日本機械学会 中国四国学生会
第 50 回学生員卒業研究発表講演会
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【キャンパスマップ】

【大学生協の位置】
昼食などにご利用ください．講演会場に近いのは，東食堂（「東」）または大学会館食堂（「会館」）です．
3 月 5 日の懇親会・企業と学生の交流会の会場は，東食堂（「東」）です．
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卒業研究発表講演会
令和元年度幹事校会
令和元年度定例総会
中国四国支部シニア会第 6 期総会
特別講演会（シニア会企画）
卒業研究発表講演会
懇親会・企業と学生の交流会（中国四国支部企画）
メカジョ・留学生女子集会（中国四国支部企画）
企業展示（中国四国支部企画）

場 広島大学 東広島キャンパス 工学部 〔〒739-8527 広島県東広島市鏡山 1-4-1〕

中国四国学生会 2020 年度定例総会 ◆◆◆
日時
2020 年 3 月 5 日（木）12：25 ～ 12：55
場所
広島大学 工学部 220 室
議題 （1） 2019 年度事業報告および決算報告
（2） 2019 年度委員長校ならびに幹事校の選出
（3） 2020 年度事業計画および予算案
（4） その他
◆◆◆

◆◆◆

日時
場所
講師
演題

特別講演会（中国四国支部シニア会 企画） ◆◆◆
2020 年 3 月 5 日（木）13：05 ～ 14：05
広島大学 工学部 220 室
川崎 宏治 氏（トヨタ自動車（株）トヨタ ZEV ファクトリー 主査）
「ものづくりへの飽くなき挑戦」

【参加登録料】
会員：2,000 円（不課税），会員外：4,000 円（税込），学生：1,000 円（不課税），一般学生：2,000 円（税
込），シニア会員（60 歳以上のシニア会員で、かつ常勤職に無い方）：1,000 円（不課税）
（全て，講演論文集（USB）付き．ただし，講演論文集は数量限定です．予想を超える参加のあった場合
も、追加の作成は致しません．必ず入手されたい方はお早目にご来場ください．）
※講演会当日に受付にて申し受けます。お支払いは現金のみとなります。
※講演論文集を別途お求めの場合の価格は、1,000 円（税込）で販売いたします．

【講演論文集（USB）購入】
＜講演前刷集（USB）代金＞
会員 1,000 円（税込），会員外 1,500 円（税込）． （送料 200 円）
2 月末日までに下記宛お申し込み下さい．講演会終了後に発送します。
〒739-8527 東広島市鏡山 1-4-1／広島大学工学部第一類内／日本機械学会中国四国支部

◆◆◆ 企業と学生の交流会 ◆◆◆
日時
2020 年 3 月 5 日（木）17：30～19：00
場所
広島大学工学部 広大生協 東食堂
第 58 期総会・講演会の懇親会と同じ会場に，企業ごとのブースを作り，学生が自由にブースを訪れ，企業
の参加者の方と話をする場を作ります．
第 58 期総会・講演会，あるいは，第 50 回学生員卒業研究発表講演会に参加している学生であれば，どの

ような学生でも歓迎します．就職活動の最中である学年はもちろん，それ以外の学年の学生も，是非参加して
ください．中四国地方で活躍する企業の技術や活動を，機械工学を学ぶ学生が知る場，また，この学会に所属
する学生の研究を企業が知る場，と捉えてください．
日本機械学会中国四国支部 総会・講演会では，今年度はじめての取り組みです．積極的に参加してくださ
い．事前の申し込みは必要ありません．











参加予定企業は以下の通りです（2020 年 1 月 28 日時点）
．
株式会社 日本製鋼所
安田工業 株式会社
株式会社 三井 E&S マシナリー
三菱日立パワーシステムズ 株式会社
株式会社 ディスコ
DMG 森精機 株式会社
株式会社 北川鉄工所
スターライト工業 株式会社
企業シニアの相談コーナ（日本機械学会中国四国支部シニア会）
： 日本企業に就職を希望する留学生な
ども歓迎します．

◆◆◆ メカジョ・留学生女子集会 ◆◆◆
日時
2020 年 3 月 5 日（木）17：30 開始，19：00 頃まで
場所
広島大学・東広島キャンパス
おもしろラボ内（特設メカジョコーナー）＊キャンパスマップをご確認ください
会費
無料
機械工学・関連分野を学び，仕事に携わる女子学生・女子留学生の皆さん，
「メカジョ集会」を開催します（事前登録，費用は不要）
．
今仕事に関わっている企業・大学の女性技術者・研究者と，これから仕事に関わる皆さんで，日頃感じている
こと，将来に対する不安と期待等，自由に話し共有できる機会になればと思います．
機械学会員以外の方も歓迎ですので，お誘いあわせの上，ふるって御参加ください．
女子学生の皆さん，お待ちしております!!
 簡単な料理，お菓子，飲み物を用意します．
＜内容（案）＞
・機械系技術を専門とした職業の魅力（個別の例等）
・将来に対する不安と期待（キャリア形成について）
・仕事への関わり方と見えてくるもの（やりがい等）
・ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭との両立のいろんな形）
・制度や周囲の支え
・企業や大学での多様性と学べる事
世話人： 神名麻智（広島大学）
下郡三紀（三菱日立パワーシステムズ）

【交通】
※広島大学工学部の交通アクセス https://www.hiroshima-u.ac.jp/access/higashihiroshima
 JR 西条駅から
バスで約 20 分です．例えば，朝 8 時台であれば，10～15 分に 1 本程度あります．詳細は上記リンクのなかの
時刻表をご確認ください．会場に最寄のバス停は「大学会館前」ですが，「広大中央口」からでも歩いて 10 分
程度です．
＊ 新幹線「東広島駅」からキャンパスに向かうバスは少ないので，ご注意ください．詳細は上記リンクのな
かの時刻表をご確認ください．「広島大学循環バス」は学会期間中は運行していない予定です．
 車でのご来場
できるだけ，公共の交通機関をお使いください．やむを得ず車で来られる方は，第 50 回学生員卒業研究発表
講演会及び第 58 期総会・講演会当日は，キャンパスのゲートは開いています．駐車場が空いていれば，キャ
ンパス内のどこの駐車場でも駐車できます．
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(徳島大)

休憩
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中国四国支部シニア会第6期総会
（第7室，219講義室） 12:10 - 12:30

12:55-13:05
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第11室

懇親会・企業と学生の交流会（広島大学生協 東食堂）

メカジョ・留学生女子集会 （おもしろラボ，特設メカジョコーナ）

企業展示
（107講義室）
10:00 16:00

◇◇◇卒業研究発表講演会◇◇◇
講演件数 227 件
(1) 1 題目につき講演時間 10 分，討論 5 分，計 15 分
(2) ○印の方が講演発表者です．
(3) 各講演室には，液晶プロジェクターと接続切替器・VGA ケーブルのみを用意しております．
パソコンおよび特殊な接続ケーブルはご持参下さい．
液晶プロジェクターは，あらかじめ各講演者の責任で接続を準備・確認して下さい．
(4) 講演中，5 分経過時に 1 鈴，10 分経過時（発表終了時）に 2 鈴，15 分経過時（討論終了時）に
3 鈴にてお知らせいたします．
2020 年 03 月 05 日
第1室
09:00～10:15
01a バイオエンジニアリング 1
座長 大和 文子 (米子高専)
01a1 摩擦熱による人工股関節摺動部の温度上昇特性に関する研究（潤滑液初期温度の影響）
○山崎 雄矢(米子高専), 大塚 宏一(米子高専)
01a2 ピエゾ駆動レンズによるビブリオ菌の走化性の三次元計測
○落合 康太(鳥取大), 中井 唱(鳥取大), 後藤 知伸(鳥取大)
01a3 観察に基づくバイアス付きランダムウォークモデルによる単毛性細菌の走化性シミュレーショ
ン
○國政 裕太(鳥取大), 中井 唱(鳥取大), 後藤 知伸(鳥取大)
01a4 蛇行水中撮影による立体視手法に関する実験的研究
○行本 航太(津山高専), 細谷 和範(津山高専)
01a5 地上に落下した合弁花冠に掛かる流体力に関する実験的研究
○前田 貢希(津山高専), 細谷 和範(津山高専)
10:30～11:45
01b バイオエンジニアリング 2
座長 山崎 雄矢 (米子高専)
01b1 人工関節用超高分子量ポリエチレンの摩擦特性に及ぼすヒアルロン酸濃度の影響
○大和 文子(米子高専), 大塚 宏一(米子高専)
01b2 骨芽細胞産生基質のマルチモーダル光学顕微鏡による観察と評価
○細川 裕史(徳島大), 亀山 結太(徳島大), 南川 丈夫(徳島大), 安井 武史(徳島大), 佐藤 克也
(徳島大)
01b3 ストレッチ刺激に誘起されるケロイド由来線維芽細胞のタンパク発現解析
○千石 遼太(徳島大), 今川 尊稔(徳島大), 峯田 一秀(徳島大), 橋本 一郎(徳島大), 佐藤 克也
(徳島大)
01b4 休止期を含む微振動刺激に対する骨芽細胞のカルシウムシグナル応答
○田中 晴太郎(徳島大), 大森 大輝(徳島大), 佐藤 克也(徳島大)
01b5 緊急時の操作遅れに及ぼす注意の分散と実行難易度の影響に関する研究
○神高 拓海(岡山大), 高橋 智(岡山大), 秋 燿俊(岡山大), 江島 義道(岡山大), 呉 景龍(岡山大)
14:20～15:35
01c バイオエンジニアリング 3
座長 石破 佑夏 (鳥取大)
01c1 水稲栽培の最適化への工学手法適用の試み
○半田 優希(松江高専), 大久佐 恵幸(松江高専), 山根 清美(松江高専)
01c2 骨芽細胞アクチン細胞骨格に対する振動刺激の影響
○小田 聖士(徳島大), 亀山 結太(徳島大), 佐藤 克也(徳島大)

01c3 RF-プラズマ CVD 法で成膜した Si 添加 DLC 被覆 AZ31 マグネシウム合金の膜厚が腐食挙動に与
える影響
○大田原 光希(岡山理大), 清水 一郎(岡山理大), ムハンマドアミヌル ヘルミ(岡山理大), 和田
晃(日本医療機器技研), 中谷 達行(岡山理大)
01c4 非線形振動子モデルパラメータを用いた聴覚事象関連電位検出に関する研究
○山本 博也(山口大), 山田 誉大(山口大), 齊藤 俊(山口大)
01c5 回転操作が与えられたガイドワイヤーの血管内での挙動
○菊地 斐子(山口大), 森 浩二(山口大), 高嶋 一登(九州工大), 門脇 弘子(山口大), 当麻 直樹
(三重大), 齊藤 俊(山口大)
15:50～16:50
01d バイオエンジニアリング 4
座長 半田 優希 (松江高専)
01d1 単毛性細菌の誘引物質のまわりにおける集積度合の観測
○石破 佑夏(鳥取大), 中井 唱(鳥取大), 後藤 知伸(鳥取大)
01d2 等荷重二軸引張を受けたブタ脊髄硬膜に関する基礎的検討
○西川 蒼一郎(鳥取大), 田村 篤敬(鳥取大)
01d3 弾性板挙動に着目した大動脈血管壁の数値モデリング
○松本 昂暉(鳥取大), 田村 篤敬(鳥取大)
01d4 同時糖化発酵におけるエタノール生成の予測
○堀江 英介(広島大), 神名 麻智(広島大)
第2室
09:15～10:15
02a 材料力学 1
座長 夏井 心平 (高知工大)
02a2 微細結晶粒を持つ Fe-Mn-Ni-Cr-Co 系高エントロピー材料の様々なひずみ速度における熱・力
学的挙動の実験的評価
○倉元 啓志(広島大), 高 崇(広島大), 岩本 剛(広島大), Bhattacharjee Pinaki(インド工科大学
ハイデラバード校)
02a3 デジタル画像相関法を用いたねじり負荷を受ける表面き裂の応力拡大係数
○山根 駿(鳥取大), 足立 拓海(鳥取大), 小野 勇一(鳥取大)
02a4 デジタル画像相関法を用いた摩擦圧接接合継手のねじり特性の評価
○寺井 太一(鳥取大), 小川 聖(鳥取大), 小野 勇一(鳥取大)
02a5 高剛性低熱膨張ハイブリッド CFRP 積層板の開発
○田所 裕(愛媛大), 黄木 景二(愛媛大), 田中 米太(ウシオ電機), 渡辺 義光(アドテックエンジニ
アリング)
10:30～11:45
02b 材料力学 2
座長 横山 遥大 (高知工大)
02b1 CFRP 積層板の層間はく離疲労き裂進展時の AE 信号特性
○夏井 心平(高知工大), 楠川 量啓(高知工大), 高坂 達郎(高知工大)
02b2 混合モード荷重下における CFRP 層間はく離疲労き裂進展挙動
○日浅 優太郎(高知工大), 楠川 量啓(高知工大), 高坂 達郎(高知工大)
02b3 準静的引張を受ける SUS304 引張試験片における近赤外線反射光の輝度と表面粗さの関係
○下畑 智暉(広島大), 田村 大貴(広島大), 岩本 剛(広島大), 杉野 直規(大島商船)
02b4 有限要素法によるガラス製光学レンズのモールドプレス成形解析
○前田 祐(近畿大), 本田 寛明(近畿大), 伊藤 寛明(近畿大)
02b5 トランスバースクラックを生じるＣＦＲＰのクロスプライ積層板のクリープ挙動観察
○三宅 亮平(愛媛大), 堤 三佳(愛媛大), 黄木 景二(愛媛大)
14:20～15:35

02c 材料力学 3
座長 倉元 啓志 (広島大)
02c1 CFRP/アルミニウム合金単純重ね合わせ接着継手の強度に及ぼす CFRP 剛性の影響
○横山 遥大(高知工大), 楠川 量啓(高知工大), 高坂 達郎(高知工大)
02c2 オープン CAE ソフトウェアを用いた機械設計（パラメトリック スタディによる固有値解析）
○西中 健人(米子高専), 権田 岳(米子高専), 早水 庸隆(米子高専), 大塚 茂(米子高専), 矢壁 正
樹(米子高専), 森田 慎一(米子高専), 川邉 俊彦(鶴見製作所)
02c3 電着銅薄膜を用いた二軸応力測定(XRD 解析を用いた主応力測定)
○和泉 周良(鳥取大), 太田 裕也(鳥取大), 小野 勇一(鳥取大)
02c4 SUS304 のための二軸バルジ試験装置の開発
○岩永 滉平(広島大), 福永 浩希(広島大), 濱崎 洋(広島大)
02c5 平面ひずみ引張試験を併用した等塑性仕事面の評価
○助道 京一郎(広島大), 福永 浩希(広島大), 大須賀 智孝(広島大), 濱崎 洋(広島大)
第3室
09:15～10:15
03a 機械材料・材料加工 1
座長 池田 弥央 (福山大)
03a2 球状黒鉛鋳鉄の共析変態に及ぼすパーライト促進元素としての Cu の効果
○穴井 零児(近畿大), 旗手 稔(近畿大), 信木 関(近畿大)
03a3 分布型センサを用いた FRP の層間剥離検出
○大西 一輝(高知工大), 高坂 達郎(高知工大)
03a4 CNT による CFRP の界面における機械特性
○竹之上 航斗(高知工大), 高坂 達郎(高知工大)
03a5 無線ホルダを用いた穴加工に関する研究
○渡部 尚弥(松江高専), 小吹 健志(松江高専), 山本 泰三(松江高専), 高見 昭康(松江高専)
10:30～11:45
03b 機械材料・材料加工 2
座長 穴井 零児 (近畿大)
03b1 EBSD 法を用いた α-黄銅の微小疲労き裂屈曲機構の解明
○半田 凌佑(広島大), 菅田 淳(広島大), 曙 紘之(広島大), 荒川 仁太(広島大), 佐藤 祐希(広島
大), 小林 壮(広島大)
03b2 ナノワイヤにより凹凸を形成させた SUS304 の撥水性評価
○池田 弥央(福山大), 加藤 昌彦(福山大)
03b3 機能性キャビテーションによる疲労強度向上のための噴射機構の開発
○尾木 孝之(山口東理大), 板本 航輝(山口東理大), 下西 大地(山口東理大), 吉村 敏彦(山口東理
大), 井尻 政孝(東京電機大), 菊池 将一(静岡大), 伊東 航希(静岡大)
03b4 接着接合継手の水劣化による接合強度への影響
○橘 知哉(広島大), 菅田 淳(広島大)
03b5 熱履歴による白金合金の疲労強度への影響
○佐々木 智哉(広島大), 曙 紘之(広島大)
14:20～15:35
03c 機械材料・材料加工 3
座長 竹明 竜太朗 (松江高専)
03c1 金属積層造形によるハイエントロピー合金の造形条件の探索とその機械的特性
○池田 峻史(近畿大), 京極 秀樹(近畿大), 旗手 稔(近畿大), 信木 関(近畿大)
03c2 機能性キャビテーションによるマグネシウム合金の耐食性制御に関する研究
○加藤 文浩(山口東理大), 前田 大作(山口東理大), 下西 大地(山口東理大), 吉村 敏彦(山口東理
大), 井尻 政孝(東京電機大)
03c3 荷重伝達型すみ肉溶接のルート部における疲労破壊機構の解明
○林 圭亮(広島大), 曙 紘之(広島大), 菅田 淳(広島大)

03c4 Mg 合金 AZ31 の微小疲労き裂発生および進展挙動の微視的観察とすべり因子による評価
○井原 凌(広島大), 菅田 淳(広島大)
03c5 高張力鋼板の面内引張曲げおよび穴広げにおける縁割れ限界
○甲斐 悠太(広島大), 渡部 広大(広島大), 日野 隆太郎(広島大)
15:50～17:05
03d 機械材料・材料加工 4
座長 加藤 文浩 (山口東理大)
03d1 高張力鋼板曲げ加工部の残留応力と疲労特性
○渕上 岳(広島大), 日野 隆太郎(広島大)
03d2 軽量合金板の局所加熱インクリメンタル成形特性
○冨永 直也(広島大), 松本 純宜(広島大), 日野 隆太郎(広島大)
03d3 高強度・高延性球状黒鉛鋳鉄の静的機械的性質に及ぼす Si，Cu の影響
○青木 隆謙(近畿大), 旗手 稔(近畿大), 信木 関(近畿大)
03d4 ピアシングによる金属板への小径平行穴加工に関する基礎的検討
○関谷 幸太(岡山理大), 清水 一郎(岡山理大)
03d5 接合と熱処理を用いた白金族を含む金属間化合物の作製
○竹明 竜太朗(松江高専), 新野邊 幸市(松江高専)
第4室
09:00～10:15
04a 流体工学 1
座長 小幡 昌宏 (徳島大)
04a1 直径 14m 垂直軸風車の翼型選定とロータ性能評価
○安道 緋呂(鳥取大), 原 豊(鳥取大), 三浦 卓也(鳥取大), 吉田 茂雄(九大)
04a2 ヘリカル管内流れの混合
○高橋 直也(米子高専), 早水 康隆(米子高専), 百武 徹(横浜国大), 権田 岳(米子高専), 森田 慎
一(米子高専), 大塚 茂(米子高専), 柳瀬 眞一郎 (岡山大), 山本 恭二(岡山大)
04a3 曲がりマイクロチャネル内の固液二相流に関する研究
○井坂 斗真(米子高専), 早水 庸隆(米子高専), 百武 徹(横浜国大), 権田 岳(米子高専), 森田 慎
一(米子高専), 大塚 茂(米子高専), 柳瀬 眞一郎(岡山大), 山本 恭二(岡山大)
04a4 マイクロチャネル内の運動精子の挙動
○坂本 虎之介(米子高専), 早水 庸隆(米子高専), 百武 徹(横浜国大), 権田 岳(米子高専), 森田
慎一(米子高専), 大塚 茂(米子高専), 柳瀬 眞一郎(岡山大), 山本 恭二(岡山大)
04a5 ロータス銅接合型グルーブ沸騰面で発現する呼吸効果の可視化実験
○塩崎 尚子(山口東理大), 結城 和久(山口東理大), 木伏 理沙子(山口東理大), 海野 德幸(山口東
理大)
10:30～11:45
04b 流体工学 2
座長 安道 緋呂 (鳥取大)
04b1 垂直振動する平板後流の位相遅れ
○小幡 昌宏(徳島大), 一宮 昌司(徳島大)
04b2 軸傾斜のある直線翼垂直軸風車の後流平均場へのアームの影響
○宮下 礼人(鳥取大), 原 豊(鳥取大), 吉田 茂雄(九大), 住 隆博(佐賀大), 秋元 博路(アルバト
ロス)
04b3 垂直軸風車ペアの風向依存性に関する数値解析
○翁長 智幸(鳥取大), 原 豊(鳥取大), 上代 良文(香川高専)
04b4 偏向風中の自動車の空気抵抗に及ぼす車両後端形状の影響
○岡田 慎太郎(鳥取大), 山本 昂平(鳥取大), 坂本 憲一(鳥取大), 川添 博光(鳥取大)
04b5 共鳴器開口部音響インピーダンスの寸法と音圧による変化
○鳥越 崇靖(鳥取大), 山﨑 祥太朗(鳥取大), 中森 友仁(三菱重工), 西村 正治(N ラボ), 中井 唱
(鳥取大), 後藤 知伸(鳥取大)

14:20～15:35
04c 流体工学 3
座長 後藤 祐都 (鳥取大)
04c1 低比速度小型遠心ポンプの高性能化に関する研究
○相原 大輝(徳島大), 重光 亨(徳島大), 前田 真知(徳島大)
04c2 吸音壁をもつフローダクト内音場の一様流による変化
○四鬼 亮(鳥取大), 西村 正治(N ラボ), 中井 唱(鳥取大), 後藤 知伸(鳥取大)
04c3 シェイプトフィルム冷却の性能に及ぼす内部流の影響に関する研究
○亀井 祐希(徳島文理大), 武石 賢一郎(徳島文理大)
04c4 円すいディフューザ内の流動現象に関する研究
○前田 憲太郎(徳島文理大), 別所 拓海(徳島文理大), 藤岡 昌男(徳島文理大), 新関 良樹(徳島文
理大)
04c5 プラズマアクチュエータによる後退翼境界層の横流れ制御の数値解析
○福嶋 祐貴(鳥取大), 松野 隆(鳥取大), 樋口 隆浩(鳥取大)
15:50～16:50
04d 流体工学 4
座長 相原 大輝 (徳島大)
04d1 自由ピストン駆動型衝撃波管をによるプリカーサ現象の実験・検証
○後藤 祐都(鳥取大), 松下 昂(鳥取大), 山田 剛治(東海大), 坂本 憲一(鳥取大), 川添 博光(鳥
取大)
04d2 順圧力勾配下における単一突起による乱流くさびの特性〜横方向発達機構について〜
○佐藤 賢一(徳島大), 一宮 昌司(徳島大)
04d3 ボルテックスミキサー内の二液流
○田中 結希(松江高専), アシュラフル アラム(松江高専)
04d4 二流対噴射弁から噴射した流体噴流の挙動に及ぼす横風の影響
○柏原 百合菜(広島大), 邢 文静(広島大), 橋口 和明(三菱重工), 佐藤 一教(三菱日立パワーシス
テムズ), 西田 恵哉(広島大), 尾形 陽一(広島大)
第5室
09:15～10:15
05a 流体工学 5
座長 川野 啓 (呉高専)
05a2 開放型測定部を有する風洞の活用法に関する研究
○西山 和希(高知工大), 林 鷹志(高知工大), 野﨑 理(高知工大), 荻野 要介(高知工大)
05a3 直線翼列風洞の周期性の改善
○安光 竜作(高知工大), 伊志嶺 朝史(高知工大), 岡 優介(高知工大), 荻野 要介(高知工大), 野
﨑 理(高知工大)
05a4 六角柱端で発生する縦渦の特性に関する研究
○佐藤 尊(呉高専), 尾川 茂(呉高専)
05a5 風レンズと縦渦風車を融合したハイブリット型風車の研究
○今田 淳(呉高専), 尾川 茂(呉高専)
10:30～11:45
05b 流体工学 6
座長 西山 和希 (高知工大)
05b1 数値解析による六角柱モデルと実車モデルの縦渦の特性比較
○川野 啓(呉高専), 尾川 茂(呉高専)
05b2 高圧小型ハイドロタービンの性能向上に関する研究
○稲本 宅哉(徳島大), 重光 亨(徳島大), 細谷 拓司(徳島大), 川口 裕輝(徳島大)
05b3 RANS を用いた小型冷却ファンの音響解析
○池田 光希(徳島大), 重光 亨(徳島大)

05b4 航空機まわり流体計算に向けた高次精度流束再構築法の計算コード構築
○田村 北斗(高知工大), 荻野 要介(高知工大)
05b5 ネマティック液晶の管内流れの数値シミュレーション
○藤原 励(高知工大), 辻 知宏(高知工大), 蝶野 成臣(高知工大)
14:20～15:35
05c 流体工学 7
座長 十川 侑樹 (香川高専)
05c1 スメクティック液晶のせん断流れの分子動力学解析
○石本 真輝(高知工大), 辻 知宏(高知工大), 蝶野 成臣(高知工大)
05c2 噴流撹乱による円管内助走部の乱流遷移過程(助走部後段での孤立乱流塊の特性)
○藤原 克也(徳島大), 一宮 昌司(徳島大)
05c3 極超音速機周りの乱流遷移位置予測に向けた不安定モードの調査
○青景 壮真(高知工大), 河端 恭平(高知工大), 荻野 要介(高知工大)
05c4 開放型風洞測定部に付加する壁の影響
○林 鷹志(高知工大), 西山 和希(高知工大), 荻野 要介(高知工大), 野﨑 理(高知工大)
05c5 簡素な翼列形状を有する往復流型衝動タービン
○渡部 哲平(松江高専), 高尾 学(松江高専), 佐々木 倫太朗(松江高専), 福間 章友(松江高専)
15:50～16:50
05d 流体工学 8
座長 石本 真輝 (高知工大)
05d1 2 つの垂直軸風車のタンデム配置に関する風洞実験
○十川 侑樹(香川高専), 上代 良文(香川高専), 原 豊(鳥取大)
05d2 翼端形状が三次元翼の空力特性に与える影響
○濱中 峻匡(高知工大), 荻野 要介(高知工大), 野﨑 理(高知工大)
05d3 船尾フィンの形状がプロペラ効率に与える影響
○廣田 知大(高知工大), 荻野 要介(高知工大), 野崎 理(高知工大)
05d4 等方/非等方フォーシング定常乱流を用いた自乗量誤差の影響に関する研究
○本田 隆真(山口大), 鈴木 博貴(山口大), 望月 信介(山口大)
第6室
10:30～11:45
06b スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス
座長 福田 寿弥 (大島商船)
06b1 姿勢矯正による歩行訓練機の有用性の検証
○舛 健太(高知工大), 王 碩玉(高知工大), 瀋 博(高知工大), 石田 健司(高知大), 榎 勇人(徳島
文理大)
06b2 姿勢制御型歩行訓練機を用いた歩行リハビリ効果の検証
○中村 健(高知工大), 王 碩玉(高知工大), 瀋 博(高知工大), 石田 健司(高知大), 榎 勇人(徳島
文理大)
06b3 周波数解析による歩行運動の特徴抽出(上半身の伝達関数)
○本玉 将平(高知工大), 芝田 京子(高知工大), 井上 喜雄(高知工大)
06b4 慣性センサを利用したリアルタイム歩行特性推定システムの開発
○千北 雅彦(高知工大), 園部 元康(高知工大)
06b5 質量中心の推定に基づく安静立位時のバランス評価法
○佐藤 悠斗(高知工大), 園部 元康(高知工大), 桧垣 樹(高知工大)
14:20～15:35
06c 情報・知能・精密機器 1
座長 小村 深桜 (香川大)
06c1 身体装着型 IMU センサとディープ・ラーニングを用いた人間の異常動作の検知
○井口 瑶介(愛媛大), 李 在勲(愛媛大), 岡本 伸吾(愛媛大)

06c2 レーザ・スキャナ及びデプス・カメラを用いた深層学習によるミンチ肉の重量推定
○河井 雄輝(愛媛大), 李 在勲(愛媛大), 岡本 伸吾(愛媛大), Alemayoh Tsige Tadesse(愛媛大)
06c3 ディープ・ラーニングを用いたイノシシ認識機能を有する生態調査装置の開発
○河野 恵大(愛媛大), 李 在勲(愛媛大), 岡本 伸吾(愛媛大), 田邑 実(愛媛県農林水産研究所),
河野 靖(愛媛県農林水産研究所)
06c4 音を用いた嗜好判定の検証
○亀谷 祥(香川大), 荒川 雅生(香川大)
06c5 fMRI を用いたヒト脳聴覚野からの和音における特定音検出
○新家 潤(高知工大), 芝田 京子(高知工大), 佐藤 公信(情報通信研究機構)
15:50～17:05
06d 技術と社会／情報・知能・精密機器 2
座長 井口 瑶介 (愛媛大)
06d1 マルカート法を用いた測距システムの実装
○小村 深桜(香川大), 荒川 雅生(香川大)
06d2 ディープ・ラーニングを用いた心電図解析
○平木 皓祐(愛媛大), 岡本 伸吾(愛媛大), 李 在勲(愛媛大), 山口 修(愛媛大学医学部), 藤井 昭
(愛媛大学医学部)
06d3 ディープ・ラーニングを用いた脳波解析
○森原 大貴(愛媛大), 岡本 伸吾(愛媛大), 李 在勲(愛媛大)
06d4 物体検出手法 YOLO を活用するためのシステム開発
○山崎 竜太郎(愛媛大), 岡本 伸吾(愛媛大), 李 在勲(愛媛大)
06d5 小児の共創機能発達の定量可視化技術開発
○NURUL DANIA BINTI MOHD ASRI(山口大), 小柴 満美子(山口大)
第7室
09:15～10:15
07a 機械力学・計測制御 1
座長 仲西 正紀 (高知工大)
07a2 腰椎部負荷の非侵襲推定法の改善
○姫田 晃希(高知工大), 芝田 京子(高知工大), 西田 隼人(高知工大), 仲田 亮太(高知工大)
07a3 歪成分耳音響放射を用いた気導音と骨導音の入出力特性の比較
○福田 寿弥(大島商船), 村上 泰樹(大島商船)
07a4 フォースプレート計測に基づく座位時の上半身質量中心推定
○鈴木 誠也(高知工大), 園部 元康(高知工大)
07a5 単一周波数揺動に基づく動的なバランス評価法の開発
○山田 直輝(高知工大), 園部 元康(高知工大)
10:30～11:45
07b 機械力学・計測制御 2
座長 姫田 晃希 (高知工大)
07b1 伸縮機構を持つ柔軟マニピュレータの開発
○仲西 正紀(高知工大), 岡 宏一(高知工大), 原田 明徳(高知工大)
07b2 超音波法による多孔質焼結含油軸受の２軸方向油膜厚さ測定
○森田 大輝(米子高専), 矢壁 正樹(米子高専), 大塚 茂(米子高専)
07b3 トルクユニットマニピュレータの全状態変数の制御方策について ―パラメータ値に誤差を伴
う場合―
○松田 公希(岡山理大), 吉田 浩治(岡山理大), 河副 雅彦(岡山理大), 衣笠 哲也(岡山理大), 林
良太(岡山理大)
07b4 マニピュレータの運動方程式における基底パラメータ値の組み合わせの物理的不可能性につい
て
○佐藤 倖輔(岡山理大), 吉田 浩治(岡山理大), 衣笠 哲也(岡山理大), 林 良太(岡山理大)
07b5 小型実験装置を用いた走行車両の軸重値推定 -改良した小型検出部による精度検証実験-

○後藤 弘章(岡山理大), 吉田 浩治(岡山理大), 福田 謙吾(創発システム研究所), 衣笠 哲也(岡山
理大), 林 良太(岡山理大)
14:20～15:35
07c 機械力学・計測制御 3
座長 ムハマドノーハキム チェフッシン (山口大)
07c1 自動二輪車運転技能可視化装置におけるハンドル操作力の測定システムの開発
○足立 雅志(松江高専), 藤岡 美博(松江高専), 齊藤 陽平(松江高専), 本多 将和(松江高専), 池
田 総一郎(松江高専), 泉 大樹(松江高専), 小吹 健志(松江高専), 福島 志斗(松江高専)
07c2 慣性センサ計測に基づく立ち上がり動作に対する関節トルク推定
○鍵山 裕輝(高知工大), 園部 元康(高知工大)
07c3 ローレンツ力を用いた磁気浮上モーターの回転浮上機構の統合化-力とトルクの解析○藤井 佑貴(高知工大), 岡 宏一(高知工大), 原田 明徳(高知工大)
07c4 ベアリングレスリニアスライダの開発
○片岡 龍太(高知工大), 岡 宏一(高知工大), 原田 明徳(高知工大)
07c5 自動ブレーキシステムにおけるスムーズな制動操作
○村井 銀河(高知工大), 岡 宏一(高知工大), 原田 明徳(高知工大)
15:50～17:05
07d 宇宙工学／機械力学・計測制御 4
座長 足立 雅志 (松江高専)
07d1 農業用トラクターの走行中に発生するキャビンとシャーシの振動に関する研究
○ムハマドノーハキム チェフッシン(山口大), 齊藤 俊(山口大)
07d2 微粉炭上転動ローラと粉体間に発生する動的摩擦特性の水分量依存性に関する研究
○清水 優佑(山口大), 萩原 雅之(山口大), 渡辺 和宏(IHI), 大野 恵美(IHI), 小林 輝(IHI), 越
前屋 誠(IHI), 藤田 活秀(宇部高専), 齊藤 俊(山口大)
07d3 往復動式圧縮機のクランク角度に依存する固有振動特性と運転時周波数特性の関係
○小林 達大(山口大), 齊藤 俊(山口大)
07d4 固有空間法におけるデータベースのデータ量低減 ―スペースデブリ近傍からの姿勢・運動の
画像計測―
○中村 駿介(鳥取大), 西田 信一郎(鳥取大)
07d5 ジェット-ロケット複合推進を搭載した二段式スペースプレーンの軌道投入経路設計
○池田 直崇(高知工大), 原田 明徳(高知工大), 岡 宏一(高知工大)
第8室
09:00～10:15
08a 熱工学 1
座長 伊丹 勝 (岡山県大)
08a1 TiFe 水素吸蔵合金の高温脆性及びサイクル特性
○木崎 俊明(広島大), Fangqin Guo(広島大), 宮岡 裕樹(広島大), 市川 貴之(広島大)
08a2 LaNi5H6 のリチウムイオン二次電池負極特性
○風早 功太(広島大), 市川 貴之(広島大)
08a3 多管式熱交換器の伝熱性能に及ぼす伝熱管配列と整流板の影響
○平坂 典久(呉高専), 鎌倉 脩士朗(呉高専), 池森 悠太(呉高専), 髙田 一貴(呉高専)
08a4 ホットウォール型減圧熱 CVD 装置における HMDSO を用いた SiO₂薄膜生成
○山﨑 優斗(山口大), 田之上 健一郎(山口大), 本田 美咲(山口大)
08a5 竹とポリスチレンの共熱分解における温度変化およびガス生成に関する研究
○佐々木 祐太(山口大), 田之上 健一郎(山口大), 吉永 明寛(山口大)
10:30～11:45
08b 熱工学 2
座長 木崎 俊明 (広島大)
08b1 高分子収着剤繊維の収着発熱特性

○伊丹 勝(岡山県大), 渡部 拓斗(岡山県大), 春木 直人(岡山県大)
08b2 水熱条件下におけるグリセルアルデヒドの反応挙動
○田上 長(広島大), 松村 幸彦(広島大)
08b3 ゼオライトの高温高圧下での熱生成
○山根 伶雄(広島大), 中曽 浩一(岡山大), 松村 幸彦(広島大)
08b4 グルコースの水熱処理によるカルボン酸の生成
○片山 智(広島大), 岡村 好子(広島大), 松村 幸彦(広島大)
08b5 破砕木質チップ通風乾燥における投入エネルギー
○矢田 幸輝(松江高専), 坂上 樹来(松江高専), 本間 寛己(松江高専)
14:20～15:35
08c 熱工学 3
座長 宮迫 信之介 (広島大)
08c1 多管式熱交換器の伝熱性能へ及ぼす伝熱管への偏流の影響
○鎌倉 脩士朗(呉高専), 平坂 典久(呉高専), 池森 悠太(呉高専), 髙田 一貴(呉高専)
08c2 金属酸化物界面における原子拡散の理論的考察
○青野 圭哲(広島大), 井上 修平(広島大), 松村 幸彦(広島大)
08c3 ナトリウムを用いた水の熱化学分解における酸化ナトリウムの腐食特性
○大山 燿(広島大), 市川 貴之(広島大), 宮岡 裕樹(広島大), 魏 弘之(広島大)
08c4 六フッ化硫黄ガスの衝突噴流による加熱基板上の熱流動
○佐藤 史夏(山口大), 田之上 健一郎(山口大), 川﨑 悠平(山口大), 本田 美咲(山口大)
08c5 プラスチック粉末の熱分解中の熱・物質移動
○森重 直人(山口大), 田之上 健一郎(山口大), 河本 剛志(山口大)
15:50～17:05
08d 熱工学 4
座長 鎌倉 脩士朗 (呉高専)
08d1 LiBH4 のアンモニア吸蔵特性
○井手 隆裕(広島大), 杉野 誠紀(広島大), 市川 貴之(広島大), 宮岡 裕樹(広島大)
08d2 水熱処理におけるフォスファチジルコリンの挙動
○宮迫 信之介(広島大), 松村 幸彦(広島大)
08d3 バイオマスモデル化合物を用いた超臨界水ガス化のチャー生成抑制検討
○伊藤 嘉泰(広島大), 井上 修平(広島大), 松村 幸彦(広島大)
08d4 旋回成分が正方形管の伝熱促進に与える影響について
○河北 直哉(徳島文理大), 両角 亮(徳島文理大), 武石 賢一郎(徳島文理大), 都留 智子(川崎重
工)
08d5 バイオマス粉体の熱物性に関する研究
○藤田 聖之(山口大), 田之上 健一郎(山口大), 吉永 明寛(山口大)
第9室
09:00～10:15
09a 熱工学 5
座長 宮武 将太 (徳島文理大)
09a1 界面活性剤添加溶液における 壁面の局所加熱による抵抗低減特性
○吉田 祥悟(広島工大), 中島 悠佑(広島工大), 池田 雅弘(広島工大)
09a2 流動層を用いた管群周りの流動・熱伝達特性
○小坂 翔也(広島工大), 青山 大樹(広島工大), 池田 雅弘(広島工大)
09a3 界面活性剤添加溶液における曲がり管ならびに異径管の流動抵抗特性
○西川 楓章(広島工大), 松村 拓(広島工大), 池田 雅弘(広島工大)
09a4 テトラコサン内包マイクロカプセルの生成に与える pH の影響
○佐藤 健(岡山大), 三宅 信聖(岡山大), 山田 寛(岡山大), 堀部 明彦(岡山大)
09a5 DNS データを用いた乱流予混合火炎の数値レーザトモグラフィ法における散乱光に関する検討
○松家 隆雄(岡山大), 坪井 和也(岡山大), 冨田 栄二(岡山大)

10:30～11:45
09b 熱工学 6
座長 吉田 祥悟 (広島工大)
09b1 インピンジメント冷却に及ぼすクロスフローの影響に関する研究
○宮武 将太(徳島文理大), 常包 享嗣(徳島文理大), 武石 賢一郎(徳島文理大)
09b2 192ch イオンプローブによる伝播火炎の詳細計測
○広井 笙太(広島工大), 八房 智顯(広島工大), 三浦 直也(広島工大), 山本 大貴(広島工大)
09b3 CNT 分散潜熱蓄熱材の蓄・放熱特性
○足羽 竜輝(米子高専), 森田 慎一(米子高専), 早水 庸隆(米子高専), 権田 岳(米子高専)
09b4 ナノサスペンション型潜熱輸送熱媒流体の熱伝達特性
○西 智貴(米子高専), 森田 慎一(米子高専), 早水 庸隆(米子高専), 権田 岳(米子高専)
09b5 CNT 分散潜熱蓄熱材の矩形槽内融解特性
○入江 史也(米子高専), 森田 慎一(米子高専), 早水 庸隆(米子高専), 権田 岳(米子高専)
14:20～15:35
09c 熱工学 7
座長 遠目塚 塁 (山口東理大)
09c1 円管状フィンを設置した水平加熱面上の自然対流熱伝達に及ぼすフィンと加熱面の接続部の影
響
○浅田 拓真(岡山大), 下山 力生(岡山県工業技術センター), 堀部 明彦(岡山大), 山田 寛(岡山
大), 井上 拓哉(岡山大)
09c2 超臨界二酸化炭素を用いた PLGA 微粒子の生成ならびにコーティング
○加藤 郁哉(広島工大), 中田 祐太郎(広島工大), 池田 雅弘(広島工大)
09c3 自己呼吸型沸騰伝熱面の相互干渉が冷却性能に与える影響
○守安 航輝(山口東理大), 結城 和久(山口東理大), 木伏 理沙子(山口東理大), 海野 徳幸(山口東
理大), 髙井 貴生(山口東理大), 辻 利佳子(山口東理大), 井手 拓哉(ロータス・サーマル・ソリュ
ーション), 大串 哲朗(ロータス・サーマル・ソリューション), 村上 政明(ロータス・サーマル・
ソリューション), 沼田 富行(ロータス・サーマル・ソリューション), 野村 光(大阪大)
09c4 Long Life Coolant のサブクール流動沸騰特性と熱伝達促進
○新池 将輝(山口東理大), 結城 和久(山口東理大), 木伏 理沙子(山口東理大), 海野 德幸(山口東
理大)
09c5 二重管式熱交換器を用いた新型地熱発電システムの数値シミュレーション
○福浦 拓真(山口東理大), 結城 和久(山口東理大), 木伏 理沙子(山口東理大), 海野 德幸(山口東
理大)
15:50～16:50
09d 熱工学 8
座長 浅田 拓真 (岡山大)
09d1 ガラス球充填管を用いた過熱蒸気急速生成の実証実験
○遠目塚 塁(山口東理大), 結城 和久(山口東理大), 木伏 理沙子(山口東理大)
09d2 コンパクトプール沸騰冷却デバイスの限界熱流束評価に向けた沸騰気泡挙動の観察
○中西 亮太(山口東理大), 海野 德幸(山口東理大), 結城 和久(山口東理大), 木伏 理沙子(山口東
理大)
09d3 CNT 分散潜熱蓄熱材の非ニュートン粘性評価
○平野 克磨(米子高専), 森田 慎一(米子高専), 早水 庸隆(米子高専), 権田 岳(米子高専)
09d4 CNT 分散潜熱蓄熱材の熱伝導率推定
○菅田 有祐(米子高専), 森田 慎一(米子高専), 早水 庸隆(米子高専), 権田 岳(米子高専)
第 10 室
09:00～10:15
10a ロボティクス・メカトロニクス 1
座長 土居 将太郎 (愛媛大)

10a1 跳躍運動のための脚メカニズムの開発
○村井 一義(愛媛大), 李 在勲(愛媛大), 岡本 伸吾(愛媛大)
10a2 一組の二重反転プロペラを有するドローンの開発と制御実験
○安倍 紀乃弥(愛媛大), 李 在勲(愛媛大), 岡本 伸吾(愛媛大)
10a3 自律移動機能を有する台車の開発
○田中 良磨(愛媛大), 李 在勲(愛媛大), 岡本 伸吾(愛媛大)
10a4 対光反射を用いた定常刺激型注視物体認識システムの研究
○佐藤 有理生(鳥取大), 中谷 慎太朗(鳥取大), 西田 信一郎(鳥取大)
10a5 海中ロボットの自己位置計測実験
○岸本 健(鳥取大), 西田 信一郎(鳥取大), 田中 真平(鳥取大)
10:45～11:45
10b ロボティクス・メカトロニクス 2
座長 村井 一義 (愛媛大)
10b2 ディープラーニングを用いて障害物回避を行いながら人を追跡するマルチロータ・ドローン
○土居 将太郎(愛媛大), 岡本 伸吾(愛媛大), 李 在勲(愛媛大)
10b3 RTK-GNSS を用いたマルチロータ・ドローンの自律飛行
○浅谷 篤(愛媛大), 岡本 伸吾(愛媛大), イー ジェフン(愛媛大)
10b4 磁気歯車の位置・速度制御に関する研究
○大網 透弥(松江高専), 齊藤 陽平(松江高専)
10b5 ボルテックスカップの形状に関する実験的考察
○岩見 和寛(岡山理大), 小林 亘(岡山理大)
14:20～15:35
10c ロボティクス・メカトロニクス 3
座長 中野 亜美 (岡山理大)
10c1 水圧駆動システム用増圧器の開発と応用
○森政 大貴(岡山理大), 小林 亘(岡山理大)
10c2 水圧 McKibben 型人工筋を用いた水中歩行訓練補助装具の試作
○唐下 千寛(岡山理大), 小林 亘(岡山理大)
10c3 信頼性と旋回性能を高めた新しい柔軟全周囲クローラの開発
○勝田 歩人(松江高専), 土師 貴史(松江高専), 衣笠 哲也(岡山理大), 吉田 浩治(岡山理大), 天
野 久徳(消防研究センター)
10c4 アームの回転運動を利用して移動するロボットの試作
○早川 龍介(岡山理大), 林 良太(岡山理大), 瀬戸山 康之(鹿児島高専), 衣笠 哲也(岡山理大),
吉田 浩治(岡山理大)
10c5 １リンクトルクユニットマニピュレータの特性実験
○橋本 侑昌(岡山理大), 林 良太(岡山理大), 瀬戸山 康之(鹿児島高専), 衣笠 哲也(岡山理大),
吉田 浩治(岡山理大)
15:50～17:05
10d ロボティクス・メカトロニクス 4
座長 森政 大貴 (岡山理大)
10d1 チェロ演奏のための自動ボーイングシステムの開発
○中野 亜美(岡山理大), 小林 亘(岡山理大)
10d2 カルマンフィルタを用いた状態推定および故障診断システムの開発
○中村 知暉(岡山理大), 小林 亘(岡山理大)
10d3 ダイレクトドライブ式水圧 McKibben 型人工筋の変位推定と制御
○安松 穂高(岡山理大), 小林 亘(岡山理大), 安永 拓公未(岡山理大)
10d4 複数のワイヤを用いた空中係留システムにおけるワイヤ制御部の改良
○松岡 直希(松江高専), 加藤 健一(松江高専)
10d5 空中係留システムの平衡点近傍でのモデル化と制御に関する研究
○原 大輝(松江高専), 加藤 健一(松江高専)

第 11 室
09:15～10:15
11a 交通・物流
座長 吉岡 泰志 (松江高専)
11a2 フライトシミュレータによる模擬飛行データを用いた軌道予測
○横山 大知(高知工大), 原田 明徳(高知工大), 岡 宏一(高知工大)
11a3 マルチエージェントシステムの考え方にもとづく東京国際空港到着機の制御に関する一考察
○保阪 和史(高知工大), 原田 明徳(高知工大), 岡 宏一(高知工大)
11a4 RoboCar を用いた横滑り時の旋回制御の実験的検討
○的場 理仁(高知工大), 岡 宏一(高知工大), 原田 明徳(高知工大)
11a5 モノレールの始動・停止時における衝撃改善及びリモートシステムの開発
○楢本 裕二(愛媛大), 八木 秀次(愛媛大), 山本 智規(愛媛大), 高橋 学(愛媛大), 大岡 敬郎(光
永産業)
10:45～11:45
11b ロボティクス・メカトロニクス 5
座長 宮本 恭弥 (高知工大)
11b2 電気的推進力を併用した帆走実験のための RC セールボートの改良
○吉岡 泰志(松江高専), 加藤 健一(松江高専)
11b3 イノシシの捕獲率向上を目的とした箱罠の開発
○井上 夏輝(米子高専), 松本 至(米子高専), 中山 繁生(米子高専), 宮﨑 貴大(香川高専), 松友
真哉(新居浜高専), 金澤 啓三(香川高専), 関 丈夫(香川高専), 塩田 博崇(三豊市建設経済部)
11b4 単発飛行ロボット SWUM の飛行制御
○久保田 悠介(鳥取大), 西田 信一郎(鳥取大)
11b5 アクティブセンシング機能を有するロボットハンドの研究
○早川 侑輝(鳥取大), 西田 信一郎(鳥取大), 中谷 真太郎(鳥取大)
14:20～15:20
11c ロボティクス・メカトロニクス 6
座長 長崎 哲郎 (高知工大)
11c1 慣性センサを利用した移動意図の認識
○宮本 恭弥(高知工大), 王 碩玉(高知工大), 瀋 博(高知工大)
11c2 インフラ構造物点検 UAV 飛行制御ソフトウェアの試作
○芝崎 伶美(鳥取大), 西田 信一郎(鳥取大)
11c3 ネジ締め作業ロボット用コンプライアンス機構の研究
○合田 伍(鳥取大), 西田 信一郎(鳥取大), 中谷 真太朗(鳥取大)
11c4 患者の動特性に注目した舌運動リハビリテーションシステムの操作性向上
○奥田 一哉(鳥取大), 中谷 真太朗(鳥取大), 西田 信一郎(鳥取大)
15:50～17:05
11d ロボティクス・メカトロニクス 7
座長 芝崎 伶美 (鳥取大)
11d1 ピーマン自動収穫のためのマニピュレータロボットの動作経路生成
○長崎 哲郎(高知工大), 岡 宏一(高知工大), 原田 明徳(高知工大)
11d2 体幹に受動要素を持つ多足類ロボットの運動解析 -動力学モデルを用いた数値シミュレーシ
ョン○尼崎 達也(岡山理大), 宮本 直輝(岡山理大), 衣笠 哲也(岡山理大), 大須賀 公一(大阪大), 林
良太(岡山理大), 吉田 浩次(岡山理大)
11d3 身体の動力学的特性を巧く利用した位相振動子による３次元２足動歩行の実現 膝の振幅差を
用いた旋回動作について
○大場 生威(岡山理大), 衣笠 哲也(岡山理大), 林 良太(岡山理大), 吉田 浩次(岡山理大), 横山
優治(岡山理大), 藤本 真作(岡山理大)
11d4 生活支援ロボットの飲食物の認識方法

○中村 俊一(高知工大), 王 碩玉(高知工大), 楊 光(高知工大), 瀋 博(高知工大)
11d5 無方向性四輪車による人追従制御法の開発
○門田 達也(高知工大), 王 碩玉(高知工大), 楊 光(高知工大), 瀋 博(高知工大)
第 12 室
10:30～11:45
12b マイクロ・ナノ工学／計算力学
座長 安倍 紀乃弥 (愛媛大)
12b1 ウェザーストリップゴムの形状最適化
○高橋 幹汰(愛媛大), 玉男木 隆之(愛媛大), 呉 志強(滋賀県大), 有光 隆(愛媛大)
12b2 ANN ポテンシャルを用いた Si 結晶中の原子空孔クラスターに関する大規模計算
○後口 拓登(岡山県大), 末岡 浩治(岡山県大)
12b3 格子間 Si クラスターの構造探索を目指した ANN ポテンシャルの作成
○大櫃 万聖(岡山県大), 末岡 浩治(岡山県大)
12b4 球面と 2 次元繰り返し媒質分布を有する固体表面との間に働く相互作用応力(球面-平面間距離
が応力に及ぼす影響)
○仲林 聡(鳥取大), 山本 隆広(鳥取大), 別所 慶祐(鳥取大), 石川 功(鳥取大), 松岡 広成(鳥取
大)
12b5 油性インクを用いた金微細構造作製法の提案 －ローラーを用いたインク転写法の検討－
○千村 慎太郎(岡山理大), 寺野 元規(岡山理大), 吉野 雅彦(東京工大)
14:20～15:35
12c エンジンシステム 1
座長 常藤 飛鳥 (山口大)
12c1 ディーゼルエンジンにおける燃焼衝撃のエンジン外表面への伝達特性に関する一考察
○橋本 大輝(山口大), 小口 瞳史(山口大), 井元 大貴(山口大), 瀬尾 健彦(山口大), 三上 真人
(山口大)
12c2 低圧雰囲気における旋回空気流を伴う燃料模擬液体の噴霧特性の調査
○清水 研一(山口大), 平古場 建吾(山口大), 瀬尾 健彦(山口大), 三上 真人(山口大)
12c3 マフラー内を模擬した実験系における笛吹音の共鳴モードに関する研究
○樂市 昌也(山口大), 小口 瞳史(山口大), 瀬尾 健彦(山口大), 三上 真人(山口大)
12c4 舶用ディーゼルインジェクタの構造が内部流れに及ぼす影響に関する数値的研究
○柳 尚紀(岡山大), 坪井 和也(岡山大), 冨田 栄二(岡山大)
12c5 8CH マルチイオンプローブによる 2 ストロークガソリンエンジン内の火炎伝播計測技術の開発
○後藤 優輝(広島工大), 八房 智顯(広島工大)
15:50～17:05
12d 動カエネルギーシステム／エンジンシステム 2
座長 橋本 大輝 (山口大)
12d1 定容容器を用いた高温高圧環境下での火炎伝播とエンドガス挙動の実験的調査
○常藤 飛鳥(山口大), 西村 凌平(山口大), 瀬尾 健彦(山口大), 三上 真人(山口大)
12d2 高圧環境下での液滴の燃え広がりにおける冷炎発生に関する研究
○千頭 勇斗(山口大), 宇根山 凌(山口大), 吉田 泰子(山口大), 瀬尾 健彦(山口大), 三上 真人
(山口大)
12d3 ダブルカーネル法を用いた高圧条件における層流燃焼速度調査
○浅尾 真奈杜(山口大), 瀬尾 健彦(山口大), 三上 真人(山口大)
12d4 Li 合金の窒素解離能評価と化学状態分析
○田川 賢太朗(広島大), 新里 恵多(広島大), 宮岡 裕樹(広島大), 市川 貴之(広島大)
12d5 畜産系廃棄物であるアンモニア水からの水素生成に関する研究
○片山 拓実(広島大), 市川 貴之(広島大), 宮岡 裕樹(広島大), 花田 信子(早稲田大), 濱本 創
(広島大)
第 13 室

10:45～11:45
13b 設計工学・システム
座長 村田 健太朗 (岡山大)
13b2 再焼入れを施した高周波焼入れ平歯車の曲げ疲労強度に関する研究
○高濱 良好(鳥取大), 生田 智章(鳥取県金属熱処理協業組合), 小野 勇一(鳥取大), 小出 隆夫(鳥
取大)
13b3 大ねじれ角はすば歯車の歯元応力計算法（歯幅端付近のたわみ特性の修正）
○経田 圭亮(鳥取大), 山岡 樹矢(鳥取大), 野嶋 賢吾(鳥取県産業技術センター), 小野 勇一(鳥取
大), 西 遼佑(鳥取大), 小出 隆夫(鳥取大)
13b4 構造物内における避難シミュレーションを用いた減災効率の高いシナリオの構築
○小亀 友暉(香川大), 荒川 雅生(香川大)
13b5 複合領域最適化に向けた PSO の実装
○坂入 凌大(香川大), 荒川 雅生(香川大)
14:20～15:35
13c 生産加工・工作機械 1
座長 太田 翔也 (岡山大)
13c1 連続発振近赤外レーザを用いた石灰石の焼成に関する基礎的検討
○敦賀 大河(岡山大), 岡本 康寛(岡山大), 濱田 一樹(岡山大), 静 俊二郎(足立石灰工業), 藤木
修治(足立石灰工業), 岡 正和(足立石灰工業), 岡田 晃(岡山大)
13c2 超短パルスレーザによる鉄鋼系金型への表面テクスチャリングに関する基礎的研究
○村田 健太朗(岡山大), 和田 祐樹(岡山大), 篠永 東吾(岡山大), 岡本 康寛(岡山大), 岡田 晃
(岡山大)
13c3 極間検出電圧変動域制御法を用いたマルチワイヤ放電スライシングにおける加工溝幅均一性の
検討
○田淵 愁笙(岡山大), 竹川 智也(岡山大), 岡本 康寛(岡山大), 岡田 晃(岡山大), 栗原 治弥(牧
野フライス製作所)
13c4 スカラ型ロボットの熱変形の同定
○河野 寛大(広島大), 茨木 創一(広島大)
13c5 自動追尾式１軸レーザトラッカによる工作機械の２次元位置決め精度の測定
○佐藤 司(広島大), 茨木 創一(広島大)
15:50～17:05
13d 生産加工・工作機械 2／機素潤滑設計
座長 敦賀 大河 (岡山大)
13d1 大面積電子ビーム照射における熱伝導率の異なる工作物表面温度分布の解明
○太田 翔也(岡山大), 酒井 翼(岡山大), 篠永 東吾(岡山大), 岡本 康寛(岡山大), 岡田 晃(岡山
大)
13d2 追尾型レーザ干渉計を用いた６軸ロボットの幾何学モデルの同定
○福田 功貴(広島大), 茨木 創一(広島大)
13d3 多孔質動圧ジャーナル軸受における正弦波加振時の潤滑特性に関する実験的研究(FFT 周波数分
析による RRO-f0 成分および NRRO-1/2f0 成分との関連性の検討)
○大部 竹之介(米子高専), 大塚 茂(米子高専), 矢壁 正樹(米子高専), 早水 康隆(米子高専)
13d4 光てこ AFM 用カンチレバーに働く力とその振動特性への影響
○尾澤 賢(鳥取大), 石川 功(鳥取大), 松岡 広成(鳥取大)
13d5 振動法を用いた簡易設備診断法のトレーニング装置の開発
○石丸 朋弥(徳山高専), 南桑 辰徳(徳山高専), 大西 祥作(徳山高専)

