日本機械学会 北陸信越支部
第 58 期総会・講演会
講演プログラム

開催日 2021 年 3 月 6 日
会場 信州大学繊維学部（オンライン開催）

主催

一般社団法人 日本機械学会 北陸信越支部

共催

公益社団法人 計測自動制御学会 北陸支部

協賛

公益社団法人 精密工学会 北陸信越支部

日本機械学会

北陸信越支部

北陸信越支部

第 58 期総会・講演会

共催 (公社) 計測自動制御学会北陸支部
開催日 2021 年 3 月 6 日 (土)

企業展示
本 講 演 会 協 力 企 業 様 技 術 紹 介 ペ ー ジ（https://jsme-

全体スケジュール
学術講演会／ 9:00〜16:30

hs.jp/coop.html）にてご紹介を行っております．ぜひご覧く
ださい.

LAJ ミーティング／ 12:00〜13:00
第 58 期支部総会
会

場
オンライン開催（信州大学繊維学部）

2021 年 3 月 13 日（土）10：45 からオンラインにて開催致
します．
北陸信越支部ホームページ (http://www.jsme.or.jp/hs/)

参加登録費 (講演論文集ダウンロード権限含)

第 58 期支部総会リンクよりご参加下さい．

正員 3,500 円，会員外 (一般) 5,000 円，学生員 1,500 円，
学生 (一般)2,500 円，特別員 3,500 円

第 58 期総会・講演会 Web Page

https://jsme-hs.jp,
学術講演会

https://www.jsme.or.jp/event/2020-67024/

1. 一般講演・特別企画ともにすべて Web 講演での開催とし
ます．

2. 各セッションは 7 室の講演室にて並行して発表していた

日本機械学会北陸信越支部第 58 期総会・講演会実行委員会
実行委員長 河村

隆 信州大学繊維学部

幹 事

梅舘 拓也 信州大学繊維学部

3. 発表時間は講演 10 分，質疑応答 5 分です．まず発表者は

委 員

小林 俊一 信州大学繊維学部

スライドなどを使用して 10 分間の発表を行います．その

委 員

中楯 浩康 信州大学繊維学部

だきます．

後の 5 分間で聴講者から質問を受け付け，発表者は質問
への回答や議論を行います．

4. Web 講演は，最大多数の方の発表および参加（視聴）を
図るべく，座長と講演者による各講演室に対応した Zoom
ミーティングルームで発表を行います．

5. 講演の聴講・質疑応答は，講演が行われている Zoom ミー
ティングルームに入室して実施します．

講演論文集追加頒布
会員 3,500 円，会員外 5,000 円 (税込)
※論文集のみの購入を希望される場合には下記までご連絡
ください．
※論文集は USB フラッシュメモリにてお送りします．
送料は 500 円となります

6. 聴講に際しては，主催者・実行委員・座長の指示に従っ
ていただきます．

日本機械学会北陸信越支部

7. 講演・発表データの著作権は講演者に帰属し，当然のこ

〒 920-1192 石川県金沢市角間町

とながら，主催者・実行委員会以外の録画，録音は禁止

金沢大学 理工学域機械工学類内

です．

Tel/Fax 076-234-4668

8. 各セッション終了時に 10 分間のティスカッションタイム
を用意しています．発表後も講演室にお残りいただけれ
ば幸いです．

9. 講演会のプログラムについては，本講演会ホームページ
（https://jsme-hs.jp/program.html）に掲載しており
ますのでご覧下さい．
北陸信越支部ホームページ (http://www.jsme.or.jp/

hs/) からもリンクしております．

E-mail : jsme-hs@se.kanazawa-u.ac.jp
Web : http://www.jsme.or.jp/hs/

協力企業一覧 (50 音順)

https://jsme-hs.jp/coop.html

旭サナック株式会社

http://www.sunac.co.jp/

KOA 株式会社

https://www.koaglobal.com/recruit/index.html

シロウマサイエンス株式会社

https://www.shirouma.co.jp/

高松機械工業株式会社

https://www.takamaz.co.jp/

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
株式会社レプトリノ

https://www.hds.co.jp/

https://www.leptrino.co.jp/
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同じ OS(オーガナイズド・セッション) のセッションの間には

12:10-12:45/お昼休み♪

10 分間の議論の時間と 5 分間の休憩時間・交代時間がありま

12:45-13:55/OS10-1 材料力学と計算力学の新展開

す．別の OS に移るときは，10 分の議論の時間と 20 分の休

［座長 西村 正臣 (信州大)

憩・交代時間があります．

A031 表面処理を施した金属とゴムの異材接合体の強度特性

○印は一般講演者，◎印は優秀講演賞（学生の部）の審査対

に及ぼす充填剤の影響

象者です.

◎山本 大輔 (長岡技科大院)，中田 大貴 (長岡技科大)，
宮下 幸雄 (長岡技科大)，鎌土 重晴 (長岡技科大)，河原

A室
9:30-10:55/OS1-1 機械加工の高速・高精度化−切削・研削・

成元 (長岡技科大)，岩城 祐介 (ユー・エム・アイ)，小
野寺 有治 (ユー・エム・アイ)

特殊加工及び周辺技術−

A032 Al 合金/CFRP の加熱ツール接合中におけるインサー

［座長 岡田 将人 (福井大)］

ト材の溶融挙動

A011 軸心位置アクティブ制御型主軸の開発

○倉部 洋平 (石川高専)，橋本 裕朔 (長岡技科大)，宮下

◎秋保 裕矢 (金沢工大)，岡部 元樹 (金沢工大)，森本

幸雄 (長岡技科大)，加藤 亨 (石川高専)，堀 久司（日本

喜隆 (金沢工大)，林 晃生 (金沢工大)，小幡 真之 (コマ

軽金属）

A033 摩擦攪拌による A5052/A6063 異種 Al 合金接合体の疲

ツＮＴＣ)

労強度特性

A012 ボールねじ駆動形移動テーブルのモデルベースシミュ
レーション

◎野尻 浩之 (富山高専)，岡根 正樹 (富山高専)，茶木 智

水野 竜也 (金沢工大)，◎森本 喜隆 (金沢工大)，林 晃

勝 (富山高専)，安井 利明 (豊橋技科大)，福本 昌宏 (豊

生 (金沢工大)

橋技科大)

A034 摩擦攪拌接合と圧延により作製した鋼/アルミニウム合

A013 卓上配置が可能な小形工作機械の高精度化に関する研
究

金異材接合薄板材の強度特性

◎北村 春樹 (金沢大院)，梅北 浩志諒 (金沢大院)，立矢

◎前田 十和 (長岡技科大院)，宮下 幸雄 (長岡技科大)，

宏 (金沢大)，鈴木 直彦 (高松機械 (株))，石野 嘉章 (高

堀 久司 (日本軽金属)

松機械 (株))

14:00-15:10/OS10-2 材料力学と計算力学の新展開

A014 インコネル 625 の高送り加工に関する研究 (送り速度が

［座長 倉部 洋平 (石川高専)］

工具寿命と表面粗さにおよぼす影響)
◎長谷川 竜馬 (新潟大)，川崎

A041 分子動力学法による CNT/エポキシ樹脂複合モデルの

一正 (新潟大)

変形挙動解析

A015 ニオブチタン合金の高能率加工に関する研究

○西村 正臣 (信州大)，米沢 吹雪 (信州大)

◎川原 直人 (金沢工大院)，山崎 悠登 (金沢工大)，加

A042 Ti43Al5V4Nb のクリープ特性に及ぼす温度の影響およ

藤 秀治 (金沢工大)

びθ法によるクリープ破断寿命予測

11:00-12:10/OS1-2 機械加工の高速・高精度化−切削・研

◎齊藤 祐一 (福井大院)，旭吉 雅健 (福井大)

削・特殊加工及び周辺技術−

A043 エロージョン特性と機械的性質の関係のエロージョン

［座長 古本 達明 (金沢大)］

メカニズムに基づく検討

A021 ラジアスエンドミルによる AMS6260 の切削加工

◎山本 光 (長岡技科大院)，宮下 幸雄 (長岡技科大)，松
原 亨 (パルメソ)，勝俣 力 (パルメソ)

◎本名 威之 (新潟大)，徐 海波 (新潟大)，川崎 一正 (新

A044 放電プラズマ焼結法による TZM 合金の作製

潟大)

◎近藤 千徳 (長岡技科大院)，宮下 幸雄 (長岡技科大)，山

A022 磁場と電場の同時印加による平面内微細 V 溝に対する

本 慎一 (東芝マテリアル)，澤井 優輔 (東芝マテリアル)

精密研磨特性
◎浦田 優人 (富山高専)，西田 均 (富山高専)，山本 久嗣

B室

(富山高専)，百生 登 (富山高専)，上堀 博之 (富山高専)

9:00-10:40/OS2-1 解析と最適設計

A023 磁場と電場の相乗効果による平面に対する高能率研磨

［座長 亀山 正樹 (信州大)］

の基礎研究

B011 季節間蓄熱融雪システム簡易設計手法の研究

◎丹野 颯人 (富山高専)，山本 久嗣 (富山高専)，西田 均

○奥田 広行 (福井県工技センター)，山端 信也 (ＪＲ東

(富山高専)，百生 登 (富山高専)，茶木 智勝 (富山高専)

海)，永井 二郎 (福井大)

A024 樹脂射出成形用アルミニウム合金金型の仕上げ工程へ

B012 熱変形を考慮した形状可変鏡の変位拡大機構の最適設

のバニシング加工の適用効果

計

○岡田 将人 (福井大)，吉野 裕大 (福井大院)，新川 真

○伊藤 誠 (金沢大)，小中 優雅 (金沢大)，北山 哲士 (金

人 (岐阜大)

沢大)

3

○齋藤 剛 (安衛研)，池田 博康 (安衛研)，濱島 京子 (安

B013 センサ・アクチュエータ最適配置に基づくトラス構造

衛研)
B033 全方向移動体のヒューマンマシンインタ (フェースに関

の多モード振動制御
◎関口 皓士 (信州大院)，亀山 正樹 (信州大)，鈴木 諒

する研究-操作性評価のためのプラットフォームの試作)

平 (信州大院)

◎辰口 航希 (富山高専)，百生 登 (富山高専)

B014 流体分配板の多目的最適設計

B034 中小企業の機械設備に係る簡易リスクアセスメント手

◎宮本 康平 (金沢大)，北山 哲士 (金沢大)，井筒 理人

法の開発

(神戸製鋼所)，田淵 聡 (神戸製鋼所)，山田 紗耶香 (神
戸製鋼所)

◎入沢 和 (長岡技科大)，芳司 俊郎 (長岡技科大)

B015 自動車部品を対象にした傾斜型可変ブランクホルダー

14:15-15:40/OS8 熱流体の可視化と計測

力とブランク形状の同時最適化
◎清水 和穂 (金沢大院)，北山

［座長 松原雅春 (信州大)］
B041 色相変動 PTV を用いた二次元チャンネル流における

哲士 (金沢大)

B016 プラスチック射出成形におけるウェルドラインと型締

Lagrangian 加速度の計測

力の多目的最適設計

◎山内 颯太 (信州大)，加藤 有香 (信州大)，松原 雅春

◎陶山 聡子 (金沢大)，北山 哲士 (金沢大)，高野 昌宏 (石

(信州大)

川工試)，山崎 祐亮 (ソディック)，久保 義和 (ソディッ

B042 パルスレーザ誘起気泡の挙動および周囲の温度分布計

ク)，合葉 修司 (ソディック)

測
◎杉若 一輝 (金沢工大院)，杉本 康弘 (金沢工大)

10:45-12:10/OS2-2 解析と最適設計

B043 クロスフロー水車の内部流れの可視化と PIV 計測

［座長 北山 哲士 (金沢大)］
B021 システムズエンジニアリングに基づく災害対応ロボッ

◎鹿間 隼人 (新潟大院)，藤澤 延行 (信州大)，山縣 貴
幸 (新潟大)

ト用マスタースレイブ操作システムに用いる携帯型入

B044 気泡軌跡の可視化によるエルボ・オリフィスを通過す

力デバイスの開発
◎佐藤 雅 (長岡技科大)，Javier Flores Vallejo(長岡技

る旋回流挙動の観察

科大)，Rene Lorenzo Juarez(長岡技科大)，芳司 俊郎

◎阿部 晃大 (新潟大院)，藤澤 延行 (信州大)，山縣 貴

(長岡技科大)，木村 哲也 (長岡技科大)

幸 (新潟大)

B045 遊星式攪拌機における自由表面を有する混合の数値解

B022 組み合わせ最適化手法による二足歩行ロボットの階段
昇降動作生成

析

◎深澤 匠 (信州大)，松本 雄大 (信州大院)，中村 正行

◎佐藤 剛太 (新潟大院)，山縣 貴幸 (新潟大)

(信州大)

C室

B023 勾配法を用いた太陽電池アレイ配置最適化における最
適解の評価

9:00-10:40/OS6-1 機械の動的解析・設計及び制御
［小松崎 俊彦 (金沢大)］
C011 スリットを有する板に不織布を重ねた首部を持つヘルム

◎田中 健人 (信州大)，松本 雄大 (信州大院)，中村 正
行 (信州大)

ホルツ共鳴器 (吸音特性の実験と開口端補正長の推定)

B024 太陽電池アレイの配置最適化における組合せ最適化手

◎秋葉 裕生 (新潟大院)，坂本 秀一 (新潟大)，飯塚 諒

法と勾配法による最適化結果に関する考察

(新潟大院)

◎松本 雄大 (信州大院)，田中 健人 (信州大)，中村 正

C012 背後空気層を設けた微細な粉体層における吸音特性の

行 (信州大)

実験と推定

B025 冷間鍛造における割れ危険性と成形エネルギの抑制を

◎鈴木 隆介 (新潟大院)，坂本 秀一 (新潟大)，斎藤 蓮

目的としたプロセスパラメータの最適設計

(新潟大院)，神代 啓介 (新潟大)

◎加登屋 志門 (金沢大院)，北山 哲士 (金沢大)，高野 昌

C013 円柱の軸方向に対する垂直入射吸音率の理論的推定と

宏 (石川工試)，小林 昭夫 (かがつう)

実験 (空隙部分の体積と曲面の面積を考慮した解析)
◎磯部 卓功 (新潟大院)，坂本 秀一 (新潟大)，佐藤 隆

12:10-12:45/お昼休み♪

政 (フコク)，飯塚 健太 (新潟大院)，田﨑 克彦 (新潟大)

12:45-13:55/OS5 技術と社会 (工学・技術教育改善，技術

C014 粒状体の規則的充填構造における吸音特性の推定と実

史)

験 (曲面の面積および空隙部の体積を考慮した解析)

［座長 神谷 和秀 (富山県大)］
B031 金箔製造技術の歴史的変遷調査と箔打工程の熱工学的

◎片山 伊吹 (新潟大院)，坂本 秀一 (新潟大)，鈴木 恭
佑 (新潟大院)，戸田 健太郎 (新潟大)

検討

C015 音響メタマテリアルによる音波の反射制御に関する研

◎髙見 怜 (福井大)，永井 二郎 (福井大)

究

B032 中小機械製造業者を対象とした設計段階での危険源同

○小松崎 俊彦 (金沢大)，都竹 洋平 (金沢大)

定の支援に関する考察
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◎村井 真吾 (富山大)，木村 弘之 (富山大)，関本 昌紘

C016 圧縮スギ材で製作した純国産弦楽器の振動音響特性
◎森崎 稜磨 (富山県大)，重 昂輝 (富山県大)，西川 礼恩
(富山県大)，寺島 修 (富山県大)，辻 隆親 (富山県大)，
宮島 敏郎 (富山県大)

(富山大)，笹木 亮 (富山大)
C035 ばね支持された弾性送水管の横振動における不安定モー
ド間の非線形相互作用
◎桂 孝介 (福井工大院)，山下 清隆 (福井工大)

10:45-12:25/OS6-2 機械の動的解析・設計及び制御
［田浦 裕生 (長岡技科大)］

14:30-15:25/OS6-4 機械の動的解析・設計及び制御
［吉田 達哉 (福井大)］

C021 トライスター車輪の段差乗り越えに関する動的解析と
制御
◎杜 孟雨 (新潟大院)，横山 誠 (新潟大)
C022 リンク機構を有する柔軟物用吸着グリッパの基礎的検
討
◎西澤 優行 (福井大院)，鞍谷 文保 (福井大)，吉田 達哉
(福井大)，青木 皇 (ルネッサ)，毛利 俊博 (ルネッサ)，
坪井 則幸 (ルネッサ)
C023 楕円型磁気応答性材料を用いた自動車の内燃機関の前
後・上下方向振動制御
◎内藤 匠海 (富山県大)，寺島 修 (富山県大)，遠藤 洋
史 (富山県大)，杉岡 健一 (富山県大)
C024 粘性可変ダンパのセミアクティブ制御によるシート振
動の低減
◎河合 竜平 (金沢大院)，小松崎 俊彦 (金沢大)，和田 啓
史 (コマツ)，村本 憲一 (コマツ)，大澤 周一 (コマツ)
C025 磁気応答型粘弾性材料の特性予測と防振マウントへの
適用
◎椙山 晋生 (金沢大)，小松崎 俊彦 (金沢大)，井上 敏
郎 (本田技術研究所)，伊藤 優歩 (本田技術研究所)
C026 二関節同時駆動アクチュエータを有する 4 リンク 3 関
節脚ロボットの剛性制御に関する研究―制約条件下で
の剛性楕円体の指定―
◎山川 周人 (富山高専)，平田 健太郎 (富山高専)，百生
登 (富山高専)

C041 メタ構造と圧電スマート制振技術による広帯域振動制
御の検討
◎山内 純人 (金沢大)，浅沼 春彦 (金沢大)，小松崎 俊
彦 (金沢大)
C042 長周期地震動に対応した磁気減衰付き免震装置の研究
◎金山 真人 (富山大)，木村 弘之 (富山大)，関本 昌紘
(富山大)，笹木 亮 (富山大)
C043 非線形ばねを用いた長周期地震動用免震装置の開発
◎池野 僚太 (富山大)，木村 弘之 (富山大)，関本 昌紘
(富山大)，笹木 亮 (富山大)
D室
9:15-10:40/GS4-1 ロボティクス・メカトロニクス
［座長 塚原 淳 (信州大)］
D011 二関節同時駆動アクチュエータを有する脚ロボットの
剛性制御に関する研究 (実機での剛性制御)
◎平田 健太郎 (富山高専), 山川 周人 (富山高専), 百生
登 (富山高専)
D012 テンセグリティ構造とパラレル機構を組み合わせたマ
ニピュレータに関する研究 (6 自由度機械モデルの設計
と制御)
◎三上 綾斗 (神工大), 有川 敬輔 (神工大)
D013 大気圧の紙間吸引力を用いたロボットハンドによる積
み上げバラ紙の複数枚持ち上げ
◎須原 廉平 (富山大), 関本 昌紘 (富山大)，神代 充 (富
山大)
D014 コンプレッサー騒音における高次モードを考慮した狭
帯域能動騒音制御系の設計
◎香田 達朗 (長岡技科大) , 小林 泰秀 (長岡技科大) ,
D015 偏心カムによる積み上げバラ紙の持ち上げを達成する

12:25-13:00/お昼休み♪
13:00-14:25/OS6-3 機械の動的解析・設計及び制御
［横山 誠 (新潟大)］
C031 高速衝撃荷重により決定された変換行列を用いる衝撃
荷重位置・履歴同定方法の検討
◎後藤 航 (信州大)，亦賀 一起 (信州大)，中村 卓哉 (信
州大)，亀山 正樹 (信州大)
C032 表面テクスチャを有する非接触シールの動特性の推定
法
◎塙 泰樹 (長岡技科大)，田浦 裕生 (長岡技科大)，中村
陽一 (荏原製作所)
C033 変位拘束部材を有するエレベータ・ロープの曲げ剛性，
減衰が振動特性に及ぼす影響
◎鈴木 博登 (富山大)，木村 弘之 (富山大)，関本 昌紘
(富山大)，笹木 亮 (富山大)
C034 変位拘束部材を有するエレベータ・ロープの振動解析
(両端から均等に 2 個，ギャップを付けた場合)

ロボットハンドの開発
◎藤田 鉄太郎 (富山大)，関本 昌紘 (富山大)，神代 充

(富山大)
10:45-11:55/GS4-2 ロボティクス・メカトロニクス
［座長 岩本 憲泰 (信州大)］
D021 ICP を用いた移動ロボットの自己位置推定ための位置
と色情報に基づく初期位置推定の評価
◎小林 由実 (富山大)，保田 俊行 (富山大)，神代 充 (富
山大)，太田 俊介 (岡山県立大)
D022 ハンドリングロボットのための転移学習による把持位
置推定手法の開発
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◎高畠 俊弥 (富山大)，保田 俊行 (富山大)，神代 充 (富

E室

山大)，太田 俊介 (岡山県立大)

9:15-10:55/OS3-1 次世代シミュレーション技術の開拓

D023 粒子充填フィンガーを用いた積み上げ厚紙の最下端持

［座長 倉橋 貴彦 (長岡技術科学大)］

ち上げ

E011 ブロック構造型直交格子に対する深層学習を用いた後

◎佐伯 知哉 (富山大)，関本 昌紘 (富山大)

流積分領域推定法 その 1：抵抗推算精度について

D024 大型油圧プレス機用自動故障診断・予知システムの開

◎長橋 昌平 (金沢工大)，夏目 雄太 (金沢工大)，鹿田 侑

発

右 (金沢工大)，佐々木 大輔 (金沢工大)，松島 紀佐 (富

◎藤木 俊 (富山県大)，寺島 修 (富山県大)，川原 啓司

山大)

(北陸建工)，稲場 清明 (北陸建工)

E012 ブロック構造型直交格子に対する深層学習を用いた後

11:55-12:45/お昼休み♪

流積分領域推定法 その 2：推定手法に関する考察

12:45-14:25/OS12-1 生体計測・評価・医療・福祉

◎夏目 雄太 (金沢工大)，長橋 昌平 (金沢工大)，鹿田 侑

［座長 茅原 崇徳 (金沢大)］
D031 超音波散乱波を用いた内部温度計測に関する基礎的検

右 (金沢工大)，佐々木 大輔 (金沢工大)，松島 紀佐 (富
山大)

討

E013 2 次元 BCM を用いた主翼ー尾翼間の空力干渉の研究

◎塩野 翔太 (長岡技科大)，井原 郁夫 (長岡技科大)，和

◎喜多 琉歩 (金沢工大)，佐々木 大輔 (金沢工大)，鹿田

田森 直 (長岡技科大)

侑右 (金沢工大)

D032 大腿骨転子部における骨折パターンの解析

E014 Split Tip Winglet の多分野統合最適設計と次元削減手

◎阿部 佳峻 (新潟工科大)，笹川 圭右 (新潟工科大)，尾

法による設計知見の抽出

田 雅文 (新潟大)，佐藤 朗 (新潟臨港病院)

○田畑 宗一郎 (長岡技科大)，山崎 渉 (長岡技科大)，湯

D033 光骨密度データを利用した機械学習技術による骨粗鬆

原 達規 (JAXA)

症予測

E015 小型垂直軸型風車に対するブレード翼枚数の変化を考

○三浦 要 (金沢大)，柳瀬 義寛 (金沢大)，Anak Khan-

慮した翼形状最適設計

tachawana(KMUTT)，田中 茂雄 (金沢大)

○今井 伸哉 (長岡技科大)，山崎 渉 (長岡技科大)

D034 人工膝関節の接触挙動と相対的滑り量の生体内評価

E016 ノズルからの水ミスト噴霧による冷却効果の数値解析

○小林 公一 (新潟大)，坂本 信 (新潟大)，田邊 裕治 (新

◎梅地 俊甫 (金沢工大)，佐々木 大輔 (金沢工大)，小関

潟大院)，佐藤 卓 (新潟医療セ)，大森 豪 (新潟医福祉

良治 (マイクロプロセス (株))

大)，古賀 良生 (二王子温泉ク)

11:00-12:25/OS3-2 次世代シミュレーション技術の開拓

D035 繊維複合ダイラタントコンパウンドの圧縮特性

［座長 佐々木 大輔 (金沢工業大)］

◎小林 匠 (信州大)，新田 大樹 (信州大)，小林 俊一 (信

E021 境界埋め込み法を用いた数値流体解析による羽ばたき

州大)

翼運動の影響調査

D036 浴槽における溺水防止装置の製作と評価

◎人見 優成 (長岡技科大)，山﨑 渉 (長岡技科大)，高橋

◎千草 亮 (金沢工大院)，鈴木 亮一 (金沢工大)

俊 (東海大)

14:30-15:55/OS12-2 生体計測・評価・医療・福祉

E022 機械学習技術を用いたトポロジー最適設計手法の検討

［座長 小林 俊一 (信州大学)］
D041 瞳孔径の変化を用いた自動運転車の減速走行時におけ

◎高松 良輔 (長岡技科大)，山崎 渉 (長岡技科大)

E023 後流積分を用いた移動物体の空力抵抗算出精度の研究

る搭乗者の不快感の推定

水上 祥 (富山大)，瀬田 剛 (富山大)，○松島 紀佐 (富

◎小杉 直矢 (金沢大)，茅原 崇徳 (金沢大)，坂本 二郎

山大)

(金沢大)

E024 随伴変数法および有限要素法に基づく 3 次元熱弾性変

D042 導電性編物敷布により検出した就寝時の姿勢に関する

形問題に対する形状最適化解析

判別方法の検討

◎広瀬 智史 (長岡技科大院)，倉橋 貴彦 (長岡技科大院)，

○藤岡 潤 (石川高専)，川除 佳和 (石川高専)，宮下 大

片峯 英次 (岐阜高専)

輔 (長野高専)

E025 打撃応答波形を用いた機械学習によるコンクリート構

D043 ベルト型点字ユニットの指の接触判定法

造内の 3 次元空洞形状同定に関する研究

◎露木 佑 (近大)，藤田 龍成 (近大)，五百井 清 (近大)

◎嶋田 雅也 (長岡技科大院)， 倉橋 貴彦 (長岡技科大

D044 自動車シート振動の着座者への伝達特性に関する研究

院)，村上 祐貴 (長岡高専)，池田 富士雄 (長岡高専)，井

◎森崎 稜磨 (富山県大)，寺島 修 (富山県大)，木下 史

原 郁夫 (長岡技科大院)

也 (富山県大)，唐山 英明 (富山県大)

D045 操縦車分離型介護ベッドにおける移乗支援機構の開発

12:25-13:00/お昼休み♪

◎小西 大地 (近大)，五百井 清 (近大)
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13:00-14:55/OS11 生体材料・バイオミメティクス

F室

［座長 田中 基嗣 (金沢工大)］

9:15-10:55/OS9-1 噴流・後流・剥離流の解明とその利用

E031 講演取り消し

［座長 木綿 隆弘 (金沢大)］

E032 低弾性化カスタムメイド AM ステムの開発-応力伝達に

F011 熱流体の可視化と計測; レビュー (「OS8 熱流体の可視

及ぼすステム-骨界面の摩擦の影響-

化と計測」との合同キーノート講演 30 分間)

◎松井 良 (新潟大院)，大谷 豪 (新潟大院)，月山 陽介

○藤澤 延行 (新潟大)

(新潟大)，新田 勇 (新潟大)，土屋 和生 (ミズホ)，山田

F012 超音速ジェットにおけるジェット拡散時の遷移構造の
マッハ数依存性

崇史 (ミズホ)

E033 臼蓋カップのゆるみ挙動に及ぼす界面損傷の AE 法お

◎宮越巧弥 (富山大院)，渡辺 大輔 (富山大)

よび IR 法の組合せ評価
◎左近充

拓也 (長岡技科大)，大塚

大)，M M Raihan(長岡技科大)，宮下

F013 異なるせん断層の厚さの超音速ジェットの遷移構造
雄市 (長岡技科

◎松長 優 (富山大院)，渡辺 大輔 (富山大)

幸雄 (長岡技

F014 噴流クラウドキャビテーションの壊食特性に与える噴

科大)

流用ノズル拡大部の影響 (特に，画像解析などに基づい

E034 パーコレーション理論を用いた多孔質ポリウレタン/ア

て)

ルミナ粒子複合材料の機械的性質に及ぼす気孔分布の

◎須谷 彰太 (金沢工大院)，杉本 康弘 (金沢工大)，佐藤

影響評価

恵一 (金沢工大)

◎豊場 亮太 (長岡技科大)，大塚 雄市 (長岡技科大)，宮

F015 扇形噴流における分裂様相と洗浄効果に関する検討

下 幸雄 (長岡技科大)

◎平川 雄大 (金沢工大院)，杉本 康弘 (金沢工大)

E035 Eﬀects of Composition on Antibacterial Properties of

11:00-12:40/OS9-2 噴流・後流・剥離流の解明とその利用

Suspension Plasma-Sprayed Hydroxyapatite/Titania

［座長 杉本康弘 (金沢工大)］

Coating

F021 縦横比の異なる矩形オリフィスからのキャビテーショ

◎ Mirazul Mahmud Abir(長岡技科大)，Yuichi Ot-

ン噴流の流れ特性

suka(長岡技科大)，Kiyoshi Ohnuma(長岡技科大)

◎寺川 航平 (信州大)，飯尾 昭一郎 (信州大)，高牟礼 光

E036 周期的荷重を受ける寛骨臼カップの変位挙動に及ぼす

太郎 (名大)，内山 知実 (名大)

界面破壊の影響の有限要素解析

F022 スリットノズルから容器内に噴射される空気の入れ替

◎ Nguyen Quang Minh(長岡技科大)，大塚 雄市 (長岡

え性に関する研究

技科大)，Duong Thanh Tung (長岡技科大)，宮下 幸雄

◎野口航平 (金沢大院)，木綿隆弘 (金沢大)，豊田国昭

(長岡技科大)

(北海道科学大)，打田浩明 (ユニバーサル製缶)，辻眞理

E037 生体吸収性ポリマーブレンド基質上での破骨細胞の溶

(ユニバーサル製缶)，上神宏一 (ユニバーサル製缶)

解挙動の評価

F023 ノズル四隅にテーパ三角形管を付加した長方形噴流の 3

◎東側 利紀 (金沢工大院)，森 祐樹 (金沢工大)，田中 基

次元渦構造

嗣 (金沢工大)，金原 勲 (金沢工大)

◎梶谷 尚希 (金沢大院)，木綿 隆弘 (金沢大)，河野 孝

15:15-16:25/OS7 複雑流体現象の予測・制御と応用

昭 (金沢大)，小松 信義 (金沢大)，大内 理功 (デンソー)

［座長 高橋 勉 (長岡技科大)］

F024 多孔質材料の特性が多孔質材料を備えた角柱から発生

E041 小径円柱周り軸方向流れで維持される乱流構造の観察

する流体騒音に与える影響

◎白畑 風太郎 (福井大)，太田 貴士 (福井大)

◎西川 礼恩 (富山県大)，寺島 修 (富山県大)，稲澤 歩

E042 CNF 分散流体の流動特性に対する流動反転の影響

(都立大)，宮島 敏郎 (富山県大)

安部 翔太 (新潟大)，◎佐藤 大祐 (新潟大)，鳴海 敬倫

F025 一様流中の変形を伴う物体の後流構造と発生する流体

(新潟大)，牛田 晃臣 (新潟大)

音の関係

E043 染色工程におけるファインバブル混合の効果

◎奥野 未侑 (富山県大)，西川 礼恩 (富山県大)，寺島 修

◎舟山 典希 (新潟大)，牛田 晃臣 (新潟大)，小浦方 格

(富山県大)，小西 康郁 (東北大)

(新潟大)，瀬戸 光一 (イワセ)，樋渡 忠 (フューテック

F026 横風環境下におけるマルチロータ型ドローン用プロペ

ニイガタ)，佐藤 大祐 (新潟大)，鳴海 敬倫 (新潟大)

ラ及びシュラウドの空力騒音

E044 電解水を用いた洗濯洗浄に対するウルトラファインバ

◎井舟 孝介 (金沢大院)，河野 孝昭 (金沢大)，阿部 裕

ブル混合の効果

幸 (産総研)，木綿 隆弘 (金沢大)，小松 信義 (金沢大)

◎萩中 竜士 (新潟大)，牛田 晃臣 (新潟大)，小浦方 格

12:40-13:15/お昼休み♪

(新潟大)，中本 義則 (テックコーポレーション)，佐藤
大祐 (新潟大)，鳴海 敬倫 (新潟大)
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◎廣岡 進之介 (富山県大院)，真田 和昭 (富山県大院)，

13:15-14:55/OS9-3 噴流・後流・剥離流の解明とその利用

納所 泰華 (富山県大院)

［座長 渡辺 大輔 (富山大)］

G014 応力聴診器を用いたき裂の面内せん断モード応力拡大

F031 壁面近傍にある弾性支持柱状物体の流力振動特性に関
する水槽実験

係数解析の試み

◎川上 慶大 (金沢大院)，木綿 隆弘 (金沢大)，河野 孝

○志村 穣 (諏訪東京理科大)，高田 宗一朗 (東京高専)，

昭 (金沢大)，小松 信義 (金沢大)

林 丈晴 (山梨大)，黒﨑 茂 (前東京高専)

G015 ナノシリカ／カーボンブラック複合フィラーにおける

F032 クロスフロー水車における流体振動に関する研究 (ケー
シング形状と圧力変動の関係)

カーボンブラック粒子形状の違いが本系複合フィラー

◎大塚 航汰 (信州大)，小川 直人 (信州大)，飯尾 昭一郎

を用いたポリプロピレン系コンポジットの力学特性に

(信州大)，北洞 貴也 (湘南工科大)，Young-Do Choi(木
浦大)，稲垣 守人 (JSE)

及ぼす影響

F033 ガイド壁と円筒状キャビティを有するクロスフロー水

(富山県大)

◎村瀬 樹 (富山県大院)，北出 丈 (富山県大)，棚橋 満

G016 板状・球状フィラーを用いたポリマー系複合材料の熱・

車において回転軸径が水車性能に与える影響
◎林 良和 (信州大)，田中 十夢 (信州大)，飯尾 昭一郎

力学特性

(信州大)，北洞 貴也 (湘南工科大)，Young-Dohoi(木浦

○長谷 航希 (富山県大院)，真田 和昭 (富山県大)，永田

大)，稲垣 守人 (JSE)

員也 (富山県大)，棚橋 満 (富山県大)

F034 リングランナを用いた小型プロペラ水車の性能評価

10:45-12:25/GS2 機械加工・材料加工

◎森井 涼太 (信州大)，吉田 昂暉 (信州大)，飯尾 昭一

［座長 宮下 幸雄 (長岡技科大)］

郎 (信州大)

G021 ESPI による局所熱変形挙動の可視化

F035 水中駆動衝動水車の開発 (損失トルクの低減と水車性能

村田 祐真 (新潟大)，◎佐々木 朋裕 (新潟大)，堀井 和

との関係)

真 (新潟大)， 小川 覚 (新潟大)，吉田 賛一郎 (サウス

森 賢太郎 (信州大)，◎齋藤 尚宏 (信州大)，飯尾 昭一

イースタンルイジアナ大)，

郎 (信州大)，綱島 大祐 (中越工業)

G022 ガラス／ポリカーボネート積層安全ガラスのためのセ

F036 水中駆動衝動水車の開発 (ノズル幅と水車性能との関係)

ルロースナノファイバー添加アクリル中間膜の動的粘

◎齋藤 尚宏 (信州大)，森 賢太郎 (信州大)，飯尾 昭一

弾性特性

郎 (信州大)，綱島 大祐 (中越工業)

○屋敷 和秀 (富山県大)，真田 和昭 (富山県大)，松下
直人 (新光硝子)，永田 員也 (富山県大)

15:15-16:25/OS4 機械要素とトライボロジー

G023 窒化ホウ素/エポキシ樹脂複合材料の熱伝導率と成形加

［座長 宮島 敏郎 (富山県大)］

工性に及ぼす反応希釈剤の影響

F041 無潤滑下回転速度 1200rpm における PEEK-PTFE 深
溝玉軸受の溝と摩擦特性の関係

◎多田 貴一 (富山県大院)，真田 和昭 (富山県大院)，長

◎平木 和利 (富山大)，溝部 浩志郎 (富山大)，木田 勝

谷 航希 (富山県大院)，永田 員也 (富山県大院)，宮路
由紀子 (阪本薬品工業)

之 (富山大)

G024 繊維長の異なるセルロースナノファイバーを少量添加

F042 テクスチャ付き焼結含油軸受の潤滑特性解析

したタルク/ポリプロピレン樹脂複合材料の引張特性

◎広田 武巳 (長岡技科大)，田浦 裕生 (長岡技科大)

◎尾崎 郁彦 (富山県大院)，永田 員也 (富山県大)，真田

F043 オフセット二円弧軸受の最適形状に関する研究

和昭 (富山県大)，森本 裕輝 (スギノマシン)，小倉 孝太

◎石黒 景視 (長岡技科大)，田浦 裕生 (長岡技科大)

(スギノマシン)，辻 泰弘 (林化成)

G室

G025 測域センサとカメラを併用した円柱物体のための形状

9:00-10:40/GS1 材料力学・計算力学

計測システムの開発

［座長 小関 道彦 (信州大）］

◎草 拓朗 (富山大)，保田 俊行 (富山大)，神代 充 (富

G011 OpenFOAM に実装された重合格子法による造波抵抗

山大)，太田 俊介 (岡山県大)，山本 有一 (大平洋製鋼)，

の予測精度

剱田 毅 (大平洋製鋼)

◎後藤 啓太 (富山県大院)，中山 勝之 ()，大嶋 元啓 (富

G026 Al-Cu の異種材超音波接合における相対運動の可視化

山県大)，坂村 芳孝 (富山県大)

◎阿部 紘典 (新潟大院)，佐々木 朋裕 (新潟大)

G012 流体解析による自由表面形状に与えるフルード数の影

12:25-13:00/お昼休み♪

響の検討
○渡辺 昌俊 (長野高専)，羽田 喜昭 (長野高専)

G013 一方向開繊炭素繊維／織物炭素繊維ハイブリッド積層
材料の自己修復性に及ぼす積層構成の影響
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13:00-14:40/GS3-1 熱工学・流体工学
［座長 太田 貴士 (福井大)］

G031 高空隙率を有する多孔質レシーバの伝熱特性
◎萩野 裕貴 (新潟大)，松原 幸治 (新潟大)，浅川 大輝

(新潟大)，伊藤 謙人 (新潟大)，松平 雄策 (新潟大)
G032 円筒容器内に充満する水素ガスの濃度低減に及ぼす再
結合触媒の影響
○高瀬 学 (長岡技科大)，高瀬 和之 (長岡技科大)

G033 均質/不均質流れの糖アルコールスラリーの流動特性
稲津 健太 (信州大)，◎阿部 駿佑 (信州大)，浅岡 龍徳

(信州大)
G034 チャンネル乱流における低速ストリークに発生した二
次不安定性モードについて
◎棚田 湧也 (信州大院)，坪子 果都実 (信州大)，菊川
智哉 (信州大院)，松原 雅春 (信州大)

G035 低解像度フォトリソグラフィを用いた風速計センサの
開発と噴流計測への応用
◎伊藤 拓哉 (信州大)，小又 友博 (信州大)，伊藤 竜也

(信州大)，松原 雅春 (信州大)
G036 乱流境界層中の低速ストリークに発生した二次不安定
性のストリーク強さに対する線形性
◎菊川 智哉 (信州大)，棚田 湧也 (信州大)，松原 雅春

(信州大)
14:45-16:10/GS3-2 熱工学・流体工学
［座長 飯尾 昭一郎 (信州大)］

G041 水流中における多関節平板の振動特性
○山岸 真幸 (長岡高専)，木内 壱晟 (長岡高専)

G042 多関節平板の関節数による振動特性の変化
○山岸 真幸 (長岡高専)，羽取 俊貴 (豊橋技科大院)

G043 熱伝導逆問題解析の改良手法の提案
◎大竹 晃暉 (福井大院)，永井 二郎 (福井大)

G044 波長選択的エミッターを用いた熱光起電力発電システ
ムに関する研究
◎本間 寛淳 (新潟大)，櫻井 篤 (新潟大)

G045 大面積放射冷却デバイスを用いた２４時間発電実験
◎岸 秀俊 (新潟大)，Lim ZhenShan(新潟大)，櫻井 篤

(新潟大)
L室
LAJ ミーティング 12:00-13:00/GS3-2 LAJ ミーティング
［座長 溝尻 瑞枝 (長岡技大)］
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小型基板へ精密スプレーコーティング
省液で簡単なサンプル製作
研究用途からサンプル出荷品まで対応
大学や研究機関、企業の要素開発など採用多数

rCoater®

超高圧 HSPJ 精密洗浄装置

HSPJ

High-speed Pulsating Jet

■ホームページ
■業種

製造業

http://www.sunac.co.jp
■本社 愛知県尾張旭市

■事業内容 塗装機械・圧造機械・洗浄機械の開発、設計、製造、販売、アフターサービス。
■創立 78 年の設備機械メーカー。経営基本方針「技術創造企業として国際社会に貢献する」この方針
のもとに、お客様の工場の付加価値創造と継続的な安定生産を支える事業を展開しています。

当社は、食品、医薬品、化粧品、事務機
器・建材の広い分野にわたり、今までにない
画期的なプラスチック製品を開発し、製造・販
売することを目標に1969年（昭和44年）に設
立されました。
これまでに蓄積した技術とノウハウをもとに
画期的な製品を開発すると共に、安心して使
用いただける製品を、提供してきました。

モノ造りの使命である高品質・低価格・短納
期のさらなる追求を行い、高付加価値製品、
オリジナル製品を創造し、社会貢献してまい
ります。
当社は、全ての生産工場に空調が完備さ
れており、うち60％がクリーンルーム仕様で
す。
最新の生産設備も揃え、高度な技術で高
品質、画期的な製品をつくっています。

当社は、「会社は社員と共に成長する」を
基本とする考えから、入社時から目標を
持った人材育成を行なっています。
社員の半数以上が、国家資格である「プ
ラスチック成形技能士」の資格を取得して
おり、自らの成長を実感できる様々な資格
等にチャレンジしています。
また、長く働ける環境を目指して、働き方
改革プロジェクトの推進や「くるみん」認定
の取得など労働環境の向上にも取り組ん
でいます。

【会社概要】
・名称
・代表者
・設立
・従業員数
・事業目的

シロウマサイエンス株式会社
代表取締役社長 長田 剛
１９６９年（昭和４４年）１０月１５日
３７０名（正社員）
合成樹脂、その他素材を原料とする新商品の研究開発と製造販売

【お問合せ】
総務部（採用担当）
〒939-0643 富山県下新川郡入善町青木5777番地
ＴＥＬ：0765-72-0038 FAX：0765-72-5011
e-mail
recruit@shirouma.co.jp
URL
http://www.shirouma.co.jp

ひとつ の 発 明 、
拡がる未来。

扁平形状・中空穴構造
ACサーボアクチュエータSHAシリーズ
ハーモニックドライブ®と中空ACサーボモーターの組み合わせにより
小型で高トルクを実現。
ノンバックラッシのハーモニックドライブ®で
高精度要求にお応えします。
金属のたわみと弾性力学を応用した独創的な動力伝達装置である波動歯車装置は、

1950年 代 半ば、米 国の天 才 発 明 家C.W.マッサーによって発 明されました。
日本で初めて波動歯車装置ハーモニックドライブ®の実用化に
私たちは1965年、
成功し、
ロボット産業をはじめとする社会のさまざまな分野に貢献すべく、製品の向
上に取り組んでまいりました。
メカトロ
半世紀にわたる時間の中で培われたハーモニックドライブ®の技術と技能は、

C.W.マッサー

ニクスと融合したトータル・モーション・コントロールでこれからも進化を続けます。

〒140-0013 東京都品川区南大井6-25-3 いちご大森ビル4F

TEL：03-5471-7800（代）

FAX：03-5471-7811

http://www.hds.co.jp/

６軸力覚センサ

PFS055YA251U6
¥98,000-‼ (税別)

PFS020YA500U6
¥216,000-‼ (税別)
PFSシリーズに小型タイプが登場！
防水仕様です。
直径20mm 高さ23mm

定格荷重
6軸センサでは国内初の10万円以下！
※当社調べ

独自の製造方法で低価格を実現しました。
（特許取得済み）
低価格でも最少検出荷重の実力は10g以下。
変換器内蔵でシンプルに使えます。
直径55mm 高さ32mm

FxFy：±250N
Fz：±250N
MxMy：±6Nm
Mz：±6Nm
許容過負荷 ：±200%R.C.
非直線性 ：±1.5%R.O.
他軸干渉 ：±3.0%R.O.
分解能
：±1/2000（DC）
インターフェイス:USB2.0
電源
：DC5.0V＋5%
USBより供給

フォースプレート
歩行解析や蹴り出し力、重心移動やひねりなど
スポーツ・リハビリ分野で使用されています。
USBでPCに接続するだけで
簡単に計測ができます。

CFP600YS302U
¥1,400,000- (税別)
Size:600[mm]×400[mm]
Fxy:±1500[N]
Fz:±3000[N]
Tz:±450[Nm]

モーションキャプチャ等と使用することで
画像と合わせた評価も可能です。

定格荷重

FxFy：
±50N
Fz：
±50N
MxMy：
±0.5Nm
Mz：
±0.5Nm
許容過負荷 ：±200%R.C.
非直線性 ：±1.0%R.O.
他軸干渉 ：±2.0%R.O.
分解能
：±1/4000（DC）
インターフェイス:USB2.0
変換器
：外部
電源
：DC5.0V＋5%
USBより供給

高感度フォースプレート
0.05gの感度をもつ、6軸フォースプレートです。※計測環境による
パラレルリンク機構を採用することで、より感度を上げることが可能になりました。
風洞実験、針の挿入力、超微細加工など今まで測れなかった計測が可能になります。

CFP155F2R0M0R1U6
¥800,000- (税別)

定格荷重

特注仕様についても
承っております。
用途などからも
ご相談にのりますので
お気軽にお問合せください。

可搬タイプも対応可能！

FxFy：±2N
Fz：±2N
MxMy：±0.1Nm
Mz：±0.1Nm
許容過負荷：±200%R.C.
非直線性 ：±1.0%R.O.
他軸干渉 ：±2.0%R.O.

分解能
：±1/4000（DC）
インターフェイス:USB2.0
電源
：DC5.0V±5%
USBより供給
サイズ
：□155mm H62mm

株式会社レプトリノ

Leptrino

長野県小諸市平原328-1

https://www.leptrino.co.jp/

Tel:0267-41-0991

E-mail：leinfo@leptrino.co.jp

Fax:0267-41-0992

