
日本機械学会東海学生会 

TOKAI ENGINEERING COMPLEX 2023 (TEC23) 

第 54 回学生員卒業研究発表講演会プログラム 

 

 

主  催： 一般社団法人 日本機械学会東海学生会 

開 催 日： 2023年 3月 7日（火） 

会 場： リアルタイムオンライン開催＋講演会後のオンデマンド配信 

参 加 費： 学生無料（講演会への事前登録が必要） 

発 表 方 法：リアルタイムオンライン方式による発表（発表 10分＋質疑 4分＋交代 1分程度） 

 講演会終了後，講演動画ファイルをオンデマンド配信 

 オンデマンド配信される講演動画ファイルは，開催期間中は自由に閲覧可能． 

 コメント欄を活用して公開形式でも質問・回答のやり取りを実施予定． 

ベストプレゼンテーション賞： 

ベストプレゼンテーション賞に応募している講演者に対してベストプレゼンテーショ

ン賞の審査を行います．表彰者は 3月 10日（金）の支部総会にて発表し，表彰を行う

予定です．表彰者には指導教員を通じて，表彰状をお送りします． 

 

◆ 講演会タイムテーブル ◆ 

 

 

◆ 東海学生会 特別講演 ◆ 

辻井 栄一郎 氏 （新明工業） 

原理原則に立ち返る、常識破りへの挑戦 ～究極の開発手法 アイザックコンセプト～ 

ヤマ発時代の商品開発・研究開発他を通じ，原理原則とは何か？と言う問いに対する解として，ニュ

ートン力学に辿り着くまでの経緯と事例で物造りを解り易く説明する．また，現在の新明工業㈱にて新

たな分野へのチャレンジをご紹介． 

  

講演室 A室 B室 C室 D室

午前1
9:30～10:30

1A
流体工学

1B
バイオエンジニアリング

1C
材料力学

1D
機械力学

10:30～10:45

午前2
10:45～12:00

2A
流体工学

2B
バイオエンジニアリング

2C
材料力学

2D
複合分野（熱流体・材料）

12:00～13:00

13:00～14:00

14:00～14:15

午後3
14:15～15:30

3A
流体工学

3B
バイオエンジニアリング

3C
自動制御

3D
工作

15:30～15:45

午後4
15:45～17:00

4A
流体工学

4B
バイオエンジニアリング

4C
自動制御・機械要素

4D
複合分野（熱流体・潤滑）

休憩

昼休憩

東海学生会特別企画
東海学生会　特別講演　 （13:00 ～ 13:50）

「メカなび東海」紹介　（13:50 ～ 14:00）

休憩

休憩



◆ 学生員卒業研究発表講演会 ◆ 

 

〇学術講演 

(1) 1 題目につき，講演 10 分，討論 4 分，交代 1分の

計 15 分です． 

(2) 講演者は筆頭者となります． 

(3) 講演番号の後ろの*印はベストプレゼンテーション

賞に応募している講演を示します． 

(4) 講演申込時の題目，講演者および連名者を記載して

います．連名者で所属が省略されている方は，前者

と同じです． 

(5) 発表方法：講演会当日のリアルタイムオンライン方

式に加え，講演会後，提出頂いた講演動画ファイル

を期間限定でオンデマンド配信します． 

(6) 参加費：学生無料（学生員，一般学生共に無料です．

別途，参加登録が必要です） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◆ 東海学生会特別企画 ◆ 

［座長：本澤政明（静大）］ 

〇東海学生会 特別講演 

辻井 栄一郎 氏 （新明工業） 

原理原則に立ち返る、常識破りへの挑戦 

～究極の開発手法 アイザックコンセプト～ 

 

ヤマ発時代の商品開発・研究開発他を通じ，原理原則

とは何か？と言う問いに対する解として，ニュートン力

学に辿り着くまでの経緯と事例で物造りを解り易く説明

する．また，現在の新明工業㈱にて新たな分野へのチャ

レンジをご紹介． 

 

〇「メカなび東海」紹介 

 日本機械学会東海支部「メカなび東海」幹事 

 日本機械学会東海学生会では，東海 4県下の優良企業

と機械系学生をつなぐ事業として，「メカなび東海」を立

ち上げています．是非，有効活用いただきたく，「メカな

び東海」について，ご紹介します． 

「メカなび東海」HP：https://www.mechanavitk.jp/ 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◆ 学生員卒業研究発表講演会プログラム ◆ 

 

＜ A室 ＞ 

 

9:30～10:30 1A 流体工学  

［座長：楠畑天音（名大）］ 

1A1 三次元流動沸騰の数値シミュレーション／住田

紀樹（三重大），辻本公一 

1A2 プロペラの前縁デバイスによる騒音低減効果に

関する研究／木村文香（中部大）， 棚橋美治 

1A3 ラム圧による核融合反応炉生成に関する研究／

小村勇善（中部大），棚橋美治 

1A4 同軸円形噴流の混合・拡散に関する実験的研究／

小高侑己（名城大），久保貴 

 

 

 

10:45～12:00 2A 流体工学  

［座長：楠畑天音（名大）］ 

2A1* スパン方向への壁面急スライドによるチャネル

過渡乱流の DNS／三浦潤也（静大），岡本正芳 

2A2* 高 Sc 数格子乱流中のスカラー減衰についての実

験／鈴木颯太（名大），岩野耕治，長田孝二，渡邉

智昭 

2A3* ホットランナー内の溶融樹脂-バルブ接触部付近

の現象検討／鵜飼健生（岐阜大），山下実，新川真

人 

2A4* 曲衝撃波シミュレーションに向けた超音速流解

析コード開発／高崎健汰（名城大），松田淳 

2A5* レーザー変位計を用いた微小液膜厚さの計測特

性に関する検討／中野幸佑（静大），真田俊之，水

嶋祐基 

 

14:15～15:30 3A 流体工学  

［座長：稲垣達也（名大）］ 

3A1* 密度界面通過衝撃波に伴う現象理解に向けた 2次

元解析コード構築／大塚拓海（名城大学），松田淳 

3A2* 微少量生体サンプルの伸長粘度計測に向けた液

滴落下装置の開発／菊地慶悟（名工大），吉野辰哉，

武藤真和，村岡彩子，岩田修一，中村匡徳，大須

賀智子，玉野真司 

3A3* 着氷現象における氷表面での単一液滴の衝突挙

動に関する研究／濱野翔太郎（大同大），坪井涼，

鈴木正也（JAXA），水野拓哉 

3A4* 油/冷媒混合物の泡立ち特性定量化に関する検討

／加藤宥斗（静大），福田充宏，本澤政明 

3A5* 高濃度酸素水生成装置の開発と応用／大鹿天空

（静岡理工科大），小木真輝，朱寧 

 

15:45～17:00 4A 流体工学  

［座長：加藤佑典（静大）］ 

4A1 LES を用いた多重小型ファンに関する冷却性能

の評価／村井詳悟（三重大），辻本公一 

4A2 振動制御された多重衝突噴流の流動構造・伝熱特

性／増田竜海（三重大）辻本公一 

4A3 水上無人機の地面効果に関する研究／安藤巧（中

部大），棚橋美治 

4A4 揚力型垂直軸風車の翼型形状に関する研究／土

屋怜央（中部大），棚橋美治 

4A5 水中無人機のティルト効果に関する研究／山﨑

智矢（中部大），棚橋美治 

 

＜ B室 ＞ 

 

9:30～10:30 1B バイオエンジニアリング  

［座長：篠田裕也（名工大）］ 

1B1* 永久磁石付属工具を用いた局所電解傾斜面加工

の試み／川中陽人（岐阜高専），佐藤敦 

1B2* 高静水圧による膜タンパク質 TRPV1 の構造変化

の解析／高木勝義（名工大），氏原嘉洋，中村匡徳，

杉田修啓 

1B3* 血管組織引張時における平滑筋細胞内の核変形

に対するアクチンフィラメントの影響／西尾 香

菜子（名工大），杉田修啓，氏原嘉洋，中村匡徳 

 

 



1B4* 生体軟組織の変形を考慮した下肢の解剖学的動

力学モデルの開発／三浦拓海（名城大），横田紘季 

 

10:45～12:00 2B バイオエンジニアリング  

［座長：篠田裕也（名工大）］ 

2B1* Distal SINE発症機序解明に向けたステントグラ

フト挿入後の大動脈壁内応力解析／師富真吏（名

工大）岡村誉（練馬光が丘病院）， 氏原嘉洋（名

工大），杉田修啓，中村匡徳 

2B2* 繰返引張下の重層化した MC3T3-E1 細胞の上下

層で異なる配向の原因解明に関する研究／鈴木

秀一朗（名大），王軍鋒，キムジョンヒョン，前田

英次郎，松本健郎 

2B3* 大動脈解離症例における偽腔内血栓化を表現す

る数理モデルの開発／今田修多（名工大），小宮賢

士，木村直行（自治医科大学附属さいたま医療セ

ンター），氏原嘉洋（名工大），杉田修啓，中村匡

徳 

2B4* 壁面せん断応力が血管平滑筋細胞の表現型変化

に与える影響／岩田紗季（名工大），氏原嘉洋，杉

田修啓，中村匡徳 

2B5* 腹部解剖画像における並列型 U-Net を用いた腹

腔内構造物の推定／新谷颯生（名城大），内藤宗和

（愛知医科大），横田紘季（名城大） 

 

14:15～15:30 3B バイオエンジニアリング  

［座長：今田修多（名工大）］ 

3B1* 前腕筋群の相互作用を考慮した有限要素シミュ

レーションによる腱鞘炎発生機序の解明／佐藤 

辰哉（名城大），内藤宗和（愛知医科大），横田紘

季（名城大） 

3B2* マウス筋芽細胞を用いた培養骨格筋アクチュエ

ータの開発 ～力学特性評価のための培養条件検

討～／塩見周平（名城大），横田紘季 

3B3* 細胞剥離方法がマイクロ流路を用いた MC3T3-

E1 細胞核への圧縮効果に与える影響に関する研

究／亀井竣平（名大），王軍鋒，キムジョンヒョン，

前田英次郎，松本健郎 

3B4* ラット胸大動脈の外膜が間質流速に与える影響

／田上遼（名工大），中村匡徳，氏原嘉洋，杉田修

啓 

3B5* 成体ウズラ単離心筋細胞における収縮・弛緩動態

及びカルシウムトランジェントの心房心室間比

較／徳井優太（名工大），小椋悠平，杉田修啓，中

村匡徳，氏原嘉洋 

 

15:45～17:00 4B バイオエンジニアリング  

［座長：岸山翔（静大）］ 

4B1* ウズラ胚から単離した心筋細胞の静置培養にお

けるサルコメアの発達度評価／長瀬檀（名工大），

杉田修啓，中村匡徳，氏原嘉洋 

4B2* 心筋細胞の分裂能と核の力学特性の関係解明を

目指した心筋細胞単離核の圧縮特性の評価／森

垣和志（名工大），鄭必成，杉田修啓，中村匡徳，

氏原嘉洋 

4B3* 自動車走行時振動が乗員の生理学的反応に与え

る影響／五十嵐洋太（静岡理工科大），安達佳祐，

沢田護（デンソー），野﨑孝志（静岡理工科大） 

 

4B4* 助走を含む競技動作最適化のための 3次元剛体リ

ンクモデルによる助走動作の生成／山本亜佑美

（名城大），大島成通 

4B5* 環境認識に基づくモバイルマニピュレータの自

律動作による遠隔操作支援の検討／須貝祥多（名

城大），中西淳 

 

＜ C室 ＞ 

 

9:30～10:30 1C 材料力学  

［座長：加藤佑典（静大）］ 

1C1* A5052-O 板の円筒深絞り加工と結晶塑性解析／

太田葵偉（静大），吉田健吾 

1C2* 異なる負荷形態における A5083-O 板のバウシン

ガー効果の測定／岡本裕一郎（静大），吉田健吾 

1C3* 脊椎の前後屈運動時における中立軸に関する実

験的研究／今井俊輔（三重大），馬場創太郎，吉川

高正，稲葉忠司 

1C4* 顕微ラマン分光装置の構築とスペクトル評価／

中川碧惟（名城大），吉田俊輝，來海博央 

 

10:45～12:00 2C 材料力学  

［座長：藤田英虎（沼津高専）］ 

2C1 ジェネレーティブデザインを取り込んだ新しい

CAEの検討／今井大（三重大），稲葉忠司，吉川

高正，馬場創太郎 

2C2 Zr55Al10Cu30Ni5 バルク金属ガラスの変形挙動

を応用したせん断加工方法の検討／川口楓茉（三

重大），稲葉忠司，吉川高正，馬場創太郎 

2C3 環境温度と応力速度を考慮した Zr55Al10 

Cu30Ni5 バルク金属ガラスにおける降伏関数の

構築のための実験的研究／督永悠介（三重大），稲

葉忠司，吉川高正，馬場創太郎 

2C4 接着構造筒状体の軸圧縮変形の数値計算／五島 

宏斗（岐阜大），山下実，新川真人 

 

14:15～15:00 3C 自動制御  

［座長：藤本祐（静岡理工科大）］ 

3C1 ソフトグリッパを模擬した誘電エラストマーア

クチュエータのアクティブ振動制御／竹内駿太

郎（豊橋技科大），比留田稔樹，髙木賢太郎 

3C2 垂直離着陸機のフライトシミュレーションに関

する研究／長谷川祐也（中部大），棚橋美治 

3C3 日常生活支援を目指した下肢ウェアラブルロボ

ットの製作／駒谷いおた（鈴鹿高専），打田正樹 

 

15:45～16:45 4C 自動制御・機械要素  

［座長：藤本祐（静岡理工科大）］ 

4C1* 講演取り下げ 

4C2* 遠隔２地点にある倒立振子を同時に安定化する

制御システム設計の検討／鬼淵駿介（名大），原進，

椿野大輔 

4C3* 移動対象物の把持を目的とした多自由度ロボッ

トにおける半自律型遠隔操作の検討／大河内裕

登（名城大），中西淳 

4C4* 3D カメラおよび VR デバイスを用いた遠隔操作

支援システムの構築／鈴木隆仁（名城大），中西淳 

 



＜ D室 ＞ 

 

9:30～10:30 1D 機械力学  

［座長：加藤宥斗（静大）］ 

1D1* 機械的位置エネルギーを利用した紙製空中ブラ

ンコロボットの開発／田村文乃（大同大），野畑朱

加，篠原主勲，西堀賢司，長谷川昌之 

1D2* 速度フィードバック加振を用いた高減衰構造物

のモード特性同定／後藤大貴（豊橋技科大），田尻

大樹，松原真己，河村庄造 

1D3* 振動操作関数を参照入力とする誘導モータを用

いた１次元天井クレーンの制振搬送制御／岩佐

澪（三重大），小竹茂夫 

1D4 流体を用いた転がり球体型ダイナミックダンパ

の減衰に関する研究／伊藤竜輝（愛知工科大），村

上新 

 

10:45～12:00 2D 複合分野（熱流体・材料）  

［座長：稲垣達也（名大）］ 

2D1* ナノ分散 CNT 複合化炭素繊維を用いた CFRTP

の力学的特性／大石利樹（岐阜大），仲井朝美，鬼

塚麻季（ニッタ株式会社），小向拓治 

2D2* オープンモールド成形を用いた CFRTPパイプの

成形方法の開発／吉田有真（岐阜大），谷口康平，

仲井朝美 

2D3* 水平軸風車における流入風速変動と翼負荷変動

に関する実験的研究／清水理久（名工大），長谷川

豊，牛島達夫 

2D4* 機械学習による 3 次元物体周りの流れ場の予測

に関する研究／荒川陽向（岐阜高専）菱田陸翔，

山田樹（豊橋技科大）山本高久（岐阜高専） 

2D5* 流動層を用いたオキシバイオマス燃焼挙動の解

明／加藤諒（名大），成瀬一郎，義家亮，植木保昭 

 

14:15～15:30 3D 工作  

［座長：大石利樹（岐阜大）］ 

 3D1* 高速摺動圧縮による銅とアルミニウム合金の衝

撃接合／西村悠哉（岐阜大），山下実，新川真人 

3D2* 液圧板成形における材料とダイの接触位置とひ

ずみのセンシング／園田真帆（岐阜大），山下実，

新川真人 

3D3* 金型鋳造時の湯流れ性評価試験方法の検討／箕

浦光（岐阜大），新川真人，山下実 

3D4* 切削鍛造加工品寸法精度に及ぼす金型弾性変形

の影響／日比野颯真（岐阜大），王志剛，箱山智之 

3D5* 軟質工具を用いた新規刻印技術の開発／吉村茅

夏（名城大），吉川泰晴 

 

15:45～16:45 4D 複合分野（熱流体・潤滑） 

［座長：古田一志（名城大）］ 

4D1 段ボールを用いた主翼のマルチコプタへの適用

性に関する研究／吉田涼馬（中部大），棚橋美治 

4D2 浮き上がり火炎安定化のために印加する超音波

周波数の検討／松岡和輝（大同大），白石裕之 

 4D3 周期的レーザー照射強度変化に対する水素 LSD-

LSC 遷移の数値解析／松村修一朗（大同大），坂

井研斗，白石裕之 

4D4  凸型テクスチャを用いた摺動面において発生す

るキャビテーションの流体潤滑特性に与える影

響についての数値的研究／吉田拓司（大同大），坪

井涼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


