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日本機械学会 関東支部
第 20 期総会・講演会
開催日
会 場
交

2014 年 3 月 14 日（金），15 日（土）
東京農工大学 小金井キャンパス
東京都小金井市中町 2-24-16
通 JR 中央線「東小金井駅」より徒歩約 10 分
交通アクセス等は以下のサイトをご参照ください．
http://www.tuat.ac.jp/basic_information/access/

＜次 第＞
1. 総会
3 月 14 日（金）14:30～16:00，講義棟 2 階 L0026 講義室
(1)2013 年度（第 20 期）事業報告及び会計報告
(2)2014 年度（第 21 期）商議員当選者発表
(3)2014 年度（第 21 期）支部長および役員の選出
(4)新旧支部長あいさつ
(5)2014 年度（第 21 期）事業計画および予算の審議
(6)ブロック運営通則改訂報告
(7)関東支部賞受賞者表彰
(8)学生員増強功労者表彰

OS7 環境と調和したエネルギー利用
秋澤 淳（東京農工大），上田祐樹
OS8 振動騒音および運動制御
田川泰敬（東京農工大），鎌田崇義
OS9 光計測とその応用
梅田倫弘（東京農工大），篠原俊二郎，岩見健太郎
OS10 材料加工・機械加工の最前線
笹原弘之（東京農工大），桑原利彦，夏 恒，安藤泰
久，中本圭一
OS11 輸送機器の最先端研究
永井正夫（日本自動車研究所），和田正義（東京農工
大），ポンサトーン・ラクシンチャラーンサク
OS12 変形解析の基盤技術と応用
長岐 滋（東京農工大），高橋 徹，池田浩治，山中晃
徳
5. 懇親会
3 月 14 日（金）18:20～20:20，140 周年記念会館 エリプス
参加費（後掲）

2. 関東支部創立 20 周年記念式典
3 月14 日（金）16:10～18:10，講義棟2 階L0026 講義室
6. 機器・カタログ展示
(1)パネルディスカッション
3 月 14 日（金），15 日（土），12 号館 1 階 L1211
「関東支部のこれまでの 20 年、これからの 20 年」
見学無料
パネリスト
7. 関東学生会第 53 回学生員卒業研究発表講演会（同時開催）
久保 司郎（日本機械学会筆頭副会長/摂南大学教授）
3 月 14 日（金）9:15～15:00，会場は後掲
杉島 和三郎（初代支部長/オフィス環境システムエン
詳細プログラムは当支部ホームページをご参照ください．
ジニアリング代表）
http://www.jsme.or.jp/kt/sotsuken/53thGakusei.html
新井 雅隆（ブロック代表/群馬大学教授）
後藤 彰（企業代表/荏原製作所理事）
8. 参加登録費
金子 暁子（学生会代表/筑波大学准教授）
正員および講演発表者 8,000 円，会員外 12,000 円，
阿久津 郁子（学生代表/首都大学東京修士 2 年）
学生員および学生の講演発表者 3,000 円，一般学生
中村 春夫（20 期支部長/東京工業大学教授）
4,000 円．すべての参加登録費には講演論文集 CD-ROM
(2)20 周年記念表彰
１枚が含まれます．また，博士課程の会員学生には特
別減免措置により学生員と同額とします．なお，特別
3. 特別講演
講演の聴講および機器展示・カタログ展示の見学は無
3 月 15 日（土）13:00～14:00，講義棟 2 階 L0026
料です．
「超成熟社会を支えるスマートモビリティ」
永井 正夫（一般財団法人 日本自動車研究所
9．懇親会費
代表理事研究所長）
一般 5,000 円，学生 1,000 円．なお，懇親会会場にて
参加費無料
第 53 回学生員卒業研究発表会 Best Presentation
Award の表彰を行います．受賞者ご本人は懇親会ご招
4. 第 20 期総会・講演会
待となります．
3 月 14 日（金）9:00～14:30
3 月 15 日（土）9:00～17:00
10．講演論文集代 CD-ROM１枚 2,000 円
詳細プログラムは後掲
講演論文集のみをご購入の方は当日会場にて販売し
ますので，上記の講演論文集代をお支払いください．
オーガナイズド・セッション一覧
なお，講演会終了後も残部がある場合は，下記によ
OS1 実験力学の新展開
る販売も行います．在庫を事前に事務局にご確認の
梅崎栄作（日本工大），新津 靖（東京電機大），松井
上，お申し込み下さい．「関東支部第 20 期総会・講
成幸（明海大）
演会講演論文集申込」と題記して，
（1）購入冊数，
（2）
0S2 バイオエンジニアリングの最前線
送金額，
（3）氏名，
（4）送付先（郵便番号も併記）
佐久間 淳（東京農工大）、藤江裕道（首都大），中楯
を明記して，以下宛にご連絡の上，お振込下さい．
浩康
郵送による受取の場合は送料 180 円をあわせてご送
OS3 ロボティクス・メカトロニクス
金下さい．
樋口 勝（日本工大），遠山茂樹（東京農工大），石田
【振込先】
寛，水内郁夫、ベンチャー・ジェンチャン
三菱 UFJ 信託銀行 新宿支店 普通 1979632
OS4 機械工学が支援する微細加工技術
一般社団法人日本機械学会関東支部
辻村 学（荏原製作所）
，太田正廣（関東職能大）
，武居
昌宏（千葉大）
，近藤英一（山梨大）
，檜山浩國（荏原
11．問い合せ先・申込み先
製作所）
，小原弘道（首都大）
〒160-0016 東京都新宿区信濃町 35 番地／信濃町煉
OS5 流れの計測と制御
瓦館 5 階 日本機械学会内／日本機械学会関東支部／
亀田正治（東京農工大），西田浩之，田川義之
電 話 （ 03 ） 5360-3510 ／ FAX （ 03 ） 5360-3508 ／
OS6 熱流体工学のフロンティア
ktconf14@jsme.or.jp
村田 章（東京農工大），岩本 薫

実行委員会名簿
委員長

永井 正夫

日本自動車研究所／東京農工大学

副委員長 田川 泰敬

東京農工大学

笹原 弘之

東京農工大学

石田 寛

東京農工大学

佐久間 淳

東京農工大学

池田 浩治

東京農工大学

和田 正義

東京農工大学

秋澤 淳

東京農工大学

安藤 泰久

東京農工大学

池西 俊仁

東京農工大学

岩見 健太郎

東京農工大学

岩本 薫

東京農工大学

上田 祐樹

東京農工大学

梅田 倫弘

東京農工大学

榎木 光治

東京農工大学

大下 賢一

東京農工大学

鎌田 崇義

東京農工大学

亀田 正治

東京農工大学

桑原 利彦

東京農工大学

齋藤 博史

東京農工大学

篠原 俊二郎

東京農工大学

高橋 徹

東京農工大学

幹 事

委 員

田川 義之

東京農工大学

茅野 雅久

東京農工大学

遠山 茂樹

東京農工大学

長岐 滋

東京農工大学

中本 圭一

東京農工大学

夏 恒

東京農工大学

西澤 宇一

東京農工大学

西田 浩之

東京農工大学

平山 修

東京農工大学

福田 めぐみ

東京農工大学

ベンチャー･ジェンチャン 東京農工大学
ポンサトーン･
ラクシンチャラーンサク

東京農工大学

松倉 悠

東京農工大学

水内 郁夫

東京農工大学

村田 章

東京農工大学

森 晴子

東京農工大学

山中 晃徳

東京農工大学
以上 39 名

広告掲載・機器・カタログ出展企業一覧

広告掲載（50 音順）
株式会社 テック技販
株式会社 ヤマナカゴーキン

機器展示（50 音順）
エムティティ 株式会社
株式会社 ジェイテクト
パルステック工業 株式会社
株式会社 富士テクニカルリサーチ
カタログ展示（50 音順）
株式会社 島津製作所
日本工業出版 株式会社

講演プログラム
1．1 件あたり講演時間 10 分，討論 5 分，計 15 分
2．○印が講演者
3．OS はオーガナイズド・セッション
4．GS は一般講演セッション

10113

10114

◆ 3 月 14 日（金）◆
第 1 室（講義棟 1 階 L0011 講義室）
9:00～10:15 OS12-1【機械材料(1)】
（座長：山中晃徳（農工大））
10101 難燃性 Mg 合金圧延板の創製と機械的特性
○野田雅史（千葉工大），船見国男，森 久史
（鉄道総研），Volokhoff Adrien（Universite
de Technologie de Compiegne），伊藤友美（権
田金属）
10102 難燃性マグネシウム合金の機械的特性と組織
に及ぼす鋳造プロセスの影響
○福田裕太（権田金属工業），伊藤友美，権田
善夫，栁原 理，野田雅史（千葉工大）
10103 Mg-Al 合金積層材の機械的特性
○船見国男（千葉工大），野田雅史
10104 高温放置による軸受用鋼球形状変化の観察と
回転非同期振れへの影響
○野口昭治（東理大）
10105 極性結晶体イオンボールによる水流中での鉄
の錆び防止に関する実験的研究
○岡島 敏（AP ロウマテリアルズ），松永典
久，小野夢人，松永真吾
10:30～12:00 OS12-2【機械材料(2)】
（座長：高橋 徹（農工大））
10106 溶融鉛フリーはんだ中の低炭素鋼における腐
食挙動
○上杉広大（群馬高専），山内 啓
10107 Sn-Ag-Cu 合金のサイズ効果における金属間化
合物の影響
○岩崎真也（群馬高専），山内 啓，黒瀬雅詞
（群馬大）
10108 小型試験片を用いた鉛フリーはんだ合金の力
学特性評価
○大栗佑介（工学院大院），小林智也（工学院
大），田中翔太，立野昌義
10109 微小せん断試験片を用いた鉛フリーはんだの
引張・応力緩和試験
松宮 遼（東京高専），○高部真彰，林 丈晴，
渡邉裕彦（富士電機），志村 穣（東京高専），
海老原理徳（東京学芸大），齋藤俊介（富士電
機）
10110 MA-SPS プロセスによるアルミニウム基磁性
材料の作製とその特性
○渡邉 隆（日大院），久保田正広（日大）
10111 電析ナノ結晶金属材料の微細組織制御と機械
的性質の向上
○小泉有加（足利工大院），深谷拓由，小林 重
13:00～14:30 OS12-3【疲労・残留応力】
（座長：大下賢一（農工大））
10112 SUS304 鋼のスモールパンチ試験の有限要素

10115

10116

10117

解析
○堂崎隆志（筑波大院），渡部 修（筑波大）
SUS304 鋼平板のクリープ疲労試験における J
積分値評価
○船井まどか（筑波大院），渡部 修（筑波大）
球圧子接触負荷における高強度鋼の水素ぜい
化特性
○丹羽宙潤（中央大院），米津明生（中央大）
マイクロインデンテーション法によるステン
レス鋼の残留応力推定法
○草野涼太（中央大院），日吉智宏（中央大），
米津明生
超音波振動を利用した溶接残留応力の低減
（SUS304 薄板突合せ溶接に対する検討）
青木 繁（都立産技高専），栗田勝実，越水重
臣（産技大学院大），前川 晃（原子力安全シ
ステム研究所）○武藤祥太（都立産技高専）
精米シミュレーションへの V&V の導入
○中島考一（芝浦工大院），長谷川浩志（芝浦
工大）

第 2 室（講義棟 1 階 L0012 講義室）
10:15～12:00 OS2-1【バイオエンジニアリングの最前線
(1)】
（座長：佐久間 淳（農工大））
10201 緩和材による裂傷リスク低減に関する研究
○明瀬英行（産総研・東理大），小泉喜典，高
野太刀雄（産総研），西田佳史，北村光司，溝
口 博（産総研・東理大）
10202 有限要素法を使用した緩衝材による生体模擬
材への衝撃低減効果の検討
○石野貴之（防衛省技本陸装研）
10203 頭部衝撃に関する症例の再現シミュレーショ
ン
○喜多陵勝（首都大），宮本英明，中楯浩康，
青村 茂
10204 伸長方向制御した脳神経軸策の引張損傷評価
○鶴見明冴美（首都大），中楯浩康，青村 茂，
角田 陽（東京高専）
10205 静水圧下におけるマウス間葉系幹細胞への物
理刺激による影響
○Kim Jeong Hyun（The Univ. of Tokyo），
Montagne Kevin，Furukawa Katsuko，Ushida
Takashi
10206 衝撃圧力が管腔形成された血管内皮細胞に与
える影響
○大津英理子（首都大），中楯浩康，青村 茂，
角田 陽（東京高専）
20206 Parallel Tempering MC 法による膜モデルの
シミュレーション
○薄井 聡（茨城高専），花園達成，鯉渕弘資
13:00～14:30 OS2-2【バイオエンジニアリングの最前線
(2)】
（座長：中楯浩康（首都大））
10207 動的培養による子宮組織の再構築
○渡辺翔太（東大），小林一穂，Gondo Santoso
Erna，廣田 泰，吉田圭太，吉野 修（富山
大），斉藤 滋，大須賀 穣（東大），牛田多
加志，古川 克子

10208 再生軟骨の拘束圧縮培養による組織構築
○佐々木悠人（東大），中村亮介，牛田多加志，
古川克子
10209 光造形法を用いた細胞の機能制御能を有する
担体の 3 次元造形
○小林洋次郎（東大院），牛島宏太，篠原 誠，
牛田多加志，古川克子
10210 関節音による変形性膝関節症診断手法に関す
る基礎的研究
○戸沢優介（首都大院），長谷和徳（首都大），
太田 進（星城大），坂井建宣（首都大）
10211 ヒト軟組織の 3D 押込システムによる触診法の
精度向上
○李 治蒙（農工大院），佐久間 淳（農工大）
10212 ハプティクスを用いた採血訓練シミュレータ
の開発
○細川 聖（東工高専），齊藤浩一，角田寛英
第 3 室（講義棟 1 階 L0013 講義室）
10:30～11:45 OS6-1【熱流体工学のフロンティア(1)】
（座長：村田 章（農工大））
20311 高温粉粒体凝固物の低沸点液体中における過
渡沸騰特性
○齋藤隆介（筑波大院），阿部 豊（筑波大），
金子暁子
20312 マイクロ波加熱による過渡沸騰現象の発生限
界に関する研究
○八巻辰徳（筑波大），阿部 豊，金子暁子，
瀬川智臣（JAEA），川口浩一，山田美一
20313 高時空間分解能レーザ干渉法による沸騰熱伝
達機構の研究
○出島一仁（明大），矢吹智英（明大院），濱
口拓矢，中別府 修（明大）
20314 強制対流サブクール沸騰中のボイド率発展機
構に関する研究
○梶原智之（電通大），大川富雄，工藤義朗
（JNES），宮野直樹（電通大）
10310 多孔質金属を用いた相変化を伴う高熱流束除
熱に関する研究
○半澤大樹（電通大），勝又匡介，大川富雄
13:00～14:30 OS6-2【熱流体工学のフロンティア(2)】
（座長：大川富雄（電通大））
20316 超音速蒸気ジェットインジェクターの伝熱特
性に及ぼす混合部長さの影響
○佐藤喬亮（筑波大），阿部 豊，金子暁子，
松本繁則（JFE エンジニアリング）
20317 超音速流により誘起される管の振動に関する
研究
○関根太一（東電大院），遠藤正樹（東電大）
20318 高圧配管の振動現象に関する研究
○金井直也（東電大院），遠藤正樹（東電大）
20319 ナノカロリメータ用多点温度較正試料の研究
○大聖多郎（明大），中村大貴（明大院），中
別府 修（明大）
20320 SThM 用デジタルフィードバック温度計測シ
ステムの研究
○溝部雅恭（明大），中里拓也（明大院），新
倉祥弘，中別府 修（明大）
20321 機能性傾斜冷却板法による冷却板温度と結晶

組織の関係
並木貴大（群馬高専），○黒瀬雅詞，千葉隆一
（サンデン）
第 7 室（講義棟 2 階 L0021 講義室）
13:00～14:15 OS3-1【ロボティクス・メカトロニクス(1)】
（座長：水内郁夫（農工大））
10701 PS 超弾性合金アクチュエーターを用いた 1 自
由度のパワーアシストジョイントの開発
○野澤太一（農工大），佐久間 淳，鈴木裕哉
（農工大院）
10702 ハイブリッド支持式回転型ジャイロへの回転
同期信号を利用した不つり合い補償の適用
○秋山智広（埼玉大），水野 毅，高崎正也，
石野裕二
10703 ゼロコンプライアンス機構を利用した微小力
測定 (第 3 報: 測定周波数帯域に関する検討)
○高林 篤（埼玉大），水野 毅，石野裕二，
高崎正也
10704 ANCF を用いたテザー巻取り型宇宙用移動デ
バイスの運動解析
○西澤卓宏（首都大院），竹原昭一郎（上智大），
長谷和徳（首都大）
10705 インパクトドライブ機構を利用した 6 軸パラ
レルリンクマニピュレータの制御
○小林竜次郎（東理大），坪井 涼，佐々木信也
10706 （講演取下げ）
第 8 室（講義棟 2 階 L0022 講義室）
10:30～11:45 OS7-1【環境と調和したエネルギー利用
(1)】
（座長：上田祐樹（農工大））
10801 プラズモン共鳴を援用した熱電子発電素子に
関する研究
○佐藤勝久（農工大），岩見健太郎，梅田倫弘
10802 積層 PZT 素子を用いた振動発電によるセンサ
電源への応用
○山岸昇平（都市大院），藤本 滋（都市大），
一木正聡（産総研），北原時雄（日本軸受検査
協会）
10803 陰極近傍における流れ場が微生物燃料電池の
出力に及ぼす影響
○鶴牧峻幸（首都大院），吉田 真
10804 bio EV（バイオディーゼルで発電して走る電気
自動車）における各種燃料の比較検討
○坂口正樹（神奈川工大），佐々井博岳，松本
亮，高橋良彦
10805 bio EV（バイオディーゼルで発電して走る電気
自動車）における負荷時ディーゼル発電特性
○佐々井博岳（神奈川工大），坂口正樹，松本
亮，高橋良彦
13:00～14:15 OS7-2【環境と調和したエネルギー利用
(2)】
（座長：藤本 滋（都市大））
10806 bio EV（バイオディーゼルで発電して走る電気
自動車）における植物燃料温度の検討
○松本 亮（神奈川工大），佐々井博岳，坂口
正樹，高橋良彦
10807 直膨式地中熱ヒートポンプシステムの実証試

10808

10809

10810

験 －暖房実験結果－
○横山大貴（山梨大院），武田哲明（山梨大），
舩谷俊平，一宮浩市，石黒修平
天然ガス機関発電システムを用いた実バイオ
ガスによる運転
○木村翔平（群馬大院），秋元亮哉，ゴンザレ
スファン（群馬大），荒木幹也，志賀 聖
柔軟シートフラッタ風力発電に対する発電負
荷の影響
○山中貴央（青学大），姜 東赫，横田和彦，
佐藤光太郎（工学院大）
ベイジアンネットワークを用いた室内空調機
器の操作予測
○小島一恭（埼玉大），奥村高広（埼玉医大）

第 9 室（講義棟 2 階 L0023 講義室）
10:30～12:00 OS8-1【パッシブ振動減衰】
（座長：青木 繁（都立産技高専））
10901 原子力機器・配管の複数次モード振動を低減す
るパッシブ型動吸振器に関する研究（三次元動
吸振器模型の減衰特性の評価）
○長尾晃太（都市大院），藤本 滋（都市大）
10902 高減衰材を用いた原子力機器・配管の減衰特性
向上に関する研究（高減衰材を付加した模型配
管の減衰特性評価）
○久原直也（都市大院），藤本 滋（都市大）
10903 粒状体ダンパのサイズ効果
○熊谷功平（芝浦工大院），佐伯暢人（芝浦工
大），溝口隆大，宮本晃幸
10904 非定常不規則振動を受けるすべり免震装置の
応答評価
○墨野倉 駿（都立産技高専），青木 繁，栗
田勝実，中西祐二，富永一利，金澤光雄（金澤
製作所）
10905 微小なばね・質量系の自由振動実験
○青木貴弘（横国大院），森下 信
10906 衝突系に発生する低周波振動の動吸振器によ
る制振
○森 博輝（埼玉大），長嶺拓夫，小林孝成，
佐藤勇一（埼玉大）
13:00～14:30 OS8-2【人間・メカトロニクス】
（座長：ベンチャー・ジェンチャン（農工大））
10907 パーソナルビークル乗車時の着座人体モデル
の運動制御
○高橋史弥（上智大院），竹原昭一郎（上智大），
曄道佳明，長谷和徳（首都大），鳥垣俊和（日産）
10908 中間駆動関節に回転バネを有する二重倒立振
子の姿勢安定化制御
○吉田 匠（農工大院），田川泰敬
10909 モジュール型多体システムの運動制御に関す
る研究
○和地天平（農工大），小川誠也，田川泰敬
10910 天井クレーンのスキルレス化に関する研究
○橋爪友樹（農工大院），霜野慧亮，田川泰敬
10911 弾性ロータのための磁気軸受装置とその制御
システムの改良
○藤崎浩之（日大），ウ 正傑，志賀雅光（日
大院），岡田幸人，渡辺 亨（日大），背戸一
登（SVCL）

10912

自動車用電磁ダンパの連携による独立減衰チ
ューニングに関する研究
○福盛勇人（東理大），林 隆三，中野公彦（東
大），須田義大

12:45～14:15 新旧合同支部運営会（BASE 本館 1 階大
会議室）
14:30～16:00 日本機械学会関東支部総会（講義棟 2
階 L0026 講義室）
16:10～18:10 20 周年記念式典（講義棟 2 階 L0026 講
義室）
18:20～20:20 20 周年記念懇親会（140 周年記念会館
エリプス 3F 多目的ホール）
◆ 3 月 15 日（土）◆
第 1 室（講義棟 1 階 L0011 講義室）
9:00～10:30 OS12-4【ナノ・メゾスケールでの材料の変形】
（座長：長岐 滋（農工大））
20101 引張荷重下における多結晶グラフェンの力学
特性解析
○青木佑介（電通大院），新谷一人
20102 グラフェインライクナノ材料の第一原理計算
○三原紘大（電通大），新谷一人
20103 フラーレンポリマー薄膜の機械的特性
福田勝己（東京高専），小林光男（工学院大），
尾上 順（東工大），増田秀樹，○宮崎寛隆（東
京高専）
20104 動的再結晶による LPSO 型 Mg 合金の結晶粒微
細化に関する Phase-field・転位-結晶塑性シミ
ュレーション
○古屋貴大（慶大），近藤瑠歩（慶大院），志
澤一之（慶大）
20105 動的フェライト変態のマルチフェーズフィー
ルドモデリング
○山中晃徳（農工大）
20106 相変態解析における課題抽出および予測精度
の向上
○上田英明（鋳造技術センター），岡 正徳，
（中央研究所），都井 裕（東大）
10:45～12:00 OS12-5【変態塑性・損傷】
（座長：山中晃徳（農工大））
20107 鋼の 2 軸応力下における変態塑性挙動モデリン
グ
○山本裕太（農工大院），引田直樹，大下賢一
（農工大），長岐 滋
20108 曲げ―引張複合荷重下における変態塑性の評価
○HAMDAM Mohammad Arif（農工大院），
NAGAKI Shigeru（農工大），OSHITA Kenichi
20109 多孔平板の単軸引張における空孔成長挙動と
異方損傷発展則の検討
○佐保井大悟（農工大），長岐 滋（農工大院），
大下賢一
20110 損傷力学によるニオブ合金材の機械特性モデ
リング
○升岡 正（東大），都井 裕，
長田泰一（JAXA），

20111

香河英史，池田博英
波動逆解析による内部欠陥の可視化システム
の構築（第 4 報）
福田勝己（東京高専），西村良弘（産総研），
鈴木隆之，○福田昌了（東京高専）

14:15～15:30 OS12-6【高分子材料】
（座長：長岐 滋（農工大））
20112 くびれ伝ぱを起こす材料の真応力－真ひずみ
曲線の導出法
○川野佑樹（明大院），田中純夫（明大）
20113 EP ゴム O リングの劣化予測解析手法の高度化
○磯崎孝寛（筑波大），小林航太郎，堀 康彦
（電中研），水谷嘉伸，松田昭博（筑波大）
20114 微細構造を考慮した高分子発泡材料の圧縮特
性解析手法
○嶋津龍弥（筑波大院），篠田佳克，安高啓貴
（筑波大），松田昭博
20115 繰返し変形を考慮した異方性超弾性モデルに
よる競泳用水着の応力解析
○田中宏和（筑波大院），島名孝次（ミズノ），
松田昭博（筑波大）
20116 脳挫傷生成メカニズム解明のためのアクリル
容器の衝撃実験と有限要素解析
青村 茂（首都大），中楯浩康，韓 露，○
山田 昂
15:45～17:15 OS12-7【複合材料・CFRP】
（座長：松崎亮介（東理大））
20117 CFRP 積層複合材の内部損傷観察と動特性評
価に関する一考察
○鈴木浩治（千葉工大），植草昌彦，高橋芳弘
20118 CFRP 平板のボルト締結における CFRP 表面
剛性のゆるみ進行影響
○加藤希望（群馬大），岩崎 篤
20119 遺伝的アルゴリズムを用いた複合材料製極低
温推進剤タンクの構造最適化
○福井勇人（東理大），吉村彰記（JAXA），
松崎亮介（東理大）
20120 スマートボルトによる複合材せん断機械継手
におけるボルト欠損の有限要素解析
○笠原利行（JAXA），高戸谷 健，宇都宮登
雄（芝浦工大）
20121 イメージベース有限要素解析によるポーラス
アルミニウムの局所応力評価
○宇都宮登雄（芝浦工大），近藤佑紀（福井大），
國兼孝志，桑水流 理，半谷禎彦（群馬大）
20122 安全から安心・安全へのパラダイムシフト（第
5 報：“射影変換”による基本的概念の明確化）
○中村春夫（東工大）
第 2 室（講義棟 1 階 L0012 講義室）
9:45～11:00 OS2-3【バイオエンジニアリングの最前線
(3)】
（座長：亀田敏弘（筑波大））
20201 動脈瘤破裂危険性の客観的評価を目指した粘
弾性動脈シミュレーション
○酒井和彦（農工大），佐久間 淳，新保貴也
（農工大院），中川寛也
20202 ステントグラフトの力学特性および腹部大動

脈瘤内留置時挙動の生体力学的評価
○長谷川智也（芝浦工大院），伊藤嵩格（芝浦
工大），山本創太，大島まり（東大），保科克
行（東大病院），赤井隆文（東大院医）
20203 壁面せん断応力負荷時間が血管内皮損傷に及
ぼす影響の定量的評価
○興 敬宏（芝浦工大院），鈴木貴之（芝浦工
大），寺島眞人，山本創太，大島まり（東大学
環），大石正道（東大生研）
20204 VWF 分子機構における血小板粘着力生成のバ
イオメカニクス
○谷下一夫（早大），飛松弘晃（慶大），西渕
雄一郎，後藤信哉（東海大），須藤 亮（慶大）
20205 力学刺激による細胞内シグナル伝達のリアル
タイムイメージング
○田代真司（東大），牛田多加志，古川克子，
Montagne Kevin，Minki Chang
11:15～12:00 OS2-4【バイオエンジニアリングの最前線
(4)】
（座長：佐久間 淳（農工大））
20206 （OS2-1 へ移動）
20207 （講演取下げ）
20208 前腕回旋時における靭帯の変形に関する有限
要素解析
○男庭正規（宇都宮大院工），嶋脇 聡，酒井
直隆，中林正隆
20209 Hill の筋骨格モデル数理モデルに関する研究
○露木美波（日大），佐藤 喬，見坐地一人
20210 導電性ポリマーを用いたマイクロアクチュエ
ータの作製
○杉原達記（首都大），武田伊織，井上 諒，
金子 新
14:15～15:30 OS2-5【バイオエンジニアリングの最前線
(5)】
（座長：中林正隆（宇都宮大））
20211 筋骨格モデルによる自動車乗降時の運動評価
○桜井慎吾（首都大院），長谷和徳（首都大），
荒井隆輔（スズキ），村木 豊，堀田英則，楽
松 武
20212 自動車乗員の精密身体挙動を再現する身体運
動生成モデルの開発と評価
○山本祐輔（首都大院），竹原昭一郎（上智大），
長谷和徳（首都大），鳥垣俊和（日産）
20213 車両乗員の過渡的身体挙動の生体力学解析
○工藤義弘（首都大），長谷和徳，竹原昭一郎
（上智大），鳥垣俊一（日産），林 祐一郎（首
都大）
20214 視覚・聴覚・力覚刺激に対する人の反応時間の
測定
○諸 俊宏（東洋大），山川聡子
20215 前十字靱帯機能不全による歩行動作変化
○堀端頌子（首都大），Arash Mahboobin（ピ
ッツバーグ大），Richard Debski，藤江裕道（首
都大）
15:45～17:15 OS2-6【バイオエンジニアリングの最前線(6)】
（座長：山川聡子（東洋大））
20216 外側半月後方横断裂に対する制動術の評価

20217

20218

20219

20220

20221

○仲吉諒介（首都大），塩田幹夫（東医歯大院），
中川裕介，山川学志（首都大），木村 圭，藤
江裕道，古賀英之（東医歯大院），宗田 大
特異値分解と位相振動子を用いた 3 次元走行動
作のシミュレーション
○荻原俊輝（首都大院），長谷和徳
神経振動子モデルを用いた歩行アシスト機器
の制御
○浅野 賢（首都大），長谷和徳，林祐一郎
草鞋を模擬した足部装具の装着効果の運動力
学評価
○王 志鵬（首都大），長谷和徳，林祐一郎
位相振動子を用いたニホンザル四足歩行シミ
ュレーション
○萱沼 徹（首都大），長谷和徳，平崎鋭矢（京大）
ラットを対象としたサイボーグロボット下肢
の開発に関する研究
○成田直広（宇都宮大院工），中林正隆，酒井
直隆，嶋脇 聡

第 3 室（講義棟 1 階 L0013 講義室）
9:00～10:15 OS6-3【熱流体工学のフロンティア(3)】
（座長：金子暁子（筑波大））
10302 高速ディーゼル機関の燃焼に及ぼすエマルジ
ョン燃料，EGR，燃料噴射制御の効果
○西尾澄人（海技研），柳 東勲
10303 2 ストロークガソリン火花点火機関の過渡運転
特性の評価法の検討
○今田優斗（群馬大），ゴンザレスファン，荒
木幹也，志賀 聖一
10305 小型落下塔を用いた燃料液滴列を燃え広がる
火炎の先端挙動と液滴の点火挙動の観察
○池山典孝（日大），野村浩司，氏家康成
10304 小型ガソリン機関の燃焼特性に及ぼす燃料性
状の影響について
○内堀弘崇（法政大院），川上忠重（法政大）
10301 DMD 解析によるマイクロ燃焼器内の流動・燃
焼特性の解明
○青木虹造（東工大），志村祐康（東工大院），
福島直哉，中 吉嗣，店橋 護，宮内敏雄（明大）
10:30～11:45 OS6-4【熱流体工学のフロンティア(4)】
（座長：大竹浩靖（工学院大））
20306 高レイノルズ数 Taylor-Couette 流の乱流特性
○大沢耕介（東工大），福島直哉（東工大院），
志村祐康，中 吉嗣，店橋 護，宮内敏雄（明大）
20307 EV モータ構造を模擬した回転二重円筒狭隘流
路内の伝熱特性
○駒ヶ嶺将孝（筑波大院），平野 覚（筑波大
院／明電），金子暁子（筑波大），阿部 豊
20308 周期的拡大縮小管形状の抵抗低減効果に与え
る影響
○柳澤英希（農工大），守 裕也，岩本 薫（農
工大院），村田 章
20309 縮小拡大管内の相変化を伴う噴霧流の伝熱流
動挙動
○相田愛知（筑波大），阿部 豊，金子暁子，
河野文紀（パナソニック），田村朋一郎
20310 進行波状の弾性壁膜を用いた円管内乱流の抵
抗低減効果

○田口雄一（農工大），守
村田 章

裕也，岩本

薫，

14:15～15:30 OS6-5【熱流体工学のフロンティア(5)】
（座長：店橋 護（東工大））
20301 並列細管熱輸送デバイス内部流動パターンへ
の細管径の影響
○安孫子和沙（農工大），村田 章，齋藤博史，
岩本 薫
20302 微細管内における相変化過程における流動遷
移に関する研究
○金 栄（筑波大），阿部 豊，金子暁子，鈴
木 裕（Welcon）
20303 マイクロチャンネル内の二相流圧力損失およ
び流動沸騰熱伝達に関する研究
○門口 裕（工学院大院），大竹浩靖（工学院
大），長谷川浩司
20304 細管流路系における対向気液二相条件での液
の流下特性に関する研究
○島崎 潤（茨城大），松村邦仁（茨城大），
神永文人
20305 ウルトラマイクロ蒸気インジェクターの作動
に及ぼす入口流入条件の影響
○越路泰地（筑波大院），阿部 豊（筑波大），
金子暁子，鈴木 裕（Welcon）
15:45～17:15 OS6-6【熱流体工学のフロンティア(6)】
（座長：岩本 薫（農工大））
10306 ガスタービン翼後縁部カットバック面へのデ
ィンプル敷設による熱遮蔽冷却性能向上の
LES 解析
○森 愛奈（農工大），村田 章，岩本 薫
10307 千鳥・碁盤目配列の違いが 60 度傾斜ティアド
ロップディンプル面の伝熱総合性能へ及ぼす
影響
○安藤伸浩（農工大），村井健人，村田 章，
齋藤博史，岩本 薫
10308 斜円柱群の伝熱特性に関する実験と数値計算
○福元篤史（青学大），姜 東赫，横田和彦，
佐藤光太郎（工学院大）
10309 ソーラーパネルを裏面から冷却による温度低
下の数値解析
○鈴木 亘（山梨大院），鳥山孝司（山梨大）
20315 凝縮熱伝達に及ぼす各種表面金属薄膜の影響
○矢部朋裕（工学院大院），大野広睦（工学院
大），大竹浩靖，長谷川浩司
第 4 室（講義棟 1 階 L0014 講義室）
9:00～10:15 材料 GS-1【機械要素の力学特性】
（座長：高橋 徹（農工大））
20401 UD-CFRP/Metal 単純重ね合わせ接着継手の曲
げ強度特性
○豊川澄斗（東京高専），志村 穣，黒崎 茂
（前 東京高専），宮川睦巳（産技高専荒川）
20402 異種材料の被着体を有する波型重ね合わせ接
着継手の曲げ強度特性評価
○LE VAN KHOA（東京高専），志村 穣，
林 丈晴，黒崎 茂（前 東京高専）
20403 被着体円孔の接着剤充填による投錨効果を利
用した継手強度向上の試み

○志村 穣（東京高専），大田浩之，黒崎 茂
（前 東京高専），田宮高信（産技高専荒川）
20404 6N01 アルミ二ウム合金圧延材の機械的特性に
及ぼす摩擦攪拌接合の影響
○楠原宏章（千葉工大院）,野田雅史（千葉工
大），森 久史（鉄道総研），船見国男（千葉
工大），行武栄太郎（茨城工技セ）
20405 水静圧スピンドルのスラスト軸受剛性の測定
○山田晃平（神奈川大院），長坂康平（神奈川
大），鈴木健児，中尾陽一
10:30～12:00 材料 GS-2【トライボロジー(1)】
（座長：大下賢一（農工大））
20406 籾殻焼成粉体を配合したプラスチックねじ歯
車の寿命に及ぼす歯面温度の影響
○平野雅弥（木更津高専），高橋秀雄，板垣貴
喜，高橋美喜男，飯塚 博（山形大）
20407 相手歯車を金属にしたプラスチックねじ歯車
の強度（無潤滑条件の場合）
○中野恵太（木更津高専），高橋秀雄，高橋美
喜男，小出隆夫（鳥取大）
20408 ボールとアクリル円筒を用いた摩擦軸受の性
能評価
○毛塚幹人（都立高専），栗田勝実，青木 繁，
中西祐二，富永一利，金澤光雄（金澤製作所）
20409 小ねじの締付け特性
福田勝己（東京高専），小林光男（工学院大），
○池田泳樹（東京高専）
20410 ミシンにおける糸と金属との摩擦
福田勝己（東京高専），真船 潤（蛇の目ミシ
ン），○加藤誉貴（東京高専）
20411 微小領域におけるトライボロジー特性
（第 3 報）
福田勝己（東京高専），小林光男（工学院大），
鈴木健司，○三原純一（東京高専）
14:15～15:30 材料 GS-3【トライボロジー(2)】
（座長：福田めぐみ（農工大））
20412 真空中におけるイオン液体の潤滑メカニズム
に関する研究
○川田将平（東理大院），渡部誠也，近藤ゆり
こ，坪井 涼（東理大），佐々木信也
20413 エンジンオイル潤滑下での各種 DLC 膜のトラ
イボ特性に関する研究
○福田宙央（東理大院），坪井 涼（東理大），
佐々木信也，田村徹弥（KYB），加藤慎治
20414 AFM を用いた Cu/Mo ナノ積層コーティングの
凝着特性調査
○古山道生（東理大院），坪井 涼（東理大），
佐々木信也
20415 ディンプルテクスチャの配置が銅合金の耐焼
付き性向上に与える影響
○黒岩侑紀（東理大院），坪井 涼，
（東理大），
佐々木信也，加藤慎治（KYB）
20416 境界潤滑特性を支配する表面幾何形状パラメ
ーターに関する研究
○佐々木千明（東理大），坪井 涼，佐々木信
也，是永 敦（産総研），徳田祐樹（都産技研）
第 5 室（講義棟 1 階 L0016 講義室）
9:00～10:15 OS5-1【流れの計測と制御（流体混合・混

相流）】
（座長：亀田正治（農工大））
20501 流れ方向混合用マイクロミキサの開発
○塚田修大（日立・日立研），榎 英雄，秋枝
大介（日立ハイテクサイエンス）
20502 CO2 海底下貯留条件における含水多孔質内へ
の液体 CO2 の溶解特性
○小林慶哉（筑波大院），阿部 豊（筑波大），
金子暁子，山根健次（海技研）
20503 静電微粒化による潤滑油の歯車への供給技術
に関する基礎的研究
○田島優太（群馬大），堀越裕介（古川製作所），
天谷賢児（群馬大）
20504 CO2 ハイドレート生成時の濃度境界層厚さの
変化
○馬 驍（筑波大院），阿部 豊（筑波大），
金子暁子，山根健次（海技研）
20505 マイクロバブルを含む垂直円管内流れの流動
特性
○鈴木慶史（東海大院），岡永博夫（東海大），
関根 聡（東海大院）
10:30～11:45 OS5-2【流れの計測と制御（空力・流体
機械）】
（座長：三神史彦（千葉大））
20506 前縁フラップを有するデルタ翼の空力特性
石出忠輝（木更津高専），○中山裕貴，永沼和
也，槙本圭寿，石川弘之，藤井 亮
20507 羽ばたき機構を有する楕円翼の空力特性
石出忠輝（木更津高専），○三上祥一郎，平野
光聖，清治慎介，藤井 亮
20508 感圧塗料を用いたファン表面圧力分布計測
○田近義宏（農工大），馬越太郎，吉田匡秀，
亀田正治，中北和之（JAXA）
20509 下掛け式クロスフロー水車の性能に及ぼす羽
根枚数の影響
○秦野健太郎（茨城大院），西 泰行（茨城大），
稲垣照美，李 艶栄，福富純一郎（徳島大院）
20510 オープン形一枚羽根遠心ポンプの性能特性と
ラジアルスラスト
○村田 薫（茨城大），西 泰行，福富純一郎
（徳島大院）
14:15～15:45 OS5-3【流れの計測と制御（計測技術・
流れ制御）】
（座長：金子暁子（筑波大））
20511 高速応答型感圧塗料計測における湿度依存性
の評価
○関谷 翼（農工大），亀田正治，吉田匡秀，
中北和之（JAXA）
20512 物体後流中のエネルギー散逸計測の試み
○小笠原功紀（東理大院），市川誠司（東理大），
石川 仁
20513 噴出口アスペクト比の異なるシンセティック
ジェットによるパンタグラフ舟体まわりの流
れ場制御効果の検討
○高野靖士（農工大院），小澤峻史，佐藤祐一
（鉄道総研），光用 剛，池田 充，佐久間 豊
20514 同軸型 DBD プラズマアクチュエータを用いた
円形噴流制御に関する研究―間欠制御時にお

ける誘起流れによる速度変動―
○宮城徳誠（日大短大），佐用謙太郎（日大院），
荒矢正平（日大），植木英夫，木村元昭
20515 （講演取下げ）
20516 急縮小マイクロ流路入口におけるひも状ミセ
ル水溶液流れの不安定
○谷口皓一（千葉大），三神史彦
第 6 室（講義棟 1 階 L0017 講義室）
9:00～10:30 流体 GS-1【翼・タービン】
（座長：横田和彦（青学大））
20601 小型多翼ファンの流れの不安定現象に関する研
究
○和田伸浩（青学大），姜 東赫（青学大），
横田和彦，佐藤光太郎（工学院大）
20602 地面効果内にある翼型の動特性に関する研究
○山崎慎也（千葉工大院），加藤琢磨（千葉工大）
20603 曲がりダクトによる軸流タービン翼列内の二次
流れと損失生成機構の解明－後縁ウェークの影
響－
○野口 慎（法大院），辻田星歩 （法大）
20604 超小型遠心圧縮機内部流れの数値解析－羽根車
出口翼角度の影響－
○木村康剛（法大院），辻田星歩（法大）
20605 超高負荷直線タービン翼列内の流れに関する研
究－入射角および翼端間隙の影響－
○石井公二（法大院），辻田星歩 （法大）
20606 OpenFOAM を用いたヒービング振動翼の後流
渦構造に関する数値解析
角田博之（山梨大），○中澤健治（山梨大院）
10:45～12:15 流体 GS-2【円柱・水車】
（座長：天谷賢児（群馬大））
20607 せん断流中における円柱の空力特性に関する研
究
○奥村 純（青学大），姜 東赫，横田和彦，
佐藤光太郎（工学院大）
20608 曲がり流路の回転円柱粘性マイクロポンプの圧
力性能に及ぼす曲がりの影響
○木下寛之（青学大），姜 東赫，横田和彦，
佐藤光太郎（工学院大）
20609 円柱を有する矩形断面流路内の脈動流を伴う乱
流解析
○小手森俊紀（宇都宮大院），杉山 均（宇都
宮大），加藤直人
20618 MPS 法による自然対流シミュレーション
三浦慎一郎（産技高専），○柏瀬修平
20610 MPS 法による開放型水車バケットの流れと流体
力に関する数値実験
角田博之（山梨大），○仲俣慶太郎（山梨大院）
20611 ポンプ水車緊急停止時に生じる作動特性に関す
る研究
○小田 竜（青学大），姜 東赫，横田和彦，
佐藤光太郎（工学院大）
14:15～15:45 流体 GS-3【超音速流・噴流】
（座長：岡永博夫（東海大））
20612 水噴射による柔軟シートフラッタの超音速混合
評価
○幡野文哉（青学大），姜 東赫，横田和彦，

佐藤光太郎（工学院大）
20613 超音速流中における DC 放電プラズマの挙動
○大塩純平（芝浦工大），外川和希，角田和巳
20614 固体ロケットモータの軸方向モードの音響不安
定に関する考察
○森田貴和（東海大），臼井雄太郎，藤松清人
（IHI エアロスペース），山本研吾，福地亜宝
郎
20615 円形噴流に生じるサイドジェットの数値解析
○森本健太（木更津高専），伊藤裕一
20616 CFD を用いた表面テクスチャ周りの流れ場解析
○大島康嗣（東理大院），坪井 涼（東理大），
佐々木信也
20617 マイクロバブルを含む流れによる油の除去に関
する研究
○津賀尚典（群馬大），梁 鶴峰，内堀憲治，
小池悠太（住友ベークライト），天谷賢児（群
馬大）
第 7 室（講義棟 2 階 L0021 講義室）
10:30～12:00 OS3-2【ロボティクス・メカトロニクス
(2)】
（座長：樋口 勝（日本工大））
20701 動作模倣ロボットソフトウェア
○Gang SeongMuk（農工大），水内郁夫
20702 個人の嗜好を学習し気の利く行動を自発的に
行うロボット
○白 定勳（農工大），水内郁夫
20703 自走型 6 自由度モーションベースのキャリブ
レーション実験
○清野大樹（東京高専），多羅尾 進
20704 柱状グラファイトを組み合わせた反磁性体の
磁気浮上
○成澤慶宜（埼玉大），秋山智広，水野 毅，
高崎正也，石野裕二
20705 ハニカム構造を用いた超軽量宇宙用ロボット
アームの研究
○横田一太（日大），池上成彦（日大院），渡
辺 亨
20706 カンチレバー一体型 3 次元マイクロステージ
の開発
○大谷友基（農工大），安藤泰久
14:15～15:30 OS3-3【ロボティクス・メカトロニクス
(3)】
（座長：西澤宇一（農工大））
20707 メカニカル安全装置を搭載したリハビリテー
ション・ロボットスーツの開発（試作ロボット
スーツを用いた実験）
○北口学司（東海大院），菅野正太朗（東海大）
勝俣孝一，甲斐義弘，Wenlong ZHANG（UC
Berkeley），富塚誠義
20708 パッシブ制御式歩行支援システム（メカニカル
安全装置を搭載したトレッドミルの開発）
○菅原和洋（東海大院），甲斐義弘（東海大），
片岡亮輔，齋藤 陸，濱野匡基
20709 新メカニカル安全装置を搭載した車輪移動式
ロボットの開発
○三戸誠多朗（東海大院），甲斐義弘（東海大），
江原知輝，清水祐貴，古木広邦

20710

20711

メカニカル安全装置を搭載した歩行訓練ロボ
ットの開発～接触力検知機構の提案～
○在原 快（東海大院），甲斐義弘（東海大）
ガス源探知ロボット開発のためのデータベー
ス構築―温度分布データの収集―
○竹沢知晃（農工大），三上祐矢，松倉 悠,
石田 寛

第 8 室（講義棟 2 階 L0022 講義室）
9:30～10:15 OS7-3【環境と調和したエネルギー利用
(3)】
（座長：小島一恭（埼玉大））
20801 ゼロエミッションビルにおける太陽エネルギ
ー利用機器の実運用計測
○稲村駿一（農工大），宮内賢治（農工大院），
大原裕史，上田祐樹，秋澤 淳
20802 受熱期の貯水池流入部における成層形成が光
合成藻類の増殖に及ぼす影響
○冨田周作（芝浦工大），牧野育代（東北大），
矢作裕司（芝浦工大）
20803 （講演取下げ）
20804 自立エネルギーシステムの試み
川島 豪（神奈川工大），田中 博，板子一隆，
○吉田博夫
10:30～11:45 OS7-4【環境と調和したエネルギー利用
(4)】
（座長：八木亮介（東芝））
20805 太陽熱サイフォンによる発電の試み（第 2 報）
○吉田博夫（神奈川工大），今田晴彦，萩野直
人
20806 熱電発電素子を用いた排湯利用システムの性
能評価
○望月敬史（山梨大院），松田直樹，武田哲明
（山梨大），舩谷俊平
20807 定在波型熱音響自励振動の共鳴現象
○芳賀大亮（明大院），篠田友貴（明大），小
林健一（明大）
20808 内面にプリズムを有する円管の集光性能評価
○山崎重吾（農工大），上田祐樹（農工大院），
秋澤 淳（農工大）
20809 地中熱ヒートポンプの熱交換性能に与えるボ
アホール長の影響
○大橋明生（山梨大院），堤 顕太郎，武田哲
明（山梨大），舩谷俊平
14:15～15:30 OS7-5【環境と調和したエネルギー利用
(5)】
（座長：高橋良彦（神奈川工大））
20810 管内進行火炎での複合流を伴う予混合火炎の
燃焼改善について
○岸本和輝（法大院），川上忠重
20811 ジェットエンジン用気体燃料インジェクタの
低圧環境におけるメタン保炎性能試験
○阿久津真彦（日大），野村浩司，岡井敬一（東
大院）
20812 小型ディーゼル機関の燃焼特性に及ぼすアル
コール混合燃料の影響について
○柏舘那知（法大院），川上忠重
20813 DMFC システムの小型化に向けた水管理技術

○八木亮介（東芝），佐藤裕輔，秋田征人，本
郷卓也，富松師浩
20814 CPC 一体型吸着材充填層内の熱伝導解析
○アフマドファイサードゥイフトロ（農工大），
Muhammad Umair（農工大院），榎木光治，
上田祐樹（農工大），秋澤 淳
第 9 室（講義棟 2 階 L0023 講義室）
9:00～10:15 OS8-3【衝突・時刻歴応答】
（座長：吉村卓也（首都大））
20901 Bergeron 法によるはりの曲げ振動の瞬時応答
解析手法の検討
○小俣延明（神奈川大），猪野朋敦，中村弘毅，
山崎 徹
20902 ヴァイオリンの駒と表板の衝突モデルの基礎
検討
○今津 卓（神奈川大院），山崎 徹（神奈川
大），伊東圭昌（神奈川県産技セ），中村弘毅
（神奈川大）
20903 衝撃振動解析における SEA と ED の比較検討
○千田祥平（神奈川大院），山崎 徹（神奈川
大）
20904 高速軟体衝突における Al 合金の損傷に及ぼす
飛翔体形状の影響
○松本一哲（法政大院），小林 裕，内山武彦
（法政大院・IHI），北川潤一（IHI），新井
和吉（法政大）
20905 時刻歴応答改善のための感度解析を用いた構
造変更
○高野賢太（首都大院），吉村卓也（首都大）
10:30～11:45 OS8-4【振動・騒音・構造解析】
（座長：山崎 徹（神奈川大））
20906 歯車騒音への組立誤差の影響
○長谷部雄介（横国大院），佐藤宏紀，白石俊
彦（横国大），森下 信
20907 吸音材を内部に持つヘルムホルツ共鳴器によ
る騒音低減
○千代隆之介（首都大院），吉村卓也（首都大），
玉置 元
20908 （講演取下げ）
20909 実験 SEA と実験 ED による高圧ポンプの振
動・騒音解析
○高橋宗一郎（神奈川大），佐藤 健（神奈川
大院），千田祥平，神谷 勝（デンソー），酒
井雅晴，中村弘毅（神奈川大），山崎 徹
20910 ブシュチェーンの騒音特性に及ぼす運転条件
の影響
○三浦航平（木更津高専），高橋秀雄，高橋美
喜男
20911 部品間の伝達特性に基づくインパクトレン

チの振動騒音低減
○手島治樹（中央大），大久保信行，戸井武
司
14:15～15:30 OS8-5【エネルギ・ヘルスモニタリング】
（座長：林 隆三（東理大））
20912 伝達特性変更のための振動エネルギー解析に
関する基礎的検討
○北原 篤（首都大院），吉村卓也（首都大）

20913

超音波ラム波の伝播による構造ヘルスモニタ
リングのための送振波に関する基礎的研究
嶋崎 守（都立産技高専），○倉内優太
20914 損傷を受けた構造物の振動特性とその時間変
化－構造ヘルスモニタリングのための基礎的
研究－
栗田勝実（都立産技高専），青木 繁，○名取
一成
20915 圧電繊維アクチュエータを用いた損傷の定量
的検知
嶋崎 守（都立産技高専），○松本 航
20916 動ひずみ測定を用いた入力同定に関する研究
○糸藤 匠（首都大院），吉村卓也（首都大），
玉置 元
15:45～17:15 OS8-6【アクティブ・コントロール】
（座長：鎌田崇義（農工大））
20917 能動形動吸振器を利用したアクティブ除振装
置の開発 （第 5 報：MEMS 加速度センサを組
み合わせた加速度フィードバックの実現）
○関屋広彰（埼玉大），水野 毅，高崎正也，
石野裕二
20918 電磁石を用いた多極型 MR ダンパに関する研
究
○杉田智洋（明大院），松岡太一（明大）
20919 建物の地震応答低減を目的とした渦電流式ダ
ンパの開発
青木 繁（都立産技高専），栗田勝実，○野村
幸一
20920 柔軟鋼板の湾曲浮上制御 （スライディングモ
ード制御適用の実験的検討）
○丸森宏樹（東海大院），米澤 暉（東海大），
成田正敬（東海大院），長谷川真也（東海大），
押野谷康雄
20921 ウォータドライブステージの応答性向上のた
めの速度制御系設計
○鳥居侑祐（神奈川大院），鈴木健児（神奈川
大），中尾陽一
20922 加減速時に対応した油圧アクティブエンジン
マウントの防振制御
○廣澤佑介（農工大），日野良祐，富樫千晴（い
すゞ中央研究所），田川泰敬（農工大）
第 10 室（講義棟 2 階 L0024 講義室）
10:30～12:00 OS1-1【実験力学の新展開(1)】
（座長：新津 靖（東京電機大））
21001 PVDF フィルムを用いた疲労き裂管理システ
ムの開発
○熊倉正明（産技高専），宮川睦巳，佐々木 徹
（長岡技大）
21002 応力聴診器を用いた欠陥検出の試み
○髙松歩未（東京高専専攻科），志村 穣（東
京高専），黒崎 茂（前 東京高専），鈴木拓
雄（産技高専荒川）
21003 光弾性法による微小成型された紫外線硬化樹
脂の応力解析
○岡野 聖（日本工大），梅崎栄作
21004 流動と応力の同時測定による硬化過程の紫外
線硬化樹脂の評価
○小山寛人（日本工大），岡野 聖，梅崎栄作

21005

21006

アクロマチック波長板を利用したカラー光弾
性縞からの主応力方向の決定
○斎藤幸輔（日本工大），梅崎栄作
位相シフト法を利用した光弾性実験から主応
力方向を求める際の問題点
○新後閑亮太（日本工大），斎藤幸輔，梅崎栄作

14:15～15:45 OS1-2【実験力学の新展開(2)】
（座長：松井成幸（明海大））
21007 光学的初期異方性を有する高分子フィルムの
光弾性応答の定式化と光弾性定数の評価
○新津 靖（東京電機大），五味健二
21008 木質建材の経年強度変化に関する研究
○船橋和雅（産技高専），宮川睦巳，石井敬康
（疾測量）
21009 デジタル画像相関法による圧縮を受けるボル
ト穴付き木材のひずみ測定
○今 亮平（日本工大），梅崎栄作
21010 落下衝撃を受ける液体食品用容器内の液体挙
動
○土屋直弘（日本工大），梅崎栄作，篠田祐馬
（悠心），二瀬克規
21011 モーメントを受ける矯正用ブラケットのデジ
タル画像相関解析
○金井悠佑（日本工大），梅崎栄作，松井成幸
（明海大），駒澤大悟，須田直人
21012 三次元有限要素法を用いた異なる材料定数の
ブラケットモデルに生じる応力解析
○駒澤大悟（明海大），松井成幸，横山貴之（日
工大），梅崎栄作，須田直人（明海大），渡部
茂
16:00～17:00 OS1-3【実験力学の新展開(3)】
（座長：梅崎栄作（日本工大））
21013 領域ベースマッチングを用いた画像計測にお
ける局所画像の特性評価
○飯塚嵩明（東京電機大），新津 靖
21014 デジタル画像相関法を用いた精密な位置測定
○石塚 敦（東京電機大），新津 靖，飯塚嵩明
21015 磁性ナノ粒子イメージングにおける画質向上
を目的とした画像再構成法
○本間拓実（明大院），清水翔太，土屋寛貴（明
大），石原康利
21016 知識データベースを用いた欠損部を含んだ点
群データの自由曲面への変換
○鈴木亮太（芝浦工大），長谷川浩志
第 11 室（講義棟 3 階 L0031 講義室）
9:00～10:30 OS10-1【材料加工・機械加工の最前線(1)】
（座長：夏 恒（農工大））
21101 無潤滑条件下におけるナノストライプ構造の
低摩擦下に関する研究
○阿部俊介（農工大），安藤泰久，福田めぐみ
21102 テクスチャを有する PTFE シートを用いた動
圧すべり案内面のしゅう動特性の評価－研削
仕上げ面を用いた初等摩擦試験－
○堤 博貴（東京高専），黒瀬麻由果，藤本舜
太朗
21103 ウォータドライブスピンドルの軸方向の回転
精度測定

○樋口貴郁（神奈川大院），鈴木健児（神奈川
大），中尾陽一
21104 流体駆動スピンドルの軸方向の回転精度測定
○熊田汰一（神奈川大院），広瀬一之（神奈川
大），鈴木健児，中尾陽一
21105 高速スピンドルのための水静圧スラスト軸受
設計に関する基礎的検討
○王子雄貴（神奈川大院），鈴木健児（神奈川
大），中尾陽一
21106 定盤面仕上げのための自動きさげ加工機の開
発
○堤 博貴（東京高専），藤本舜太朗，
黒瀬麻由果
10:45～12:15 OS10-2【材料加工・機械加工の最前線(2)】
（座長：安藤泰久（農工大））
21107 VaRTM における含浸方向と繊維束配向の角度
がボイド形成に及ぼす影響
○内藤正起（東理大），松崎亮介
21108 境界要素法とラインダイナミクスを応用した
RTM 樹脂含浸数値シミュレーション
○島田康弘（東理大），松崎亮介，高橋昭如
21109 多段階樹脂注入による RTM 樹脂含浸シミュレ
ーション
○谷川博行（東理大）
21110 樹脂部品用超小型卓上ディスク式射出成形機
（第 2 報 成形と評価）
○伊井宏聡（工学院大院），中山良一（工学院
大）
21111 細径 SUS304 ステンレス鋼丸棒の摩擦圧接
○入江彬裕（日大院），野本光輝（日大），加
藤数良
21112 冷延 IF 鋼板の異方硬化挙動の定式による成形
シミュレーションの高精度化
○市川和弘（農工大）桑原利彦，新原正倫（ト
ヨタ自動車），蔦森秀夫（大同大）
14:15～15:45 OS10-3【材料加工・機械加工の最前線(3)】
（座長：中本圭一（農工大））
21113 加工状態モニタリング研削ホイールの開発
○鈴木崇仁（農工大院），笹原弘之
21114 ポリシングの理論式に基づく軸対称非球面創
成に関する研究
○石井雄基（農工大），夏 恒
21115 インコネル 625 の MQL 加工における工具摩耗
特性
○下山侑紀（島根大），臼杵 年，上原一剛（島
根大院）
21116 超音波振動切削法による炭素繊維強化プラス
チックの穴あけ加工
○田中尋隆（帝京大），古澤利明
21117 水溶性切削液の油剤粒子径による旋盤切削の
表面性状に及ぼす影響
黒瀬雅詞（群馬高専），○浅香 透，櫻井文仁，
相馬金次郎，須永修司
21118 実切削時間を考慮した低周波振動ドリル加工
シミュレータの開発
○日俣 明（農工大院），岡村清志，笹原弘之

16:00～17:15 OS10-4【材料加工・機械加工の最前線(4)】
（座長：笹原弘之（農工大））
21119 レーザ焼結法によるセリア系電解質上への
SOFC 用空気極膜の作製
○伊藤 匠（茨城大院），山崎和彦（茨城大），
前川克廣，浅本麻紀子
21120 高速電子ビームリソグラフィのためのプラズ
モン共鳴電子源アレイ
○岡野貴央（農工大），岩見健太郎，梅田倫弘
21121 オフセット電圧がパルス電解加工の特性に及
ぼす影響
○山口晃輝（農工大），夏 恒
21122 難削材微細深孔の放電加工特性に関する研究
○市川智彦（農工大），夏 恒
21123 MSL と TDR を用いた金属構造物の損傷可視化
○川崎雅浩（東理大），松崎亮介，轟 章（東
工大）
第 12 室（講義棟 3 階 L0032 講義室）
10:30～11:30 OS4-1【機械工学が支援する微細加工技
術（医療・バイオから半導体・MEMS・NEMS(1)）】
（座長：小原弘道（首都大））
21201 レーザ割断加工における動的変形挙動と割断
現象に関する研究
○沼口良太（千葉大），森田 昇，比田井洋史，
松坂壮太，千葉 明
21202 半導体ウェーハの回転洗浄における流の可視
化
○戸叶和宏（群馬大），鬼山敬弘，天谷賢児，檜
山浩國（荏原製作所），福永明荏，浜田聡美
21203 IPA による半導体ウェーハ上の水膜の蒸発促
進に関する基礎的研究
○半田直廉（群馬大），天谷賢児，福永 明（荏
原製作所），檜山浩國
21204 三次元構造上への整列微粒子を用いた金属ア
シスト化学エッチングによるマイクロ・ナノ階
層構造の作製
○欅 徳人（首都大），諸貫信行，西尾 学
14:15～15:15 OS4-2【機械工学が支援する微細加工技術
（医療・バイオから半導体・MEMS・NEMS(2)）】
（座長：檜山浩國（荏原製作所））
21205 多層膜のトランスファープリンティングと微
小機械要素への応用
○村上大宙（首都大），山下貴広，角場洋平，
金子 新
21206 多層容量電極によるマイクロチャネル断面粒
子移動の計測
○Ali Othman Nur Tantiyani（Chiba Univ.），
Obara Hiromichi（Tokyo Metropolitan Univ.），
Takei Masahiro（Chiba Univ.）
21207 耐熱圧力センサのためのサファイアマイクロ
加工に関する研究
○鈴木順也（農工大），岩見健太郎，梅田倫弘
21208 光硬化樹脂液柱の自由界面形状による不均一
電場を用いた単層 CNT 分散樹脂の電気特性制
御
○小淵康平（首都大院），小原弘道（首都大），
水沼 博

第 13 室（講義棟 3 階 L0033 講義室）
10:30～12:00 OS9-1【光計測とその応用(1)】
（座長：岩見健太郎（農工大））
21301 多波長偏光を用いた層流拡散火炎内のすす粒
子計測に関する研究
○大木幸太郎（群馬大院），大西貴士，荒木幹
也（群馬大），志賀聖一，ゴンザレスファン
21302 二重回転偏光素子による分光複屈折計測法の
開発
○手島昂太朗（農工大），梅田倫弘，田口敦清，
岩見健太郎，高和宏行（ユニオプト），築地光雄
21303 光学的手法を用いた高密度ヘリコンプラズマ
の計測
○藤墳弘昌（農工大），早稲田真平，酒田まり
え，桑原大介，赤塚 洋（東工大），篠原俊二
郎（農工大）
21304 レーザー誘起蛍光法を用いた完全無電極ヘリ
コンプラズマスラスターにおける粒子計測
○桑原大介（農工大），勅使河原直人，渡辺正
樹，山形幸彦（九大），篠原俊二郎（農工大）
21305 多眼立体映像を用いた距離測定の試み
○西尾博之（農工大院），高木康博
21306 ベント光ファイバを備えたレーザー共焦点顕
微鏡によるミトコンドリアの力学特性と生理
変化の同時計測
○李 永波（農工大院），本田諭志，田口敦清，
岩見健太郎，太田善弘（農工大），吉松大輝（農
工大院），梅田倫弘
14:15～15:45 OS9-2【光計測とその応用(2)】
（座長：桑原大介（農工大））
21307 レーザートラップ支援局所的電気泳動体積法
により造形された微細立体構造物の機械物性
評価
○高井隆成（静大），豊田元気，岩田 太
21308 光伝導性基板を用いた光制御可能な電気泳動
法の開発
○長島大樹（静大），居波 渉，川田善正
21309 金属ナノスリット構造を用いた微小光学位相
子
○石井美帆（農工大），岩見健太郎，梅田倫弘
21310 紫外プラズモン共鳴を用いたナノラマン振動
分光計測
○田口敦清（農工大）
21311 複素振幅型ディジタル超解像顕微鏡法による
ナノ構造推定
○石川慎二（宇都宮大），早崎芳夫
21312 スポット重複移動情報を用いた光学式超解像
検査法に関する基礎研究
○鈴木邦和（東大），横関宏樹，工藤良太（阪
大），高橋 哲（東大），高増 潔
第 14 室（講義棟 3 階 L0035 講義室）
10:30～11:45 OS11-1【輸送機器の最先端研究(1)】
（座長：吉田秀久（防衛大））
21401 クロソイド型経路生成に基づく自律経路追従制御
に関する研究
○橋本 翔（農工大），三本喬之，ポンサトーン・
ラクシンチャラーンサク，永井正夫

21402 自動車の車輪横滑りを伴うダイナミック挙動のモ
デリングと制御に関する研究
○服部 雄（農工大院），和田正義
21403 車体横滑り角と車線変更しやすさの関係について
○鈴木雄太（山梨大），孕石泰丈，毛利 宏（山
梨大院），菅沢 深（玉川大）
21404 低速走行に最適な新しい操舵系の提案
○北原 圭（山梨大院），孕石泰丈，毛利 宏
21405 狭路における歩行者追い越し時の安全運転のため
の車両制御手法の研究
○森田健太（東理大），林 隆三，永井正夫（日
本自動車研究所）
14:15～15:15 OS11-2【輸送機器の最先端研究(2)】
（座長：毛利 宏（山梨大））
21406 超小型 ATS 車両による自動回避・停止システ
ム
○吉田秀久（防衛大），山口秀谷
21407 超小型車両用シートのアクティブサスペンシ
ョン(段差降下時における頭部衝撃低減効果に
関する基礎的検討)
○石田勝樹（東海大院），須永啓太，加藤英晃，
長谷川真也（東海大），押野谷康雄
21408 CVT を用いた電気自動車の高校率駆動方法に
関する研究
○松本進平（農工大），和田正義
21409 自動車運転時における高機能携帯端末（スマ
ホ）の操作性と判読性に関する研究
○イドハムアドリムサ（農工大），森田和元（交
通安全環境研究所），山口大助，関根道昭
15:30～16:30 OS11-3【輸送機器の最先端研究(3)】
（座長：和田正義（農工大））
21410 鉄道車両のアクティブサスペンションによる
振動制御
中代重幸（千葉工大），○日方基順
21411 列車運転士のノッチ操作支援システムに関す
る研究
○竹内亮佑（日大），清水勇介（日大院），丸
茂喜高，綱島 均（日大），小島 崇（鉄道総
研）
21412 車輪・レール間の弾性接触モデルを用いた 2 軸
台車の 3 次元運動解析
○吉田悠人（上智大），曄道佳明
21413 曲線通過性能と走行安定性の両立のた

めの傾斜軸独立回転輪軸の提案
○江尻賢治（茨城大），黄 振雄，道辻洋平，
須田義大（東大生研），林 世彬
13:00～14:00 特別講演
「超成熟社会を支えるスマートモビリティ
Smart Mobility for Highly Mature
Society」
東京農工大学 客員教授
一般財団法人 日本自動車研究所 代表理事
研究所長 永井 正夫（講義棟 2 階 L0026 講義室）

第 20 期総会講演会 １日目：3 月 14 日（金）
会場名

第1室

第2室

第3室

第4室

第5室

第6室

第7室

第8室

第9室

第 10 室

第 11 室

第 12 室

第 13 室

第 14 室

卒研発表
講演会

会場名

教室名

講義棟
L0011

講義棟
L0012

講義棟
L0013

講義棟
L0014

講義棟
L0016

講義棟
L0017

講義棟
L0021

講義棟
L0022

講義棟
L0023

講義棟
L0024

講義棟
L0031

講義棟
L0032

講義棟
L0033

講義棟
L0035

講義棟，
11,12 号館

教室名

9:00～9:15
9:15～9:30
9:30～9:45
9:45～10:00

9:00～9:15
9:15～9:30

OS12-1
機械材料
(1)

9:30～9:45
9:45～10:00

10:00～10:15

第 53 回
学生員
卒業研究
発表講演会

10:15～10:30
10:30～10:45
10:45～11:00
11:00～11:15
11:15～11:30

OS12-2
機械材料
(2)

11:30～11:45

OS2-1
バイオエ
ンジニア
リングの
最前線
(1)

OS6-1
熱流体工
学のフロ
ンティア
（1）

OS7-1
環境と調
和したエ
ネルギー
利用(1)

OS8-1
パッシブ
振動減衰

11:45～12:00
12:00～12:15

11 号館
L1111～
L1114

12:15～12:30
12:30～12:45
12:45～13:00

１２：４５〜１４：１５

新旧合同支部運営会 (BASE 本館 1 階大会議室)

13:00～13:15
13:15～13:30
13:30～13:45
13:45～14:00
14:00～14:15

OS12-3
疲労・残
留応力

OS2-2
バイオエ
ンジニア
リングの
最前線
(2)

OS6-2
熱流体工
学のフロ
ンティア
（2）

OS3-1
ロボティ
クス・メ
カトロニ
クス(1)

OS7-2
環境と調
和したエ
ネルギー
利用(2)

OS8-2
人間・メ
カトロニ
クス

14:15～14:30
14:30～16:00

講義棟
L0014～
L0017,
L0024～
L0025,
L0031～
L0035

12 号館
L1213～
L1217

10:00～10:15
10:15～10:30
10:30～10:45
10:45～11:00
11:00～11:15
11:15～11:30
11:30～11:45
11:45～12:00
12:00～12:15
12:15～12:30
12:30～12:45
12:45～13:00
13:00～13:15
13:15～13:30
13:30～13:45

9:15～
15:00

13:45～14:00
14:00～14:15
14:15～14:30

総 会 （講義棟 2 階 L0026 講義室）

14:30～16:00

16:10～18:10

２０周年記念式典 （講義棟 2 階 L0026 講義室）

16:10～18:10

18:20～20:20

２０周年記念懇親会 （１４０周年記念会館 エリプス 3F 多目的ホール）

18:20～20:20

第 20 期総会講演会 ２日目：3 月 15 日（土）
会場名

第1室

第2室

第3室

第4室

第5室

第6室

第7室

第8室

第9室

第 10 室

第 11 室

第 12 室

第 13 室

第 14 室

会場名

教室名

講義棟
L0011

講義棟
L0012

講義棟
L0013

講義棟
L0014

講義棟
L0016

講義棟
L0017

講義棟
L0021

講義棟
L0022

講義棟
L0023

講義棟
L0024

講義棟
L0031

講義棟
L0032

講義棟
L0033

講義棟
L0035

教室名

材料 GS-1
機械要素
の力学特
性

OS5-1
流れの計
測と制御
(流体混
合・混相
流)

9:00～9:15
9:15～9:30

OS12-4

9:30～9:45

ナノ・メゾ
スケール
での材料
の変形

9:45～10:00
10:00～10:15
10:15～10:30
10:30～10:45

OS2-3
バイオエ
ンジニア
リングの
最 前 線
(3)

10:45～11:00
11:00～11:15
11:15～11:30
11:30～11:45

OS12-5
変態塑性・
損傷

OS2-4
バイオエンジ

OS6-3
熱流体工
学のフロ
ンティア
(3)

9:00～9:15

流体 GS-1
翼・ター
ビン

OS7-3
環境と調和
したエネル
ギー利用(3)

OS10-1
材料加工
・機械加
工の最前
線(1)

OS8-3
衝突・時
刻歴応答

9:30～9:45
9:45～10:00
10:00～10:15
10:15～10:30

OS6-4
熱流体工
学のフロ
ンティア
(4)

材料 GS-2
トライボ
ロ ジ ー
(1)

OS5-2
流れの計
測と制御
(空力・流
体機械)

ニアリングの

流体 GS-2
円柱・水
車

OS3-2
ロボティ
クス・メ
カトロニ
クス(2)

OS7-4
環境と調
和したエ
ネルギー
利用(4)

OS8-4
振動・騒
音・構造
解析

OS1-1
実験力学
の新展開
(1)

最前線(4)

11:45～12:00

9:15～9:30

OS10-2
材料加工
・機械加
工の最前
線(2)

OS4-1
機械工学
が支援す
る微細加
工技術(1)

10:30～10:45

OS9-1
光計測
とその
応用(1)

OS11-1
輸送機器
の最先端
研究(1)

10:45～11:00
11:00～11:15
11:15～11:30
11:30～11:45
11:45～12:00

12:00～12:15

12:00～12:15

12:15～12:30

12:15～12:30

12:30～12:45

12:30～12:45

12:45～13:00

12:45～13:00

13:00～14:00

特別講演 （講義棟 2 階 L0026 講義室）

14:15～14:30
14:30～14:45
14:45～15:00
15:00～15:15

OS12-6
高分子材
料

15:15～15:30

OS2-5
バイオエ
ンジニア
リングの
最 前 線
(5)

OS6-5
熱流体工
学のフロ
ンティア
(5)

「超成熟社会を支えるスマートモビリティ Smart Mobility for Highly Mature Society」 永井 正夫

材料 GS-3
トライボ
ロ ジ ー
(2)

OS5-3
流れの計
測と制御
(計測技
術
・流れ制
御)

流体 GS-3
超音速流
・噴流

OS3-3
ロボティ
クス・メ
カトロニ
クス(3)

OS7-5
環境と調
和したエ
ネルギー
利用(5)

OS8-5
エネルギ
・ヘルス
モニタリ
ング

OS1-2
実験力学
の新展開
(2)

OS10-3
材料加工
・機械加
工の最前
線(3)

15:30～15:45
15:45～16:00
16:00～16:15
16:15～16:30
16:30～16:45
16:45～17:00
17:00～17:15

OS12-7
複合材料
・CFRP

OS2-6
バイオエ
ンジニア
リングの
最 前 線
(6)

OS6-6
熱流体工
学のフロ
ンティア
(6)

OS8-6
アクティ
ブ・コン
トロール

OS1-3
実験力学
の新展開
(3)

OS10-4
材料加工
・機械加
工の最前
線(4)

(東京農工大学 客員教授)
OS4-2
機械工学
が支援す
る微細加
工技術(2)

OS9-2
光計測
とその
応用(2)

OS11-2
輸送機器
の最先端
研究(2)

13:00～14:00
14:15～14:30
14:30～14:45
14:45～15:00
15:00～15:15
15:15～15:30

OS11-3
輸送機器
の最先端
研究(3)

15:30～15:45
15:45～16:00
16:00～16:15
16:15～16:30
16:30～16:45
16:45～17:00
17:00～17:15

総会・講演会会場案内図
会場名	
 

講演会受付	
  機器展示	
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12 号館	
 
L1213	
 

L1214	
 

L1215	
 

11 号館	
 
L1216	
 

L1217	
 

L1111	
 

L1112	
 

L1113	
 

L1114	
 

日本機械学会関東支部	
  第 20 期総会・講演会
関東学生会	
 第 53 回学生員卒業研究発表講演会	
 
会場案内図	
 
東京農工大学	
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図	
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タップ加工

DEFORM製品ラインナップ
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