日本機械学会若手優秀講演フェロー賞贈賞報告
本会ではフェロー寄付金に基づき，本会講演会において優れた講演を行った学生員等本賞対象者に対し
て顕彰することによって若者に自信と誇りを与え，本会が若手の専門家育成を支援し，もって科学技術創
造立国のための人材育成に貢献することを目的として「日本機械学会若手優秀講演フェロー賞」を設けま
した．
2016 年 9 月～2018 年 3 月に本会支部・部門講演会における発表に対して推薦され受賞された方は下記
の通り．
（但し， 2017 年 6 月までに本会 HP で掲載済みの受賞者は除く）
※所属は報告書提出時のもの
動力エネルギーシステム部門

2016年度年次大会(2016年9月11日～14日)

竹田 敬士郎(九州大学大学院)
『感圧塗料を用いたターボ機械内部流れ場における圧力分布計測手法の構築』
古谷 和真(早稲田大学)
『製糖工場内未利用熱の蓄熱輸送システムにおけるゼオライトボイラの基礎検討』
マイクロ･ナノ工学部門

2016年度年次大会(2016年9月11日～14日)

近藤 光彦(トヨタ自動車（株）)
『サブミクロン球状粒子の機械的特性の計測』
スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス部門

シンポジウム：スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス

2016(2016年11月9日～11日)
飯田 和希(東京工業大学)
『陸上競技用車いすのためのセンサーホイールの開発とそれを活用した駆動力計測』
マイクロ･ナノ工学部門

International Symposium on Micro-Nano Science and Technology

酒井 大輝(東京理科大学)
『Development of sensitive optical detection system of particles using heterodyne interferometry』
情報・知能・精密機器部門

IIP2017(2017年3月14日～15日)

渡邉 慎也(東北大学)
『柔軟物に対する硬軟感評価時の指先接触状態の計測に関する研究』
東海支部 日本機械学会東海支部第66期総会・講演会(2017年3月14日～15日)
岩崎 浩平(静岡大学)
『磁気力による荷重印加可能な高速原子間力顕微鏡マニピュレータによる液中環境での操作』
白澤 樹(静岡大学)
『シータ管ナノピペットを用いた走査型イオン伝導顕微鏡による 試料表面帯電を相殺した計測法の開
発』
松浦 敏樹(静岡大学)
『空間光変調器を用いたレーザートラップによる非干渉なビーム操作による複雑な微細構造物の作製』

ロボティクス・メカトロニクス部門

ロボティクス・メカトロニクス講演会2017(2017年5月10日～13日)

阿部 公亮(東京大学)
『前翅固定翼による羽ばたき飛翔への影響の計測』
板井 駿(慶應義塾大学)
『多層灌流共培養のための2層コラーゲンマイクロチューブデバイス』
井上 峻(早稲田大学)
『CTガイド下穿刺支援ロボットのためのレジストレーションマーカーの形状デザイン』
江馬 敬明(早稲田大学)
『タクティカルレベル入力に基づく自動運転システムとの協調運転～タッチパネルインタフェースを用
いた位置変化入力～』
大田 能士(日揮株式会社)
『インプラント型人工腎臓のためのチタン製マイクロ流路のin vivo血栓形成評価』
織田 健吾(立命館大学)
『油圧式４脚歩行ロボットRL-A1の対称歩行制御による転倒回避と歩行』
小原 彬寛(群馬大学)
『構造化ライトフィールド法とレーザープロジェクタを用いた動的プロジェクションマッピング』
笠井 宥佑(名古屋大学)
『局所流体制御による超高速オンチップ細胞ソーティング』
葛島 幸太(横浜国立大学)
『機械と土壌の相互力学に注目した建設ロボットの高精度シミュレーション』
加藤 航甫(東京農工大学)
『ACROBAT-S全方向移動機構のための球駆動解析』
北島 諒一(富士通アイソテック（株）)
『コーティング式触覚センサの開発』
公文 広樹(名古屋大学)
『血小板産生のためのバイオリアクターのデザイン』
河野 将佳(東北大学)
『小型クアッドロータ機のロータ軸間距離と地面効果の関係の検証』
小崎 湧太(筑波大学)
『柔軟素材の変形により開眼・閉眼動作を支援する顔面装着型ロボット』
小松﨑 友介(金沢工業大学)
『飛行ビークルのための対地適応システムの開発』
佐藤 育人(新潟大学)
『匂いセンサ応用のためのワイヤレス発振式マルチチャンネルQCMセンサの開発』
杉本 鎌(東北大学)
『一般化粘弾性体モデルを用いた衝突感提示のための振動伝播シミュレーション』
高橋 翔太(早稲田大学)
『直感的な随意操作が可能な【第三の腕】に関する研究』
棚木 瑞輝(福島大学)

『湖沼調査用モジュール構造型小型水中ロボットの開発』
西村 斉寛(金沢大学)
『複数把持モードを有するユニバーサルハンドの開発』
野村 陽人(東北大学)
『スクリュー式差動回転機構』
橋本 光太郎(北海道大学)
『歩行時体幹回旋補助装置のための拡張型 Hybrid 振動子を用いた歩行アシストの一提案』
橋本 直也(金沢大学)
『単眼カメラと道路標識を用いた車両前後位置の推定精度の向上』
藤田 政宏(東北大学)
『能動変形可能なジャミング膜グリッパ機構』
細谷 拓実(日本工業大学)
『プロジェクションマッピングを用いた機構学教材の開発』
牧野 将吾(東京大学)
『筋骨格ヒューマノイドのための切削ばねによる柔軟関節を備えた五指ハンドの開発と自己身体負荷保
持動作の実現』
三浦 祐太(東京農工大学)
『リンク上の任意の位置に関節を配置可能な移動関節機構』
宮木 悠二(東京工業大学)
『自励振動を誘発する柔軟小型バルブとその移動ロボットへの応用』
宮阪 健太郎(東京工業大学)
『長距離移動を目指した柔軟チューブ形配管内移動ロボットの開発』
産業・化学機械と安全部門

産業・化学機械と安全部門

研究発表講演会2017夏(2017年6月12日)

大瀧 琢馬(東京工業大学)
『充填層反応器における塩化カルシウム/水系を用いた化学蓄熱材の反応性評価』
動力エネルギーシステム部門

第22回動力・エネルギー技術シンポジウム(2017年6月14日～15日)

佐野 広季(岡山理科大学)
『多量の含油排水からの油分回収およびＢＤＦ製造

～ラーメン残渣汁の場合』

善当 哲也(北海道大学)
『レドックスフロー電池における流れ・厚み方向の電流密度分布を考慮した性能評価モデル』
環境工学部門 第27回環境工学総合シンポジウム2017(2017年7月10日～12日)
田畑 まどか(名古屋工業大学)
『CFRP（炭素繊維強化プラスチック）の焼却処理に関する研究
機械力学・計測制御部門
日)
大平 航右(京都大学)

ー試験片の燃焼特性の観察』

第15回「運動と振動の制御」シンポジウム(MoViC2017)(2017年8月29日～31

『オイルダンパー付き多層建築物におけるダンパー本体や取り付け部材の破損が地震時応答に与える影
響』
機械力学・計測制御部門

Dynamics and Design Conference 2017(2017年8月29日～9月1日)

安藤 一樹(青山学院大学)
『波動制御法を用いた柔軟体の制御系設計に関する研究』
薄葉 聡(法政大学)
『機械の操作に適した操作音の設計と評価』
加藤 慎吾(京都工芸繊維大学)
『板ばねとストッパを用いた広帯域非線形振動発電装置』
河田 大貴(埼玉大学)
『ゼロコンプライアンス機構を用いた加速度計の開発（第１報）測定原理』
萩原 実可子(沼津工業高等専門学校)
『Webカメラを用いた交通流計測システムの開発』
宮沢 秀友(茨城大学)
『台車内4輪の摩擦係数差が脱線係数に及ぼす影響～車輪の摩耗を含めた考察～』
熱工学部門 2017年度年次大会(2017年9月3日～6日)
佐藤 功治(岩手大学)
『印刷用紙の含水率による熱伝導率への影響に関する基礎的研究』
宮本 隼佑(東海大学)
『熱泳動現象を応用した水分子同位体分離システムの構築』
エンジンシステム部門

2017年度年次大会(2017年9月3日～6日)

武藤 広信(茨城大学)
『凝縮水がAshのDPF透過に及ぼす影響』
機素潤滑設計部門 2017年度年次大会(2017年9月3日～6日)
五十嵐 純(東京工業大学)
『受動対偶を介して直列結合される１自由度脚機構ユニットからなるムカデ型多脚ロボットの歩行制
御』
倉本 文治(東海大学)
『ジャーナル油膜軸受における油膜の速度勾配とキャビテーションの可視化』
宮田 航成(東京工業大学)
『誘電エラストマーアクチュエータの高出力化に関する研究（UV硬化性PEDOT:PSSへの糖アルコール
添加の効果）』
生産システム部門 2017年度年次大会(2017年9月3日～6日)
小宮 賢士(埼玉大学)
『被加工対象物の弾性変形高速評価システムの開発』

情報・知能・精密機器部門

2017年度年次大会(2017年9月3日～6日)

木村 柊(東京農工大学)
『格子定数変化が摩擦力に及ぼす影響に関する研究』
宇宙工学部門 2017年度年次大会(2017年9月3日～6日)
中島 曜(早稲田大学)
『非対称螺旋型極板を用いた静電容量式ボイド率計の精度検証』
計算力学部門 第30回計算力学部門（CMD2017）(2017年9月16日～18日)
根岸 知和(京都大学)
『レベルセット法に基づく複数材料を対象としたコンプライアントメカニズムのトポロジー最適化』
福田 大晃(岡山県立大学)
『Si単結晶中のフレンケルペアの形成に関する第一原理解析』
丸山 峻(大阪大学)
『構造形態とシステム変数を同時に考慮した永久磁石同期モータのシステムレベル最適設計法』
北海道支部 日本機械学会北海道支部第55回講演会(2017年9月23日～23日)
後藤 圭祐(北海道大学)
『燃焼の相似則に基づく小型ディーゼル機関の高効率化』
近藤 一輝(北見工業大学)
『固定／伸展膝継手による大腿義足装着者の歩容安定化に関する実験的検討』
東北支部 日本機械学会東北支部第53期秋季講演会(2017年9月30日～30日)
鈴木 るな(東北大学)
『血漿タンパク質溶液中低摩擦のためのトライボフィルム制御』
材料力学部門 M&M2017材料力学カンファレンス(2017年10月7日～9日)
鹿島 彰太(北海道大学)
『Ti-22V-4Alにおける疲労き裂発生過程の観察』
九州支部 久留米講演会(2017年10月21日～21日)
穴井 達(北九州工業高等専門学校)
『画像処理による注射薬の識別と異物検知』
齋藤 誠志朗(九州大学)
『遷音速多段軸流圧縮機の動静翼列干渉場における損失生成メカニズム』
熱工学部門 The Ninth JSME-KSME Thermal and Fluid Engineering Conference（2017年10月27日～
30日）
Rie

Yamada(Tokyo Institute of Technology)

『A Fractal Dynamic SGS Combustion Model for LES of Turbulent Premixed Flames under a Pressure
Rising Condition』

Ryota

Tatsumi(Tohoku University)

『Investigation of Low Temperature Oxidation using a Separated Steady Cool flame of n-Heptane/air
mixture in a Micro Flow Reactor with a Controlled Temperature Profile』
バイオエンジニアリング部門

第28回バイオフロンティア講演会(2017年10月28日～29日)

奥田 慶也(早稲田大学)
『ヒツジ膝前十字靭帯再建に3ヶ月使用した脱細胞化ウシ組織のコラーゲン線維の生体内リモデリングの
解明に向けた研究』
須藤 健太(早稲田大学)
『ヒト脳動脈瘤破裂因子の特定に向けた病理工学的検討；壁の菲薄化と炎症細胞の関係性』
流体工学部門 TFEC9(2017年10月29日～30日)
近藤 真一郎(東京理科大学)
『Numerical Simulation of Solidification Phenomena of Molten Droplet at Different Impact Angles to
Substrate』
マイクロ・ナノ工学部門

第8回マイクロ･ナノ工学シンポジウム(2017年10月31日～11月2日)

伊沢 友佑(慶應義塾大学)
『溶液把持機構を有するポータブル生体ナノポア電気計測デバイスの開発』
市川 啓太(芝浦工業大学)
『電界誘起マイクロバブルを用いた直接凝着めっき法の創生』
勝田 翔太(中央大学)
『細胞サイズのリポソームを用いた試薬操作・徐放システム』
塚本 拓野(群馬大学)
『柔軟な3次元メッシュ構造を有するバイモルフ型振動発電デバイスの開発』
生産加工・工作機械部門

The 9th International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st

Century (LEM21)(2017年11月13日～17日)
松永 啓伍(九州大学)
『Dynamics of photo-excitation for the ablation of 4H-SiC substrate using femtosecond laser』
機械材料・材料加工部門

日本機械学会 機械材料・材料加工部門第1回若手ポスターシンポジウム

（2017年11月17日）
阿多 誠久(東京工業大学)
『コールドスプレー法を用いた配向性CNT－ポリマー複合材料膜の作製』
横瀬 諒介(山形大学)
『超音波マイクロバブルを利用した金属ナノ粒子生成』
交通・物流部門 第２６回交通・物流部門大会（ＴＲＡＮＳＬＯＧ２０１７）(2017年12月4日～6日)
奥村 圭(上智大学)
『車輪・レールの接触位置による車輪摩耗進展への影響』

北陸信越支部 日本機械学会北陸信越支部

第55期総会・講演会(2018年3月3日)

笈田 真吾(福井大学)
『気泡駆動型循環式ヒートパイプBACHの熱輸送モデル検討』
後藤 美怜(信州大学)
『クロスフロー水車の内部流れと性能』
酒井 彩聖(金沢大学)
『L字型バネ構造を用いた振動発電素子の開発』
新宅 遥(信州大学)
『各種皮膜処理を施した炭素鋼のボイラ水中における耐食性評価』
山口 裕也(金沢工業大学)
『低レイノルズ数におけるコルゲート翼の流体解析』
中国四国支部 日本機械学会中国四国支部

第56期総会・講演会(2018年3月7日)

天本 拓哉(鳥取大学)
『張力膜の振動モードが従う確率分布モデルに関する実験的検討』
井上 翔平(鳥取大学)
『デジタル画像相関法を用いたA6061アルミニウム合金摩擦撹拌接合接手の引張特性』
久家 由紀香(広島大学)
『PIV計測を用いた矩形断面曲り管内脈動流の非定常流動場特性の考察』
合田 和輝(高知工科大学)
『スリップ角検出による路面摩擦係数測定システム』
酒井 翼(岡山大学)
『大面積電子ビーム照射における工作物表面温度分布の解明』
高川 裕太(徳島大学)
『装着者の体重を利用した空気式歩行支援シューズの開発』
種岡 純哉(鳥取大学)
『粗さを有する表面の表面エネルギー低減効果に関する研究』
福間 清祐(松江工業高等専門学校)
『波力発電用ウエルズタービン（案内羽根による性能改善のメカニズム）』
関西支部 関西支部第93期定時総会講演会(2018年3月12日～13日)
阿部 考吉(大阪市立大学)
『液体金属の酸化による表面物性の変化に関する研究』
土田 真帆(大阪工業大学)
『スクレイパーを装着した異径双ロールキャスターによるクラッド材の作製』
濵田 藍貴(大阪工業大学)
『Al-25%Si合金を用いたダイカスト法による薄肉ヒートシンクの検討とその放熱性の調査』
本告 遊太郎(大阪大学)
『乱流境界層中の小スケール渦の生成機構』
山田 文平(大阪市立大学)

『ECAP加工されたSUS304L鋼の力学的特性に及ぼす熱処理の影響』
九州支部 第71期総会講演会(2018年3月16日)
小豆澤 成治(九州大学)
『磁性微粒子鎖配向型3Dプリンティング法による磁場駆動アクチュエータの開発』
今里 周平(長崎大学)
『3%NaCl水溶液中におけるフェライト系ステンレス鋼JFE429EX溶接継手の疲労寿命』
椎原 綾香(九州工業大学)
『空力干渉効果を考慮した2段式有翼ロケットの分離解析』
園部 陽平(長崎大学)
『円筒側面に生じた矩形き裂の応力拡大係数の解析』
比山 善太(九州大学)
『2自由度系への縮退を通じた自動車ボデーの最適設計手法』
関東支部 関東支部第24期総会・講演会(2018年3月17日～18日)
池嶋 大貴(中央大学)
『高分子材料のナノインデンテーション変形挙動に関する分子動力学シミュレーション』
糸賀 裕哉(茨城大学)
『鉛直磁場下における磁性流体の水平矩形容器内自然対流熱伝達』
小川 修平(東京理科大学)
『外部電圧がイオン液体の摩擦特性に与える影響』
長村 透(早稲田大学)
『高電圧条件下における誘電泳動力を用いたナノ粒子鎖形成』
栗原 唯花(電気通信大学)
『脳微小血管床における血流変動の可視化と定量化』
佐藤 美帆(電気通信大学)
『胎児の聴力検査を目指した心拍数変動計測：妊娠20週から29週における計測』
篠崎 有希(電気通信大学)
『三次元計測に基づく燃焼炉の保守支援』

