
日本機械学会東海支部 

 

TOKAI ENGINEERING COMPLEX 2023 (TEC23) 

第 72 期講演会 学術講演プログラム 

 

主 催： 一般社団法人 日本機械学会東海支部 

 

開催日時： 2023 年 3 月 8 日（水）～3 月 9 日（木） 

 

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 

 

オンデマンド配信：2023 年 3 月 13 日（月）10:00～ 3 月 20 日（月）17:00 （予定） 

 

参 加 費： 正員 5,000 円，会員外 8,000 円，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 (講演時間 10 分，討論時間 5 分，計 15 分)  

 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: 講演者全員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．3 月 10 日(金) 

 の支部総会にて優秀な講演者の表彰を行う予定です．表彰者には，表彰状をお送りいたします. 

 また，若手会員（本年４月１日現在において、26 歳未満の会員）の優秀講演者は，日本機械学会 

 若手優秀講演フェロー賞の推薦候補といたします． 

 

TOKAI ENGINEERING COMPLEX 2023 (TEC23) 

第72期講演会 特別講演会 

 

主 催： 一般社団法人 日本機械学会東海支部 

会 場： リアルタイムオンライン開催 

 

3月 8日(水)  13：00～14：00 

株式会社オートネットワーク技術研究所 社長 井上 雅貴氏  

「新しい競争の世界（自動車産業の変革と部品サプライヤーが直面する課題）」 

 

2016年のパリモーターショーでCASEという言葉が提唱された頃から，自動車業界は100年に一度と言われる大きな変

化の中にある。この変化がもたらす新しい競争の世界を概観し，自動車メーカーを頂点とする産業のピラミッド構造を

形成していたTier1サプライヤが直面する課題と対応の方向性を自社の事業内容を例にとって紹介する．また変化に

対応していくために必要な現場組織の実務能力について、経験と実態に基づきいくつかの私見を述べる。 

 

3月 9日(木) 16：00～17：00 

三重大学 人文学部 教授 山田 雄司氏  

「忍術書に記される忍具」 

 

忍者は決して空想の産物ではなく、14世紀はじめの南北朝時代から19世紀後半の江戸時代末にかけて存在し、主に

諜報活動に携わりました。任務をこなすためには、天気予報や薬学など当時の最先端の「科学」を身につけ、自ら試

行錯誤して道具を作っていました。17世紀後半にまとめられた『万川集海』をはじめとした忍術書には、多数の忍具が

記されています。本講演では忍者が用いたさまざまな道具を紹介し、その有効性を探っていきます。 

 



TEC23 第 72 期 講演会 タイムテーブル （講演件数：100） 

 Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 

3 
⽉ 
8 
⽇ 

（⽔） 

10:00-11:30 

OS4-1 
振動・運動・ 
⾳響現象の 
解析・制御 

（101-106） 
10:00-11:30 

OS5-1 
次世代航空機 
産業を育む 
機械⼯学 

（201-206） 
10:00-11:30 

OS2-1 
乱流現象の実験と 

数値シミュレーション 
（301-305） 
10:00-11:15 

GE-1 
熱流体・ 

エネルギー 
（401-406） 
10:00-11:30 

11:30-13:00 昼⾷ 
13:00-14:00 特別講演 「新しい競争の世界（⾃動⾞産業の変⾰と部品サプライヤーが直⾯する課題）」 
14:00-14:15 休憩 

14:15-15:30 

OS4-2 
振動・運動・ 
⾳響現象の 
解析・制御 

（107-111） 
14:15-15:30 

GD-1 
バイオ 

エンジニアリング 
（207-210） 
14:15-15:15 

OS2-2 
乱流現象の実験と 

数値シミュレーション 
（306-310） 
14:15-15:30 

GE-2 
熱流体・ 

エネルギー 
（407-411） 
14:15-15:30 

 
 Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 

3 
⽉ 
9 
⽇ 

（⽊） 

10:00-11:30 

OS1-1 
⾼機能材料の開発， 
特性評価と応⽤ 

（112-117） 
10:00-11:30 

GC-1 
ロボティクス・ 

最適化 
（211-216） 
10:00-11:30 

GE-3 
熱流体・ 

エネルギー 
（311-315） 
10:00-11:15 

OS3-1 
熱および 

物質輸送現象の 
基礎と応⽤ 

（412-417） 
10:00-11:30 

11:30-13:00 昼⾷ 

13:00-14:15 

GA-1 
材料・加⼯・ 

設計 
（118-122） 
13:00-14:15 

GC-2 
ロボティクス・ 

最適化 
（217-221） 
13:00-14:15 

GE-4 
熱流体・ 

エネルギー 
（316-320） 
13:00-14:15 

GF-1 
拡がる東海地⽅の 

機械⼯学 
（418-423） 
13:00-14:30 14:15-14:30 休憩 

14:30-15:45 

GA-2 
材料・加⼯・ 

設計 
（123-127） 
14:30-15:45 

GC-3 
ロボティクス・ 

最適化 
（222-225） 
14:30-15:30 

GE-5 
熱流体・ 

エネルギー 
（321-325） 
14:30-15:45 

（講演なし） 

15:45-16:00 休憩 
16:00-17:00 特別講演 「忍術書に記される忍具」 

 



日本機械学会東海支部 第 72 期定時総会 

 

日 時: 3月10日(金) 13:00～13:40  

場 所: リアルタイムオンライン開催 

報 告: 第 72 期支部役員当選者 

議 案: （1） 第 71 期事業報告  

（2） 第 71 期会計報告  

（3） 第 71 期会計監査報告  

（4） 第 72 期支部事業計画案  

（5） 第 72 期支部収支予算案  

表 彰:  （1） 東海支部賞 

（2） 東海支部特別功労賞 

（3） ベストプレゼンテーション賞 

（4） 学生員卒業研究発表講演会 Best Presentation Awards 

（5） 学生員増強功労者 

挨 拶: 新旧支部長挨拶 

 

TOKAI ENGINEERING COMPLEX 2023 (TEC23) 

第72期支部総会・講演会併設 特別企画 「社会現場で活躍するAI, ロボティクス」 

 

主 催：  一般社団法人 日本機械学会東海支部 

会 場： リアルタイムオンライン開催 （Zoom ウェビナー）予定  

参 加 費：  無料（日本機械学会会員以外の方でも，どなたでも参加できます）  

日   時：  3月 10日(金)  14：00～15：50 

 

人工知能(AI)がロボットに搭載されるなどして、急速に発展・普及しており、人口減少や少子高齢化に伴う人

手不足、新型コロナウィルス感染症をきっかけとしたニューノーマルな社会の形成など、人間のパートナーとして

の“AI, ロボティクス”の役割がますます期待されている。そこで、今回「社会現場で活躍するAI, ロボティクス」と

いうタイトルで、『社会におけるフィールドロボティクス』と『医療分野におけるロボティクスやAIの最新状況』を題

材として2件のご講演をいただく。 

 

特別企画講演（１）14:00～14:50  

ヤンマーホールディングス株式会社中央研究所 主席研究員グループリーダー 杉浦 恒氏 

『ヤンマーのフィールドロボティクス』 

これまで屋内での産業用が主体であったロボットが、近年の自動運転を嚆矢とした技術進展やデバイスの低

廉化、社会の受容度の向上により、屋外の様々なシーンで活躍するいわゆるフィールドロボティクスが現実的に

なってきており、一部ではすでに実用化されている。本講演では、その中でも少子高齢化の影響を強く受け、人

手不足が極めて深刻な農業分野、建設分野、海洋分野における自動化について、それぞれの分野の背景やこ

れまで我々が開発してきた様々なロボット、そのために構築した技術を紹介する。また企業内研究所としてロボ

ットの事業化する際のポイントや問題点と取り組み、今後のさらなる社会実装のための課題を挙げる。 

 

特別企画講演（２）15:00～15:50  

FAIN-Biomedical 社役員 池田 誠一氏 

『医療分野におけるロボティクスやAIの最新状況ならびに学術研究の実用化について』 

医工連携研究から誕生したカテーテル血管内手術のシミュレーション用ロボットを提供する大学発ベンチャー

企業を2005年に創業して、医療現場や血管内手術に関わる学術分野で18年間活動してきた。本発表では医療

現場で活躍している、あるいは今後の導入や発展が期待されるロボティクスやAI技術について、最新状況を調

査し取りまとめる。またこれまで大学発ベンチャーに携わってきた経験と視点から、学術研究が実際の医療現場

に製品として取り入られるまでの道筋や、事業化以降の展開や産学官連携の姿などについて、本事業のロボッ

トシミュレータが医療現場で技術教育などに導入されて世界中で使用され、役立てられている実例も紹介しなが

ら概説する。 



TOKAI ENGINEERING COMPLEX 2023 (TEC23) 

第 72 期講演会 学術講演プログラム 

  
◇学術講演◇ 

(1)  講演割時間は，講演時間 10 分，討論時間 5 分，計 15 分です． 

(2)  本次第書においては，○印が講演発表者です 

(3)  連名者で所属が省略されている方は，前者と同一です． 

(4)  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. 

 

●Room 1● 

3 月 8 日（水） 

 

OS4 振動・運動・音響現象の解析・制御 

【オーガナイザ 井上剛志（名大），神谷恵輔（愛工大）， 

松村雄一（岐阜大），細川健治（中部大），松原真己（豊技大）】 

 

OS4-1 振動・運動・音響現象の解析・制御 

 

10:00-11:30［座長 井上 剛志（名古屋大学）］ 

 
101 摩擦⼒が作⽤する積層構造物の振動特性予測／〇桂川 拓也(岐⾩⼤

学)，⼩島 暖⽃，古屋 耕平，松原 真⼰(豊橋技術科学⼤学)，斎藤 彰
(明治⼤学) 

102 実験と有限要素解析をハイブリッドして求めた状態遷移⾏列による
振動解析／〇菰⽥ 桐汰(岐⾩⼤学)，河守 祐真，古屋 耕平 

103 モード解析を利⽤した応答推定⼿法の提案／〇⾕内野 貴稔(豊橋技
術科学⼤学⼤学院)，河村 庄造，松原 真⼰，⽥尻 ⼤樹 

104 振幅による周期の変化を考慮したフィードフォワード関数による並
進型振⼦の振上げ振下げ制御 （操作時間による⽀点の位置の特異性）
／〇DAM VAN HAI(三重⼤学院)，⼩⽵ 茂夫 

105 ゴムの動的 X 線 CT と動的粘弾性の同時計測／〇髙良 領(豊橋技術
科学⼤学⼤学院)，松原 真⼰，駒津 泰⼀，古⽥ 将吾，Pei Loon Khoo，
⼩林 正和，⽥尻 ⼤樹，河村 庄造 

106 構造変更に伴う伝達⼒の分布の変化が少ない部位全体の応答を低減
するための設計法／〇塩⾕ 佳祐(岐⾩⼤学⼤学院)，松村 雄⼀ 

 
OS4-2 振動・運動・音響現象の解析・制御 

 

14:15-15:30［座長 松原 真己（豊橋技術科学大学）］ 

 
107 結合ばねによる２分系間の内⼒分布の変更を介した固有モードの整

形／〇森川 湧司(岐⾩⼤学⼤学院)，松村 雄⼀ 
108 重⼒を考慮した遠⼼振り⼦動吸振器の制振効果／〇周 星宇(名古屋

⼤学)，井上 剛志，部⽮ 明 
109 周波数応答関数の位相データを⽤いた 1 ⾃由度法の実験モード解析

⼿法／〇新⼟ 雄平(中部⼤学⼤学院)，安達 和彦 
110 ロケット⽤ターボポンプ状態監視のための RD 係数変化時の振動特

性解析／〇⽥中 智成(名古屋⼤学)，井上 剛志，川崎 聡(宇宙航空研
究開発機構) 

111 すべり軸受の摩耗診断のための数理モデル構築と SVM を⽤いた検
証／〇後藤 正樹(名古屋⼤学)，井上 剛志，部⽮ 明，⽚⼭ 景市(株
式会社電業社機械製作所)，富松 重⾏，⽊村 祥吾，藪井 将太(東京
都市⼤学) 

 
3 月 9 日（木） 

 

OS1 高機能材料の開発，特性評価と応用 

【オーガナイザ 松井良介（愛工大），池田忠繁（中部大），稲葉忠司（三重

大），北村一浩(愛教大)，吉川高正（三重大），武田亘平（愛工大）， 

馬場創太郎（三重大）】 

 

OS1-1 高機能材料の開発，特性評価と応用 

 

10:00-11:30［座長 池田 忠繁（中部大）］ 

 
112 予負荷を受けた Zr55Al10Cu30Ni5バルク⾦属ガラスの加熱に伴う機械

的性質の変化／〇浦⻄ 佑輔(三重⼤学⼤学院)，吉川 ⾼正，稲葉 忠
司，⾺場 創太郎 

113 環境温度と応⼒速度の影響を考慮した Zr55Al10Cu30Ni5バルク⾦属ガ
ラスの降伏関数の構築／〇⼭⽥ 諒(三重⼤学⼤学院)，吉川 ⾼正，⾺
場 創太郎，稲葉 忠司 

114 熱・⼒学的負荷下におかれた Zr55Al10Cu30Ni5バルク⾦属ガラスのせ
ん断帯の発⽣に関する観察的研究／〇⽥中 璃玖(三重⼤学⼤学院)，
吉川 ⾼正，稲葉 忠司，⾺場 創太郎 

115 TiNi形状記憶合⾦の腐⾷疲労寿命に対するピーニング加⼯と機械的
研磨の効果／〇松⽥ 樹(愛知⼯業⼤学⼤学院)，橋本 妃環，⼭⽥ 紘
輝(ニチハ株式会社)，松井 良介，服部 兼久(東洋精鋼株式会社) 

116 機械的研磨と不動態薄膜による TiNi 形状記憶合⾦の腐⾷疲労特性
改善／〇橋本 妃環(愛知⼯業⼤学⼤学院)，松⽥ 樹，松井 良介 

117 半径⽅向単軸圧縮モードにおける⾼拡張⼒ステントの有限要素解析
／〇森本 楓⽣(愛知⼯業⼤学⼤学院)，島村 真⼈，松井 良介，⼭内 
清(クリノ株式会社)，武澤 清則(株式会社ジャロック)，⼭本 将弘,
喜瀬 純男(株式会社古河テクノマテリアル) 

 
GA-1 材料・加工・設計  

 

13:00-14:15［座長 屋代 如月（岐阜大学）］ 

 
118 レーザピーニングの簡易評価法の基礎検討（ナノ秒レーザピーンフ

ォーミングの変形特性）／〇鷺坂 芳弘(静岡県⼯業技術研究所)，⼭
下 清光 

119 カーボンブラック含有熱伝導性ポリ塩化ビニルマイクロプラスチッ
クテクスチャの創製／〇野⽼⼭ 貴⾏(名古屋⼤学)，張 麗榮，梅原 
徳次 

120 有限要素法およびデジタル画像相関法を⽤いたアルミニウム合⾦
3003-Ｏ材の流動応⼒と降伏関数のひずみ速度依存性／〇棚橋 佑太
(名古屋⼯業⼤学)，Su Ziyi，⻄⽥ 政弘 

121 塑性加⼯中の摩擦挙動に及ぼす応⼒状態と表⾯状態の影響／〇⼩⼭ 
祐毅(岐⾩⼤学)，王 志剛，箱⼭ 智之 

122 動的条件下における⼩型⽔潤滑軸受の負荷容量評価／〇宇野 光星
(豊橋技術科学⼤学⼤学院)，松原 真⼰，神野 昂，絹川 智哉(スター
ライト⼯業株式会社)，菊⾕ 慎哉，⽥尻 ⼤樹，河村 庄造 

 
GA-2 材料・加工・設計  

 

14:30-15:45［座長 吉川 高正（三重大学）］ 

 
123 分⼦動⼒学法による hcp ⾮対称傾⾓粒界の粒界破断シミュレーショ

ン／〇村瀬 駿太(岐⾩⼤学)，屋代 如⽉，内藤 圭史 
124 界⾯はく離エネルギーと表⾯エネルギーによるバイメタル界⾯のは

く離条件の検討／〇⽔⾕ 優太(岐⾩⼤学⼤学院)，屋代 如⽉，内藤 
圭史 

125 全原⼦分⼦動⼒学法によるアモルファスポリプロピレンの押し込み
切断シミュレーション／〇岸本 彪雅(岐⾩⼤学⼤学院)，屋代 如⽉，
内藤 圭史 

126 第⼀原理計算によるバイメタル界⾯のはく離エネルギー評価：炭素
原⼦置換による強化／〇松⽥ 空⼤(岐⾩⼤学⼤学院)，屋代 如⽉，内
藤 圭史 

127 ポリアミド 9T の分⼦動⼒学シミュレーション (ラメラ層間強度と
分⼦鎖端部形状の関係)／〇⼭⽥ 愛⽃(岐⾩⼤学⼤学院)，屋代 如⽉，
内藤 圭史 

 
●Room 2● 

3 月 8 日（水） 

 

OS5 次世代航空機産業を育む機械工学 

【オーガナイザ 伊藤和晃（岐阜大），原進（名大）】 

 

OS5-1 次世代航空機産業を育む機械工学 

 



10:00-11:30［座長 伊藤 和晃（岐阜大学），原 進（名古屋大学）］ 

 
201 架台揺動に基づく操作⼒オブザーバを⽤いたパワーアシスト台⾞の

複数参加者による操作性評価実験／〇⻄⽥ ⿓我(名古屋⼤学)，佐藤 
隆紀，原 進，奥⽥ 裕之，永塚 満(川崎重⼯業株式会社)，辻 昌彦，
鈴⽊ 達也 

202 ⾼精度穿孔加⼯ロボットのためのエンドエフェクタ開発／〇⻑縄 
悟(東海国⽴⼤学機構岐⾩⼤学)，⽔⾕ 祐貴，⼋⽥ 禎之，伊藤 和晃 

203 熟練作業者のヘラ絞り加⼯における動作解析のためのバイラテラル
システム開発／〇⼋⽥ 禎之(東海国⽴⼤学機構岐⾩⼤学)，伊藤 和
晃 

204 東海国⽴⼤学機構航空宇宙⽣産技術開発センター (IPTeCA)におけ
る⼯学教育の取り組み ／〇川添 博光(東海国⽴⼤学機構)，伊藤 和
晃(岐⾩⼤学)，砂⽥ 茂(名古屋⼤学)，原 進，渡⼝ 翼，伊藤 聡，菊
地 聡 

205 ⾶⾏ロボット授業優秀機選抜対抗戦「東海クライマックスシリーズ
2022」の開催（複数⼤学の連携した取り組み）／〇渡⼝ 翼(国⽴⼤
学法⼈ 東海国⽴⼤学機構 岐⾩⼤学)，原 進，川添 博光，伊藤 和
晃，菊地 聡，伊藤 聡 

206 クワッドコプターを⽤いた実習科⽬における⾃律⾶⾏課題設定と達
成動作に関する考察 ／〇伊藤 聡(岐⾩⼤学)，森⽥ 亮介，池⽥ 貴公，
松下 光次郎，寺⽥ 和憲，伊藤 和晃 

 
GD-1 バイオエンジニアリング 

 

14:15-15:15［座長 稲葉 忠司（三重大学）］ 

 
207 スフェロイド培養法によるマウス軟⾻前駆細胞の肥⼤化軟⾻細胞分

化誘導／富⽥ 航世(名古屋⼤学)，キム ジョンヒョン，前⽥ 英次郎，
松本 健郎 

208 表⾯筋電図と深層学習による⾝体拡張を⽬的とした下肢動作推定／
⼤⻄ ⼀世(名城⼤学⼤学院)，横⽥ 紘季 

209 ヒト卵胞液の内部構造変化とせん断粘度の関係／吉野 ⾠哉(名古屋
⼯業⼤学⼤学院⼯学研究科)，菊地 慶悟，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 

210 ヒト解剖体を⽤いた ACL 再建術におけるグラフト選択のための⼒
学特性評価／岩中 環樹(名城⼤学⼤学院)，⼤塚 俊(愛知医科⼤学)，
畑⼭ 直之，内藤 宗和，横⽥ 紘季 

 
3 月 9 日（木） 

 

GC-1 ロボティクス・最適化 

 

10:00-11:30［座長 加藤 典彦（三重大学）］ 

 
211 着座疲労とドライバ腰部姿勢変化の関係性の検討／〇⽥畑 和晃(三

重⼤学)，棚瀬 直浩，位⽥ 陸，早川 聡⼀郎，池浦 良淳，⼭川 拓⺒
(株式会社タチエス) 

212 鋼線を使⽤したパッシブ型アシストスーツの設計と体格を考慮した
グループ分け／〇澤村 健⽃(三重⼤学)，池浦 良淳，早川 聡⼀郎 

213 パワーアシスト装置使⽤時における慣れによる影響を考慮した違和
感の主観評価／〇近藤 魁(三重⼤学)，⼩⽟ ⼀徳，池浦 良淳，早川 
聡⼀郎，吉⽥ 俊⼀ 

214 三⾜歩⾏ロボットの歩⾏最適化と機体の製作／〇杉⼭ 仁滉(⼤同⼤
学⼤学院)，尾形 和哉 

215 環境と接する圧電素⼦を搭載した発振回路の実現及びずり歩⾏ロボ
ットへの適⽤／〇清⽔ ⿇佑(名城⼤学)，池本 有助 

216 Failure Detection Using an Extended Semi-Strongly Stabilizing 
Controller with a Pole at the Origin and Two Pairs of Poles on the 
Imaginary Axis／〇VU MANH CUONG (Gunma University)，Goto 
Hikaru ， Niiyama Tomohiro ， Mai Thi Nghia (Posts and 
Telecommunications Institute of Technology (PTIT)) ， Hashikura 
Kotaro ， Md Abdus Samad Kamal， Takahashi Masanori (Oita 
University)，Murakami Iwanori，Yamada Kou 

 
GC-2 ロボティクス・最適化  

 

13:00-14:15［座長 早川 聡一郎（三重大学）］ 

 

217 多脚ロボットにおける⾝体うねり運動の⾃発⽣成に関する研究／〇
⼟⽥ 将也(名城⼤学)，池本 有助 

218 Full time Two legs Drive Robot：重⼼バランスが劣駆動脚ロボットの
歩容に与える影響／〇佐藤 啓太(名城⼤学)，磯村 倖希，伊藤 海，
池本 有助 

219 マニピュレータの⾃由度がリーチングの精度に与える影響の調査／
〇⼭本 航⼤(名城⼤学)，池本 有助 

220 振動操作関数を参照⼊⼒とする閉ループ有限時間整定制御による 1
次元並進型倒⽴振⼦／〇濱⼝ 翔⼤(三重⼤学⼤学院)，⼩⽵ 茂夫 

221 有限時間整定制御アクティブサスペンションによる⾞体の制振性と
操作安定性の向上／〇⽇⽐野 奨平(三重⼤学 ⼤学院⼯学研究科)，
⼩⽵ 茂夫 

 
GC-3 ロボティクス・最適化  

 

14:30-15:30［座長 奥田 裕之（名古屋大学）］ 

 
222 左右対称な筋⾻格を有し⾮対称的な運動を誘発する四脚ロボットの

開発／〇吉永 隼(名城⼤学)，林 祐介，池本 有助 
223 画像認識による整地移動ロボットの位置計測・制御周期の評価／〇

葛⼭ 諒⼈(名城⼤学⼤学院)，池本 有助，有⾺ 啓紀 
224 無⼈⾛⾏⾞両の前⽅⾞両追従制御／〇池⽥ 拓輝(名城⼤学⼤学院)，

前川 明寛，柳井 健吾 
225 対称性を考慮したファジィニューラルネットワークを⽤いたライン

トレース／〇吉⽥ 裕基(南⼭⼤学⼤学院)，陳 幹 
 
●Room 3● 

3 月 8 日（水） 

 

OS2 乱流現象の実験と数値シミュレーション 

【オーガナイザ 辻本公一（三重大)，伊藤靖仁（名大）， 

牛島達夫（名工大），菊地 聡（岐阜大），岡本正芳（静岡大）】 

 

OS2-1 乱流現象の実験と数値シミュレーション 

 

10:00-11:15［座長 伊藤 靖仁(名大）］ 

 
301 ⼀定曲率を有する正⽅形ダクト内乱流の直接数値計算／〇岡本 正

芳(静岡⼤学) 
302 DBD プラズマアクチュエータによる誘起流を模擬する表⾯速度モ

デルの実験的検証／〇志村 健⽃(岐⾩⼤学)，李 根燮，菊地 聡 
303 DBD プラズマアクチュエータによる直線翼垂直軸⾵⾞の性能向上

に関する数値解析／〇伊藤 拓哉(岐⾩⼤学⼤学院)，李 根燮，菊地 
聡 

304 壁近くに設置した垂直軸⾵⾞周りの流れの数値シミュレーション／
〇牧 亮佑(名古屋⼯業⼤学⼤学院)，⽜島 達夫，⻑⾕川 豊 

305 POD および DMD による床に設置した⼆段の垂直軸⾵⾞付きフェ
ンスまわりの流れ調査／〇横⼿ 良汰(名古屋⼯業⼤学)，菊池 峻⽮，
⽜島 達夫，⻑⾕川 豊 

 
OS2-2 乱流現象の実験と数値シミュレーション 

 

14:15-15:30［座長 牛島 達夫(名工大）］ 

 
306 噴流の混合拡散抑制を⽬的とした深層強化学習による初期流速分布

最適化／〇林 裕介(名古屋⼤学)，岩野 耕治，伊藤 靖仁 
307 タブによる円形噴流の混合拡散制御に関する直接数値計算／〇奥村 

⻯也(名古屋⼤学⼤学院)，伊藤 靖仁，岩野 耕治 
308 DNS を⽤いた軸対称乱流噴流拡散場のシュミット数依存性に関す

る研究／〇福岡 ⼤悟(名古屋⼤学)，岩野 耕治，伊藤 靖仁 
309 DNSによる傾斜・回転制御の制御パラメータが伝熱特性に与える影

響／〇坂野 友⼀(三重⼤学⼤学院⼯学研究科機械⼯学専攻)，辻本 
公⼀，社河内 敏彦，安藤 俊剛，⾼橋 護 

310 断熱壁導⼊によって⽣じる圧縮性正⽅形ダクト内過渡乱流における
レイノルズ数の影響／〇坂根 伯明(静岡⼤学⼤学院総合科学技術研
究科)，岡本 正芳 

 
3 月 9 日（木） 

 



GE-3 熱流体・エネルギー 

 

10:00-11:15［座長 高牟禮 光太郎（名古屋大学）］ 

 
311 液体噴流の微粒化における密度⽐が流動特性に与える影響の解析／

〇岡⽥ 陸(三重⼤学)，辻本 公⼀，社河内 敏彦，安藤 俊剛，⾼橋 護 
312 三次元プール沸騰の発泡点モデルについて／〇川崎 貴⽃(三重⼤

学)，辻元 公⼀，社河内 敏彦，安藤 俊剛，⾼橋 護 
313 DIM を⽤いた溝付き伝熱⾯における沸騰シミュレーション／〇駒⽥ 

宙志(三重⼤学)，辻本 公⼀，社河内 敏彦，安藤 俊剛，⾼橋 護 
314 ナノ流路のイオン選択性を⽤いた pHセンサーの開発／〇⾼⽊ 肇志

(豊橋技術科学⼤学)，⽩井 孝典，岸本 ⿓典，⼟井 謙太郎 
315 単⼀微粒⼦検出のためのナノ流路の作製と評価／〇近藤 有⾺(豊橋

技術科学⼤学)，岸本 ⿓典，⼟井 謙太郎 
 
GE-4 熱流体・エネルギー  

 

13:00-14:15［座長 髙橋 護（三重大学）］ 

 
316 壁⾯せん断応⼒測定に基づく⾼分⼦⽔溶液の抵抗低減効果に関する

研究／〇髙垣 連(名古屋⼤学)，王 宇，⼭本 裕太，辻 義之 
317 流路形状の変形が伴う場の流体構造⾳響連成解析に関する研究／〇

⼭本 ⾼久(岐⾩⼯業⾼等専⾨学校)，野村 悦治(OCSE2)，河野 託也
(岐⾩⼯業⾼等専⾨学校)，⼭本 剛(九州⼤学) 

318 インジェクタ内圧⼒挙動に着⽬したバイオ燃料の識別に関する研究
／〇近藤 良樹(愛知⼯業⼤学)，藤⽥ 友⽃，酒井 ⼀，⽥島 知弥，多
⽥ 清貴，⻄島 義明 

319 衝撃波背後流れ場推定に向けた衝撃波形状の定量的評価⽅法検討／
〇森本 旭(名城⼤学)，酒井 崚平，松⽥ 淳 

320 密閉加熱容器内の回転流動を伴う廃⽯膏粉体の乾燥特性／〇川原 
秀夫(防衛⼤学校)，ロンツィ・クリスコ・ ジュール・ビダル(⼤島商
船⾼等専⾨学校)，尾形 公⼀郎(⼤分⼯業⾼等専⾨学校)，佐野 博昭 

 
GE-5 熱流体・エネルギー  

 

14:30-15:45［座長 山本 高久（岐阜工業高等専門学校）］ 

 
321 カヌー競技⽤パドルのパドリング時における流れのシミュレーショ

ン／〇⼩松 正直(⼤同⼤学)，坪井 涼 
322 渦格⼦と離散渦要素を併⽤した⽔平軸⾵⾞後流速度場の数値解析に

関する研究／〇副島 夢⼈(名古屋⼯業⼤学)，⻑⾕川 豊，⽜島 達夫 
323 ⽔噴霧冷却による圧縮仕事低減に関する実験的研究（ニ次流れ活⽤

による⽔噴霧質拡散効果）／〇淺野 友美(名古屋⼯業⼤学)，⻑⾕川 
豊，⽜島 達夫，⼩島 義弘，池⽥ 遥⼀(本⽥技研⼯業(株)) 

324 DNS による傾斜⾓度を時間変化させた回転衝突噴流の流動解析／
〇藤森 航紀(三重⼤学)，辻本 公⼀ 

325 エンジン筒内流動におけるサイクル変動成分の解析／〇森川 静(⽊
更津⼯業⾼等専⾨学校専攻科)，伊藤 裕⼀ 

 
●Room 4● 

3 月 8 日（水） 

 

GE-1 熱流体・エネルギー 

 

10:00-11:30［座長 朱 寧（静岡理工科大学）］ 

 
401 カーボンニュートラル燃料を⽤いたディーゼル機関における CO2排

出量低減に関する研究／〇藤⽥ 友⽃(愛知⼯業⼤学 ⼤学院)，⻄島 
義明 

402 カーボンニュートラルに向けたディーゼル噴霧燃焼挙動の解析／〇
⽥島 知弥(愛知⼯業⼤学⼤学院)，⻄島 義明 

403 樹脂搭載エンジンの熱効率向上に関する計算解析／〇髙⽥ 宗⼀(愛
知⼯業⼤学⼤学院)，河合 祐多，⻄島 義明 

404 エンジンブロックへの樹脂材料搭載による熱効率解析／〇河合 祐
多(愛知⼯業⼤学⼤学院)，髙⽥ 宗⼀，⻄島 義明 

405 計算と実機によるディーゼルエンジンにおける燃料噴射圧⼒がもた
らす筒内燃焼に関する研究／〇諸星 絢哉(愛知⼯業⼤学) ，⼤中 拓
海，⼤橋 泰正，⻄島 義明 

406 温泉スケール中の Si および Mg の温度による析出への影響／〇近

藤 哲(岐⾩⼤学)，須網 暁，⼩林 信介，板⾕ 義紀 
 
GE-2 熱流体・エネルギー 

 

14:15-15:30［座長 須網 暁（岐阜大学）］ 

 
407 ギ酸を直接燃料として利⽤する燃料電池の開発／〇⿑藤 利幸(株式

会社ジェイテクト)，中井 基⽣ 
408 マイクロ波・超⾳波を⽤いる BDFの合成と応⽤／〇久⽶⼭ 光希(静

岡理⼯科⼤学) , 伊藤潤哉，朱 寧 
409 ペルチェモジュールに基づく低温デバイスの開発／〇李 旻⽟(静岡

理⼯科⼤学)，朱 寧 
410 ⼩型⽔素エンジンの開発／〇⽵内 優太(静岡理⼯科⼤学)，朱 寧，阿

部 史希，天野 勝弘，福⽥ ⼀⼈(株式会社デイトナ)  
411 ウェアラブル機器搭載に向けた⾼ガスバリア化 MEMS 熱輸送デバ

イスの研究／〇野村 稜武(名古屋⼤学)，橋本  将明(慶應⼤)，
Abdulkareem Alasli(名古屋⼤学)，上野 藍，⻑野⽅星 

 
3 月 9 日（木） 

 

OS3 熱および物質輸送現象の基礎と応用 

【オーガナイザ 保浦知也（名工大），丸山直樹（三重大）， 

板谷義紀（岐阜大），桑原不二朗（静岡大），長野方星（名大）】 

 

OS3-1 熱および物質輸送現象の基礎と応用 

 

10:00-11:30［座長 保浦 知也（名工大）］ 

 
412 熱流体スキャナによる加熱空気噴流の乱流計測／〇保浦 知也(名古

屋⼯業⼤学)，⼩林 凌，服部 博⽂，⽥川 正⼈ 
413 CO2冷媒の蒸発過程におけるコンプレッサオイルが伝熱特性に与え

る影響／〇下野 晃暉(三重⼤学⼤学院)，KEENI JYOJI，丸⼭ 直樹，
滝⼝ 浩司(富⼠電機株式会社) 

414 High and Low Temperatures Generation by LiBr-Water Absorption 
Heat Pump／〇Wibisono Aditya(Gifu University) 

415 宇宙⽤放射冷却構造の⾼性能化を⽬指した極低温域における全半球
放射率測定／〇松岡 幹也(名古屋⼤学)，安藤 ⿇紀⼦(宇宙航空研究
開発機構)，⼩⽥切 公秀，⼩川 博之，上野 藍，⻑野 ⽅星 

416 硬貨の熱拡散率の⾮破壊・⾮接触測定および考察／中村 直樹(名古
屋⼤学)，三浦 ⾼志，藪井 俊樹，〇⻑野 ⽅星 

417 同軸⼆重管⼤気圧マイクロプラズマジェットの活性酸素・窒素種⽣
成への応⽤／〇佐藤 颯良(岐⾩⼯業⾼等専⾨学校専攻科)，⽯丸 和
博 

 
GF-1 拡がる東海地方の機械工学 

 

13:00-14:30［座長 辻本 公一（三重大学）］ 

 
418 数値解析における主成分分析／〇渡邉 友貴(⼤同⼤学)，篠原 主勲 
419 塗装訓練体験を通じた「モノづくり」展⽰(トヨタ⾃動⾞の塗装訓練

を移植した体験型展⽰)／〇桔梗 千明(トヨタ産業技術記念館) 
420 外側線剥離が運転⾏動に与える影響の評価に関する研究／〇井⽥ 

海(三重⼤学⼤学院)，鈴⽊ 理央，池浦 良淳，早川 聡⼀郎 
421 並列計算による熱伝導解析の⾼速化／〇荒川 翔⿇(⼤同⼤学)，篠原 

主勲 
422 単眼カメラによる簡易動作解析を⽤いた類似度評価運動⽀援アプリ

ケーションの開発／〇植⽥ 康太(名城⼤学⼤学院)，⼤島 成通 
423 3D プリンタを⽤いた設計製図科⽬の実施と活性化の取り組み／〇

前⽥ 英次郎(東海国⽴⼤学機構名古屋⼤学) 
 

講演会特別講演 

 

3 月 8 日（水） 13:00-14:00［司会 池浦 良淳（三重大学）］ 

株式会社オートネットワーク技術研究所 社⻑ 井上 雅貴⽒ 
「新しい競争の世界（⾃動⾞産業の変⾰と部品サプライヤーが直⾯ 
する課題）」 

3 月 9 日（木） 16:00-17:00［司会 小竹 茂夫（三重大学）］ 

三重⼤学 ⼈⽂学部 教授 ⼭⽥ 雄司⽒ 
「忍術書に記される忍具」 


