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東北学生会 
第 50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北支部 

 

開催日 2020年 3月 6日（金） 

 受付 10:30～ 

 定期総会 12:00～12:50 

 研究発表講演会 13:00～16:00 

 独創研究学生賞授与式 16:30～16:45 

会場  弘前大学 文京町キャンパス  

（青森県弘前市文京町１） 

交通  JR奥羽本線「弘前駅」下車，徒歩 20分，ﾀｸｼｰ 5分 

バス 弘南バス「小栗山・狼森線」または「学園町線」

にて「弘前大学前」下車すぐ（15分） 

※1:弘前大学ホームページのアクセスマップ 

情報をご覧ください． 

https://www.hirosaki-u.ac.jp/wp_access.html 

※2:構内への自家用車の乗り入れおよび駐車はできません。

極力公共交通機関をご利用下さい。また，自家用車利用

の場合は、事前に事務局までご相談ください。 

 

研究発表講演会 74件 

(1) １題目につき講演時間 10分，討論 5分，計 15分 

(2) ○印が講演者，連名者の所属が省略されている場

合は前者と同じ 

(3) 発表会場／弘前大学文京町キャンパス総合教育棟 

(4) プレゼンテーションについて 

講演会場には液晶プロジェクターを用意します．

パソコンは各自ご持参ください．プロジェクター

への接続は，ＶＧＡとします．ＨＤＭＩ端子から

の接続用に変換器を用意します。なお，表示でき

ない場合に対処するため，CDまたは USBメモリに

よる発表資料のバックアップのご用意をお願い

いたします． 

(5) 講演論文集代金／USB 1個あたり 1,500円（参照す

るにはパソコンが必要になります。） 

(6) 参加登録料: 会員は無料（登壇者は会員に限る） 

 

問合せ先 〒036-8561 

青森県弘前市文京町３ 

弘前大学理工学部 機械科学科 

日本機械学会東北学生会卒業研究発表講演会 

事務局   鳥飼 宏之 

電話：0172-39-3680／FAX：0172-39-3680 

E-mail：jsmehirosaki50@hirosaki-u.ac.jp 

        

東北学生会定期総会／弘前大学 文京町キャンパス 

総合教育棟  

 

第１室 

13:00～14:30／独創研究学生賞応募講演(1) 

101  航空エンジン用低圧タービンの二次流れ制御に関す

る研究（複合デバイスによる効果の調査）／船崎 健

一(岩手大)，〇小野寺 優介，池端 亮(岩手大院)，西

井 大亮(株式会社 IHI) 

102  ガスタービン用フィルム冷却の高効率化に関する研

究／◯漆山 諒(岩手大理工)，船﨑 健一，VITAL KUMAR 

YADAV PILLALA(岩手大院理工) 

103  渦電流試験法による再使用ロケットエンジン燃焼室

銅合金の損傷・劣化評価／〇後藤 悠介(東北大)，武

田 翔，内一 哲哉，高木 敏行，森谷 信一(JAXA)，竹

腰 正雄，佐藤 英一 

104  回転試験機を用いた航空機エンジン用低圧タービン

に関する研究（ケーシング部ハニカムの効果）／船﨑 

健一(岩手大)，〇石田 尚大，菊池 勇人，越後 翔太 

105  癌治療のための針状電極加温装置の開発／〇渡場 誠

史(八戸高専)，山本 貫太，井関 祐也 

106  航空機エンジン用低圧タービン翼負圧面上の剥離泡

に与える Wake通過の影響／〇山﨑 悠貴(岩手大)，藤

田 優輔，相馬 天斗，谷口 英夫，船﨑 健一 

 

第１室 

14:45～16:00／独創研究学生賞応募講演(2) 

111  上流側静翼列 Wake 特性の違いによるタービン動翼性

能の変化に関する研究／船﨑 健一(岩手大理工)，◯

熊谷 賢治，山本 倖多(岩手大院)，梅沢 修一(東京電

力ホールディングス株式会社) 

112  超音波マイクロバブルを用いた多層膜からなる中空

粒子の生成／〇本多 晃人(山形大)，幕田 寿典(山形

大院) 

113  超音波マイクロバブル発生装置を用いた卵白の食品

加工／〇滝田 壮志(山形大)，幕田 寿典(山形大院) 

114  実験・数値解析によるペルチェモジュールを用いたレ

ーザー加熱治療方法の有用性評価／〇山部 友紀翔

(八戸高専)，古川 琢磨，奈良 陽海 

115  サウナ内部の熱流体解析による熱的快適性能の評価

／〇苫米地 陸(八戸高専)，古川 琢磨 

 

第２室 

13:00～14:30／独創研究学生賞応募講演(3) 

201  酸化物型全固体電池における正極特性の向上を目的

とした作製・評価に関する研究／〇柳田 航輝(東北大

工)，吉田 尚生(東北大院工)，佐藤 一永，橋田 俊之 

202  改良 4点曲げ試験法を用いた模擬作動環境下における

SOFC 電極／電解質間の界面破壊特性評価／〇NAJMAN 

HELMI BIN JAAFAR(東北大)，熊田 圭悟(東北大院)，

佐藤 一永，橋田 俊之 

203  フレキシブル基板の曲げ変形が電子配線のエレクト

ロマイグレーション損傷に与える影響／〇堀内 遼太

(弘前大)，森脇 健司，笹川 和彦，藤崎 和弘 

204  半導体デバイス用 Al 薄膜配線のエレクトロマイグレ

ーション耐性に及ぼす結晶粒界品質の影響／〇赤崎 

翔太(東北大)，鈴木 研，三浦 英生 
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205  カーボンナノチューブ応用フレキシブルバンプ接続

半導体モジュール実装構造の基礎検討／〇小林 正資

(東北大)，鈴木 研，三浦 英生 

206  Ni 基合金破壊モードに及ぼす固溶強化元素と空孔の

相互作用の影響の分子動力学解析／〇鈴木 秀司郎

(東北大)，三浦 英生，鈴木 研 

 

第２室 

14:45～16:00／独創研究学生賞応募講演(4) 

211  空気噴流による柔軟物表面に現れるくぼみ深さのヒ

ステリシスループ挙動／〇堀江 祐貴(日大工)，長尾 

光雄，横田 理(日大工研) 

212  600℃水蒸気中 CrMo鋳鋼経年材の疲労き裂進展におけ

る酸化挙動の評価／〇小林 洋紀(東北大)，荒木 康輔，

竹田 陽一，中野 晋 

213  高温クリープ負荷環境下における SUS316Lの粒界割れ

機構の解明／〇高橋 祐佳子(東北大)，鈴木 研，三浦 

英生 

214  アルミ／高張力鋼の表面活性化接合に及ぼす酸化皮

膜の効果／〇渡邊 航平(東北大)，市川 裕士，小川 和

洋 

215  アルミワイヤを原料とした圧縮せん断成形体におけ

る加工組織観察と機械的特性の評価／〇渡辺 諒(東

北大)，三木 寛之，高橋 拓馬(東北大院)，小柴 悠輔，

小助川 博之(東北大)，高木 敏行 

 

第３室 

13:00～14:30／独創研究学生賞応募講演(5) 

301  交通事故時における脳損傷メカニズムの解明を目的

とした動画像解析プログラムの開発／〇苅谷 龍一

(八戸高専)，井関 祐也 

302  癌温熱治療のための矩形型空洞共振器加温装置のコ

ンピュータシミュレーションによる設計／〇上野 晴

奈(八戸高専)，井関 祐也 

303  膝関節温熱治療時における治療支援ロボットアーム

の開発／〇石川 貴大(八戸高専)，井関 祐也 

304  個別通電用 Si ダイオードアレイを搭載した SMA 厚膜

型触覚ディスプレイの形成／◯齋藤 涼(山形大)，木

村 友翼，徐 嘉楽，峯田 貴 

305  パルス磁場により励起された FRP/金属接着接合平板

における音響伝搬の機序解明／〇竹下 直輝(東北大)，

小助川 博之，孫 宏君，森 仁(東北大院)，宍戸 信行

(東北大)，橋本 光男，高木 敏行 

306  固相積層微粒子の局所的接合界面評価法の検討／〇

岩切 萌(東北大)，市川 裕士，小川 和洋 

 

第３室 

14:45～15:45／独創研究学生賞応募講演(6) 

311  多層カーボンナノチューブのナノ構造制御を目的と

した作製と評価に関する研究／〇高橋 良典(東北大)，

白須 圭一，高橋 和彦(トヨタ自動車)，橋田 俊之(東

北大) 

312  分子動力学シミュレーションを用いた多層カーボン

ナノチューブの変形・強度特性評価に関する研究／〇

北山 駿介(東北大)，白須 圭一，高橋 和彦(トヨタ自

動車)，橋田 俊之(東北大) 

313  圧縮・せん断を受ける多面体構造要素の変形特性／〇

長堀 拓真(弘前大)，藤崎 和弘，笹川 和彦，森脇 健

司 

314  接触界面の圧力と温度の同時測定が可能なフィルム

型センサの開発／〇瀬田 雄元(弘前大)，森脇 健司，

笹川 和彦，藤崎 和弘 

 

第４室 

13:00～14:30／流体力学・熱工学(1) 

401  ネブライザにおける微粒化過程の定量評価／〇二階

堂 克(弘前大)，最乗 英，岡部 孝裕，城田 農 

402  ピコ水力のための簡易流速測定方法の提案／林 りょ

う(鶴岡高専)，〇佐藤 知音，本橋 元 

403  山間部農業用水路用マイクロ水車の試作／〇三浦 和

雅(鶴岡高専)，本橋 元 

404  ピコ水力発電システムの検討／〇磯貝 勇人(鶴岡高

専)，本橋 元 

405  太陽熱を活用する蒸発式海水淡水化装置における性

能改善に及ぼす対流制御の影響／〇齋藤 祥(仙台高

専)，石川 信幸 

406  スマートテキスタイル創製に向けた自立導電パター

ンの形成／〇菅原 隆寿(東北学院大)，李 渊 

 

第４室 

14:45～15:45／流体力学・熱工学(2) 

411  消火器ノズルの最適操作に関する研究／〇大川 浩祐

(弘前大)，鳥飼 宏之(弘前大院) 

412  2 軸リニアアクチュエータを用いた効果的な気体消火

剤の空間散布方法の検討／〇奈良 翔太(弘前大)，鳥

飼 宏之(弘前大院) 

413  実用化に向けた螺旋水車の動力特性／〇広瀬 陸(福

島高専専攻科)，庄子 貴大(福島高専)，中村 怜央，

篠木 政利 

414  薄翼を用いるクロスフロー水車の模型実験に関する

研究／〇二瓶 彬斗(福島高専専攻科)，新妻 由規(福

島高専)，一色 誠太，小出 瑞康 

 

第５室 

13:00～14:30／計測と制御 

501  機械学習を用いた剣道打突判定システムの開発／〇

横山 頼希(仙台高専)，渡邊 隆，大町 方子 

502  剣道競技における有効打突自動判定のための竹刀の

追跡精度の向上／〇菅井 太樹(仙台高専)，渡邊 隆，

大町 方子 

503  拡張現実を用いた上肢用リハビリロボット開発と動

態解析の精度検証／◯菊地 大輔(秋田高専)，木澤 悟，

巖見 武裕(秋田大)，千田 聡明，松永 俊樹，島田 洋

一 

504  データ駆動力覚提示のための小型三軸直交ロボット

を用いた柔軟物体の反力分布の測定と推定／◯武田 

賢(東北学院大)，佐瀬 一弥，鈴木 裕也 

505  手の影との接触に反応するバーチャル物体のプロジ
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ェクタ投影／〇打矢 崚(東北学院大)，佐瀬 一弥 

506  機能性テクスチャの創成に伴う超音波振動加工シス

テムの研究／〇木村 滉斗(秋田高専)，櫻田 陽，宮脇 

和人，磯部 浩已(長岡技大) 

 

第５室 

14:45～16:00／精密加工 

511  光コリメータの自動光軸調芯装置の開発／◯柳田 慎

吾(東北学院大)，三上 渓太郎，三浦 陽太，松浦 寛 

512  レーザ溶接による光モジュールの作製／◯阿部 柚人

(東北学院大)，三上 渓太郎，三浦 陽太，柳田 慎吾，

松浦 寛 

513  砥粒を用いたガラス切り工具の開発／〇今 智哉(東

北学院大)，堀尾 克己，津田雄一郎，松浦 寛 

514  超音波を用いた空間温度測定法の評価／〇佐藤 光司

(仙台高専)，高橋 学，濱西 伸治(東北学院・工) 

515  大径円板状刃物の摩擦熱による刃先振れシミュレー

ション／〇菊池 大輝(仙台高専)，濱西 伸治(東北学

院)，熊谷 進(仙台高専)，國井 厚嘉(東洋刃物(株)) 

 

第６室 

13:00～14:30／材料加工(1) 

601  銅粉末を添加した天然繊維由来 C／C コンポジットの

摺動特性および電気的特性の評価／小沢 喜仁(福島

大)，〇武井 克己 

602  天然繊維由来 C／C コンポジット皮膜の摺動特性評価

／小沢 喜仁(福島大)，〇川又 尚 

603  3D プリンティングで作る伸縮変形するソフトマター

アクチュエータ／◯志賀 郁也(山形大)，飯島 哲朗，

山田 直也，渡邉 洋輔，川上 勝，古川 英光 

604  澱粉の 3Dプリンティング／〇相磯 孝輔(山形大)，鈴

木 舜介，石垣 亮，川上 勝，古川 英光 

605  POSS を用いた炭素繊維表面処理による CFRP の界面特

性の向上／〇星山 和輝(秋田県大)，水野 衛，施 建 

606  PEEK 樹脂を用いた CFRTP 積層平板の衝撃損傷と材料

特性変化／〇三浦 博樹(秋田県大)，水野 衛，施 建 

 

第６室 

14:45～15:45／材料加工(2) 

611  放射線遮蔽効果を高めた FRP材の開発／鈴木 茂和(福

島高専)，高田 栄治(富山高専)，〇永山 智也(福島高

専) 

612  高感度ひずみセンサの実現に向けた金属ナノ構造体

／ポリマー複合材料の創製／〇佐藤 龍太(東北学院

大)，李 渊 

613  水流噴流によって立ち上がる消火ホースの研究／〇

佐藤 佑哉(弘前大)，鳥飼 宏之(弘前大院) 

614  スモールパンチ法を用いた固体酸化物燃料電池構成

材料のクリープ特性評価に関する研究／◯進藤 有悟

(東北大工)，黄 怡暉(東北大院工)，熊田 圭悟，佐藤 

一永，橋田 俊之 

 

 

 

第７室 

13:00～14:30／材料加工(3) 

701  熱可塑性樹脂砥石による光コネクタ端面研削加工の

研究／〇岩渕 縁(東北学院大)，津田 雄一郎，川崎 柊

耶，佐々木 ひかる，丹 勇人，松浦 寛 

702  熱可塑性樹脂砥石を用いたジルコニアの研削／〇齋 

裕大(東北学院大)，津田 雄一郎，川崎 柊耶，丹 勇

人，佐々木 ひかる，松浦 寛 

703  熱可塑性樹脂砥石を用いた水晶平面研削装置の開発

／〇丹 勇人(東北学院大)，津田 雄一郎，川崎 柊耶，

佐々木 ひかる，松浦 寛 

704  高出力レーザ援用研削加工におけるレーザの評価／

〇橋本 知弥(東北学院大)，高橋 廉生，菊池 祥平，

堀尾 克己，松浦 寛 

705  レーザー微細加工を施した金属と樹脂の超音波接合

の温度測定／〇齋藤 宗一郎(仙台高専)，佐藤 一志 

706  レーザー微細加工を施した金属と樹脂の超音波接合

に関する研究／〇小林 恭輔(仙台高専)，佐藤 一志 

 

第７室 

14:45～16:00／材料と設計 

711  ゲルコーティングと表面形状変化によるソフト基板

の表面摩擦制御／◯佐藤 貴風(山形大)，山田 直也，

小川 純，川上 勝，古川 英光 

712  オーゼティック構造を用いた柔軟な材料の摩擦制御

／◯森 智晴(山形大)，山田 直也，小川 純，川上 勝，

古川 英光 

713  ダンボール構造を有する FRP遮蔽材の機械的特性評価

／〇小野 龍男(福島高専)，鈴木 茂和，高田 英治(富

山高専) 

714  踏力データに基づく歩行特性評価と靴パーツ設計／

小沢 喜仁(福島大)，〇迫田 光 

715  ドアノブとの身体接触から発展するソフトマターを

通じた対話システム／◯須藤 郁馬(山形大)，小川 純，

川上 勝，古川 英光 

 


