における睡眠時の温度制御法の開発
とその評価/○金森庸浩(三洋電機)，藤原義久，石
黒晃子(関西電力)，石津京二
1829 快適な睡眠とアンチエイジングを目指した空調
アルゴリズム/○新井潤一郎(ダイキン環・空調技
研)，齊藤武比斗，岡本誉士夫(ダイキン工業)，深
津雅司
1830 ミストサウナ時の伝熱過程と快適性/○竹森利和
(大阪ガス)
1831 屋外におけるサーモサイフォンの手すりへの応
用に関する基礎的実験/○福山知毅(兵庫県立大)，
細川力，白岩寛之，坂本勇(阪産大)
1832 高温 PEFC の排熱を利用する小型吸着冷凍機の設
計/○小林敬幸(名大)，安藤一輝，廣田靖樹，橋本
文夫(FCO)
□□１２日(水)□□

<J15 噴霧による混合気形成および燃焼>
9:30-10:45 J15-1 噴霧による混合気形成および燃焼
(1)
[座長 赤松史光(阪大)]
1833 混合溶液を用いた減圧沸騰噴霧による CVD 新気
化供給法の構築/○土田倫也(同志社大院)，木村大
一郎，大嶋元啓，富永浩二(堀場製作所)，中尾基
(九工大)，千田二郎(同志社大)，石田耕三(堀場製
作所)
1834 噴霧壁面衝突時の燃料付着に関するシミュレー
ションモデル/○米澤崇(三菱電機)，川尻和彦
1835 インジェクタｰスプレｰの LES における粒子分裂
モデルの評価/○大島伸行(北大)，森吉泰生(千葉
大)，大島まり(東大)，新井淳，武藤昌也，伊藤寿
(北大)，久保田正人(トヨタ)
1836 Numerical Investigation of Optimum Liquid Fuel
Split-Injection Configuration in a Combustion
Chamber/○Akhyarsi Odi(豊橋技科大院)，名田譲
(豊橋技科大)，野田進
1837 GTT コードによる PCI エンジンの混合気形成シ
ミュレーション/○岩品智也(東海大院)，石井謙二
(藤田自動車)，陣之立(東海大)

の特性に関する研究/○植野秀則(同志社大院)，山
口博司(同志社大)，張信栄
1846 超低温 CO2 ヒートポンプのシステム特性/○増田
実(同志社大院)，山口博司(同志社大)，張信栄

14:45-16:00 G06-6 MD応用・伝熱応用(1)
[座長 高城敏美(阪産大)]
1847 ナノポア間隔が熱伝導率に及ぼす影響に関する
分子動力学的研究/○芝原正彦(阪大)，谷口高志
1848 臨界点近傍の流体中の揺らぎに関する分子動力
学的研究/○田中崇浩(群馬大院)，相原智康
1849 角管路内の強制対流下における非定常凝固に関
する研究/○山本洋民(三菱重工)，日高慎吾(金沢
大)，木村繁男，木綿隆弘
1850 音波による冷却実験/○古石喜郎(産技短大)，堂原
教義，竹内誠一
1851 電場付与下における液液界面からの滴生成/○藤
本雅則(金沢工大院)，栩谷吉郎(金沢工大)
■■■ 第１９室 ■■■
□□１０日(月)□□
<G06 熱工学>

11:00-12:00 J15-2 噴霧による混合気形成および燃
焼(2)
[座長 川那辺洋(京大)]
1838 ガスおよび噴霧浮き上がり火炎における火炎片
の特性/○馬場雄也(電中研)，黒瀬良一(京大)
1839 対向流噴霧火炎中の燃料噴霧特性とすす生成に
関する研究/○林潤(阪大)，駒田耕之，瀬尾健彦，
安鐵朱，赤松史光
1840 燃料蒸気-空気予混合気中の燃料液滴列火炎燃え
広がり/○岩崎拓史(日大)，菅沼祐介，野村浩司，
氏家康成，菊池政雄(JAXA)，依田眞一，三上真
人(山口大)
1841 燃料噴射率への周期的変動付加が噴霧に及ぼす
影響 ―高周波数付加の検討―/○上野敦史(東海
大)，西嶋大和，畔津昭彦
<G06 熱工学>

9:00-10:15 G06-3 燃焼(1)
[座長 赤松史光(阪大)]
1901 高温空気中での廃棄物プラスチックの燃焼性の
解明に関する実験的研究/○大平智章(法政大院)，
岡島敏(ファイア・アップ)
1902 遠赤外線領域のある特定波長の液体燃料液滴へ
の照射による燃焼促進効果について/○臼井清人
(法政大院)，岡島敏(ファイア・アップ)，高橋清
太郎
1903 多点噴霧方式を用いた噴霧燃焼改善に関する研
究/○牧野幸一(法政大院)，川上忠重(法政大)
1904 液体燃料予混合気の低温着火検討(続報)/○小関
秀規(三菱電機)
1905 高温空気中における正デカン液滴周囲の冷炎の
温度計測/○嶋田桂(九大)，井ノ口序，江藤大二朗，
森上修，村瀬英一

13:15-14:30 G06-5 伝熱(3)
[座長 須賀一彦(阪府大)]
1842 スターリングエンジンにおける再生熱交換器空
間の有効利用について/○鈴木啓一(日大院)，石川
雄太，山崎博司(日大)，野村浩司，氏家康成
1843 IH クッキングヒータにおける誘導コイルの冷却
構造検討/○関根加津典(三菱電機)
1844 水スターリングエンジンの液柱運動に関する研
究/○竹内誠一(産業技術短大)，堂原教義，古石喜
郎(三菱電機)
1845 超臨界 CO2 を用いたソーラーランキンシステム

10:30-11:45 G06-4 燃焼(2)
[座長 黒瀬良一(京大)]
1906 噴霧熱分解法による環状飽和炭化水素の蒸発お
よび脱水素化反応特性/○山城光(九大)，眞喜志治
1907 トルエン低圧予混合燃焼におけるフラーレン・
PAH の生成機構に関する研究/○中島啓(阪大院)，
芝原正彦，清水翼
1908 高圧下におけるメタン-純酸素非予混合火炎の光
学計測/○中尾祥典(阪大院)，飯野公夫(大陽日酸)，
瀬尾健彦(阪大院)，安鐵朱，林潤，赤松史光
1909 火炎自発光の紫外域を利用した燃焼診断の試み/

○佐藤聖司(国士館大)，岸本健
1910 バーナー火炎法による DME 層流予混合燃焼の基
本的特性の解明/○宮腰祐介(法政大院)，岡島敏
(ファイア・アップ)

<J16 電子情報機器、電子デバイスの熱制御と強度・
信頼性評価>
13:15-14:30 J16-1 電子情報機器、電子デバイスの
熱制御と強度・信頼性評価(1)
[座長 石塚勝(富山県立大)]
1911 プリント基板内部の熱伝導－１：総論と JEDEC
基板における熱伝導/○中山恒(TTI)，中嶋達也
(CDAJ)，小池博子(SEI)，松木隆一
1912 プリント基板内部の熱伝導－2：ソリッドヒート
シンクに接続した小型基板における熱伝導/○中
山恒(TTI)，中嶋達也(CDAJ)，小池博子(SEI)，松
木隆一
1913 電子情報機器における製品開発プロセスと数値
解析技術/○横野泰之(東芝)，久野勝美，廣畑賢治
1914 電子機器の強制空冷下での孔無し金属板障害物
の影響/○藤井雅雄(近畿大)
1915 直交格子法によるフラットパネルディスプレイ
内部の熱流体解析/○磯島宣之(日立)，渡邉昌俊，
森田達雄，中谷勝則
14:45-16:00 J16-2 電子情報機器、電子デバイスの
熱制御と強度・信頼性評価(2)
[座長 中山恒(ThermTechInternational) ]
1916 自然空冷電子機器密閉筐体内の熱挙動/○石塚勝
(富山県立大)，中川慎二，勝田泰式
1917 電解コンデンサの熱解析モデル化手法の検討/○
小泉雄大(コーセル)，石塚勝(富山県立大)，中川
慎二
1918 垂直チャネル型電子機器モデル内の自然空冷に
関する研究/○西野泰史(富山県立大)，今井亮児，
中川慎二，石塚勝
1919 発表中止
1920 上方開口部を横切る流れを伴う底面加熱キャビ
ィティ内の共存対流熱伝達/○舟渡裕一(富山県立
大)
□□１１日(火)□□
9:15-11:45 W09 ワークショップ
(環境工学部門 企画)
｢環境工学と法制度｣
(詳細は別掲)
13:00-16:15 W10 ワークショップ
(環境工学部門 企画)
｢環境工学がつくる先進サステイナブル都市｣
(詳細は別掲)

□□１２日(水)□□
9:15-10:30 J16-3 電子情報機器、電子デバイスの熱
制御と強度・信頼性評価(3)
[座長 三浦英生(東北大)]
1921 多チャンネル光インターフェースが高密度実装
された LSI 基板の液冷モジュール/○石田智隆
(NEC)， 吉川実，北城栄，高橋久弥，古宇田光
1922 はんだボール／銅接合界面き裂の成長とその評
価/○江崎佑輔(岡山大)，多田直哉，安藤貴宏，堀
和彦
1923 光伝送システムの機械的信頼性評価/○北村篤史
(東北大院)，鈴木研(東北大)，三浦英生
1924 銅薄膜配線の微細組織と機械的特性評価/○尾谷
宗之(東北大院)，玉川欣治(東北大)，三浦英生
1925 ジュール加熱を利用した Pt ナノワイヤの溶接/○
燈明泰成(東北大)，今泉卓也，林寛之，坂真澄
10:45-12:00 J16-4 電子情報機器、電子デバイスの
熱制御と強度・信頼性評価(4)
[座長 池田徹(京大)]
1926 極細線材の機械的特性に及ぼすひずみ速度の影
響/○原崇(電通大院)，砂田知範，松村隆(電通大)，
越智保雄，政木清孝
1927 配線用銅薄膜界面に対する付着強度評価法の検
討/○下村紘志(NIT)，神谷庄司，大宮正毅(TIT)，
鈴木貴志(Flab)
1928 放射光 X 線 CT 装置を用いたフリップチップ接合
部における熱疲労き裂進展過程の評価/○釣谷浩
之(富山工技センター，富山県立大)，佐山利彦(富
山工技センター)，岡本佳之(コーセル)，高柳毅，
上杉健太朗(JASRI)，森孝男(富山県立大)
1929 鉛フリーはんだのエレクトロマイグレーション
耐性評価に関する研究/○古原徹(東北大)，坂真澄，
山下満男(富士電機アドバンストテクノロジー)
1930 電子デバイス銅配線におけるエレクトロマイグ
レーションの支配的拡散経路に関する研究/○桐
田聡彦(弘前大)，笹川和彦，福士翔大
<G06 熱工学>
13:15-14:30 G06-7 燃焼(3)
[座長 川那辺洋(京大)]
1931 さらなる低 NOｘ化を目的として２次空気流を制
御した濃淡バーナの燃焼特性/○青木修一(東邦ガ
ス)，山崎拓
1932 旋回流を利用した希薄予混合燃焼器におけるガ
ス燃料の混合過程に関する研究/○奥村桂子(阪大
院)，小宮山正治，武石賢一郎，田中千紗子
1933 水素希薄燃焼での火炎構造と安定に関する実験
的研究/○安本祐治(神戸高専)，吉本隆光，正司悠
介，高城敏美(阪産大)
1934 高速噴流拡散火炎の挙動と数値シミュレーショ
ン/○塩島史哉(神戸高専)，吉本隆光，正司悠介，

高城敏美(阪産大)
1935 予混合燃焼における火炎挙動と安定に関する研
究/○正司悠介(神戸高専)，吉本隆光，永田雄一，
塩島史哉，安本祐治，高城敏美(阪産大)

14:45-16:00 G06-8 燃焼(4)
[座長 瀬尾健彦(阪大)]
1936 レイノルズ応力モデルに基づく PDF/モーメント
組合せ法による乱流拡散火炎の数値解析/○小林
俊哉(豊橋技科大院)，名田譲(豊橋技科大)，野田
進
1937 高温空気燃焼における燃焼特性の検討/○善万泰
朋(豊橋技科大院)，名田譲(豊橋技科大)，野田進
1938 石炭堆積灰の強度評価による灰除去特性の予測
手法/○下郡三紀(バブコック日立)，丸本隆弘
1939 吸水性ポリマーを含む廃棄物の熱分解特性/○山
本恭央(群馬大院)，古畑朋彦(群馬大)，新井雅隆
1940 飲料廃棄物の燃料化と燃焼特性/○難波邦彦(阪府
高専)，井田民男(近畿大)
■■■ 第２０室 ■■■
□□１０日(月)□□
<G03 材料力学>
9:00-10:30 G03-1 測定･検出･評価技術(1)
[座長 清水紘治(関東学院大)]
2001 顕微ラマン分光法を用いたアルミナの局所ひず
み測定/○山本真司(名城大院), 來海博央(名城大),
藤田雄一(キヤノン), 白木原香織(原研)
2002 レーザー励振音響フォノン共鳴法の開発と銅ナ
ノ薄膜の弾性定数測定/○中村暢伴(阪大), 荻博
次, 平尾雅彦
2003 電子スペックルパターン干渉法を用いた破壊靭
性値測定法に関する研究/○池田哲也(東京電機大
院), 一瀬謙輔, 五味健二(東京電機大), 吉田賛一
郎(SLU)
2004 組合せ応力下における高温疲労き裂成長に対す
る電気ポテンシャル法の適用/○磯貝毅(帝京大),
山本哲也, 黒澤太希(帝京大院)
2005 微小き裂検知に対するき裂検出塗料の適合性/○
長岡亮(芝浦工大院), 江角務(芝浦工大)
2006 光熱電気化学検出法による溶接欠陥の検出/○樋
渡洋一郎(東北学院大), 遠藤春男, 星宮務, 鎌田
諒大(スミダコーポレーション)
10:45-12:15 G03-2 測定･検出･評価技術(2)
[座長 水谷義弘(東工大)]
2007 光音響法による楔状表面欠陥の定量的非破壊検
出/○遠藤春男(東北学院大), 大瀧直樹, 星宮務
2008 溶射皮膜の AE 法によるはく離検出と評価/○新
原美子(広島工大), 大谷幸三, 徳田太郎, 木戸光

夫
2009 ラマン分光法を用いた長繊維強化複合材料の相
応力評価/○水野良政(名城大院), 山本真司, 來海
博央(名城大), 新美英生(トヨタ), 森洋介(マザッ
ク)
2010 遮熱コーティングの界面損傷評価手法の開発/○
福田晋久(福岡工大), 朱世杰
2011 鋳鋼の鋳込みで生じる欠陥のニューラルネット
ワークによる分類/松本義紀(電通大院), ○高橋
真, 村上小百合(電通大), 小池卓二, 本間恭二
2012 衝撃音を用いる硬貨の真贋判別に関する研究/○
吉田勉(拓殖大), 櫻田邦彦

<S16 インデンテーションの物理と応用>
13:00-14:00 S16-1 特性評価
[座長 渋谷陽二(阪大)]
2013 微小押込み法による SUS304 極薄板材の機械的特
性測定法の検討/○氏田祐(電通大院), 松村隆(電
通大), 越智保雄
2014 押込み試験方式を利用したしゃ熱コーティング
材トップコートのヤング率評価/○大木基史(新潟
大), 石橋達弥, 木下潤(新潟大院), 内山央己
2015 インデンテーション法における DLC 膜の破壊メ
カニズム/○中山朝之(青山学院大院), 米津明生
(阪大), 小川武史(青山学院大), 小林圭史(トーカ
ロ), 寺谷武馬
2016 ポリプロピレンのインデンテーション法による
クリープ特性評価/○岡崎信平(青山学院大院),
小川武史(青山学院大), 坂本博夫(三菱電機)
14:15-15:15 S16-2 物理的・力学的現象
[座長 小川武史(青山学院大)]
2017 離散転位力学解析と転位の弾性エネルギーに基
づくナノインデンテーションにおける変位バー
スト現象と転位の集団挙動の評価/○都留智仁(阪
大), 渋谷陽二
2018 押込試験を利用した材料特性評価における唯一
性 の 欠 如 / ○ 小 笠 原 永 久 ( 防 衛 大 ), 千 葉 矩 正 ,
Manhong Zhao(Columbia Univ.), Xi Chen
2019 ナノインデンテーションにおける単結晶シリコ
ンの相変態が及ぼす硬さへの影響/○横井昌夫(東
京電機大), 辻裕一
2020 ナノインデンテーションにおける高強度鋼の変
形特性に及ぼす水素の影響/箕島弘二(阪大), ○
近藤俊之(阪大院), 平尾健一郎, 崎原雅之(阪大),
米津明生
<G03 材料力学>
15:30-16:30 G03-3 繊維･高分子･複合材料
[座長 坂田誠一郎(島根大)]
2021 低温環境下における高分子材料の材料強度評価/
○古家明博(芝浦工大), 江角務

2022 PBO 繊維の引張強度に及ぼす低強度紫外線の影
響/堀川教世(富山県立大), 春山義夫(明石高専),
境田彰芳(滋賀工技センター), 今道高志, ○堀友
隆(富山県立大)
2023 き裂発生に伴う FRP 積層板の剛性低下解析(き裂
発生層の有効剛性に与える積層構成の影響)/○奥
川翔太(神戸市立高専), 和田明浩
2024 一方向 CFRP 積層平板の破壊形態によるエネル
ギー吸収特性への影響/○高嶋豊士(日大), 上田
政人, 加藤保之

□□１１日(火)□□
<S11 金属材料の超高サイクル疲労特性の解明>
9:15-10:30 S11-1 高強度鋼・高硬度鋼の超高サイク
ル疲労
[座長 越智保雄(電通大)]
2025 高炭素クロム軸受鋼 Gcr15 の超高サイクル疲労
特性／○張継旺(富山大院), 塩澤和章(富山大),
魯連涛(西南交通大), 李偉
2026 高速度工具鋼 SKH51 の高サイクルねじり疲労強
度特性／○杉本匡史(富山大院), 塩澤和章(富山
大)
2027 マルエージング鋼の回転曲げ荷重下におけるギ
ガサイクル疲労特性に関する研究／○陳強(高知
高専), 酒井達雄(立命館大), 内山綾子(立命館大
院), 中川明義(日立プラント), 大中年樹(日本高
周波)
2028 SCM435 鋼の超高サイクル回転曲げ疲労特性に
対する焼戻し温度の影響／○酒井達雄(立命館
大), 内山綾子(立命館大院), 村瀬拓郎(大同特殊
鋼), 山本三幸(住友金属)
2029 水素チャージした高強度鋼のギガサイクル疲労
特性／○蛭川寿(物材機構), 古谷佳之, 林英里(大
同特殊鋼)
10:45-12:00 S11-2 軸荷重下の超高サイクル疲労特
性
[座長 酒井達雄(立命館大)]
2030 アルミニウム合金ダイカストの超音波疲労強度
特性/○山田耕二(DENSO), 宮川進
2031 平行部付き試験片を用いた超音波疲労試験の検
討/○古谷佳之(NIMS)
2032 引張平均応力下における高強度鋼の疲労特性/○
竹内悦男(物材機構), 阿部孝行, 古谷佳之, 松岡
三郎(九大)
2033 SNCM439 鋼の超高サイクル域における軸荷重疲
労強度特性/○村井優文(富山大院), 塩澤和章
2034 内部き裂進展を模擬するための超高真空疲労試
験機の開発/○庄司哲郎(北大院), 中村孝, 竹内幸
雄(VIC)
13:00-14:30 S11-3 表面処理・応力比等の影響

[座長 中村孝(北大)]
2035 高周波焼入れした機械構造用鋼のギガサイクル
疲労特性/○阿部孝行(物材機構), 古谷佳之, 蛭川
寿
2036 SUS316L 環状切欠き材の長寿命高サイクル疲労
特性に及ぼす鏡面仕上げの影響/○鈴木佑司(電通
大院), 政木清孝(電通大), 中島一正(電通大院),
越智保雄(電通大), 松村隆
2037 低温ガス窒化による SUS316L の高サイクル疲労
特性改善/○政木清孝(沖縄高専), 越智保雄(電通
大), 松村隆
2038 アルミニウム合金の超高サイクル回転曲げ疲労
特性に対する各種表面処理の影響/○中村裕紀(立
命館大), 酒井達雄(立命館大院), 平野秀夫(松下
電産), 戸本隆道
2039 アルミニウム合金押出し形材の疲労特性に及ぼ
す表面再結晶の影響/○高波雄太(富山県立大),
森田康崇, 田中潔
2040 等価応力比にもとづく金属材料疲労強度の新し
い整理法：疲労強度線図の分類と特性/○松野博
(崇城大)

<G03 材料力学>
14:45-15:45 G03-6 応力拡大係数
[座長 多田直哉(岡山大)]
2041 偏心環境下における回転円板の応力拡大係数に
関する基礎研究/○渡辺恵介(芝浦工大), 江角務
2042 異種接合半無限体中の三次元界面き裂の応力拡
大係数について/○野田尚昭(九工大), 徐春暉(中
国農大), 高瀬康(九工大)
2043 せん断荷重下における異種接合半無限体中の界
面き裂の応力拡大係数の解析/徐春暉(中国農大),
○高瀬康(九工大), 野田尚昭
2044 Interaction effect of stress intensity factors for two
coplanar rectangular interfacial cracks in three
dimensional bimaterials/○徐春暉(中国農大), 野田
尚昭 (九工大), 高瀬康
■■■ 第２１室 ■■■
□□１０日(月)□□
<S06 形状記憶合金の特性と応用技術>
9:00-10:30 S06-1 形状記憶合金の特性と応用技術
(1)
[座長 山内清(東北大)]
2101 Ti-Ni-Cu 形状記憶合金の予ひずみ付与後の変態，
変形挙動に及ぼす熱処理温度の影響/○後藤歩(大
分大), 竹田悠二(タケ研), 山本隆栄(大分大), 佐
久間俊雄
2102 発表中止

2103 種々の負荷条件下における TiNi 合金の回復応力/
○稲葉忠司(三重大), 徳田正孝, 林濃男(三重大
院), 安岡賢二, 北村一浩(長野高専)
2104 形状記憶合金を用いたボルテックスジェネレー
タの飛行中の空気力による変形可能性について/
○池田忠繁(名大), 増田真也(名大院), 上田哲彦
(名大)
2105 粉末冶金と塑性加工を組み合わせた傾斜機能
TiNi 形状記憶合金ワイヤの作製/○松井良介(広島
大), 多田幸弘, 京極秀樹(近畿大), 吉田総仁(広島
大)
2106 NiTi 薄板の集合組織と局部変形挙動/○村澤剛(山
形大), 北村一浩(長野高専), 米山聡(阪府大), 宮
崎修一(筑波大)

10:45-12:00 S06-2 形状記憶合金の特性と応用技術
(2)
[座長 京極秀樹(近畿大)]
2107 NbAl 形状記憶合金の集合組織形成/稲邑朋也(東
工大), 清水竜太郎, ○細田秀樹, 若島健司, 宮崎
修一(筑波大)
2108 熱処理を施した AuTi-18Co 合金の超弾性挙動/○
細田秀樹(東工大), 津金靖仁, 稲邑朋也, 若島健
司, 宮崎修一(筑波大)
2109 Ti-Nb-Mo-Al 合金の変態・変形挙動/○松永勇佑
(大分大), 山本隆栄, 細田秀樹(東工大), 宮崎修一
(筑波大), 佐久間俊雄
2110 Ti-Mo-Sn 超弾性チューブの開発/○鈴木正夫(東
北大), 古川明久, 須藤祐司, 山内清
2111 DLC 膜被膜した SMA の血小板粘着試験による生
物学的評価/○稲村優(埼玉大)
13:00-14:30 S06-3 形状記憶合金の特性と応用技術
(3)
[座長 佐久間俊雄(大分大)]
2112 炭素鋼の下降伏点における擬弾性の発現/○納冨
充雄(明大), 岡崎賢志
2113 転位の可逆運動を利用した Fe-Al 系形状記憶合金
の擬弾性挙動/○安田弘行(阪大), 馬越佑吉
2114 熱弾性型マルテンサイト変態特性のサイズ効果
―いくつかの形状記憶合金における挙動の違い
―/坂本英和(帝京大), ○堀翔(帝京大院), 早川和
夫(ハイレックス)
2115 高強度 Cu-Al-Mn 系超弾性合金の開発/○須藤祐
司(東北大), 大森俊洋, 山内清, 貝沼亮介, 肥田
直樹, 石田清仁
2116 Co-Al 合金の高温形状記憶効果/○大森俊洋(東北
大), 安藤佳祐, 須藤祐司, 及川勝成, 貝沼亮介,
石田清仁
2117 Co-Ni-Al 基強磁性形状記憶合金の超弾性特性/○
田中優樹(東北大院), 須藤祐司(東北大), 及川勝
成, 大森俊洋, 貝沼亮介, 石田清仁, 山内清
14:45-16:15 S06-4 形状記憶合金の特性と応用技術

(4)
[座長 細田秀樹(東工大)]
2118 拮抗形形状記憶合金アクチュエータの応答特性/
○工藤勇樹(大分大), 竹田悠二(タケ研), 山本隆
栄(大分大), 佐久間俊雄
2119 Ti-Ni 超弾性材料の福祉機器への応用/○北村一浩
(長野高専)
2120 形状記憶合金を用いた熱交換器補修装置の開発/
○山本隆栄(大分大), 佐久間俊雄, 岡村賢治(ディ
ーテック), 内田一成(日立)
2121 形状記憶合金の原子炉内補修技術への応用/○内
田一成(日立), 茂中尚登, 佐久間俊雄(大分大), 山
内清(東北大)
2122 形状記憶合金薄膜を用いたマイクロアクチュエ
ータと関連技術/○宮崎修一(筑波大院), 友澤方
成, ブエンコンセホ ピオ, 金熙榮
2123 形状記憶合金エンジンの出力特性/○佐藤義久(大
同工大)
<G03 材料力学>
16:45-17:45 G03-4 材料特性
[座長 神谷庄司(名工大)]
2124 デジタル画像相関法を用いた積層材料の衝撃荷
重特性に関する基礎研究/○吉村健佑(芝浦工大),
江角務
2125 鉛フリーはんだ Sn-3.0Ag-0.5Cu の力学特性に関
する実験的研究/○河合恵太(三重大院), 徳田正
孝(三重大), 稲葉忠司
2126 応力三軸度の変化に伴う切欠試験片の最大引張
強さの変化特性/○大橋眞(科警研)
2127 粉末冶金プロセスにより作製した Tｉ‐Nｉ系形
状記憶合金の熱・力学特性/○寺山朗(広島県西部
工技センター), 京極秀樹(近畿大), 小松眞一郎
□□１１日(火)□□
<S12 先端材料システムの強度・機能評価とメゾメカ
ニックス>
9:45-11:00 S12-1 機能材料
[座長 倉敷哲生(阪大)]
2128 異なるモノマーを混合したビスフェノール A 型
エポキシ樹脂の破壊特性: 材料特性評価による
考察/○ハリス アンディ(東工大), 足立忠晴, 荒
木稚子
2129 液体窒素冷却による消しゴム破裂のクライオメ
カニックス/○渡邉誠(宮城高専), 熊谷進, 田口收
2130 SUS304 鋼中の貫通疲労き裂近傍のマルテンサイ
ト変態率とひずみとの関係/○中曽根祐司(東理
大), 岩崎祥史
2131 自由エネルギーに基づく構成則を用いた強誘電
体の非線形解析手法/○林孝昌(岐阜大), 永井学
志, 渡邊勝彦(東大)

2132 強誘電性ヒステリシス挙動のマルチスケール非
線形有限要素解析/上辻靖智(阪工大), ○戸田雄
介(阪工大院), 仲町英治(阪工大)

■■■ 第２２室 ■■■
□□１０日(月)□□

11:15-12:15 S12-2 圧電材料
[座長 真田和昭(富山県立大)]
2133 圧電薄膜の変位応答に基づく圧電ひずみ定数同
定法の提案/上辻靖智(阪工大), ○小川良太(阪工
大院), 戸田雄介, 仲町英治(阪工大)
2134 電場下における圧電セラミックスの三点曲げに
よる遅れ破壊挙動/○成田史生(東北大), 進藤裕
英, 平間充
2135 圧電セラミックスの材料特性変化による内部損
傷評価/○小田切望(秋田県立大院), 水野衛(秋田
県立大), 岡安光博
2136 繰返し負荷を受けた圧電セラミックスの EBSP 観
察/○水谷健介(名城大院), 土本康裕, 恒川卓也
(三菱重工), 白木原香織(原研), 來海博央(名城大),
田中啓介(名大)
13:30-14:45 S12-3 複合材料・複合組織
[座長 上辻靖智(阪工大)]
2137 カーボンナノコイル/ポリマー複合材料の制振特
性と剛性/○真田和昭(富山県立大), 高田佳宏, 山
本俊貴, 進藤裕英(東北大)
2138 一部セルを充填したハニカムの動的挙動/○中本
浩章(東工大), 足立忠晴, 荒木稚子
2139 インクルージョン法と有限要素解析による粒子
分散型複合材料の微視的残留応力評価/○辻上哲
也(龍谷大), 鞍富宏輔(龍谷大院)
2140 マイクロインデンテーション試験法を用いた歯
牙の力学的物性値の同定に関する研究/○金田一
城(阪大院), 座古勝(阪大工), 倉敷哲生, 中井啓晶
2141 FRP の繊維強化形態が振動減衰特性に及ぼす影
響/○中西康雅(三重大), 松本金矢, 座古勝(阪大)
15:00-16:15 S12-4 繊維強化複合材料
[座長 成田史生(東北大)]
2142 切り欠き付ショートビーム試験における織物強
化材の層間破壊靭性の検討/○南拡志(富山県立
大), 田中潔
2143 静的引張荷重下での組物複合材料の損傷進展に
関する研究/○濱田健太(阪大院), 倉敷哲生(阪大),
中井啓晶, 座古勝
2144 織物複合材料積層板の有限要素モデリングに関
する研究/○百々路裕二郎(阪大院), 倉敷哲生(阪
大), 中井啓晶, 座古勝
2145 成形時熱残留応力を考慮した織物複合材料の非
線形有限要素解析/上辻靖智(阪工大),○谷岡晃憲
(阪工大院), 松家俊夫, 座古勝(阪大)
2146 繊維強化複合材料のミクロ・メゾモデリングと強
度評価/○中井啓晶 (阪大), 倉敷哲生, 座古勝

<S14 先進材料の材料特性における弾性数理解析の新
たな取り組み>
9:00-10:30 S14-1 応力集中と応答への取り組み
[座長 小沢喜仁(福島大)]
2201 ねじりを受ける弾性厚肉円筒の 2 個の半円形切
欠きによる応力集中/○森健太郎(明大院), 長谷
川久夫(明大)
2202 二円孔をもつ無限弾性版の調和振動荷重による
応力集中/○関谷博史(明大院), 長谷川久夫(明大)
2203 可変振動荷重による梁の応答/○渡辺一実(山形
大)
2204 一次摂動法を用いた均質化法による繊維強化複
合材料の確率応答特性解析/○坂田誠一郎(島根
大), 芦田文博, 座古勝(阪大)
2205 傾斜含有率分布を有する二相複合材料における
弾性波透過特性の解析/○岸和田聡(京大), 琵琶
志朗, 松本英治
2206 構成材料の材料定数のばらつきによる GFRP の
等価弾性定数の変動(微視構造の影響)/○小嶋友
之(島根大), 坂田誠一郎, 芦田文博
10:45-12:00 S14-2 き裂と材料形状に関する取り組
み
[座長 渋谷嗣(秋田大)]
2207 ２個の円筒面き裂を有する異方性パイプの熱応
力拡大係数について/○伊藤勝悦(神奈川大)
2208 転がりすべり接触による内部空孔からのき裂発
生と応力拡大係数/○上田馨(富山大院), 五嶋孝
仁(富山大), 清水理能, 石原外美
2209 摩擦熱を伴う転がり接触による三次元内部き裂
進展挙動に及ぼす傾斜角度の影響/○山口洋平(富
山大院), 清水理能(富山大), 五嶋孝仁, 石原外美
2210 一様圧力を受ける円柱異方性不均質中空円筒の
平面軸対称弾性数理解析/○河村隆介(阪府大院),
谷川義信, 大多尾義弘, 太田惠子, 李在億(金烏工
大)
2211 一様表面加熱を受けるアングルプライ積層中空
円筒の非定常熱弾性解析－広義の平面ひずみ状
態の場合－/○大道義範(阪府大院), 大多尾義弘,
谷川義信
13:00-14:30 S14-3 材料の傾斜機能性と圧電特性へ
の取り組み
[座長 菅野良弘(岩手大)]
2212 自由表面に平行なき裂を有する傾斜機能圧電セ
ラミックス厚板の電気熱弾性応答/上田整(阪工
大), ○近藤宏憲
2213 円板状き裂を有する傾斜機能圧電厚板の電気熱

弾性応答/上田整(阪工大), ○西村直樹
2214 垂直き裂を有する圧電厚板の電気熱弾性応答/上
田整(阪工大), ○谷吉郎
2215 平行き裂を有する圧電厚板の非定常電気熱弾性
応答/上田整(阪工大), ○井川健
2216 DFP 法を用いたニューラルネットワークによる
圧電複合円板の変位制御(学習の安定化につい
て)/○坪倉高広(島根大), 坂田誠一郎, 芦田文博
2217 圧電複合材料の電気機械特性評価における周期
境界条件の取り扱い/○渋谷嗣(秋田大)

14:45-16:30 S14-4 傾斜機能性や不均質性を有する
材料の特性への取り組み
[座長 上田整(阪工大)]
2218 二軸圧縮荷重を受ける傾斜機能薄膜の二次座屈
挙動/○田村雄一(阪府大院), 森本卓也(山形大院),
河村隆介(阪府大院), 大多尾義弘, 谷川義信
2219 部分加熱を受ける傾斜機能材料の一般化された
熱弾性問題の解析/○古川俊雄(京工繊大院), 吉
岡一志
2220 照射電力を受ける傾斜機能平板の熱応力に及ぼ
す電場‐熱連成効果/○高橋智(石巻専修大), 菅
野良弘(岩手大), 吉田智絵
2221 ミクロ構造を有する傾斜機能材料からなる多重
連結領域のミクロ－マクロ熱応力解析/菅野良弘
(岩手大), 古川琢也(クボタ), ○福嶋隆徳(岩手大
院)
2222 UHMWPE 製人工股関節臼蓋の粘弾性応力とクリ
ープ変形/菅野良弘(岩手大), ○小林哲也(岩手大
院)
2223 球状粒子焼結体に UHMWPE が充填された複合
材料からなる人工股間節ステムの損傷力学に基
づく剥離解析/菅野良弘(岩手大), 羽田野佳弘(ケ
ーヒン), ○三ヶ森誠(岩手大院)
2224 マイクロガラスバルーンを用いた有機複合材料
の温度特性/○小沢喜仁(福島大), 菊地時雄(福島
県ハイテクプラザ), 渡邉真義(県立郡山技専校),
矢吹浩一(宮本樹脂工業)

する研究/○和田拓也(静岡大院), 東郷敬一郎(静
岡大), 島村佳伸, 荒木弘安, 佐々木忍(FCC), 原
浩樹, 奥井一之
2229 超細粒 ECAP 銅の塑性変形・破壊挙動における微
視機構の解析/木村英彦(名大),○辻清仁(名大院),
小島由梨, 秋庭義明(名大), 田中啓介

11:00-12:15 S15-2 実験力学と材料評価(2)
[座長 箕島弘二(阪大)]
2230 ピエゾケーブルを利用した一定繰返し負荷によ
るひずみ測定法/○黒崎茂(東京高専), 齋藤久嘉
2231 散逸エネルギー計測によるステンレス鋼の疲労
限度の評価/○入江庸介(松下電産), 長沼仁, 村上
義樹, 岸本喜久雄(東工大), 井上裕嗣
2232 レーザのスリット光を用いた疲労損傷の可視化
と評価/加藤章(中部大), Moe T.A(中部大院), ○河
村悟史
2233 磁気特性変化を用いた SUS304 鋼の疲労損傷検出
/○永島佳峰(神戸大院), 塩澤大輝(神戸大), 中井
善一
2234 ３次元漏れ磁束密度ベクトルによる強磁性材料
中の残留応力の評価/○東浄沢間(三重大), 小竹
茂夫, 青山智胤, 鈴木泰之
13:15-14:30 S15-3 実験力学と材料評価(3)
[座長 中井善一(神戸大)]
2235 超音波法を用いた応力測定に関する基礎的研究
－周波数解析の適用－/○増田拓矢(関西大院),
新家昇(関西大), 宅間正則
2236 微小引張試験片を用いた塑性加工異方性の評価/
箕島弘二(阪大), ○河本陽二(阪大院), 桑原克毅,
崎原雅之(阪大), 米津明生
2237 知能型万能試験機による SUS303 中実円筒の弾性
および塑性変形挙動/○今村仙治(日大)
2238 S45C 焼入れ材の降伏挙動に対する繰返し引張速
度切替え位置の影響/今村仙治(日大)，○宮田健二,
齋藤友市(サンデン)
2239 木材の晩材— 早材別の弾性係数の同定実験/○嘉
斎裕也(中央大), 辻知章, 鈴木慧

□□１１日(火)□□
<G03 材料力学>
<S15 実験力学と材料評価>
9:30-10:45 S15-1 実験力学と材料評価(1)
[座長 井上裕嗣(東工大)]
2225 動的負荷を受ける金属長柱の動的座屈荷重に関
する検討/○三村耕司(阪府大), 屋嘉広行, 楳田努
2226 アルミ鋳造合金の動的破壊特性評価/○前博行(本
田 技 研 ), 岸 本 喜 久 雄 ( 東 工 大 ), Wierzbicki
Tomasz(MIT)
2227 SQUID を用いた電流路内欠陥の非破壊検出/○藤
本高志(神戸大院), 塩澤大輝(神戸大), 中井善一,
有野直樹(神戸大院)
2228 摩擦紙の引張強度とはく離破壊靭性の評価に関

15:00-16:15 G03-7 疲労
[座長 松村隆(電通大)]
2240 ３段多重繰返し荷重における平滑および切欠き
部材の低サイクル疲労特性/森本精洋(近畿大),
○中村理(近畿大院)
2241 薄肉球状黒鉛鋳鉄の疲労特性評価手法の検討/○
鮫島大湖(北大院), 中村孝, 堀川紀孝
2242 歯冠修復用コンポジットレジンの疲労強度低下
要因の検討/○滝本大樹(阪工大院), 山本達郎(阪
工大), 西川出
2243 クレイ強化ナイロンナノコンポジットの疲労及
びクリープ/○岡崎雅則(福岡工大), 朱世杰, 臼杵

有光(豊田中研), 加藤誠
2244 正負の空気圧を用いた非接触疲労試験装置の開
発/○土肥哲也(小林理研), 中右介, 横田考俊, 加
来治郎

ー)，柴田英明，村山富幸(アイシン高丘)
2312 ECAP により組織を微細化された純銅の疲労強
度と表面損傷/○後藤真宏(大分大)，松村潤(大分
大院)，韓承傳(韓国機械研)，薬師寺輝敏(大分高
専)，近藤翔(大分大院)，皮籠石紀雄(鹿児島大)

■■■ 第２３室 ■■■

16:15-17:45 S07-3 疲労強度
[座長 植松美彦(岐阜大)]
2313 硬さの異なる SCM435H 鋼の疲労特性に及ぼす微
粒子ピーニングの影響/○廣田遥(慶大院)，菊池将
一，小茂鳥潤(慶大)，深沢剣吾(高周波熱錬)
2314 高強度鋼の二段変動荷重下における超長寿命疲
労特性と内部き裂進展挙動/○菅田淳(広島大)，杉
山幸久(阪大)，箕島弘二
2315 応力振幅が疲労限度以下での切欠き材の２段２
重変動応力疲労/○江田光(九大院)，久保田祐信
(九大)，近藤良之
2316 微小切欠きを付与した伸線強加工高強度鋼の疲
労強度特性に及ぼす非拡散性水素の影響/○中谷
正憲(阪大院)，加藤貴士，崎原雅之(阪大)，箕島
弘二
2317 高強度鋼のねじり疲労におけるき裂の発生と成
長/○中井善一(神戸大)，清直樹(神戸大院)
2318 鋭い切欠の高強度部材の疲労特性の E 依存性と
その機械、構造の疲労設計への影響の重要性/○
菊川眞(阪大名誉教授)，菅田淳(広島大)

□□１０日(月)□□
9:00-12:00 W05 ワークショップ
(材料力学部門・機械材料・材料加工部門・計算力学部
門 合同企画)
「締結・接合部の事故例と設計技術」
(詳細は別掲)
<S07 構造材料の疲労強度とき裂進展問題>
12:45-14:15 S07-1 マグネシウム合金の疲労
[座長 後藤真宏(大分大)]
2301 時効処理を施した展伸マグネシウム合金 AZ61 お
よび AZ80 の疲労挙動/○松本真裕(岐阜大)，植松
美彦，戸梶惠郎
2302 マグネシウム合金押出し材の低サイクル疲労強度
特性/○永井将之(富山大院)，塩澤和章，村井勉(三
協立山アルミ)
2303 マグネシウム合金の初期微小疲労き裂成長挙動に
及ぼす結晶方位の影響/○植松美彦(岐阜大)，戸梶
惠郎，杉江俊幸(オークマ)
2304 マグネシウム合金の亀裂進展と破壊靭性値/○染
川英俊(物材機構)，向井敏司
2305 陽極酸化皮膜を有するマグネシウム合金の大気中
および純水中における疲労挙動/○戸梶惠郎(岐阜
大)，植松美彦，大橋隆司(ブラザー)，西中一仁(電
化皮膜)，秋本政弘
2306 Corrosion Fatigue Behavior of Extruded AZ31/ ○
BHUIYAN MD SHAHNEWAZ( 長 岡 技 科 大 ) ，
Mutoh Yoshiharu ， Miyashita Yukio ， Murai
Tutomu(三協立山アルミ)
14:30-16:00 S07-2 非鉄材料の疲労特性
[座長 小茂鳥潤(慶大)]
2307 工業用純チタン切欠き材の疲労強度特性/○藤井
匠(九大院)，森重利紀，濱田繁(九大)，野口博司
2308 Ti 合金の疲労特性の検討/○長島伸夫(NIMS)，竹
内悦男，古谷佳之，松岡三郎(九大)
2309 チタン合金材の低サイクル疲労挙動/○中村寛
(IHI)，山下洋一，黒木博史，篠崎正治，塚本貴城
2310 純チタンにおける疲労き裂発生および微小き裂
伝ぱ挙動/○西川嗣彬(九大院)，尾田安司(九大)，
野口博司
2311 摩擦攪拌により組織改質した鋳造アルミニウム
合金 AC4CH の疲労挙動/○藤原和馬(岐阜大)，植
松美彦，戸梶惠郎，戸崎康成(岐阜県産技センタ

□□１１日(火)□□
<J09 締結･接合部の力学･プロセスと信頼性評価>
9:00-10:30 J09-1 フレッティング，機械的締結
[座長 宮下幸雄(長岡高専)]
2319 GFRP 製ボルトの疲労強度評価に関する研究/○
井上剛志(阪大)，中井啓晶，倉敷哲生，座古勝
2320 フレッティング疲労の諸特徴と力学的根拠/○服
部敏雄(岐阜大)，西村尚哉，山下実
2321 長寿命フレッティング疲労特性に及ぼす水素ガ
ス環境の影響/○桑田喬平(九大院)，久保田祐信
(九大)，近藤良之
2322 回転連続軸直角力によるホイールナットの緩み/
○鍵和田忠男(北大)，原田宏幸
2323 引張り力負荷によるボルト･ナット締結体の締付
け方法/橋村真治(久留米高専)，○井上智太，森美
彦，小松恭一(東日製作所)
2324 ワシャーを用いたリベットの締結強度/○木之下
広幸(宮崎大)，海津浩一，徳永仁夫(宇部高専)，
池田清彦(宮崎大)
10:45-12:15 J09-2 接着・接合，溶接
[座長 久保田祐信(九大)]
2325 CAE に適したボルト簡易モデル化手法と強度評
価法/成瀬友博(日立機械研)
2326 接着・機械的締結併用継手の変形と強度/○山田

智章(東工大院)，井上卓，佐藤千明(東工大)
2327 接着テープ継ぎ手の強度に関する研究/○金子堅
司(東京理科大)，楢葉悟史，榎本和城
2328 一部分が SiC 粒子と Al2O3 ウィスカで強化され
た Al 鋳造合金の単調および繰返し荷重下におけ
る破壊機構の評価/○ロフィクジャマン モハマ
ド(埼玉大院)，荒居善雄(埼玉大)
2329 配管の周溶接残留応力評価/○寺前哲夫(東電)，田
中良彦，松永智典(東電工業)
2330 パルス YAG レーザによる SUS304/A5052 異種金
属マイクロ接合/○宮下幸雄(長岡高専)，小池真央，
田中裕規(日本発条)，所克也(長岡技科大院)，武
藤睦治(長岡技科大)

<S07 構造材料の疲労強度とき裂進展問題>
12:45-14:30 S07-4 疲労き裂進展
[座長 西川出(阪工大)]
2331 CT 試験片における応力三軸度を考慮した低サイ
クル疲労き裂進展特性に関する研究/○山田剛久
(IHI)，山下洋一
2332 接合界面強弱とき裂先端開口変位の相関に注目
した疲労き裂伝ぱ挙動/○横山友二(岡山大院)，清
水憲一，鳥居太始之
2333 一方向凝固 Ni 基超合金の高温クリープ・疲労相
互作用条件下でのき裂成長寿命則/○横堀壽光(東
北大)，竹内博晃，杉浦隆次，細野真司(東北大院)，
佐藤康二(東北電力)
2334 Effect of R-ratio on Fatigue Crack Growth Behavior
of Silica-particulate-filled Epoxy Resin/ ○ Alisa
Boonyapookana(長岡技科大)，Mutoh Yoshiharu，
Nagata Kohsoku(東芝)，Kakuchi Takeo
2335 映像機器を活用した新しい疲労き裂進展試験法/
○森要(帝京大)，内山晃，高橋一郎
2336 構造用鋼スポット溶接継手における疲労き裂進
展形態に及ぼす強度レベルの影響/○大熊伴哉(静
岡大院)，東郷敬一郎(静岡大)，島村佳伸，荒木弘
安，薄田茂(三菱自工)
2337 レール鋼における組合せモードⅠ及びモードⅢ
負荷における疲労き裂成長/○赤間誠(鉄道総研)，
木内晃(コベルコ科研)
14:45-16:15 S07-5 疲労・破壊じん性および変形モ
デル
[座長 菅田淳(広島大)]
2338 高弾性率 PBO 繊維の疲労強度評価/堀川教世(富
山県立大)，春山義夫，境田彰芳(明石高専)，今道
高志(滋賀工技センター)，○佐々木信也(富山県立
大)
2339 鉄道車両用部品の疲労と破壊力学/坂本東男(高知
工科大)
2340 発表中止
2341 コンプライアンス法によるセラミックスの R 曲
線挙動の評価/○池田清彦(宮崎大)，木之下広幸，

海津浩一，吉住謙祐，岡村勝始，吉川晃(阪産大)
2342 発表中止
2343 短い疲労き裂の意味について/古川勝明(科警研)

■■■ 第２４室 ■■■
□□１０日(月)□□
<G03 材料力学>
9:00-9:45 G03-5 表面改質処理
[座長 岡崎正和(長岡技科大)]
2401 はりの固有振動数による表面改質層の縦弾性係
数の評価/○関根裕一(東北大), 甲斐彰, 祖山均
2402 各種ステライト被覆材のキャビテーション・エロ
ージョン/服部修次(福井大), ○藤沢盛司, 山村宏
敏
2403 チタン系材料の高サイクル疲労特性に及ぼす表
面処理条件の検討/○増子知樹(都産技研センタ
ー), 熊谷崇(工学院大院), 小久保邦雄(工学院大),
吉田仁(日本ユニテック), 国松利和, 古屋幸彦
<S09 表面改質>
10:00-11:00 S09-1 新表面改質技術と皮膜物性・特
性
[座長 荒井正行(電中研)]
2404 コールドスプレーアルミニウム皮膜の残留応力/
○市川裕士(東北大), 市村賢司, 小川和洋, 庄子
哲雄
2405 押込み試験法による遮熱コーティング皮膜の弾
性係数評価における寸法効果に対する一考察/岡
崎正和(長岡技科大), 鳴海悠(長岡技科大院), ○
山岸郷志
2406 CrN 薄膜被覆鋼の疲労強度に及ぼす膜性状の影
響/○長岡宏樹(徳島大院), 米倉大介(徳島大), 村
上理一
2407 SUS316L 予き裂材の疲労き裂進展特性に対する
レーザピーニング処理効果/○五十嵐崇亮(電通大
院), 政木清孝(電通大), 越智保雄, 松村隆, 佐野
雄二(東芝)
11:15-12:15 S09-2 新表面改質技術と界面、環境
[座長 岡崎正和(長岡技科大)]
2408 ガスバリア膜の被覆によるステンレス鋼の高温
酸化特性の改善/○藤川甲宇(徳島大院), 米倉大
介(徳島大), 村上理一
2409 TBC の界面破壊靭性値に及ぼす高温暴露の影響/
○荒井正行(電中研), 岸本喜久雄(東工大)
2410 CrN 薄膜/アルミニウム基板界面の性状に及ぼす
イオンボンバード処理の影響/○石川智之(徳島大
院), 米倉大介(徳島大), 村上理一
2411 高周波誘導加熱微粒子ピーニング(IH-FPB)処理

による SUS440 鋼の表面硬化/○菊池将一(慶大院),
笹子敦司, 亀山雄高, 小茂鳥潤(慶大), 深沢剣吾
(高周波熱錬)

<S13 高温材料・構造の強度と破壊>
13:00-14:30 S13-1 高温材料・構造の強度と破壊(1)
[座長 小川和洋(東北大)]
2412 高クロム鋼溶接継手の長時間高温強度に関する
研究 その１：Type-IV 損傷の生成プロセスの調
査/○本郷宏通(物材機構), 田淵正明, 高橋由紀夫
(電中研)
2413 高クロム鋼溶接継手の長時間高温強度に関する
研究 その２：熱時効に伴う溶接部の組織変化の
検討/○若井隆純(原子力機構), 高橋由紀夫(電中
研)
2414 高クロム鋼溶接継手の長時間高温強度に関する
研究(その３：損傷力学モデルの同定と継手解析
への適用)/○都井裕(東大), 高垣昌和, 広瀬智史
(新日鉄), 高橋由紀夫(電中研)
2415 高クロム鋼溶接継手の長時間高温強度に関する
研究 その４：寸法効果と負荷依存性の検討/○三
浦直樹(電中研), 高橋由紀夫
2416 高クロム鋼溶接継手の長時間高温強度に関する
研究 その５：クリープ疲労挙動と寿命評価法の
検討/○高橋由紀夫(電中研)
2417 高クロム鋼溶接継手の長時間高温強度に関する
研究 その 6：Type-IV 損傷抑制のための材料の改
良/○田淵正明(物材機構), 本郷宏通, 高橋由紀夫
(電中研)
14:45-16:15 S13-2 高温材料・構造の強度と破壊(2)
[座長 今谷勝次(京大)]
2418 高クロム鋼溶接継手の長時間高温強度に関する
研究 (その７：超音波探傷試験による Type-IV 損
傷の検出性)/○福冨広幸(電中研), 高橋由紀夫
2419 高クロム鋼溶接継手の長時間高温強度に関する
研究 その８ 電磁非破壊評価による Type-IV 損
傷検出性の検討/○内一哲哉(東北大), 高木敏行,
松川淳, 高橋由紀夫(電中研)
2420 Development of High-Sensitive Non-Destructive
Evaluation Technique of Degraded Thermal Barrier
Coatings by Using Microwave/○サヤル メーディ
(東北大), 小川和洋, 庄子哲雄
2421 W 添加 9Cr フェライト系耐熱鋼溶接継手材のク
リープき裂成長特性/○杉浦隆次(東北大), 横堀
壽光, 鈴木和人(東北大院), 田淵正明(NIMS)
2422 発表中止
2423 高温機器設計のための統計的材料･構造選択シス
テム/○島朋寛(名城大院), 藤山一成(名城大), 村
岡嵩士(名城大院)
16:30-17:45 S13-3 高温材料・構造の強度と破壊(3)
[座長 高橋由紀夫(電中研)]

2424 多結晶体の変形における不均質力の発展/○今谷
勝次(京大)
2425 応力依存異方拡散現象による耐熱合金劣化損傷
機構の検討/○伊藤大幸(FRRI), 鈴木研, 三浦英
生
2426 一方向凝固超合金の結晶成長軸と直交する高温
疲労荷重下における破断面の形成に及ぼす不均
質組織の影響/○山本真人(電中研), 北村隆行(京
大), 緒方隆志(電中研)
2427 SUS304 鋼のクリープ疲労寿命におよぼす非比例
負荷の影響について/○時政勝行(近畿大), 宮原
祐哉, 小松賢次, 西中洋介
2428 750℃水蒸気環境中における Inconel625 および
617 の応力下での表面酸化/○山本修平(東北大),
金谷政孝, 竹田陽一, 大地昭生

□□１１日(火)□□
<G03 材料力学>
9:15-10:45 G03-8 変形･弾塑性挙動(1)
[座長 森田辰郎(京工繊大)]
2429 超音速噴流による薄肉円板の変形/○稲村栄次郎
(産技高専), 遠藤正樹, 榊原洋子(東京電機大), 岩
本順二郎
2430 種々の温度条件下における AZ31Mg 合金の変形
特性/○出口直紀(三重大院), 徳田正孝(三重大),
稲葉忠司, 吉川高正
2431 自然歪を用いた有限変形解析 (変形履歴の異な
る単純剪断の予変形後に得られる降伏曲面内の
異方性について)/○南雲崇(日大院), 加藤保之(日
大), 上田政人
2432 エポキシ樹脂と鋼材からなる粘弾性積層はりの
硬化過程における反り変形挙動/○田中孝明(広島
工大), 篠原司, 中村省三
2433 熱負荷による積層はりの反り変形挙動の理論的
および実験的検討/○福井雄(広島工大), 磯部宏
倫, 中村省三
2434 カテーテルの変形挙動と強度に関する研究 (純
曲げの応力緩和の特性)/○山村要一郎(日大院),
加藤保之(日大), 上田政人
11:00-12:15 G03-9 変形･弾塑性挙動(2)
[座長 今谷勝次(京大)]
2435 粘弾性積層はりの反り変形挙動を求める簡易評
価式の提唱/○川端拓也(広島工大), 福井雄, 中村
省三
2436 フェルトの粘弾性挙動の解明/○西本圭佑(阪府
大), 陸偉, 三村耕司
2437 繰返し二軸圧縮に伴うアルミニウムの塑性挙動/
○清水一郎(岡山大), 多田直哉, 福岡弘次
2438 純鉄多結晶体の塑性変形挙動のメゾスケール解
析/○吉田政司(宇部高専), 秋山雅義(京工繊大)
2439 二相双結晶の引張りに伴う縞状転位パターンの

形成機構/○近藤了嗣(琉球大), 大橋鉄也(北見工
大)

13:00-14:00 G03-10 ひずみ･応力解析
[座長 三村耕司(阪府大)]
2440 シリンダブロック隅部の静ひずみ評価とヘッド
ボルト締付荷重の影響/○井口克之(ヤンマー),
多田直哉(岡山大), 清水一郎
2441 TB270 の高ひずみ速度域における変形応力のひ
ずみ速度依存性/○崎野清憲(法政大), 千葉悠太
(法政大院)
2442 光力学的手法によるトロコイド歯車の応力解析/
○赤羽亮(芝浦工大), 高野吉久(日本ジーロータ
ー), 高原拓三, 江角務
2443 ユニバーサルジョイント軽量化モデルの光弾性
応力解析/○松崎立(芝浦工大), 江角務
14:15-15:45 G03-11 解析･計算技術
[座長 石原正行(静岡大)]
2444 プレス成形によるハニカムパネルの構造解析/○
大政光史(近畿大)
2445 異方性材料と圧電材料に関する力学解析および
その基本解の類似性/○佐々木徹(長岡高専), 近
藤俊美
2446 衝撃引張り荷重を受けるスカーフ接着継手の有
限要素応力応答解析/○平山雄也(広島大院), 沢
俊行, 何丹
2447 曲げモーメントを受ける段付き重ね合わせ接着
継手の三次元 FEM 解析と強度推定/○永井利正
(広島大院), 沢俊行
2448 電位差法を用いた擬似等方 CFRP 積層板のはく離
検出のための FEM 解析/○荒木励(日大院), 上田
政人(日大), 加藤保之, 轟章(東工大)
2449 応力波伝ぱ現象の分子シミュレーションによる
検討/○楳田努(阪府大), 三村耕司
■■■ 第２５室 ■■■
□□１０日(月)□□
<J10 知的材料・構造システム>
9:00-10:15 J10-1 計測・モニタリング・解析(1)
[座長 岩崎 篤(群馬大)]
2501 ひずみセンサを用いた連続分布荷重の逆解析/中
村俊哉(JAXA), 井川寛隆, ○小林俊一(東大), 村
山英晶, 影山和郎
2502 OFDR によるひずみ分布計測の測定範囲の拡張
に関する考察/○秋山学朗(東大院), 村山英晶, 影
山和郎, 大澤勇, 鵜沢潔, 金井誠, 小林俊一, 白
井武弘(Lazoc), 井川寛隆(JAXA)
2503 ボルト継手部の分布型 BOCDA 計測によるモニ
タリング/○鎗孝志(三菱重工), 長井謙宏, 保立和

夫(東大), 宋光容
2504 分布型光ファイバセンサによる溶接部のひずみ
モニタリング/○小原康平(東大院), 村山英晶, 影
山和郎, 大澤勇, 鵜沢潔, 金井誠, 小林俊一, 畦
本雅宏(Lazoc), 井川寛隆(JAXA)
2505 Michelson 干渉光ファイバセンサによる FRP 接着
継手のヘルスモニタリング/○逢坂勝彦(阪市大),
賀來健, 高坂達郎, 澤田吉裕

10:20-11:20 J10-2 計測・モニタリング・解析(2)
[座長 轟章(東工大)]
2506 トラス構造接合部の損傷検知と評価方法に関す
る研究/○張志文(山口大), 江鐘偉, 其田和也
2507 統計的損傷診断手法における相関同定応答曲面
の回帰精度の影響/○岩崎篤(群馬大), 轟章(東工
大), 島村佳伸(静岡大)
2508 正準相関解析を用いた物体の姿勢推定/○齋藤守
(大阪市工研), 北口勝久
2509 埋め込み FBG センサを用いたフォームコアサン
ドイッチパネルの衝撃位置同定/○秋野望(東大
院), 水口周, 水谷忠均(東大), 武田展雄
11:25-12:40 J10-3 計測・モニタリング・解析(3)
[座長 逢坂勝彦（阪市大）]
2510 CFRP 成形における PPP-BOTDA によるひずみ分
布計測/○齋藤正広(東大院), 水谷忠均(東大), 武
田展雄
2511 紫外線 LED による樹脂の硬化過程におけるラマ
ン分光法を用いた硬化モニタリング/高坂達郎(阪
市大), ○南佳之(阪市大院), 逢坂勝彦(阪市大),
澤田吉裕
2512 高感度ひずみセンサによるひずみモニタリング/
○太田裕之(日立機械研), 島津ひろみ, 丹野洋平
2513 金型内蔵センサーシステムを用いた曲げ加工計
測/○小山純一(アマダ), 楊明(首都大院), 今井一
成(アマダ)
2514 電気容量型柔軟センサを用いたタイヤの無線変
形計測/○松﨑亮介(東工大), 轟章
13:30-14:45 J10-4 磁歪・圧電材料
[座長 渡辺義見(名工大)]
2515 FeGa(Galfenol)系磁歪材料を用いたリング式非接
触トルクセンサシステム/○古屋泰文(弘前大),
三橋正, 橋本賢治, 岡崎禎子, 斉藤千尋(並木精密
宝石), 今泉伸夫, 島田宗勝(日産総研)
2516 急冷凝固 FeGaAl(Galfenol)系合金の高機能化/○
高橋俊也(弘前大), 橋本賢治(弘前大院), 岡崎禎
子(弘前大), 久保田健(東北大), 斉藤千尋(並木精
密宝石), 古屋泰文(弘前大)
2517 マイクロマシン用超磁歪材料の基礎的研究/○平
良夫(東海大院), 中野良, 佐宗駿, 松村義人, 西
義武(東海大)
2518 形状記憶合金と圧電効果を有する複合機能デバ
イスの作製/○佐藤宏司(AIST), 下條善朗, 坂本

伸雄
2519 各種マトリックス材料に複合化した金属コア圧
電ファイバの出力電圧特性/浅沼博(千葉大), ○
千葉高充, 武田直浩, 佐藤宏司(産総研)

15:00-16:00 J10-5 振動・音響抑制
[座長 梶原逸朗(東工大)]
2520 MR ダンパによる連結構造物の振動制御/○飯尾
知則(日大院), 稲葉繁(日大), 渡辺亨, 背戸一登
2521 磁性流体を用いた免震システムの性能評価に関
する研究/○冨田洋輔(北九州大院), 佐々木卓実
(北九州大), 杉本旭(長岡技科大)
2522 トレーニング効果を利用した Fe-Mn 系制振合金
の特性向上/○渡辺義見(名工大), 古谷祐二, 佐藤
尚, 西野洋一, 金翼水(信州大)
2523 圧電素子を用いた能動的な音響加振の抑制と遮
音/○渡辺康文(阪府大), 大久保博志
16:15-17:30 J10-6 スマート構造材料
[座長 大久保博志(阪府大)]
2524 部分柔軟 CFRP を用いたモーフィング翼構造の
開発/○熊谷圭祐(東工大院), 轟章(東工大), 松崎
亮介
2525 運動機能を付加した構造用強力複合材料/○及川
奨(東海大院), 島津明雄(東海大), 内田晴久(東海
大), 西義武(東海大)
2526 多機能機械材料システムの創製/○浅沼博(千葉
大)
2527 中空部形成によるアクティブラミネートの特性
向上/浅沼博(千葉大), ○足立裕太, 中田敏是
2528 高性能アクティブラミネートの作製と特性評価/
○中田敏是(千葉大), 浅沼博
□□１１日(火)□□

田啓介(東海大), 利根川昭, 西義武

10:20-11:20 J10-8 き裂治癒
[座長 水内 潔(大阪市工研)]
2534 スマート構造･材料に関する基礎的研究 －き裂
の進展抑制と修復について－/○松井裕(関西大
院), 新家昇(関西大), 宅間正則
2535 き裂治癒を施した窒化ケイ素/炭化ケイ素機械加
工材の高温での機械的特性/○鄭永順(横浜国大),
中尾航, 高橋宏治, 安藤柱, 斉藤慎二(日本発条)
2536 き裂治癒を利用したアルミナ/SiC 複合セラミッ
クス機械加工材の高温域での品質向上/○斧督人
(横浜国大), 中尾航, 高橋宏治, 安藤柱
2537 き裂治癒によるセラミックスの耐熱衝撃性の向
上/○中尾航(横浜国大), 豊田岳大, 高橋宏治, 安
藤柱
11:25-12:40 J10-9 高分子・薄膜
[座長 西義武(東海大)]
2538 カーボンナノチューブ／イオン液体ゲルからな
る高分子アクチュエータの電気化学特性/○安積
欣志(産総研), 竹内一郎, 清原健司, 向健, 白石
壮志, 福島孝典(ERATO ナノ空間プロ), 相田卓三
2539 ポリウレタン系形状記憶ポリマー(DiARY)の曲
げクリープ挙動の研究/○田尾隆幸(慶大院), 坂
井建宣, 宗宮詮(慶大)
2540 MCF 導電性ゴムの特性に関する研究/○鄭耀陽
(福島大), 島田邦雄
2541 イオンビームを用いた高分子系材料へのアモル
ファス炭素薄膜付与による多機能化/○金子睦(工
学院大), 矢ケ崎隆義, 鷹野一朗, 木村雄二
2542 薄膜センサ材としての Me-C:H 膜の電気磁気的特
性の評価/○三木寛之(東北大), 星悠太郎(東北大
院), 竹野貴法, 菅原敏文, 高木敏行(東北大), 佐
藤武志

<J10 知的材料・構造システム>
<S26 溶接・接合の動向とその展開>
9:00-10:15 J10-7 スマートプロセス
[座長 古屋泰文(弘前大)]
2529 パルス通電圧接法(PCHP)により作製したボロン
繊維強化 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn 合金基複合材料の
特性/○水内潔(大阪市工研), 井上 漢龍(マイクロ
ブライト), 杉岡正美(大阪市工研), 伊丹正郎, 川
原正和(SPS シンテックス), 尾崎公洋(産総研), 浅
沼博(千葉大), 李俊熹(東亜大), 浜田賢一(徳島大)
2530 SiC 繊維/Al アクティブコンポジットの形状回復
機能とその応用/○海寳龍史(千葉大)、加藤清正,
千葉高充, 浅沼博
2531 セラミックスを内包するクローズドセル構造材
料の多機能性/○岸本哲(物材機構)
2532 異種複合材料間接合に関する基礎的研究/○三輪
徳良(東海大院), 西義武(東海大)
2533 マイクロマシン製造プロセス用電子線接合法の
基礎的研究/○久保大司(東海大院), 岩田圭祐, 高

13:30-15:15 S26 溶接・接合
[座長 鈴村暁男(東工大)，松岡信一(富山県立大)]
2543 超音波接合のメカニズムに関する研究 第２報
接合に及ぼす物性値の影響/松岡信一(富山県立
大), ○前野順子(富山県立大院), 今井久志
2544 発表中止
2545 超音波振動を利用した Al/ガラスの直接接合に関
する研究 －第３報 接合条件と接合性－/松岡信
一(富山県立大), ○山崎寿也, 石黒智明(富山工技
センター)
2546 超音波測定によるスポット溶接のナゲット部と
コロナボンド部の判別/○植野薫文(熊本大), 藤
田昌幸, 岩本知広, 里中忍
2547 YAG レーザによる溶接部の評価に関する研究－
AE 法による溶込み状態の評価－/○岩田貴(関西
大院), 新家昇(関西大), 宅間正則

2548 セラミックスとアルミニウムの活性液相拡散
(A-TLP)接合/○張貴鋒(西安交通大), 鈴村暁男(東
工大院), 山崎敬久, 池庄司敏孝
2549 ステンレス鋼とアルミニウム合金の異材間大気
中ろう付け/○鈴村暁男(東工大院), 池庄司敏孝,
劉樹英, 山崎敬久

<S28 溶融加工・セミソリッド加工の動向とその展開>
15:30-16:15 S28 溶融加工・セミソリッド加工
[座長 羽賀俊雄(阪工大)]
2550 セミソリッドプロセッシングにおける Al-Ni 金属
間化合物の生成と成形/○湯浅栄二(武蔵工大),
山口康介(三菱重工)
2551 通電急速加熱を用いたチタン合金の半溶融鍛造/
○牧清二郎(三重大)
2552 ロールキャスティングプロセスの開発/○澤井雅
和(阪工大院), 羽賀俊雄, 渡利久規(群馬大)

11:20-12:20 S25-2 多孔質材(2)
[座長 塩見誠規(工学院大)]
2561 中空金属球の成形体強度に関する研究/○日浦悠
香(香川大院), 吉村英徳(香川大), 品川一成, 三原
豊
2562 パウダースペースホルダー法により作製したマ
イクロポーラス金属の機能特性の評価/○松崎覚
(太盛工業), 田中茂雄, 西籔和明(阪府高専)
2563 ポリマー含浸焼成法による SiC 繊維強化マイク
ロポーラス SiC 耐熱複合材料の開発/○西籔和明
(阪府高専), 松崎覚(太盛工業), 小谷政規(JAXA)
2564 種々の成形条件における多孔質材料のセル構造
と力学的特性/○山口和三(和工技センター), 後
藤彰彦(阪産大), 仲井朝美(京工繊大), 濱田泰以
■■■ 第２６室 ■■■

□□１２日(水)□□

□□１０日(月)□□

<S21 粉末成形とその評価>

<S22 非破壊評価とモニタリング>

9:00-10:00 S21 粉末成形
[座長 品川一成(香川大)]
2553 微細結晶粒を有する Fe3AlC 合金の特性/○磯西
和夫(滋賀大)
2554 Mo2NiB2 複硼化物系サーメットの特性に及ぼす
添加元素の影響/○高木研一(武蔵工大), 長田賢,
長井琢也, 塩田雄介
2555 Ni-Al-Si 系メカニカルアロイング粉末の球状化黒
鉛鋳鉄基板上への低温加熱固化/○林晃(広島工大
院), 岡部卓治(広島工大)
2556 金属粉末射出成形法による Ti-Ni-Cu 系形状記憶
合金の作製/○河崎仁美(近畿大), 寺山朗(広島県
西部工技センター), 京極秀樹(近畿大), 小松眞一
郎

9:00-10:15 S22-1 非破壊評価とモニタリング(1)
[座長 琵琶志朗(京大)]
2601 実時間 2 次元テラヘルツ断層イメージング法の
開発/○安井武史(阪大院), 荒木勉,
2602 亀裂開閉口による高調波発生の可視化/○林高弘
(名工大), 川嶋紘一郎, 琵琶志朗,
2603 任意曲面のレーザースキャニング超音波計測/○
林高弘(名工大), 小鹿雄介, 片岡慶太(JR 東日本),
瀧川光伸
2604 共振圧電体プローブによる局所弾性の定量可視
化/○井上崇志(阪大), 荻博次, 平尾雅彦
2605 SH 板波を用いた引っぱり試験応力評価システム
の検討/○村山理一(福岡工大), 三角和広

<S25 新機能多孔質材料の創製と評価>
10:15-11:15 S25-1 多孔質材(1)
[座長 西籔和明(阪府立高専)]
2557 溶湯を利用した発泡アルミニウムの型成形/○塩
見誠規(工学院大), 深野智(阪大), 松本良, 小坂田
宏造
2558 アルミ傾斜発泡体の気孔分布に及ぼす前駆体構
造の影響/○品川一成(香川大)
2559 レーザ焼結法による多孔質固体酸化物形燃料電
池電極の作製/○山崎和彦(茨城大), 佐々木優介,
前川克廣, 本橋嘉信
2560 水銀ターゲット用バブリングノズルの作製/○大
曽根龍次(茨城大院), Bucheeri Ahmed, 二川正敏
(JAEA), 栗下宏明(東北大), 山崎和彦(茨城大),
前川克廣

10:30-11:45 S22-2 非破壊評価とモニタリング(2)
[座長 平尾雅彦(阪大)]
2606 電磁超音波共鳴法によるマルテンサイト系ステ
ンレス鋼のクリープ損傷評価/○大谷俊博(湘南工
大),
2607 ピコ秒レーザー超音波法によるナノ薄膜の弾性
定数測定と健全性評価/○舎川知広(阪大), 藤井
誠, 荻博次, 平尾雅彦
2608 膜状圧電センサを用いた配管の腐食損傷評価/○
長秀雄(青山学院大), 松尾卓摩, 寺谷文宏, 竹本
幹男
2609 光ファイバ AE システムを用いた高温腐食管の
AE モニタリング/○長秀雄(青山学院大), 早野智
晴, 松尾卓摩, 竹本幹男
2610 磁歪センサーと反射体を用いた実用的センサー
配置におけるガイド波の効率的励起検出方法/○
近藤浩徳(徳島大院), 西野秀郎, 吉田憲一

樹(山口大)，合田公一，大木順司

13:00-14:15 S22-3 非破壊評価とモニタリング(3)
[座長 長秀雄(青山学院大)]
2611 固体接触面における縦波・横波反射特性と垂直・
接線剛性の評価/○琵琶志朗(京大)， 平岩峻介，
松本英治
2612 加熱材料内部の温度プロファイルの超音波モニ
タリング/○高橋学(長岡技科大院)， 井原郁夫
(長岡技科大)
2613 発表中止
2614 高マンガン鋼レールに適した超音波探傷技術の
基礎的検討/○廣川龍詩(東工大)， 水谷義弘，黛
正己
2615 ボイラチューブのガイドウェーブによる超音波
探傷システムについて/○今川幸久(九州電力)，
金谷章宏， 楠元淳一，北川秀昭， 脇部康彦， 和
田秀樹
<S23 バイオマス由来材料の成型加工と特性評価>
14:30-15:15 S23-1 天然繊維の機械的特性
[座長 高木均(徳島大)]
2616 へちま繊維の引張特性/○前田健浩(神戸高専)，尾
崎純一，真鍋健一（首都大）
2617 竹粉成形体の破壊特性に及ぼす竹繊維の影響の
その場観察/○高橋明宏(都城高専)，山本直行
2618 ラミー麻繊維の高強度化・高剛性化に関する研究
/○土井貴文(山口大院)，伊藤昌弘，会田公一(山
口大)
15:30-16:15 S23-2 グリーンコンポジットの特性評
価(1)
[座長 高橋明宏(都城高専)]
2619 ポリ乳酸の機械的特性に及ぼす紫外線の影響/○
朝永俊(慶大院)， 宗宮詮(慶大)
2620 ジュート繊維強化グリーンコンポジットの引張
り強度特性/○斎藤淳仁(神奈川大)，竹村兼一(神
奈川大院)
2621 マニラ麻繊維を用いた一方向材の強度特性/○糸
谷康次郎(徳島大)， 高木均
16:30-17:30 S23-3 グリーンコンポジットの特性評
価(2)
[座長 竹村兼一(神奈川大)]
2622 生分解性複合材料の断熱特性に関する研究/○高
木均(徳島大)， 加古修平(徳島大院)，草野剛嗣
(徳島大)，逢坂昭治
2623 高靭化グリーンコンポジットの引張および衝撃
特性/○水津直己(山口大院)，宇野隆，合田公一
(山口大)，大木順司
2624 グリーンコンポジット製パイプ材の作製と特性
評価/○高田善弘(徳島大)，高木均
2625 テキスタイルグリーンコンポジットの引張変形
特性/○野村宏樹(山口大院)，中村理恵，吉武大

■■■ 第２７室 ■■■
□□１０日(月)□□
9:00-10:00 K05 基調講演
(機械材料・材料加工部門企画)
「マグネシウム合金の最近の開発動向」
(詳細は別掲)
10:10-11:30 W06 ワークショップ
(機械材料・材料加工部門企画)
「機械材料としてのマグネシウム合金の新展開」
(詳細は別掲)
11:40-12:10 R01 新技術開発レポート
(機械材料・材料加工部門企画)
「機械材料としてのマグネシウム合金の新展開」
(詳細は別掲)
<S19 アルミニウム合金およびマグネシウム合金の創
製と加工技術>
13:30-14:30 S19-1 アルミニウム合金，マグネシウ
ム合金(1)
[座長 村井勉(三協立山アルミ)]
2701 圧縮処理による Al 合金ダイカスト内の鋳巣挙動
及び鋳巣接合評価/○阿久澤功(群馬大)， 半谷禎
彦，北原総一郎(グンダイ)，桑水流理(東大)，吉
川暢宏
2702 摩擦圧接における回転面の移動と摩擦充填接合
性との関係/○實方将仁(日大院)，加藤数良(日
大)
2703 RCP 加工を施した AZ31 マグネシウム合金切削チ
ップ押出固化材における組織と曲げ特性/○亀谷
博仁(栗本鐵工所)，閤師昭彦，藤井德雄，金子貫
太郎，川端健詞(阪大)，近藤勝義
2704 粉 体 繰 り 返 し 圧 延 (RCP プ ロ セ ス ) を 施 し た
Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金の組織と機械的特性/○川端
健詞(阪大)，荻沼秀樹，近藤勝義，鎌土重晴(長
岡技科大)
14:45-15:45 S19-2 アルミニウム合金，マグネシウ
ム合金(2)
[座長 近藤勝義(阪大)]
2705 圧縮固化したマグネシウム合金チップの押出加
工に関する研究 －第 3 報 AZ91 溶製材の比較/
○江川知弥(富山県立大), ○松岡信一, 村井勉(三
協立山アルミ), 中川文昭
2706 AZ31 マグネシウム合金の鍛造加工における変形
抵抗と破壊機構/○松本良(阪大), 小坂田宏造
2707 難燃性マグネシウム合金の多軸鍛造による結晶

粒微細化と 2 次成形性/○三野峻(早大院), 浅川基
男(早大), 田中良典, 松崎邦男(産総研), 小林勝
2708 マグネシウム合金薄板の深絞り成形に関する研
究 －第 2 報 予変形と絞り性－/○森哲弥(富山県
立大), ○松岡信一, 村井勉(三協立山アルミ), 中
川文昭

16:00-17:00 S19-3 アルミニウム合金，マグネシウ
ム合金(3)
[座長 鎌土重晴(長岡技科大)]
2709 実用マグネシウム合金板の高速大圧下圧延/○左
海哲夫(阪大)，宇都宮裕, 南口智史, 渡部洋平
2710 低歪速度法によるマグネシウム合金の応力腐食
割れ評価/○羽賀伸之介(兵庫県立大)，花木聡, 山
下正人, 内田仁, 板倉浩二(日産自), 村井勉(三協
立山アルミ)
2711 マグネシウム合金の応力腐食割れ感受性に及ぼ
す Al 含有量の影響/○羽賀伸之介(兵庫県立大)，
花木聡, 山下正人, 内田仁, 板倉浩二(日産自),
村井勉(三協立山アルミ)
2712 Al-Mg-Si 合金の水素脆化感受性に及ぼす時効組
織の影響/○堀川敬太郎(阪大), 西尾仁志, 小林秀
敏

の塑性変形領域の可視化/○甲斐彰(東北大), 祖
山均
2721 真空断熱材における高温対応ラミネートフィル
ムの構成と吸着剤の最適化/○荒木邦成(日立 AP),
越後屋恒, 鶴賀俊光, 嘉本大五郎(日立), 松岡信
一(富山県立大)
2722 シェアモード型インクジェットヘッドの吐出特
性/○本多充(シャープ), 家根田剛士, 磯野仁志
2723 力制御を用いる金属箔の摺動加工システム/○坂
本裕平(熊本大), ○原田博之, 孫亜卓, 丸茂康男

13:00-14:00 G04-3 機械材料・材料加工(3)
[座長 甲斐彰(東北大)]
2724 低反発フォームの圧縮－除荷特性と劣化の評価/
○図子誠(東洋大)，石川圭介，小林康男
2725 面外せん断荷重を受ける有限厚さの板における
き裂の解析/○柿内利文(東大)，塩谷義，藤本浩
司
2726 延性破壊条件式を用いた熱間加工割れの評価/○
奥野寛人(JSW MRL), 小枝日出夫
2727 風力発電用ブレードの耐雷対策評価/○武藤厚俊
(日本本製鋼), 植田俊明(中部電力), 新庄浩幸
(J-Win), 唐牛敏晴(日本製鋼)

□□１１日(火)□□

<S27 高エネルギー加工>

<G04 機械材料・材料加工>

14：15-15:15 S27 高エネルギー加工
[座長 外本和幸(熊本大)，山下実(岐阜大)]
2728 角筒の衝撃軸圧縮における座屈しわ発生位置の
制御/○山下実(岐阜大), 奥山智仁, 服部敏雄, 西
村尚哉
2729 反射水中衝撃波を有効に利用した爆発圧着法(数
値シミュレーションによるパラメータの効果の
検討)/○白本和正(崇城大), 井山裕文(八代高専),
氏本泰弘(旭化成), 甲斐彰一郎(熊本大)
2730 衝撃エネルギー利用による TiN の反応合成の試
み/○外本和幸(熊本大衝撃センター), 岩切孝宜
(熊本大院), 堤慎一郎,
2731 自己反応性物質による熱エネルギー付加による
材料表面の衝撃被覆法の開発/○外本和幸(熊本
大), 李尚勲(熊本大院), 李俊オ

9:00-10:30 G04-1 機械材料・材料加工(1)
[座長 羽賀俊雄(阪工大)]
2713 水溶液腐食に伴なう金属材料の水濡れ性の変化
と原因/○向井弘治(広島工大)，王栄光, 鈴村文寛,
木戸光夫, 佐竹優
2714 しゃ熱コーティング材の高温暴露による熱伝導
率変化挙動/○大木基史(新潟大)，石橋達弥(新潟
大院), 木下潤, 米田恭祐(新潟大)
2715 HOT-DIP すずめっき材の中間合金層成長に及ぼ
す熱処理の影響/○大木基史(新潟大)，石橋達弥
(新潟大院), 荘司哲, 鈴木亘(新潟大)
2716 超臨界水環境での Fe-Cr-Ni-Mo 合金の耐食性に及
ぼす Cr，Mo の影響/○中川一人(日大)，星野和義,
朝比奈敏勝, 村田守, 辻智也, 日秋俊彦
2717 粉末冶金超磁わい材料の磁気機械相互作用に基
づく減衰特性/○堀川紀孝(北大)，小美浪真仁, 中
村孝, 野口徹
2718 Pt 基金属ガラスのナノインプリント成形特性/○
福田泰行(群馬大院)，早乙女康典(東北大)，木村
久道，井上明久
10:45-12:00 G04-2 機械材料・材料加工(2)
[座長 羽賀俊雄(阪工大)]
2719 Ti-B-C 薄膜コーテッド工具によるチタン合金の
切削性の検討/○森田次郎(東海大), 神崎昌郎
2720 キャビテーション衝撃力による金属表面ピット

□□１２日(水)□□
<S24 塑性加工の動向とその展開>
9:00-10:15 S24-1 塑性加工(1)
[座長 原田泰典(兵庫県立大)]
2732 低炭素鋼の冷間鍛造の表面ポーラス化による潤
滑/○宇都宮裕(阪大)，川尻祥吾，高平信幸，左海
哲夫, 田中敏宏, 宮本丈二
2733 平面ひずみ押出し加工実験によるすべり摩擦力
の測定/○上谷俊平(鹿児島大)，中西賢二, シャル
ライル サミオン(鹿児島大院)

2734 樹脂材料の打抜き性評価試験法の提案とその特
性評価に関する研究/真鍋健一(首都大)，谷上哲也
(首都大院)，
和氣幸博(オクギ製作所)，
○房暁剛(首
都大院)
2735 スリーブかしめ締結におけるパンチ形状とスリ
－ブのねじ溝への塑性流れに関する研究/○濵田
祐樹(鹿児島高専), 植村眞一郎, 中西賢二(鹿児島
大)
2736 鋼管の口広げ試験における管端性状の影響/○中
田浩司(首都大), 真鍋健一

10:30-11:45 S24-2 塑性加工(2)
[座長 宇都宮裕(阪大)]
2737 粒子衝突による薄板の突合わせ接合/○原田泰典
(兵庫県立大院), 福永誠, 深浦健三, 布引雅之
2738 ショットピーニングによる高純度クロム合金の
表面改質/○原田泰典(兵庫県立大院), 深浦健三,
南馬祐二,(兵庫県立大）,松本佳久(大分高専)
2739 高速度工具鋼の表面特性に及ぼす温間微細ショ
ットピーニングの影響/○原田泰典(兵庫県立大
院), 深浦健三, 小濵田卓,小林祐次(新東工業）
2740 薄板の縮みフランジ成形における”しわ”の発生
/○佐藤金司(東京理科大)，横山俊雄，上野一郎
2741 ステンレス冷延鋼板の表面性状と油膜厚さの関
係/○生田宏(九州共立大)，山本普康
<S18 セラミックスおよびセラミックス系複合材料>
13:00-14:00 S18-1 セラミックス(1)
[座長 若山修一(首都大)]
2742 一方向複合材料引張強度の統一的決定法/○小柳
潤(JAXA), 小谷政規, 八田博志, 川田宏之(早大)
2743 先進無気孔型 SiC の基礎的特性に及ぼす温度の
影響/○尾上拓史(愛媛大), 松田伸也, 高橋学, 松
下正史, 林浩平, 岡部永年
2744 球圧子押込みによる多孔質セラミックスの強度
低下に関する研究/○萩尾友治(電通大院), 板橋
遊, 松村隆(電通大), 越智保雄, 政木清孝
2745 PSH-PIP 法による SiC 繊維強化 SiC 基複合材料の
力学特性/○小谷政規(JAXA), ツィンマー・アリ
ーン(IRS), 松﨑覚(太盛工業), 西籔和明(阪府高
専)
14:15-15:15 S18-2 セラミックス(2)
[座長 小谷政規(JAXA)]
2746 AE による三次元織 SiC/SiC 複合材料の曲げ応力
下における損傷評価/○林利光(首都大), 若山修
一
2747 セラミック基複合材料の熱応力破壊における損
傷の AE モニタリング/○林利光(首都大)
2748 BN コート Hi-Nicalon 繊維強化複合材料の熱サイ
クル疲労/○是枝直樹(防衛省), 林利光(首都大),
佐藤豊一
2749 SiC/SiC ミニコンポジットの繰返し変形挙動/○

大木順司(山口大), 倉本賢尚, 花表裕司, 佐藤晋
輔, 鈴木道之(宇部興産), 合田公一(山口大)

<S17 複合材料の動向とその加工技術>
15:30 -16:30 S17-1 複合材料(1)
[座長 川田宏之(早大)]
2750 VGCF を含有したアルミニウム複合材料の熱・機
械特性/○今西輝光(住友精密), 佐々木克彦(北大),
片桐一彰, 佐藤豊弘, 清水昭之(大阪府立産技研),
垣辻篤, 仲摩信人
2751 CFRP の吸湿による微視的寸法変化/○荒尾与史
彦(早大院), 小柳潤(JAXA),八田博志, 川田宏之
(早大院)
2752 クロスプライ CFRP 積層板の切欠疲労強度とそ
の積層様式依存性/○白土透(EME), 河井昌道
2753 カーボンナノファイバー強化 CFRP 積層板のモ
ード I およびモード II 層間破壊靭性/○荒井政大
(信州大院), 松下寿暁, 杉本公一(信州大), 遠藤守
信
16:45 -17:45 S17-2 複合材料(2)
[座長 河井昌道(筑波大)]
2754 水環境下における FRP の繊維強度低下/○小谷正
浩(早大院), 河西謙, 古挽彰, 川田宏之(早大)
2755 短繊維強化複合材中の繊維の可視部分および隠
れた部分の長さの予測理論のシミュレーション
による検討/○鈴木寛(八戸工大)
2756 カーボンナノファイバー強化熱可塑性樹脂のプ
レス成形性評価/○松下寿暁(信州大), 荒井政大,
田中博己, 杉本公一
2757 カーボンナノファイバー強化熱可塑性樹脂の機
械的特性評価/○遠藤哲也(信州大), 松下寿暁, 田
中博己，荒井政大, 杉本公一
■■■ 第２８室 ■■■
□□１０日(月)□□
<S10 熱応力，応力特異性と強度評価>
9:00-9:45 S10-1 熱応力(1)
[座長 笠原直人(原子力機構)]
2801 閉塞分岐配管曲がり部における熱応力評価/○大
厩徹(INSS), 中村 晶
2802 定常温度揺らぎ下各種円筒内表面き裂の応力拡
大係数範囲上限値比較/○飯井俊行(福井大), 柴
田健太一
2803 熱疲労における亀甲状き裂の発生と成長に関す
る一考察/○釜谷昌幸(INSS)
10:00-11:00 S10-2 熱応力(2)
[座長 釜谷昌幸(INSS)]

2804 高速炉の直管型２重管蒸気発生器管板の熱応力
評価 (1) 熱応力発生機構の検討/○笠原直人(原
子力機構), 高正英樹(常陽産業), 安藤勝訓(原子
力機構)
2805 高速炉の直管型２重管蒸気発生器管板の熱応力
評価 (2) 大規模詳細熱応力解析/○羽間収(原子
力機構), 新谷文將
2806 加熱法による残留応力の非破壊評価(熱流束と残
留応力の同時推定およびその数値的検証)/○山田
勝稔(徳島大)
2807 高温での円孔板のき裂の発生と進展の観察/○
Bubphachot Bopit(筑波大), 渡部修(原子力機構),
川崎信史, 笠原直人

11:15-12:00 S10-3 減肉配管強度評価
[座長 古口日出男(長岡技科大)]
2808 減肉配管内圧破裂試験法の妥当性検証/○佐藤康
元(福井大院), Irwan Herman, 鈴木智久, 山田真己,
飯井俊行, 釜谷昌幸(INSS)
2809 減肉配管の内圧による破裂形態予測法に関する
検討 /○ 鈴木智久 (福井大院 ), 佐 藤康元 , Irwan
Herman, 山田真己, 飯井俊行, 釜谷昌幸(INSS)
2810 減肉配管の内圧による破裂形態の予測/○Irwan
Herman(福井大院), 佐藤康元, 鈴木智久, 山田真
己, 飯井俊行, 釜谷昌幸(INSS)
13:00-13:45 S10-4 応力特異性
[座長 佐藤康元(福井大)]
2811 三次元境界要素法による熱残留応力を考慮した
異材接合体の界面強度評価/古口日出男(長岡技科
大院), ○谷口昂(長岡技科大)
2812 亀裂を有するピエゾ素子の３DFEM による特異
性オーダー解析/古口日出男(長岡技科大院), ○
浮須和樹(長岡技科大)
2813 四面体有限要素法による三次元き裂進展解析に
ついて/○岡田裕(鹿児島大), 河合浩志(慶大), 荒
木宏介(鹿児島大院)
<J08 生体･環境適合材料の創製･強度評価技術開発>
14:45-15:45 J08-1 インプラント材料
[座長 久森紀之(上智大)]
2814 Plasma Spraying of Ti or HAp/Ti Intermediate Layer
on the Titanium Substrate for Implant Material/○
RAKNGARM Achariya( 長 岡 技 科 大 院 ) ，
SUNOHARA Hiroki( 長 岡 技 科 大 ) ， MUTOH
Yoshiharu
2815 第一原理計算による新規生体適合圧電材料の物
性評価/○上辻靖智(阪工大), 大西倫之(阪工大院),
槌谷和義(東海大), 仲町英治(阪工大)
2816 新規生体適合圧電材料創製のための結晶成長予
測法の提案/上辻靖智(阪工大), ○黄輝心(阪工大
院), 槌谷和義(東海大), 仲町英治(阪工大)
2817 放電プラズマ焼結法による HAp/β-TCP 系傾斜機

能材料の特性/○渡辺卓(日大院), 福原達也, 出井
裕(日大), 岡野道治, 深瀬康公

16:00-17:30 J08-2 バイオメカニクス
[座長 上辻靖智(阪工大)]
2818 頚椎障害を有する関節リウマチ患者の椎間板に
おける力学的挙動評価/鈴木啓水(同志社大院),
○高取良太(京都府立医大院), 徳永大作(京都府
立医大), 長谷斉, 松岡敬(同志社大), 平山朋子,
郷木理史(同志社大院), 久保俊一(京都府立医大),
井上望(同志社大, Rush 大)
2819 micro CT を用いた家兎腰椎椎間板の形態学的お
よび力学的評価方法の開発/○郷木理史(同志社大
院), 井上望(同志社大, Rush 大), 高取良太(京都府
立医大院), 鈴木啓水(同志社大院), 松岡敬(同志
社大), 平山朋子, 徳永大作(京都府立医大), 久保
俊一(京都府立医大), 舛田浩一(Rush 大)
2820 ステレオコンプレックス型ポリ乳酸繊維の機械
的特性に及ぼす環境効果/○川崎智洋(同志社大),
田中和人, 片山傳生, 玄丞烋(京大)
2821 コバルトクロム合金の擬似体液環境における腐
食摩耗特性の評価/○水野隆文(上智大院), 久森
紀之(上智大), 萩原行人, 水谷正義(理研), 大森整,
片平和俊
2822 骨置換能を有するセラミックス複合材料の作製
とその特性/○藤巻孝治(上智大院), 久森紀之(上
智大), 萩原行人
2823 低コヒーレンス干渉画像による生体組織歪み分
布計測法の定量評価/○佐伯壮一(山口大院), 坂
田義太朗, 橋本洋平, 斉藤俊, 廣高史, 松崎益徳
□□１１日(火)□□
<S08 微小機械設計・開発のための実験力学の新展開>
9:00-10:30 S08-1 微小機械設計・開発のための実験
力学の新展開(1)
[座長 磯野吉正(立命館大)]
2824 ソフトウェット薄膜の力学特性試験装置の開発/
○高野直樹(立命館大), 植村建
2825 エキシマレーザによる生分解性ポリマーへのマ
イクロ穴加工と血液採取への応用/○泉隼人(関西
大), 磯野裕一, 青柳誠司
2826 櫛歯アクチュエータの電子素子表現と自励発振
回路への応用/○仮谷宗一郎(香川大), 鈴木勝順,
綾野賢冶郎, 橋口原
2827 ナノピラーの内部構造と超弾性的な振る舞い/○
渋谷陽二(阪大), 吉岡敏行
2828 アルミニウムナノウィスカーの変形過程のその
場観察/○高橋可昌(京大院),平方寛之, 武村正輝,
北村隆行(京大)
2829 エレクトロマイグレーションを利用したナノワ
イヤ創製の数値シミュレーション/笹川和彦(弘前
大), ○福士翔大, Sun Yuxin(東北大), 坂真澄

<J20 次世代アクチュエータシステム>
10:45-12:15 S08-2 微小機械設計・開発のための実
験力学の新展開(2)
[座長 土屋智由(京大)]
2830 オンチップ曲げ試験による薄膜材料のポアソン
比評価技術の開発/○田中完弘(兵庫県立大), 生
津資大, 井上尚三
2831 薄膜の曲げ試験用デバイスの開発/○安藤妙子(名
大), 室屋伸吾, 佐藤一雄
2832 非対称四点曲げ試験法によるマイクロ Si 構造体
のせん断強度評価/○鈴木竜生(立命館大), 小河
真人, 磯野吉正
2833 MEMS 用微小構造部材－基板間の密着強度に及
ぼすプロセス条件の影響/○石山千恵美(東工大),
曽根正人，肥後矢吉
2834 基板上の CVD ダイヤモンド薄膜の疲労損傷過程/
○昔農仁史(NIT), 神谷庄司, 羽生博之(OSG), マ
ダレノ ジョアナ(Univ.Aveiro), カブラル ジル,
グラシオ ヨゼ
2835 超音波共鳴法を用いた Pd 基バルク金属ガラスの
弾性特性評価/○葉山宜敬(阪大), 垂水竜一, 平尾
雅彦, 肥後矢吉(東工大)
13:15-14:45 S08-3 微小機械設計・開発のための実
験力学の新展開(3)
[座長 平方寛之(阪大)]
2836 ラマン分光計測による単結晶 Si マイクロ構造体
の単軸引張荷重下での応力定量評価/○長井悠宰
(兵庫県立大), 生津資大, 中庸行(堀場製作所), 柏
木伸介, 大槻久仁夫, 井上尚三(兵庫県立大)
2837 高温薄膜引張試験装置の開発/○土屋智由(京大),
池田哲郎, 菅野公二, 田畑修
2838 MEMS 構成材料の引張り強度評価に関する研究/
○鈴木竜生(立命館大), 磯野吉正, 森井明雄(大日
本印刷)
2839 単結晶シリコン薄膜の破壊靱性に及ぼす寸法と
環境温度の効果/○中尾茂樹(名大), 安藤妙子, 式
田光宏, 佐藤一雄
2840 マイクロ試験片中の応力集中部が疲労特性へ及
ぼす影響/○小山聡(東工大), 石山千恵美, 曽根正
人, 肥後矢吉
2841 シリコン薄膜の疲労特性とその評価/○河合拓
(NIT), 天木伸吾, 神谷庄司
15:00-16:00 K04 基調講演
(材料力学部門 企画)
｢MEMS 技術に基づく実験ナノメカニクス｣
(詳細は別掲)
■■■ 第２９室 ■■■
□□１０日(月)□□

9:00-9:45 J20-1 次世代アクチュエータシステム(1)
[座長 吉田和弘(東工大)]
2901 高アスペクト比マイクロコイルの作製と評価/○
野田大二(兵庫県立大)，山下修平，松本吉史，瀬
戸本勝，服部正
2902 3 次元 X 線リソグラフィ及びメタライズによる円
筒型コイルを用いた電磁駆動型アクチュエータ
の作製/○松本吉史(兵庫県立大)，瀬戸本勝，野
田大二，服部正
2903 球面同期モータの開発/○矢野智昭(産総研)，久
保田義昭(安川電機)，鹿山透，鈴木健生
10:00-11:00 J20-2 次世代アクチュエータシステム
(2)
[座長 矢野智昭(産総研)]
2904 圧電素子を用いた油圧式小型リニアアクチュエ
ータの開発/○中村有一(名大)，安藤大樹，村松
直樹
2905 大変位空圧サーボシリンダの開発/小川浩史(岡
山大)，○西岡靖貴，鈴森康一，河野一俊(コガネ
イ)，佐々木篤志，遠山宗雄
2906 スリーブ形 ECF マイクロ人工筋の研究/○竹村研
治郎(東工大)，横田眞一，枝村一弥(NTM)
2907 ポンプ・バルブ一体形 ER マイクロアクチュエー
タ/○吉田和弘(東工大)，小山内洋平，横田眞一
<S53 機構の開発とシミュレーション>
11:15-12:15 S53-1 機構の開発とシミュレーション
(1)
[座長 武田行生(東工大)]
2908 微小部品用ピンセット型電動ハンダコテ装置の
開発/○村上貴彦(明大)，安藤大樹，村松直樹
2909 Stabilization Control of Wheeled In-pipe Robot with
only Posture Sensing/○Naramonthon Savaruj(東工
大院)，岩附信行(東工大)
2910 直交形球面ボール減速機の機構解析/○長谷川友
彦(山梨大)，寺田英嗣
2911 小形マニピュレータ群からなる表面実装システ
ムの動作シミュレーション/○甲斐陽平(東工大
院)，神谷大揮(東工大)，堀江三喜男
13:00-13:40 K11 基調講演
(機素潤滑設計部門 企画)
｢機能性流体を応用したマイクロアクチュエータ｣
(詳細は別掲)
13:40-14:20 K12 基調講演
(機素潤滑設計部門 企画)
｢歩行訓練機の開発｣
(詳細は別掲)

<S53 機構の開発とシミュレーション>
14:30-15:15 S53-2 機構の開発とシミュレーション
(2)
[座長 寺田英嗣(山梨大)]
2912 射出成形パンタグラフ機構を用いた小形表面実
装システムの開発/○堀江三喜男(東工大)，甲斐
陽平(東工大院)，神谷大揮(東工大)
2913 形状記憶樹脂製マイクロマニピュレータのため
の超音波加熱に関する研究/○戸田恭輔(東工大
院)，神谷大揮(東工大)，堀江三喜男
2914 歩行擬似動作を入力とした歩行訓練器の開発/○
南後淳(山形大)，前田和則

2925
2926

2927

2928

入れ歯車の歯面強さ/○森川浩次(佐世保高専)，
中江道彦，中原好友，安部寿士(パーカー熱処理
工業)
歯車のスカッフィング限界評価技術の研究/○平
野正博(日立機械研)，大野耕作
波動歯車装置における歯面荷重分布および歯元
応力分布の導出/○浅海陽介(山口大院)，専徳博
文(山口大)
浸炭焼入れはすば歯車の曲げ疲労強度・き裂に及
ぼすねじれ角・浸炭部の影響/○安藤和彰(鳥取大
院),宮近幸逸(鳥取大)，小出隆夫，小田哲(福山
大)
点接触フェースギヤに関する研究/郡原宏(松江
高専)，矢地謙太郎

<S55 パラレルメカニズムとその応用>
15:30-16:30 S55 パラレルメカニズムとその応用
[座長 南後淳(山形大)]
2915 パラレルメカニズムを用いた多軸材料試験シス
テム/○五嶋裕之(機振協)，藤塚将行，田中豊(法
政大)
2916 三次元マジックハンドの研究(第４報，重力によ
るたわみの補正) /○中川秀夫(近畿大)，福田祐
亮
2917 閉ループ空間リンク機構の順動力学のシステム
解析/○岩附信行(東工大)
2918 最大位置決め誤差推定に基づくパラレルメカニ
ズムの最適キャリブレーション/○井本淳一(東
工大)，武田行生
□□１１日(火)□□
<S57 伝動装置の基礎と応用>
9:00-10:15 S57-1 歯車の強度(1)
[座長 永村和照(広島大)]
2919 ねじれの位置にある二円筒の面圧強度/○山口和
也(木更津高専)，高橋秀雄，高橋美喜男
2920 浸炭硬化鋼の面圧強さに及ぼす微粒子ショット
ピーニングの影響/○大上祐司(香川大)，千野雄
司(ユアサ工機)
2921 薄膜センサによる歯車歯面の接触圧力計測/三原
雄司(武蔵工大)，○井出佳崇,舘野義和(本田技術
研究所)，平岡昌巳，染谷常雄(東大名誉教授)
2922 材料欠陥に着目した浸炭歯車の面圧強度シミュ
レーション/○千本木紀夫(東北大院)
2923 浸炭焼入れ歯車の歯面強さに関する基礎研究(高
負荷条件下における転がり滑り接触面の温度と
給油温度との関連)/○中西勉(宮崎大)，Tilahun
Daniel(宮崎大院)，伊野大輔，Deng Gang(宮崎大)
10:30-11:45 S57-2 歯車の強度(2)
[座長 小森雅晴(京大)]
2924 ショットピーニングを施した高濃度真空浸炭焼

12:50-13:50 S57-3 歯車の振動・騒音
[座長 宮近幸逸(鳥取大)]
2929 歯車装置の能動制振に関する基礎的研究(フィー
ドバックによる軸受部振動低減)/○松村茂(東工
大)，北條春夫
2930 歯面誤差形状ばらつきを有する歯車対のかみ合
い伝達誤差解析法/○森川邦彦(日産自)，小森雅
晴(京大),熊谷幸司(日産自)，西原隆太
2931 歯車端面振れのかみ合い伝達誤差への影響/○黒
河周平(九大)，有浦泰常
2932 楕円歯車の振動特性/○中島俊也(広島大院)，永
村和照(広島大)，池条清隆，田中英一郎，片木真
一郎(広島大院)
14:00-16:20 F07 先端技術フォーラム
(機素潤滑設計部門 企画)
｢ブレイクスルーを生み出す次世代アクチュエータ｣
(詳細は別掲)
□□１２日(水)□□
<S58 機械要素の設計・製造・応用技術>
9:00-10:30 S58-1 ねじ(1)
[座長 萩原正弥(名工大)]
2933 締付けにおけるボルト頭部の座面摩擦トルク/○
細川修二(神奈川大)
2934 球状座面を持つ締結用ねじの座面基礎特性につ
いて/○岡田学(長岡技大)，賀勢晋司(信州大)
2935 軸力安定化剤 Fcon によるボルトの座面形状誤差
による摩擦係数変動の抑制/橋村真治(久留米高
専 )，○植村紫帆，馬場園拓哉，小松恭一(東日
製作所)
2936 トルク法による小ねじの締付け特性に及ぼす潤
滑の影響/福田勝己(東京高専)，小林光男(工学院
大)，○岡本恭明(東京高専)，近松宏行，鈴木健
司(工学院大)
2937 ねじの座面滑りとゆるみ(ゆるみ機構について

(4))/賀勢晋司(信州大)，○小村崇人，,金原哲，
山嵜淳
2938 全金属製プリベリングトルク形ナットの軸方向
荷重によるゆるみ止め効果/○熊倉進(神奈川大)，
榊原怜，山田章夫

10:45-12:15 S58-2 ねじ(2)
[座長 熊倉進(神奈川大)]
2939 軸直角方向振動下におけるボルト･ナット締結体
のゆるみ･疲労挙動に関する研究/○橋村真治(久
留米高専)，井上絢介，古川智裕，森美彦
2940 ねじ締結体の事故事例解析－ホイールボルトの
破損－/○戸田均(三重県警)
2941 偏心外力がボルト軸力に及ぼす影響(内外力比に
関する検討)/賀勢晋司(信州大)，岩本慎哉，○田
村政樹，大隈敬，行力聖人
2942 ねじの規格における材料試験法の問題/○小林光
男(工学院大)，一之瀬和夫，福田勝己(東京高専)，
中道彦(信州大)，丹羽直毅(工学院大)
2943 転造ボルトの機械的性質に及ぼす加工順序の影
響/○古川朗洋(青山製作所)，萩原正弥(名工大)，
神谷洋平(名工大院)
2944 ボルト・ナット結合体におけるボルトの疲労強度
－ねじ谷底の残留応力の影響を考慮した仮説の
検証－/○萩原正弥(名工大)，河崎一紀(名工大
院)，古川朗洋(青山製作所)
<S57 伝動装置の基礎と応用>
13:00-14:30 S57-4 機構・トラクション・ベルト
[座長 高橋秀雄(木更津高専)]
2945 差動歯車を用いた上肢装着型作業補助機構の開
発/田中英一郎(広島大)，池原忠明(都立産技高
専)，永村和照(広島大)，池条清隆，○安田裕也，
三枝省三
2946 自動押付け機構を持つ平行軸トラクションドラ
イブ変速機の伝達効率の解析/○吉谷清文(日産
自)，山本建，山本明満
2947 スピン成分を伴う油固化高面圧トラクション試
験と粘着理論による近似/○中村裕一(三重大)，
平野文識(三重大院)
2948 摩擦伝動ベルトの伝達性能予測について/○大倉
清(三ツ星)，橋本康弘
2949 スチールコードの屈曲に伴う内部曲げ/○大古智
章(山形大院)，野々一義(中央発條)，森本卓也(山
形大)，飯塚博
2950 FEM を用いたチェーンの応力解析/○長崎廣太
(東京理科大)，野口昭治

<S56 第１3 回卒業研究コンテスト>
9:00-10:30 S56-1 第 13 回卒業研究コンテスト(1)
[座長 宇佐美初彦(名城大)]
3001 2GPa までの潤滑油高圧粘度簡易測定のための基
礎実験/○田中祐介(三重大)，中村裕一
3002 リン酸エステル添加油による低速・低面圧しゅう
動部の低摩擦に関する研究/○永田達也(名工大)
3003 光学フィルム搬送時のしわ発生に関する実験/○
中曽根牧人(東海大)
3004 MAGIC 砥石の One Path 仕上げのための研磨痕の
干渉が表面粗さに及ぼす影響/○神谷真(名大)，
山下雄司，梅原徳次
3005 DLC 膜と鋳鉄の油中摩耗における DLC 硬さ分布
の影響/○門脇慎之介(名大)
3006 チェーン摩耗試験装置の開発/○吉羽秀彰(東理
大)
10:45-12:00 S56-2 第 13 回卒業研究コンテスト(2)
[座長 野老山貴行(名大)]
3007 ミニアチュア玉軸受の保持器挙動観察/○野澤諒
子(東京理科大)
3008 リニアガイドの振動・騒音に及ぼすエンドキャッ
プの影響/○鷲見若菜(東京理科大)
3009 潤滑油汚染物質の色相解析/○河戸希美(福井大
院)
3010 極低温における氷とタイヤのトライボロジー/○
菊池俊哉(岩手大院)
3011 複合凹凸形状を有する Al 合金の潤滑摩擦特性/
○星野靖(名城大院)
14:30-16:00 S56-3 第 13 回卒業研究コンテスト(3)
[座長 糸魚川文宏(名工大)]
3012 粒子投射による Al 合金の硬質化/○北野洋臣(名
城大院)
3013 CNTs/SiC 膜の接触変形特性/○宮島孝之(名城大
院)
3014 動滑車を利用した小型電動ハンドの開発/○谷田
真裕(名大)，安藤大樹，村松直樹
3015 負荷に対する剛性を考慮した柔軟リンクのワイ
ヤ駆動制御/○尾上知道(東工大院)，岩附信行(東
工大)
3016 トンボの羽ばたきを模倣した MAV の開発(運動
解析に基づいた羽ばたき機構の開発)/○田端紀
章(東海大)
3017 浸炭焼入れはすば歯車の曲げ疲労強度・き裂に及
ぼす硬化層厚さ・ねじれ角の影響/○安藤和彰(鳥
取大)
□□１１日(火)□□

■■■ 第３０室 ■■■
<S83 表面改質とトライボロジー>
□□１０日(月)□□
9:00-10:15 S83 表面改質とトライボロジー

[座長 上原一剛(鳥取大)]
3018 植物油潤滑に適した摺動表面の表面改質/○佐々
木信也(東京理科大)，間野大樹(産総研)
3019 金属含有 DLC 薄膜のトライボロジー特性/○本
田知己(福井大)，佐藤智之，岩井善郎
3020 微粒子投射による表面改質面の摩擦摩耗特性/○
石田貴規(松下電器)，宇佐美初彦(名城大)
3021 粒子投射によって下地処理された鍍金膜の密着
性とトライボロジー/○周克儒(名城大院)，宇佐
美初彦(名城大)
3022 算術幾何平均による弾性接触圧力の計算/○根本
良三(TMCIT)，竹居賢二，田村恵万，志村穣

<J21 マイクロナノ理工学>
10:30-12:00 J21 マイクロナノ理工学
[座長 梅原徳次(名大)]
3023 フェンス状ナノ構造配列を用いた DNA 分離用マ
イクロ流路における分子の運動解析/○河合雅弘
(名大)，多賀谷洋一，福澤健二(名大,さきがけ)，
鈴木健太(名大)，馬場雅和(NEC)，佐野亨，川浦
久雄，張賀東(名大)，三矢保永
3024 アルコールのポリマー化を利用した表面処理と
バイオへの応用/○松浦寛(阪大)
3025 MEMS アクチュエータの摩擦力測定への応用/○
安藤泰久(産総研)
3026 マイクロスケールでの凝着力に及ぼす吸着水の
影響/○本田知己(福井大)，遠山洋介，水野顕，
岩井善郎
3027 CNｘ膜の窒素中 Si3N4 球との摩擦に及ぼす CNx
膜に含有される窒素濃度の影響/○野老山貴行
(名大)，梅原徳次
3028 ナノ薄膜の表面エネルギーに関する研究(ガラス
基板上のステアリン酸 LB 膜をモデルとした検
討)/○小野克典(鳥取大)，稲田一樹，松岡広成，
福井茂寿
<S82 サステイナブル・トライボロジー>
12:50-13:50 S82-1 サステイナブル・トライボロジ
ー(1)
[座長 佐々木信也(東京理科大)]
3029 超低トルク円すいころ軸受の開発(第１報：トル
クに及ぼす内部諸元の影響)/○松山博樹(ジェイ
テクト)，千葉博行，戸田一寿
3030 超低トルク円すいころ軸受の開発(第２報：トル
クに及ぼす油流れの影響)/○千葉博行(ジェイテ
クト)，松山博樹，戸田一寿
3031 スクリュー圧縮機に使用するスパイラル溝スラ
スト軸受において潤滑油と冷媒との混合潤滑に
おける摩擦測定－ねじ圧縮機のすべり軸受(第 14
報)－/○松尾昌憲(放送大)
3032 減速に基づくジャーナル軸受の摩擦測定装置/小
笹俊博(阪電通大)，○梶木悠一朗(阪電通大院)，

山田晃弘(阪電通大)，石井徳章，矢部寛

□□１２日(水)□□
<S82 サステイナブル・トライボロジー>
9:00-10:30 S82-2 サステイナブル・トライボロジー
(2)
[座長 野間正泰(舞鶴高専)]
3033 環境薬品の影響によるポリカーボネートおよび
クレーズに関する研究/○堤栄一郎(芝浦工大)，
江角務
3034 マイクロオーダーにおける摩擦特性評価(第 4
報)/福田勝己(東京高専)，小林光男(工学院大)，
鈴木健司，澤田崇(東京高専)，堤博貴
3035 平滑すべり直動案内の摺動特性に及ぼす摺動油
添加剤の影響/○上原一剛(鳥取大)，小幡文雄，
松尾浩平(住鉱潤滑剤)，川村豊
3036 紙－鋼間の低速時及び高速時における動摩擦特
性/○平野貴哉(東海大)，橋本巨
3037 振動荷重を受ける湿式ペーパ摩擦材の動的摩擦
特性/○服部泰久(東海大)
3038 水素圧縮機のシール特性の検討/○村井洋一(日
立)，新井茂(日立プラントテクノロジー)，三浦
治雄
<S81 トライボロジーの基礎と応用>
10:45-12:00 S81-1 トライボロジーの基礎と応用(1)
[座長 野口昭治(東京理科大)]
3039 給気ライン中に絞りを挿入した表面絞り型多孔
質静圧気体スラスト軸受の軸受特性に関する研
究/○宮武正明(東京理科大)，吉本成香，田中信
平
3040 軸受特性の大幅な改善を目的としたスラスト気
体軸受のグルーブ形状の最適化/○難波唯志(東
海大)，橋本巨
3041 静圧気体スラスト軸受の負圧を利用した物体の
非接触な懸垂支持と搬送/○小沢康美(福井工大)
3042 2 種類の目的関数によって最適化された高速スラ
スト空気軸受の実験的検証/○武内文男(東海大)，
難波唯志，橋本巨
3043 粘弾性体で支持されたスラストフォイル空気軸
受の静的特性/○杣谷啓(東京理科大)，吉本成香，
宮武正明
13:00-14:15 S81-2 トライボロジーの基礎と応用(2)
[座長 宮武正明(東京理科大)]
3044 ジャーナル軸受のスターブ潤滑(第３報、真円軸
受の安定性解析)/○林洋次(早大)
3045 ジャーナル軸受のスターブ潤滑(第４報、浮動リ
ング軸受の安定性解析) /林洋次(早大)，○加茂
俊二(早大院)
3046 スターブ潤滑を利用した小口径ジャーナル軸受

の安定化/○谷田貝崇史(東海大)，落合成行，橋
本巨
3047 回転シリンダブロック式および回転斜板式アキ
シアルピストンポンプの熱潤滑特性/○風間俊治
(室蘭工大)，鶴野正真
3048 マイクログルーブ軸受の混合潤滑モデル/○芦原
克宏(大豊工業)，橋本巨(東海大)

14:30-16:00 S81-3 トライボロジーの基礎と応用(3)
[座長 風間俊治(室蘭工大)]
3049 発表中止
3050 AFM による低速・低面圧境界潤滑特性評価／○糸
魚川文広(名工大)，則久孝志(オークマ)，石原弘
章(名工大)，中村隆
3051 固体間真実接触面における n-デカン分子の層転
移現象／○鈴木賢二(三重大)，小竹茂夫，青山智
胤，鈴木泰之
3052 原子間力顕微鏡のカンチレバーを用いた通電試
験／○石井美恵子(日立機械研)，原田武，平家誠
嗣(日立基礎研)
3053 微細スポット法による血管腫用レーザ治療装置
の研究／○竹澤嘉将(新潟大)，新田勇，趙学峰，
前田宜俊
3054 脳動脈瘤クリップ把持部表面の摩擦特性評価／
○野村聡志(新潟大)，新田勇，高津昇(瑞穂医科)，
趙学峰(新潟大)
■■■ 第３１室 ■■■
□□１０日(月)□□
<J22 設計における情報共有・ナレッジマネジメント
>
13:15-14:00 J22 設計における情報共有・ナレッジ
マネジメント
[座長 村上存(東大)]
3101 没入型仮想共有環境におけるタンジブルなデザ
インレビューシステムの構築/○綿貫啓一(埼玉
大院)，小島一恭
3102 ねじの塑性域締結シミュレーション/○辺見信彦
信州大)，別府総平，田中道彦
3103 物理量次元インデクシングを用いた故障木解析
の知識マネジメント/○村上存(東大)，末久泰士
14:15-15:15 K13 基調講演
(設計工学・システム部門 企画)
｢Design Thinking についての試論｣
(詳細は別掲)
<S54 ものづくり設計力の課題と実践>
15:30-17:00 S54 ものづくり設計力の課題と実践

[座長 伊藤宏幸(ダイキン)]
3104 これからの製品開発と設計/○大富浩一(東芝)
3105 設計教育としての 3 次元 CAD の利用について/
○小木曽望(阪府大)
3106 最適設計に基づくコンプライアントメカニズム
の開発/○堀内亮(京大)，西脇眞二，泉井一浩，
吉村允孝，デービスアンチェリー(アルモニコス)，
宮崎祐樹
3107 電機製品の構造最適設計手法についての一検討/
○坂本博夫(三菱電機)，藤田喜久雄(阪大)
3108 在庫量と納入リードタイムを考慮した配電盤の
コンポーネント共通化設計法/○苅谷治輝(京大
院)，泉井一浩，西脇眞二，吉村允孝，荻原義也(日
新電気)，林秀一
3109 発表中止

□□１１日(火)□□
<G12 設計工学・システム>
9:15-11:00 G12 設計工学・システム
[座長 野間口大(阪大)]
3110 電子マネーにおける一定額自動決済システムの
開発/○秋山哲也(JREM)
3111 反復重点サンプリング法による構造信頼性解析
法－条件付期待値原理に基づく最適重点サンプ
リング密度関数の構成－/○奥田昇也(近畿大高
専)，米澤政昭(近畿大)
3112 可動式ハンプに関する提案/○中西昭之(神奈川
大)，森田洋介，前森健一
3113 可動式ハンプに関する研究/○森田洋介(神奈川
大)，中西昭之，前森健一
3114 バイパスオリフィス式油圧緩衝器の抵抗力に関
する研究/○小暮彰太(神奈川大)，松原一敬(元神
奈川大)，前森健一(神奈川大)
3115 MR 緩衝器の抵抗力に関する研究/○千葉修平
(神奈川大)，小林雅治，史凰輝(元神奈川大)，前
森健一(神奈川大)
3116 MR 緩衝器のモデリングについて/○小林雅治
(神奈川大)，史鳳輝(元神奈川大)，前森健一(神
奈川大)
<S59 ヒューマンインタフェース>
11:15-12:00 S59-1 ヒューマンインタフェース(1)
[座長 渡辺富夫(岡山県立大)]
3117 3 次元描画を用いたロボット誘導インタフェース
の開発/○金子哲治(早大院)，大﨑章弘(早大)，
三輪敬之
3118 MRI 環境下で使用可能な身体的インタフェース
に関する研究：つながり感に着目した呼吸表現デ
バイスの開発/○飯田公司(早大院)，板井志郎(早
大)，三輪敬之
3119 バイオロジカルモーションに着目したイメージ

ジェネレータ：可動型アームを用いた複数光点運
動操作システムの開発/○藤原孝亮(早大院)，関
川明人，小川純市，三輪敬之(早大)

13:00-14:00 S59-2 ヒューマンインタフェース(2)
[座長 三輪敬之(早大)]
3120 調和振動子群を用いた空間モデルによる形状創
成/○先田和弘(創価大)
3121 バーチャル空間を利用したグループウォーキン
グ支援システムの研究開発/○大久保雅史(同志
社大)，尾崎久実，藤原樹
3122 うなずき反応を視触覚提示する音声駆動型プレ
ゼンテーション支援システム/○長井弘志(JST
CREST)，渡辺富夫(JST CREST, 岡山県立大学)
3123 視線情報を付与した身体的バーチャルコミュニ
ケーションシステム/○瀬島吉裕(岡山県立大院),
渡辺富夫(岡山県立大, JST CREST)，神代充(岡山
県立大)
14:15-15:45 F08 先端技術フォーラム
(設計工学・システム部門 企画)
｢ヒューマンインタフェースデザインのフロンティア｣
(詳細は別掲)
□□１２日(水)□□
9:00-12:00 F09 先端技術フォーラム
(設計工学・システム部門 企画)
｢最適化技術の展開と応用(続編)｣
(詳細は別掲)

3129 静電駆動型ディフォーマブル・ミラーに対する印
加電圧の最適化/○古川亮(東芝)，増西桂，古賀章
浩，川島浩幸(トプコン)，小林亮夫，籾内正幸
3130 汎用解析ソフト COMSOL を用いたトポロジー最
適化/○内田直孝(京大)，西脇眞二，泉井一浩，吉
村允孝，野村壮史（豊田中研）
3131 電気-熱伝導連成解析を用いた真空遮断器用電極
の開発/○山崎美淑(日立機械研)，小林将人(日立
国生本)
3132 大型プロジェクションテレビ用筐体の高剛性化/
○新倉栄二(三菱電機)，道盛厚司，杉浦博明
3133 部材の自動配置を特徴とした骨組み構造の設計
支援システムの開発/○村上英治(バブ日立)，河村
幸太郎，一ノ瀬徳幸

16:00-17:15 J03-3 解析・設計の高度化・最適化(3)
[座長 片峯英次(岐阜高専)]
3134 構造・音場連成面上にある積層構造物のモデル化
/○山本崇史(日産自)，丸山新一
3135 高圧水素用プラスチックライナーFRP 容器の最
適設計/○針谷耕太(東大)，ドミトリエフセルゲイ，
吉川暢宏
3136 ピラミッド型ベーシスベクトルを用いた薄板の
固有振動問題に対する形状最適化/下田昌利(湘南
工科大)，○大下真吾(湘南工科大院)
3137 プラスチック射出成形金型の冷却管配置設計－
３次元モデルへの適用－/○松森唯益(金沢大院)，
山崎光悦(金沢大)
3138 力法における多点拘束を用いた形状制約法/○竹
内謙善(くいんと)，月野誠

<J03 解析・設計の高度化・最適化>
■■■ 第３２室 ■■■
13:00-14:15 J03-1 解析・設計の高度化・最適化(1)
[座長 西脇眞二(京大)]
3124 RBF ネットワークを用いた逐次近似最適化(サン
プリング関数の提案)/○大濱潤(金沢大院)，北山
哲士，山崎光悦
3125 応答曲面近似・データマイニングを併用した高効
率多目的ロバスト設計最適化/○下山幸治(東北
大)，リムジンネ(東北大院)，鄭信圭(東北大)，大
林茂
3126 体積最小化を目的とした熱弾性場の形状最適化/
○片峯英次(岐阜高専)，清水健一，畔上秀幸(名大)
3127 アルミボトルの飲みやすさ評価法に関する検討
－緑茶と炭酸飲料による比較と考察－/○茅原崇
徳(金沢大院)，山崎光悦(金沢大)，伊藤隆一(ユニ
バーサル製缶)
3128 MOGA および Kriging 法を用いた CF/GF 風車翼
構造の複数目標最適化/○川上裕喜(東工大院)，轟
章(東工大)，松崎亮介
14:30-15:45 J03-2 解析・設計の高度化・最適化(2)
[座長 山崎光悦(金沢大)]

□□１０日(月)□□
<S71 柔軟媒体ハンドリングと画像形成システム>
10:15-11:15 S71 柔軟媒体ハンドリングと画像形成
システム
[座長 吉田和司(日立)]
3201 Dynamic Behavior of a Sheet in a Feeding Machine/
○ 裏 岡 昭 博 ( 国 立 印 刷 局 ) ， Rahn Christopher
（(PennState)
3202 針対平板系コロナ放電場を利用するオゾン送風
機構/○川本広行(早大)，増成幸数
3203 フィルム搬送時のウェブディフェクト発生予測
とその実験的検証/○宮川俊彦(東海大)，揖斐康
弘，近藤千寛，中曽根牧人，橋本巨
3204 フィルムの巻き取り時におけるロール内部応力
解析と張力の最適化/○河西博人(東海大)，橋本
巨，桐部繁嘉
13:00-15:30 W13 ワークショップ

(情報・知能・精密機器部門 企画)
「柔軟媒体ハンドリング技術」
(詳細は別掲)

□□１１日(火)□□
<J25 メカニカルシステムとその知能化>
9:00-10:15 J25-1 メカニカルシステムとその知能化
(1)
[座長 木口量夫(佐賀大)]
3205 電動車いすの操作支援を目的とした音響情報の
利用/○端山貴洋(東京電機大)，佐藤太一，野口
陽介，舟久保昭夫，田中基八郎(埼玉大)
3206 地中レーダによる地下断面映像からの埋設管径
推定法/○小瀧裕史(三重大)，野村由司彦
3207 マルチエージェント型組立ロボットシステムの
ための強化学習に基づく作業割当/○前田雄介
(横浜国大)，坂本記章(日本信号)
3208 方策の初期値をニューラルネットに類推させる
強化学習に関する研究/布引雅之(兵庫県立大)，
○太田雅之，奥田孝一
3209 プリント基板検査システムに関する研究/○野口
祐智(東京電機大院)，里見忠篤(東京電機大)
10:30-11:45 J25-2 メカニカルシステムとその知能
化(2)
[座長 高橋宏(湘南工大)]
3210 適応的非定常サーボ制御から非定常インピーダ
ンス制御に切り換わる位置決め制御手法/○原進
(豊田工大)
3211 超音波モータの保持トルクを利用した小形ロボ
ットハンドの把持力制御システムの開発/○安藤
大樹(名大)，穂坂駿，村松直樹
3212 ヒトの触覚認識機構に基づく触覚センサの開発
に関する研究/シャミアブデュラ(名大)，○大岡
昌博，近藤愼吾(三菱電機)
3213 車輪型移動ロボットの高速走行制御/○牛見宣博
(九産大)，鶴田和寛
3214 逐次変化する環境における除雪ロボットのため
の経路計画と誘導制御に関する研究/○小笠原一
裕(日大)，羽田野正俊
□□１２日(水)□□

ューロボットに関する研究/○加藤弘剛(日大)，
羽田野正俊
3217 センサ情報を利用した上肢運動パワーアシスト
ロボットの研究/○木口量夫(佐賀大)，リヤナゲ
マノジ
3218 MRI 対応アクチュエータの EMC 設計および穿刺
ロボットの開発/○佐藤生馬(東京電機大)，舟久
保昭夫，土肥健純(東大)，正宗賢
3219 ロボットと人のための歩行重心呈示システムの
検討/○大西正敏(愛知工科大)，田宮直

13:00-15:30 W14 ワークショップ
(情報・知能・精密機器部門 企画)
「知能化センシング」
(詳細は別掲)
■■■ 第３３室 ■■■
□□１０日(月)□□
9:00-10:00 K16 基調講演
(情報・知能・精密機器部門 企画)
「ナノ構造を集積化したマイクロシステムとその応用」
(詳細は別掲)
<J26 マイクロメカトロニクス>
10:15-11:30 J26-1 マイクロメカトロニクス(1)
[座長 鈴木孝明(京大)]
3301 ニオブ酸リチウム基板を用いた表面弾性波応用
マイクロ流体システム/○佐野拓也(東北大院)，
佐藤誠二，桑野博喜，長澤純人
3302 圧電薄膜を用いた流体搬送機能を有するマイク
ロチャネルの開発/○小川純矢(京大)，鈴木孝明，
神田健介(ASTEM)，神野伊策(京大)，小寺秀俊
3303 PZT 圧電薄膜マイクロカンチレバーを用いたマ
イクロ発電/○柴田和誠(東北大院)，田中克洋，
長澤純人，桑野博喜
3304 圧電薄膜を用いた形状可変ミラーの FEM 解析に
よる設計/○津田奨悟(京大)，國澤孝瑛，桑島修
一郎，鈴木孝明，神野伊策，小寺秀俊
3305 超塑性 Ti 合金を用いたマイクロ金型製造法/○采
女展久(香川大院)，吉村英徳(香川大)，橋口原，
大平文和，細木真保，三原豊

<J25 メカニカルシステムとその知能化>
10:30-11:45 J25-3 メカニカルシステムとその知能
化(3)
[座長 大岡昌博(名大)]
3215 力センサ情報を利用したレスキューロボットに
よる瓦礫撤去作業に関する研究/○宮坂圭太(日
大)，羽田野正俊
3216 肘拘束を利用した冗長マニピュレータ型レスキ

15:45-17:15 J26-2 マイクロメカトロニクス(2)
[座長 橋口原(香川大)]
3306 磁場中での要素間相互作用を用いた可動構造の
作製/○福井昭夫(京大)，津守不二夫，宮野公樹，
小寺秀俊
3307 フレキシブルステンシルマスクを用いた酸素に
よるポリ乳酸の反応性イオンエッチング/○南和
幸(山口大院)，月森真人，佐藤克也

3308 移動マスク UV 露光法によるポジ型厚膜レジス
トの３次元加工と形状シミュレーション技術/○
平井義和(京大)，稲本好輝，菅野公二，土屋智由，
田畑修
3309 しゅう動面間圧力センサの開発(センサ製作法の
検討)/○大上祐司(香川大)，増田達法，
3310 低侵襲触覚センサーの構造設計/○田村智久(京
大)，ファス エルバブアハメッド，菅野公二，土
屋智由，田畑修
3311 ナローギャップ櫛歯型アクチュエータの作製と
その特性/○今里裕司(香川大)，高橋弘行，鈴木
勝順，仮谷宗一郎，橋口原

□□１１日(火)□□
<J26 マイクロメカトロニクス>
9:00-10:15 J26-3 マイクロメカトロニクス(3)
[座長 南和幸(山口大)]
3312 マイクロ加工表面を有する水面移動ロボットの
研究/○鈴木健司(工学院大)，小池裕之(工学院大
院)，野谷耕太，髙信英明(工学院大)，三浦宏文
3313 接触帯電による静電付着エネルギーを利用した
セルフアセンブル/○種村友貴(京大)，日下部達
哉，樋口雄一，菅野公二，土屋智由，田畑修
3314 マイクロチャンネルにおける流れのナノ粒子濃
度に及ぼす影響/○小川宏生(首都大)，神田健介
(京大)，小川聡(首都大)，楊明
3315 外部駆動型マイクロポンプの共振特性評価/○神
田健介(ASTEM)，石川覚(メカニカルデザイン)，
小川純矢(京大院)，鈴木孝明(京大)，神野伊策，
小寺秀俊
3316 自己組織化脈管構造と結合する MEMS デバイス
の開発/○平丸大介(京大)，三浦岳，鈴木孝明(京
大・JST, CREST)，神野伊策(京大)，小寺秀俊(京
大・JST, CREST)
10:30-11:45 J26-4 マイクロメカトロニクス(4)
[座長 楊明(首都大)]
3317 マイクロ流路における壁面微細構造近傍の流れ
場/○塩田淳(京大)，津守不二夫，小寺秀俊
3318 金属材料の表面性状がタンパク質の吸着挙動に
与える影響/○田中有理(首都大院)，楊明(首都
大)
3319 細胞固定チップのオリフィス構造上で培養され
る細胞の評価/○志牟田耕平(京大)，鈴木孝明(京
大・JST, CREST)，小此木孝仁(京大)，神野伊策，
小寺英俊(京大・JST, CREST)
3320 超音波放射圧を利用した細胞分離法に関する研
究/○平林恭稔(京大)，新宅博文(阪大)，鈴木孝
明(京大)，神野伊策，小寺秀俊
3321 埋め込み応用を目指したシリコン MEMS 変形計
測センサ/○高尾英邦(豊橋技科大・JST-CREST)，
木綱俊輔(豊橋技科大)，早坂慶一，澤田和明(豊橋

技科大・JST-CREST)，石田誠

■■■ 第３４室 ■■■
□□１１日(火)□□
<S70 情報機器コンピュータメカニクス>
9:00-10:15 S70-1 情報機器コンピュータメカニクス
(1)
[座長 松岡広成(鳥取大)]
3401 HDD 用ヘッド浮上時の突き出し量測定の高精度
化/○中村太一(日立 GST)，白松利也
3402 耐衝撃性スライダの解析/○市原順一(富士通研)，
津田直純
3403 熱式浮上量調整スライダの浮上面電位測定/○栗
田昌幸(日立 GST)，白松利也，三宅晃司，加藤篤，
Suk Mike，平家誠嗣(日立)，橋詰富博
3404 煙風洞による HDD ヘッドアーム周りの流れの可
視化に基づく流体関連振動低減に関する検討/○
今井郷充(日大)，早乙女秀丸(茨城県庁)，安藤崇
之(日大)
3405 走査記録再生を行う Nano-motion Stage/○森英季
(AIT)，佐藤雄大(秋田大)，長縄明大，櫻田陽(AIT)，
安藤大樹(名古屋大)，渋谷嗣(秋田大)，大日方五
郎(名古屋大)
<S72 生物医学工学における計測と制御>
10:30-12:00 S72 生物医学工学における計測と制御
[座長 田中真美(東北大)]
3406 中途失明者を対象とした障害物検知のためのサ
ウンドデザイン/○高橋美沙(東京電機大院)，佐
藤太一(東京電機大)，田中基八郎(埼玉大)
3407 生体情報を用いた人間の行動判別手法の提案/○
安川展之(東大)，山田一郎，ドロネージャンジャ
ック
3408 生体信号による電動車椅子の移動制御に関する
一考察/○村田真依子(同志社大)，高橋和彦，橋
本雅文
3409 ヒトの触運動による空間座標認識機構に関する
研究/○大岡昌博(名大)，吉野裕喜(スズキ)，宮
岡徹(静岡理工大)
3410 毛髪手触り感計測用センサの開発に関する研究/
○針生誠(東北大)，田中真美，柿澤みのり
(SHISEIDO)，川副智行，清水秀樹
3411 触覚感性計測用センサシステムの開発に関する
研究/○小林秀光(東北大)，田中真美
□□１２日(水)□□
9:15-10:15 K17 基調講演
(情報・知能・精密機器部門 企画)

「情報ナノシステムのナノトライボロジーとダイナミ
クス（IT 記憶装置のナノの世界）」
(詳細は別掲)

<S70 情報機器コンピュータメカニクス>
10:30-12:00 S70-2 情報機器コンピュータメカニク
ス(2)
[座長 有賀敬治(富士通)]
3412 SPM 用プローブを使用した単分子潤滑膜の凝着
力と伸び量の測定/○大島康司(愛知江南短大)，
渡邊将行(名大院)，張賀東，福澤健二，三矢保永
3413 スライダヒステリシス挙動におよぼす環境の影
響/○伊藤利明(関西大院)，多川則男(関西大，
HRC)，森淳暢(関西大)
3414 環境制御型検視官力顕微鏡を用いたプローブと
超薄膜液体潤滑膜との相互作用に関する研究/○
畠山淳一(関西大院)，多川則男(関西大，HRC)，
森淳暢(関西大)
3415 水晶振動子マイクロバランスを用いた固体表面
近傍液膜の粘弾性評価 －添加剤による吸着膜の
形成－/○田中健太郎(海洋大)，岩本勝美
3416 薄膜気液界面の変形特性(微小変形の無限幅解
析)/○石橋裕之(鳥取大)，清水宗一，松岡宏成，
福井茂寿
3417 球面スライダの潤滑薄膜を有する磁気ディスク
面衝突時における動的吸着力の測定(第２報：粗
さの小さい半径 2mm のスライダの場合)/○小野
京右(日立中院)，中川賢治(東工大院)

中村隆，長谷川達也(名大)
3506 曲がり穴放電加工のための弾性波測定を用いた
電極位置検出に関する基礎研究/○石田徹(阪大)，
山下泰弘，北正彦(近畿能開大)，濱田慎一郎(阪
大)，寺本孝司(室蘭工大)，竹内芳美(阪大)

<S65 加工計測・評価システム>
10:45-12:30 S65 加工計測・評価システム
[座長 高谷裕浩(阪大)]
3507 １軸駆動ユニット試験機で発生する音と AE/○
武藤一夫(職能総合大)
3508 アコースティックエミッション法による旋削加
工状態の認識に関する研究－切りくず生成過程
と工具摩耗の評価－/○長谷亜蘭(千葉大)，和田
正毅(能開総合大)，三科博司(千葉大)
3509 遺伝的プログラミングを用いた工具状態の推定/
○宋東烈(群馬産技セン)，大谷信男(前橋工科大)，
大高政祥
3510 合焦法を用いた多面体頂点位置のロバスト計測/
○原田孝(近畿大)，河部岳
3511 水酸化フラーレンを用いた超平坦化加工に関す
る研究/○田近英之(阪大)，高谷裕浩，三好隆志
3512 V-Cam による機上計測フィードバック加工/○森
田晋也(理研)，大森整，渡邉裕，林偉民，上原嘉
宏，浅見宗明(NEXSYS)
3513 金属フィラーを用いた液晶マイクロ光造形に関
する研究/○岡部弘道(阪大)，三好隆志，林照剛，
高谷裕浩
<S61 切削加工>

■■■ 第３５室 ■■■
□□１０日(月)□□
<S62,63 砥粒加工/レーザ・電気・化学加工>
9:00-10:30 S62,63 砥粒・特殊加工
[座長 北嶋弘一(関西大)，石田徹(阪大)]
3501 ELID ホーニングの効果/○林偉民(理研), 大森整，
山元康立(富士重工)，島野正興，丸山次郎
3502
シリコンウェーハのエッジ高平坦研磨に関す
る研究/○澤田英樹(阪大)，榎本俊之，田畑憲一(東
レ)，上真樹
3503 導電性ラッピングテープによる電解砥粒研磨/○
富永真(関西大院)，北嶋弘一(関西大)，鳥取高明
(日本レフライト工業)，安田恒雄
3504 小型化した曲がり穴放電加工用管内走行機構の
改良とそれを用いた曲がり穴の延長/○石田徹
(阪大)，中嶋大，北正彦(近畿能開大)，寺本孝司
(室蘭工大)，竹内芳美(阪大)
3505 熱可塑性樹脂のレーザラップ接合における残留
応力と接合強度の関係/○吉田和仁(名工大)，山
川昌文(名大)，早川伸哉(名工大)，糸魚川文広，

13:30-15:00 S61-1 切削加工(1)
[座長 田中久隆(鳥取大)]
3514 極微量切削油供給によるホブ切りの基礎的研究
(被削材の硬さの影響)/○松岡寛憲(大分大)，津田
吉広，劉孝宏，石部泰行，須田聡(新日本石油)，
横田秀雄
3515 切り屑吸引ボールエンドミルによる金型のエ
コ・クリーン加工/中村隆(名工大)，糸魚川文広，
○河田圭一(愛産研)，長谷部孝男(オークマ)，藤
原吏志(NT ツール)
3516 アモルファス SiC 皮膜の切削工具への適用/○関
谷克彦(広島大)，手塚亮，山根八洲男，加藤昌彦，
山田啓司
3517 チタン合金の酸素富化加工/○臼杵年(島根大)，
原伸太郎，古屋諭(島根県産技センター)
3518 含浸処理鉄系焼結体の切削加工性/○沖本邦郎
(摂南大)
3519 ドリル出口バリを抑制するための２段階ドリル
加工/○碓井雄一(産総研)，尾崎浩一
15:15-16:30 S61-2 切削加工(2)
[座長 越智秋雄(広島工大)]

3520 超硬合金切削における Co 含有量および切削油の
影響/○宮本猛(神戸高専)，藤原順介(阪大)
3521 エンドミル加工における工具送り速度の最適化
に関する研究/田中久隆(鳥取大)，杉本喜信(鳥取
大院)，○岡村智昭，佐藤昌彦(鳥取大)，岡村進
3522 エンドミル加工用びびり振動回避システムに関
する研究/田中久隆(鳥取大)，○大柿俊貴(鳥取大
院)，小林達也(鳥取大)，佐藤昌彦，岡村進
3523 ヘール工具による薄肉円筒壁面の加工精度に関
する研究－3 次元 CAD を用いた工具および工作
物の変形に基づく解析－/岩部洋育(新潟大)，○
中村紀仁，阿久津隼人，松橋英明(松下電産)，高
尾仁
3524 三次元 CAD による小径ボールエンドミルのモデ
リングと切削中における変形解析-平面および傾
斜面加工の場合-/岩部洋育(新潟大)，○樋口拓郎，
菊谷雄一

3609

3610

3611

3612

削システムの開発/○上原嘉宏(理研)，渡邉裕，
林偉民，成瀬哲也，大森整，三石憲英(新世代)，
浅見宗明，牧野内昭武(理研)
マイクロハードディスク用超精密フラット・チャ
ンファリングシステムの研究開発/○渡邉裕(理
研)，上原嘉宏，林偉民，水谷正義，片平和俊，
加藤照子，郭建強，大森整，田島琢二(マルトー)，
岡本友孝，大野修平，仁平正三
振動切削における重複係数と表面粗さの関係/○
軽部周(大分高専)，二宮祐介，早乙女辰男(パイ
ロット)，大根田浩久(宇都宮大)
技能継承の支援を目的とした技能収集システム
の開発/○成瀬哲也(理研)，安藤嘉珠，亀山雄高，
水谷正義，渡邉裕，佐々木慶子，常木優克(アス
トム)，安藤知明，大川由夫
技能継承支援における切削加工技能・知識の体系
化と事例への応用/○安藤嘉珠(理研)，成瀬哲也，
亀山雄高，水谷正義，狛豊，上野嘉之，佐々木慶
子，安斎正博，高橋一郎，大森整

■■■ 第３６室 ■■■
<S64 工作機械>
□□１０日(月)□□
<S60 超精密・微細加工>
9:00-10:30 S60 超精密・微細加工
[座長 竹内芳美(阪大)]
3601 単結晶ダイヤモンド工具による単結晶硬脆材料
の超精密フライカット/石田直人(神戸大)，○鈴
木浩文，山本雄士，中本圭一，柴坂俊郎，森脇俊
道
3602 マイクロ非球面の超精密研削/中嶋寛(神戸大)，
○鈴木浩文，山本雄士，中本圭一，柴坂俊郎，森
脇俊道
3603 工具刃先位置を利用した非回転工具用補正 NC デ
ータの生成/○山本真語(阪大)，石田徹，榎本俊
之，竹内芳美
3604 超精密マイクロ加工用 CAPP システムの研究/○
大場貴信(阪大)，石田徹，榎本俊之，竹内芳美
3605 LiGA プロセスを用いた微細形状パターン射出成
形品の開発(4)/○黒川正也(スターライト)，老子
真人，西川直樹
3606 金属ガラス製マイクロ構造部品の精密成形/向畑
大輔(神戸大)，○鈴木浩文，川野孟，山本雄士，
中本圭一，柴坂俊郎，森脇俊道

13:15-14:45 S64 工作機械
[座長 白瀬敬一(神戸大)]
3613 レーザステップ対角線測定を用いた工作機械の
三次元空間精度の測定法/○畑貴文(京大)，茨木
創一，松原厚
3614 磁性流体による機械主軸のリアルタイムバラン
シングに関する基礎研究/○中本圭一(神戸大)，
堀井聡，安達和彦，白瀬敬一
3615 ボールねじ支持軸受に圧電アクチュエータを組
み込んだ精密位置決め装置/○藤田智哉(京大)，
河野大輔，松原厚
3616 工作機械垂直軸送り系剛性がロストモーション
特性に及ぼす影響/○幸田盛堂(大阪機工)，柴原
豪紀，熊谷幹人，椙尾茂樹，奥田孝一(兵庫県立
大)
3617 運動誤差の計測と補正による高精密加工に関す
る研究/○河野大輔(京大)，松原厚
3618 エンドミル加工における工具寿命の制御に関す
る研究/○清水拓也(京大)，茨木創一，松原厚
15:00-15:50 K14 基調講演
(生産加工・工作機械部門 企画)
「多軸制御・複合加工機の現状と展望」
(詳細は別掲)

<G13 生産加工・工作機械>
10:45-12:15 G13 生産加工・工作機械
[座長 榎本俊之(阪大)]
3607 レーザ切断部周辺に生じる母材の熱変形に関す
る研究/布引雅之(兵庫県立大)，○森野省吾，奥
田孝一
3608 V-Cam 専用卓上加工機のためのノズル式 ELID 研

16:00-17:45 W12 ワークショップ
(生産加工・工作機械部門 企画)
「多軸制御・複合加工機の最前線」
(詳細は別掲)
■■■ 第３７室 ■■■

□□１０日(月)□□
<S67 生産システムの新展開(産業応用)>
10:30-12:00 S67 生産システムの新展開(産業応用)
[座長 井原之敏(阪工大)]
3701 工程集約にむけてのオンマシン計測技術/○井原
之敏(阪工大)
3702 目的関数内パラメータ変化による組合せはかり
の高効率化/○小寺貴志(関西大院)，村上佳広，
(関西大)，内山寛信，倉田純一
3703 ロボットセル生産システムにおけるセンサの活
用/○松岡眞(オムロン)，北島功朗，渡部透(立命
館大)
3704 分散する生産情報を利用するためのネットワー
クシステムの開発/○渡邊潤一(関西大)，荒川雅
裕，冬木正彦，安達直世
3705 生産 WBS による個別設計生産/○林謙三(TKJ)
3706 自律分散型生産システムにおける作業者に関す
る検討‐リアルタイムスケジューリングのため
の作業者のインターフェース‐/○桑原慎也(阪
府大)，岩村幸治，谷水義隆，杉村延広
<S66 生産システムの新展開(基礎理論)>
13:30-15:00 S66-1 生産システムの新展開(基礎理
論)(1)
[座長 妻屋彰(神戸大)]
3707 生産ラインにおける高齢者職務評価標準の再検
討/○堀晴彦(神戸大)，川野常夫(摂南大)，白瀬
敬一(神戸大)
3708 遺伝的アルゴリズムを用いた作業者再配置支援
システムの開発/○坂下義幸(阪府大)，谷水義隆，
杉村延広
3709 作業者の技能と教育を考慮した動的作業計画(リ
スクマネジメントの導入)/舘野寿丈(首都大)，○
清水慶子
3710 マルチモーダル輸送下でのロジスティックス設
計の多期間最適化問題の実用的解法/山崎善弘
(豊橋技科大)，和田健(府立高専)，バトレスラフ
ァエル(豊橋技科大)，○清水良明
3711 二階層サプライチェーンの特急発注を伴う在庫
管理の DE による最適化/パラスワタナカニット
(豊橋技科大)，バトレスラファエル，○清水良明
3712 再構成可能型生産システムのシミュレーション
による評価/○白野太一(福井大院)，滝田真也，
長山直樹(住友電工)，山田泰弘(福井大院)
15:15-16:45 S66-2 生産システムの新展開(基礎理
論)(2)
[座長 谷水義隆(阪府大)]
3713 ネットワーク型知的生産システムアーキテクチ
ャのための基礎的検討/○小池稔(産業技術短大)，

妻屋彰(神戸大)，若松栄史(阪大院)，荒井栄司
3714 多次元ナップサック問題の問題分割解法に関す
る研究/○村田雄志(電通大院)
3715 多様な割付け操作を含む多目的問題のためのス
ケジューリング法/○荒川雅裕(関西大)，冬木正
彦
3716 多目的最適化手法による生産ラインの製品投入
順序づけ/○柳在圭(金沢大)，森山竜也(豊橋技科
大)，清水良明
3717 ニューラルネットワークを用いた半導体生産シ
ステムのリアルタイムスケジューリング―ボト
ルネック機械に着目した簡易モデルによる学習
―/○大岡勲(広島大)，江口透
3718 ロット分割を考慮した動的ジョブショップスケ
ジューリング/○梅原良介(広島大)，河合宏明，
江口透

■■■ 第３８室 ■■■
□□１０日(月)□□
<年次大会テーマ企画>
9:00-11:00 ST-I-1
(能力開発促進機構，関西支部 企画)
「シニア技術者の活躍の時，来たる」
(詳細は別掲)
11:10-12:30 ST-I-2
(能力開発促進機構，能力開発支援事業委員会 企画)
「継続的能力開発(CPD)の現状と未来」
(詳細は別掲)
13:30-17:00 ST-I-3
(能力開発促進機構大学院教育懇談会,能力開発促
進機構 JABEE 対応委員会,能力開発促進機構教育支
援関連事業委員会 企画)
「大学院教育を考える パート 3
－修士課程における研究を通した教育のあり方－」
(詳細は別掲)
□□１１日(火)□□
13:00-16:00 P03 特別セッション
(創立 110 周年記念事業委員会 企画)
「イノベーションを牽引する機械技術
－技術ロードマップから見る 2025 年の社会展望－」
(詳細は別掲)
□□１２日(水)□□
10:00-12:00 UF01 緊急フォーラム
(能登半島地震による地場産業等の被害とその復興

に関する臨時調査分科会 企画)
「能登半島地震の地場産業施設等に及ぼした被害調
査中間報告」
(詳細は別掲)

敬太郎
4105 衝撃風洞を用いたラバルノズルスロート部にお
ける伝熱特性に関する研究/○小田祐介(阪大)，
武石賢一郎，満居成紀

■■■ 第３９室 ■■■

11:00-12:00 K18 基調講演
(宇宙工学部門 企画)
「我国におけるロケットエンジンの開発について」
(詳細は別掲)

□□１０日(月)□□
10:00-12:00 W02 ワークショップ
(標準・規格センター標準事業委員会，設計工学・シ
ステム部門 企画)
「新しい設計図の幾何公差仕様 -ISO/GPS 規格」
(詳細は別掲)
13:00-17:00 W01 ワークショップ
(マイクロ・ナノ工学専門会議 企画)
「機械工学におけるマイクロ・ナノ工学」
(詳細は別掲)
■■■ 第４０室 ■■■
□□１０日(月)□□
9:20-11:40,13:00-14:40 P02 特別セッション
(広報・情報部会 企画)
「技術フォーラム 日本機械学会賞(技術)受賞およ
び優秀製品賞受賞グループによる講演とフォーラ
ム」
(詳細は別掲)
■■■ 第４１室 ■■■
□□１０日(月)□□
<G19 宇宙工学>
9:30-10:45 G19 宇宙工学に関する基盤研究
[座長 石田良平(阪府大)]
4101 超小型衛星「HIT-SAT」の電源系の解析/○西館
純(道工大)，佐藤立博，青柳賢英，大野努，佐鳥
新，三橋龍一，石村康生(北大)，松島幸太，戸谷
剛，榊原隆浩，堀耕太郎(BUG)，江良聡(ATF)，
中村明広(アイドマ)，安中俊彦(UE)，廣田尚久(道
工大)
4102 アイソトラスの構造特性に関する研究/○吉田圭
一(阪府大院)，石田良平(阪府大)
4103 局所音圧上昇現象が宇宙機構造へ与える影響に
ついて)/○土橋将弘(JAXA)
4104 発泡アルミニウムを充填した薄肉円管の衝撃横
圧縮試験/○小林秀敏(阪大)，小木曾裕紀，堀川

<S75 宇宙システムの誘導・制御>
13:00-14:15 S75-1 宇宙システムの誘導・制御(1)
[座長 上野誠也(横浜国大)]
4106 月着陸における画像センサを用いた障害物検知
回避/○片山保宏(JAXA)
4107 月 惑 星 ロ ボ ッ ト の 制 御 系 解 析 / ○ 西 田 信 一 郎
(JAXA)，高橋孝
4108 月惑星ロボットの遠隔操作/○若林幸子(JAXA)，
照井冬人，西田信一郎
4109 月惑星ロボットの経路計画/○照井冬人(JAXA)，
若林幸子，西田信一郎
4110 月 惑 星 ロ ボ ッ ト の 位 置 計 測 / ○ 上 村 平 八 郎
(JAXA)，西田信一郎
14:30-15:45 S75-2 宇宙システムの誘導・制御(2)
[座長 西田信一郎(JAXA)]
4111 気球無重力実験機の姿勢制御用スラスタ分配則/
○澤井秀次郎(JAXA)，橋本樹明，上野誠也(横浜
国大院)，曽子隆博
4112 ピッチ運動制御を用いたテザー衛星の軌道変換
に関する研究/○外本伸治(九大)，柴田成豊，古
賀笑平
4113 コントロール・モーメント・ジャイロの内部擾乱
補償制御/○海内崇史(愛媛大)，谷脇滋宗，近藤
直，高橋正樹(慶大)
4114 CMG を用いた人工衛星の最短時間姿勢変更/○
生井恵(横浜国大院)，藤橋幸太(横浜国大)，上野
誠也(横浜国大院)
4115 CMG 搭載衛星の故障時における最適制御問題/
○上野誠也(横浜国大院)，生井恵，藤橋幸太(横
浜国大)
□□１１日(火)□□
<S74 小型宇宙システム>
9:00-10:15 S74-1 小型宇宙システム(1)
[座長 松永三郎(東工大)]
4116 Morphable Beam の形状可変特性と形状制御則に
ついて/○松永三郎(東工大)，Iljic Thomas，田中
洋平
4117 小型衛星の姿勢制御系閉ループ試験用高精度微

小重力模擬装置の開発/○谷脇滋宗(愛媛大院)，
水沼翔，近藤直
4118 宇宙用展開膜面のための収納機構の検討/古谷寛
(東工大)，○佐藤泰貴
4119 超小型人工衛星のための非デブリ化展開膜構造
物の研究/○荒木友太(日大)，木下延明，増田敬
史，宮崎康行
4120 微小重力下における，大変形を伴うテザードシス
テムの三次元運動に関する実験的検討/○竹原昭
一郎(東大)，能美公博(香川大)，曄道佳明(上智
大)，曽我部潔

10:30-11:45 S74-2 小型宇宙システム(2)
[座長 谷脇滋宗(愛媛大)]
4121 パラフォイルによる缶サイズ飛行実験機の製作
と予備実験/○川添弘一郎(九工大院)，西井康晃，
平木講儒(九工大)，井上昌信
4122 HIT-SAT の軌道上温度データと熱解析モデルの
再検討/○榊原隆浩(北大)，戸谷剛，安部良，安
中俊彦(植松電機)，石村康生(北大)，松島幸太，
佐鳥新(道工大)，三橋龍一，佐藤立博，西館純，
青柳賢英，大野努，田中喜規，中村明宏(アイド
マ)，堀耕太郎(ATF)
4123 HIT-SAT の姿勢制御結果と北海道衛星への展開/
○松島幸太(北大)，石村康生，五十嵐大学，戸谷
剛，榊原隆浩，佐鳥新(道工大)，三橋龍一，青柳
賢英，田中喜規，佐藤立博，中村明宏(アイドマ)，
安中俊彦(UE)，堀耕太郎(BUG)，廣田尚久(道工大)
4124 Cute-1.7 + APD II のフライトモデルシステム/○
尾曲邦之(東工大)，桝本晋嗣，Iljic Thomas，藤原
謙，根田康美，田中洋平，前野正樹，山中富夫，
上野泰平，芦田宏樹，西田淳一，池田拓郎，松永
三郎
4125 オーロラ帯磁化プラズマ観測衛星 QSAT/○鶴田
佳宏(九大)，平山寛，花田俊也，ファンデルハー
ジョゼフ
12:50-14:30 PD パネルディスカッション
(宇宙工学部門 企画)
「小型宇宙システムのいまと未来」
(詳細は別掲)
14:45-16:15 S74-3 小型宇宙システム(3)
[座長 永田晴紀(北大)]
4126 非燃焼型推進機構の理論推力モデルの提案/○比
江島俊彦(阪府大)
4127 CEES 型ロケットエンジンの極低温推進剤流量の
計測/○小泉拓郎(阪府大)，比江島俊彦
4128 CEES 型ロケットエンジンにおける推進剤の気化
効率について/○小泉拓郎(阪府大)，比江島俊彦
4129 高性能非燃焼小型ロケットエンジンに関する研
究/○鈴木智也(兵庫県立大)，河南治，本田逸郎，
川島陽介
4130 CAMUI 方式ハイブリッドロケットの燃料後退特

性に及ぼすスケール効果/○伊藤光紀(北大院)，
前田剛典，柿倉彰仁，金子雄大，森一大，植松努
(植松電機)，戸谷剛(北大院)，永田晴紀
4131 超音波パルス反射法を用いたハイブリッドロケ
ット燃料後退履歴の取得に関する研究/○金子雄
大(北大院)，伊藤光紀，柿倉彰仁，森一大，植嶋
健太(北大)，戸谷剛(北大院)，永田晴紀

□□１２日(水)□□
<S77 宇宙ごみ問題とその解決策>
9:45-10:45 S77 宇宙ごみ問題とその解決策
[座長 赤星保浩(九工大)]
4132 100 年後の静止軌道デブリ環境について/○花田
俊也(九大)，鳴海智博，三舛裕也
4133 リバースインパクトテスト用ターゲット飛翔体
の開発/赤星保浩(九工大)，○竹町敬士，北川潤
一
4134 斜め衝突時の破片分布計測/○赤星保浩(九工大)，
東出真澄，奥村大成
4135 衝突誘起放電実験/○福重信也(九工大)，赤星保
浩，渡辺圭子(立命館大)，趙孟佑(九工大)，藤田
辰人(JAXA)
11:00-12:00 K19 基調講演
(宇宙工学部門 企画)
「太陽系文明の礎－宇宙太陽発電所－」
(詳細は別掲)
<S76 宇宙構造・材料>
13:00-14:15 S76-1 宇宙構造・材料(1)
[座長 中村俊哉(JAXA)]
4136 NURBS 曲線を用いた膜面リンクル最小化形状設
計/○小木曽望(阪府大)，平城大典，秋田剛
4137 インフレータブルビームの曲げ挙動/○菅沼和敬
(阪府大院)，石田良平(阪府大)，秋田剛
4138 アルミナ－炭素反応による固体ロケットモータ
ノズル表面後退の評価/○松川豊(JAXA)，佐藤裕
4139 クロスプライ積層板におけるガス漏洩の数値解
析/○熊澤寿(JAXA)，Whitcomb John(Texas A&M
U.)
4140 耐熱構造試験用半導体レーザの加熱特性評価/○
小西暁(芝浦工大院)，川久保直樹，江角務(芝浦工
大)，佐藤裕(JAXA)
14:30-15:45 S76-2 宇宙構造・材料(2)
[座長 佐藤裕(JAXA)]
4141 付加質量の大きさを考慮した分割モード試験法/
○加藤久登(静岡大院)，三澤正吉(静岡大)
4142 システム同定に及ぼすモードの採用数の影響/○
大塚元気(静岡大院)，三澤正吉(静岡大)
4143 メッシュアンテナの鏡面誤差を最小にする張力/

○小池雅敏(静岡大院)，三澤正吉(静岡大)
4144 2024-T3 アルミニウム合金摩擦攪拌接合継手の特
性に関する研究/○岡田孝雄(JAXA)，鈴木雅子(早
大)，三宅悠，中村俊哉(JAXA)，浅川基男(早大)，
町田茂(JAXA)
4145 再突入機セラミックタイル断熱材の３次元輻
射・熱伝導連成解析/高垣昌和(東大)，佐藤裕
(JAXA)，甲斐高志，○中村俊哉

■■■ 第４２室 ■■■
□□１０日(月)□□
9:15-12:15 F10 先端技術フォーラム
(ロボティクス・メカトロニクス部門 企画)
「マルチスケール操作によるシステム細胞工学」
(詳細は別掲)
13:30-16:00 F11 先端技術フォーラム
(ロボティクス・メカトロニクス部門 企画)
「身体・脳・環境の相互作用による適応的ロコモーショ
ン機能の発現機構に関す るフォーラム」
(詳細は別掲)
<G15 ロボティクス・メカトロニクス>
16:30-17:15 G15-1 飛行ロボット
[座長 前田雄介(横浜国大)]
4201 防災観測用飛行ロボットの飛行試験/○西脇英彦
(IT エア)，渡部透(立命館大)
4202 ニューラルネットワーク、免疫アルゴリズムを用
いた飛行ロボット制御アルゴリズム生成/○若松
秀樹(IHI)，渡部透(立命館大)，西脇英彦(IT エ
アシステム)
4203 レーザスポット光認識による飛行ロボットの高
度、姿勢の測定/○佐喜眞卓(立命館大)，渡部透
□□１１日(火)□□
<G15 ロボティクス・メカトロニクス>
9:15-10:30 G15-2 ロボティクスのための要素技術
[座長 加藤誠(阪工大)]
4204 ロボットの示性式・構造式と一次試作法/○二井
見博文(産業技術短大)，小池稔，竹内誠一，堂原
教義
4205 仮想モデルを使ったバイラテラル制御/○中尾哲
也(KNCT)，真島隆志
4206 形状記憶合金の動特性モデルに関する研究/○山
崎彰一(アイシン)，小黒龍一(九工大)
4207 人的補佐を併用した制御系の構築に関する研究/
○淀川純正(九工大)，小黒龍一
4208 慣性力を応用した推進機構の効率化に関する研

究/○吉川浩(北大院)，鍵和田忠男，原田宏幸

10:45-12:00 G15-3 ハンド／マニピュレータ
[座長 小黒龍一(九工大)]
4209 発表中止
4210 電空レギュレータを用いた空気圧駆動マスタ・ス
レーブハンドの開発/辻内伸好(同志社大)，小泉
孝之，○小松原寛之，西野慎哉，久田原辰夫(ス
キューズ)，清水三希夫
4211 ロボットハンドにおける指の接触回避動作/○藤
尾創(神奈川大)，西川昌宏，江上正
4212 超多間接マニピュレータの手先位置システムの
構築/○福田祐亮(近畿大)，中川秀夫
4213 2 リンクロボットアームによるトラップ脱出に関
する研究/小田奨(阪工大院)，米澤尚志(阪工大)，
○加藤誠
13:00-14:00 K15 基調講演
(ロボティクス・メカトロニクス部門 企画)
「ロボティクス・メカトロニクスの現状と展望」
(詳細は別掲)
<J23 環境知能化による安心・安全技術>
14:30-15:15 J23 環境知能化による安心・安全技術
[座長 谷川民生(産総研)]
4214 視覚情報の操作による運転行動の向上に関する
検討/○岸田英里(日産自)，松嵜直幸(豊橋技科
大)，上沼研也(日産自)，繁桝博昭(豊橋技科大)，
北崎充晃，巖桂二郎(日産自)
4215 RFID と移動ロボットを用いた協調モニタリング
システム/○宮内隆弘(阪大)，新井健生，田窪朋
仁，大原賢一(産総研)
4216 見通しの悪い交差点での接近車両自動認識シス
テム/清水隆弘(デンソー)，○渡部透(立命館大)
□□１２日(水)□□
<J24 生産機械のマイクロ化>
(当初 12 日予定されておりました,＜J24 生産機械の
マイクロ化>は都合により 10 日(月)13:30 から 43 室
にて実施いたします．43 室側に講演時間等記載して
おりますのでそちらを御確認ください．)
J24-1 生産機械のマイクロ化(1)
[座長 三井公之(慶大)]
4217 マイクロファクトリの開発・実用化動向/○北原
時雄(湘南工大)
4218 オンデマンド型メタルベース MEMS 製造システ
ムの開発/○芦田極(産総研)，中野禅，朴載赫，
明渡純
4219 デスクトップマイクロ組立機械の高精度化設計/
○松本明弘(東洋大)，築城健太(AJI)，吉田邦夫

J24-2 生産機械のマイクロ化(2)
[座長 井上健司(山形大)]
4220 高速マイクロスピンドルを用いた旋削/○木村広
幸(湘南工大)，北原時雄，三井公之(慶大)
4221 小型超高速スピンドルの誤差運動測定/○藤巻研
吾(慶大院)，三井公之(慶大)
4222 パリレンを用いた静電容量型マイクロ超音波セ
ンサの開発/青柳誠司(関西大)，古川克英，○小
野大輔，田中恒久(阪府立産研)，井上幸二，山下
馨(阪大)，奥山雅則
4223 PZT 基板とパリレンフィルムを用いたマイクロ
加速度センサの開発/青柳誠司(関西大)，○磯野
裕一
4224 ２光子マイクロ光造形による光駆動マイクロポ
ンプの開発/○丸尾昭二(横浜国大)，井上宏之
<S68 農業ロボット>
13:00-15:00 S68 農業ロボット
[座長 近藤直(愛媛大)]
4225 高設栽培用いちご収穫ロボット/○稲田秀人(愛
媛大)，近藤直，谷脇滋宗，二宮和則(エスアイ精
工)，鎌田順三，Rajendra Peter，栗田充隆，河野
靖(愛媛県農試)，林茂彦(生研センター)，吉田啓
孝，久保田興太郎
4226 ピーマン収穫ロボットの摘み取り能力向上/○生
友健太(高知工科大)，木村宣彦，北村晋助，岡宏
一
4227 房取りトマト収穫用エンドエフェクタ/○矢田宏
希(愛媛大)，近藤直，谷脇滋宗，門田充司(岡山
大)，栗田充隆(愛媛大)，堤三佳
4228 トマト果房収穫マニピュレータの制御(トマト果
房の振動と運動の制御)/○谷原功一(愛媛大)，近
藤直，谷脇滋宗，栗田充隆，堤三佳
4229 みかん収穫ロボットにおける収穫対象のラベリ
ング/○康起幸(近畿大)，中川秀夫
4230 温州ミカンに含まれる蛍光物質の特定と蛍光画
像を利用した腐敗果実の検出システム/○山本一
哉(愛媛大)，近藤直，谷脇滋宗，倉本誠，栗田充
隆(愛媛大支援センター)，二宮和則(エスアイ精
工)
4231 アイガモ農法支援システムに関する研究 (カモ
型ロボットの遠隔操作)/○青木崇(福井大院)，栗
田栄三，徐慧清(上海理工大)，森本智久(ダイキ
ン工業)，山田泰弘(福井大院)，上嶋俊義(ドリー
ムオン)，大久保雄一(SDO)
4232 高騒音作業環境下における安全・快適作業実現の
ための仮想低雑音空間の構築/○椎木友朗(愛媛
大)，近藤直，谷脇滋宗，二宮和則(エスアイ精工)，
西卓郎(ディーアドナインス)，栗田充隆(愛媛大)，
難波和彦(岡山大)
■■■ 第４３室 ■■■

□□１０日(月)□□
<G18 交通・物流>
9:30-10:30 G18-1 車両の制御と走行支援
[座長 丸茂喜高(日大)]
4301 電動パワーステアリングを用いた車両片流れ低
減手段に関する一考察/○久保田正博(日産自)，
吉澤正彦，毛利宏
4302 周期操舵による砂地における車両走行の解析/○
山川淳也(防衛大)，E．ナツァグドルジ，吉村修，
渡邉啓二
4303 Three-Passage を用いた群管理のダイナミックス
ケジューリング/○王継文(阪工大院)，加藤誠(阪
工大)
4304 事故削減を目指した路車協調型走行支援サービ
スの開発現状/平井節生(国総研)，畠中秀人，○
平沢隆之，山崎勲，水谷博之(AHS 研究組合)
10:45-11:45 G18-2 運転負荷、運転行動、省エネル
ギー
[座長 毛利宏(日産自)]
4305 ウェーブレット解析による車両運動のドライバ
におよぼす精神的負担について/横森求(名城大
院)，○石川哲平，星学文
4306 先急ぎ課題を課した場合の運転行動の解析/○吉
田誠(香川大)，朝尾隆文(関西大)，和田隆広(香
川大)，土居俊一
4307 車両運転中の心身状態に及ぼす香りの影響に関
する検討/○廣池真也(香川大)，橋本佳子，上地
徳昌，立和名慎一，土居俊一
4308 ソーラープレーンの概念設計/○兒玉拓也(東大
院)，谷口弘樹，鈴木真二(東大)
<J24 生産機械のマイクロ化>
(当初 42 室で 12 日(水)に予定されておりました<J24
生産機械のマイクロ化>を都合により本時間に割り
当てなおしました．講演番号が不連続になっており
ますがこのような事情ですので御了承ください．)
13:30-14:30 J24-1 生産機械のマイクロ化(1)
[座長 三井公之(慶大)]
4217 マイクロファクトリの開発・実用化動向/○北原
時雄(湘南工大)
4218 オンデマンド型メタルベース MEMS 製造システ
ムの開発/○芦田極(産総研)，中野禅，朴載赫，
明渡純
4219 デスクトップマイクロ組立機械の高精度化設計/
○松元明弘(東洋大)，築城健太(AJI)，吉田邦夫
14:45-16:00 J24-2 生産機械のマイクロ化(2)
[座長 井上健司(山形大)]
4220 高速マイクロスピンドルを用いた旋削/○木村広

幸(湘南工大)，北原時雄，三井公之(慶大)
4221 小型超高速スピンドルの誤差運動測定/○藤巻研
吾(慶大院)，三井公之(慶大)
4222 パリレンを用いた静電容量型マイクロ超音波セン
サの開発/青柳誠司(関西大)，古川克英，○小野大
輔，田中恒久(阪府立産研)，井上幸二，山下馨(阪
大)，奥山雅則
4223 PZT 基板とパリレンフィルムを用いたマイクロ加
速度センサの開発/青柳誠司(関西大)，
○磯野裕一
4224 ２光子マイクロ光造形による光駆動マイクロポ
ンプの開発/○丸尾昭二(横浜国大)，井上宏之

□□１１日(火)□□
<J27 交通機械における計測制御>
9:15-10:30 J27-1 交通機械における計測制御(1)
[座長 中野公彦(東大)]
4309 画像処理手法を用いた前方路面状況認識技術に
関する研究/○川合真(日大)，景山一郎，栗谷川
幸代
4310 二輪車の車線維持支援システムに関する研究/○
片桐希(日大)，丸茂喜高，綱島均
4311 二輪車を操縦するロボットの構築に関する研究/
○鈴木儀匡(日大)，景山一郎，栗谷川幸代
4312 滑べり状態における模型自動車のパラメータ推
定/小松信雄(阪工大)，○筒井大輔
4313 車の高速走行時の ECU そして GPS データによる
エンジン性能の分析について(1300 cc エンジン
の軸出力と軸トルク) /○永田勝(阪産大)
10:45-12:00 J27-2 交通機械における計測制御(2)
[座長 栗谷川幸代(日大)]
4314 車線追従走行時のヨー角支援制御における操舵
反力設計による効果/○高村智(東京農工大院)，
吉田秀久(東京農工大)，永井正夫
4315 横転防止制御システムに関する研究/須田義大
(東大)，○小谷学(東大院)
4316 振動シミュレータを用いたアクティブサスペン
ションの制振性能評価/○中野公彦(東大)，土橋
知之(山口大)，河野俊一
4317 ジャイロを用いた車体傾斜システムに関する研
究/○須田義大(東大)，王文軍(東大院)，小谷学
4318 相対加速度を用いたパンタグラフの接触力測定
手法/○小山達弥(鉄道総研)，池田充
□□１２日(水)□□
<G15 ロボティクス・メカトロニクス>
9:00-10:15 G15-4 福祉ロボット
[座長 内山寛信(関西大)]
4319 発表中止
4320 褥瘡予防シートに関する研究/○坂下敬一(関西

大)，阿波啓造，岩壷卓三，楠本和央
4321 階段昇降可能な車椅子の研究/○桂田昌幸(関西
大)，阿波啓造，岩壷卓三
4322 自律走行型車椅子走行時の重力補償型スライデ
ィングモード制御/○竹澤聡(HIT)
4323 操作者の操作能力と安全性を配慮した電動車椅
子の試作/○巳波望(滋賀県立大)，安田寿彦，末
廣尚也，田中創，田中勝之

10:30-11:15 G15-5 歩行ロボット
[座長 倉田純一(関西大)]
4324 ４足不整地歩行ロボットの転倒回避のための姿
勢制御/○乾剛之(近畿大)，中川秀夫
4325 可動範囲自己獲得能力を有する二足歩行ロボッ
トの段差の昇段及び回避問題/○脇坂嶺一(道工
大)
4326 遊脚動作解析から見た転倒回避問題/○成田祐太
郎(道工大)
11:30-12:15 G15-6 現場への応用
[座長 阿波啓三(関西大)]
4327 インサーション工法用分岐部処理装置の開発/○
北野哲司(東邦ガス)，坪内孝司(筑波大)，清水精
太(東京ガス)，樋口裕思(大阪ガス)，服部誠(日
立機械研)，荒谷猛(日立情報通信エンジニアリン
グ)，岡村栄二，原田孝知(クボタシーアイ)
4328 くねり運動による雪氷環境移動システム (フィ
ールド試験と実現可能性)/○原田宏幸(北大)，鍵
和田忠男，三田村健太，西川陽平
4329 手術支援機器のための駆動力非干渉化運動伝達
機構に関する研究/○川畑智文(村田機械)，田中
宏嗣(立命館大)，永井清
<S69 医療ロボット>
13:00-14:30 S69-1 医療ロボット(1)
[座長 光石衛(東大院)]
4330 医療用マイクロデバイスの基礎研究/○新井史人
(東北大院)，林育菁
4331 生体組織パラメータ推定のための逆問題解析/田
中信行(広島大院)，東森充(阪大院)，○金子真(阪
大院)
4332 直達式骨折整復術用骨折整復ロボットに関する
研究/○鄭常賢(東大院)，廖洪恩，小林英津子，光
石衛，中島義和，小山毅(阪大院)，菅野伸彦, 前
田ゆき(大阪南医療センター)，別所雅彦(東大院)，
大橋暁，岩城純一郎(THK)，中沢東治，大西五三
男(東大院)，佐久間一郎
4333 骨表面形状に基づくレジストレーション誤差の
空間分布推定/○斎藤季(東大院)，中島義和，杉田
直彦，藤原一夫(岡山大院)，阿部信寛，尾崎敏文，
鈴木昌彦(千葉大)，守屋秀繁，井上貴之(ナカシマ
プロペラ)，藏本孝一，中島義雄，光石衛(東大院)

4334 Design of an Exoskeleton for Wrist Motion
Assist/Ranathunga Arachchilage Ruwan Chandra
Gopura(佐賀大)，○Kazuo Kiguchi
4335 生体情報に基づく in Vitro 脳血管内手術シミュレ
ータ/福田敏男(名大院)，池田誠一，〇岡田雄太

14:45-16:15 S69-2 医療ロボット(2)
[座長 木口量夫(佐賀大)]
4336 低侵襲脳外科手術における術野確保－多自由度
マニピュレータ制御用マスタの開発－/高信英明
(工学院大)，○松村秀太，勝山真樹子，鈴木健司，
三浦宏文，岡本淳(早大)，藤江正克，伊関洋(東京
女子医大)
4337 腹腔内における伸縮動作を有する多自由度鉗子
の研究/○恩田一志(東大院)，杉田直彦，光石衛
4338 低侵襲手術支援システムによる遠隔手術実験/○
荒田純平(名工大院)，橋爪誠(九大院)，光石衛(東
大院)
4339 腹腔鏡下手術用サージェリレコーダの開発と動
物実験による機能検証/○加藤大香士(名大院)，生
田幸士，大栄広樹，篠原一彦(東京工科大院)
4340 超音波 RF 信号を用いた腎臓結石の追従精度向上
に関する研究/○李得熙(東大院)，小泉憲裕，太田
耕平，吉澤晋，伊藤陽，松本洋一郎，光石衛
4341 超音波医療診断・治療における技能の技術化・デ
ジタル化に関する研究/○小泉憲裕(東大院)，太田
耕平，李得熙，吉澤晋，伊藤陽，名越充(名越整
形外科医院)，橋詰博行(笠岡第一病院)，松本洋一
郎(東大院)，光石衛

