
日時：　平成２９年２月１７日（金）８：３０～１７：５０

会場：　第１室（ＷＰ１１）

主査 副査 副査

【8:30～10:00】（司会：萩原教授）

101 安井　達也
不凍タンパク質と陽イオンが氷壁間の水分子の運動に及ぼす影
響に関する分子動力学解析

萩原　良道 田嶋　邦彦 藤原　進

102 宮本　拓弥
不凍タンパク質水溶液の予熱とpH調整による一方向凍結抑制効
果の向上

萩原　良道 柄谷　肇 田中　直毅

103 武下　雄気
ミニチャネル内水流中における微細な氷粒子の成長に及ぼす不
凍タンパク質の影響

萩原　良道 柄谷　肇 北川　石英

【10:10～11:10】（司会：高木准教授）

104 坂根　慎治
デンドライト凝固組織の高精度予測に向けた大規模phase-field計
算法の構築

高木　知弘 萩原　良道 森西　晃嗣

105 三好　英輔
Multi-phase-field法とGPU汎用計算による結晶粒成長過程の研
究

高木　知弘 荒木　栄敏 森田　辰郎

【11:20～12:20】（司会：岡本教授）

106 川高　俊基
散乱体粒子の接近がインライン・ホログラフィに及ぼす影響の
Conformal FDTD(2,4)法による検討

岡本　達幸 西田　耕介 田中　満

107 辻本　翔平
大型舶用ディーゼル機関における燃料噴射条件がNOxとすすの
生成に与える影響の数値シミュレーション

岡本　達幸 西田　耕介 森西　晃嗣

【13:00～14:00】（司会：荒木教授）

108 岩崎　亮治 強化基材クラスターを含む複合材料のマイクロメカニックス解析 荒木　栄敏 森田　辰郎 高木　知弘

109 中山　誠士
強化基材の配向分布の連続変化を考慮した複合材料の熱・電磁
気問題のマイクロメカニックス解析

荒木　栄敏 森田　辰郎 高木　知弘

【14:40～16:10】（司会：萩原教授）

110 谷　祥宇
微小領域における不凍タンパク質と不凍ポリペプチドを含む水溶
液の凝固点と融点の差に関する実験的研究

萩原　良道 北川　石英 西田　耕介

111 中辻　耕太郎
波状壁面の位相がチャネル乱流の熱伝達と抗力に及ぼす影響に
関する数値シミュレーション

萩原　良道 田中　満 北川　石英

112 山田　稜真
開水路底面に置かれた微細溝を有する波状面の乱流抗力に関
する実験的研究

萩原　良道 増田　新 北川　石英

【16:20～17:50】（司会：北川准教授）

113 永井　優太郎 気泡注入法と機能表面を複合利用した自然対流熱伝達の促進 北川　石英 萩原　良道 村田　滋

114 雲川　翔太 自然対流気液二相熱伝達に対する伝熱面表面性状の影響 北川　石英 萩原　良道 田中　満

115 川上　周作 異なる濡れ性を有する水平平板に沿う気泡群の運動特性 北川　石英 萩原　良道 田中　満

京都工芸繊維大学大学院　平成２８年度　修士論文審査会
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日時：　平成２９年２月１７日（金）８：３０～１８：２０

会場：　第２室（ＷＰ１２）

主査 副査 副査

【8:30～10:00】（司会：西田秀利教授）

201 田中　龍之介
シームレス仮想境界法による簡易血流解析手法の開発に関する
研究

西田　秀利 村田　滋 田中　満

202 西村　桃葉
航空機の高精度数値流体解析に向けた非構造圧縮粘性流体解
析手法の構築

西田　秀利 森西　晃嗣 岡本　達幸

203 橋本　拓哉 非構造移動格子有限体積法を用いた垂直軸風車の最適設計 西田　秀利 森西　晃嗣 田中　満

【10:10～11:10】（司会：西田秀利教授）

204 橋本　友作
断熱境界条件を有するエネルギ方程式に対するシームレス仮想
境界法に関する研究

西田　秀利 北川　石英 田中　満

205 小池　泰弘 圧力境界条件を考慮したシームレス仮想境界法に関する研究 西田　秀利 森西　晃嗣 田中　満

【11:20～12:20】（司会：西田秀利教授）

206 青木　伸悟 教室内のインフルエンザウイルス運動シミュレーション 西田　秀利 森西　晃嗣 北川　石英

207 近藤　尚志 シームレス仮想境界フェーズフィールド法の構築に関する研究 西田　秀利 北川　石英 田中　満

【13:00～15:00】（司会：田中満准教授）

208 西田　祥章 気泡を含む一様せん断流の数値シミュレーション 田中　満 西田　秀利 北川　石英

209 川尻　泰孝
シームレス仮想境界法を用いた乱流LESにおけるサブグリッドス
ケールモデルの評価

西田　秀利 森西　晃嗣 田中　満

210 松村　優樹
埋め込み境界法を用いた円柱周りの粘弾性流れのシミュレーショ
ン

田中　満 森西　晃嗣 西田　秀利

211 甲斐　将太 水平せん断流中の球形粒子の運動 田中　満 西田　秀利 村田　滋

【15:10～16:10】（司会：森西教授）

212 西村　賢哉
並列計算機およびBuilding Cube Methodを用いたタービン翼近傍
流れの数値解析

森西　晃嗣 村田　滋 西田　耕介

213 村上　翔一
トンボの羽ばたき飛行における翅の運動パターンが空力特性に
及ぼす影響の数値シミュレーション

森西　晃嗣 西田　秀利 田中　満

【16:20～18:20】（司会：森西教授）

214 宮島　秀規
仮想流束法を用いたエンジンの吸気ポート形状がシリンダ内流れ
に与える影響の数値解析

森西　晃嗣 岡本　達幸 田中　満

215 安田　洋亮
胸部大動脈における流れの拍動性が血行力学的因子に与える
影響の数値解析

森西　晃嗣 西田　秀利 西田　耕介

216 麻　洋輔
微小血管内を流れる赤血球の変形能が血液流れに与える影響
の2次元数値解析

森西　晃嗣 西田　秀利 高木　知弘

217 藤田　雄大
微粒子間及び微粒子―膜間の相互作用を考慮した深層ろ過に関
する数値解析

森西　晃嗣 北川　石英 西田　耕介

京都工芸繊維大学大学院　平成２８年度　修士論文審査会

機械物理学・機械設計学専攻　修士論文審査会プログラム　No.２

知的財産権を含む論文を有するセッションの場合は，その保護のため京都工芸繊維大学所属の教員および学生，関係企業
の方のみが参加できます．入室の際には，秘密保持誓約書へのご署名をお願いします．
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日時：　平成２９年２月１７日（金）８：３０～１５：４０

会場：　第３室（ＷＰ２１）

主査 副査 副査

【8:30～10:00】（司会：増田教授）

301 佐藤　健 非線形振動子を用いた電磁型広帯域振動発電装置の開発 増田　新 曽根　彰 射場　大輔

302 河野　裕太 反磁性磁気浮上を用いた低周波振動発電 増田　新 曽根　彰 澤田　祐一

303 坂田　義樹 転倒リスク評価のためのつまずき事象の解析 増田　新 曽根　彰 澤田　祐一

【10:10～11:10】（司会：増田教授）

304 竹内　和也
鋼構造物に吸着が可能な飛行ロボットを用いた構造ヘルスモニタ
リングに関する研究

増田　新 曽根　彰 村田　滋

305 藤井　雄介
非線形圧電インピーダンス変調法によるボルト継手の健全性評
価

増田　新 曽根　彰 村田　滋

【11:20～12:20】（司会：澤田教授）

306 木村　謙吾
Bilateral Control of Flexible Master-Slave Arm with Random
Network Delay Using State Estimators

澤田　祐一 曽根　彰 増田　新

307 山田　峻也
パーソナルビークルユーザのための着座姿勢モニタリングシステ
ムの開発

澤田　祐一 増田　新 村田　滋

【13:00～14:30】（司会：村田教授）

308 山西　弘久
低レイノルズ数周期流における翼周り流れの剥離-再付着が空力
特性に及ぼす影響

村田　滋 澤田　祐一 森西　晃嗣

309 谷　駿介 3次元空間計測のためのトモグラフィックディジタルホログラフィ 村田　滋 増田　新 澤田　祐一

310 巽　悠一 タイヤ周りにおける３次元はく離流れ構造の実験的研究 村田　滋 軽野　義行 増田　新

【14:40～15:40】（司会：曽根教授）

311 塩見　卓也
多入力を受ける弾塑性配管系の最大応答量の推定に関する研
究

曽根　彰 増田　新 射場　大輔

312 中小路　隼人
長周期・短周期地震動を考慮したエネルギ回生アクティブ免震装
置の設計に関する研究

曽根　彰 増田　新 射場　大輔

京都工芸繊維大学大学院　平成２８年度　修士論文審査会

機械物理学・機械設計学専攻　修士論文審査会プログラム　No.３

知的財産権を含む論文を有するセッションの場合は，その保護のため京都工芸繊維大学所属の教員および学生，関係企業
の方のみが参加できます．入室の際には，秘密保持誓約書へのご署名をお願いします．
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日時：　平成２９年２月１７日（金）９：００～１８：１０

会場：　第４室（ＷＰ２２）

主査 副査 副査

【9:00～9:30】（司会：江頭准教授）

401 林　亮夫 超短電圧パルスを用いた電解加工による微細穴加工 江頭　快 太田　稔 軽野　義行

【9:40～10:40】（司会：太田教授）

402 小辻　利幸 SiCのUVアシスト研削に関する研究 太田　稔 軽野　義行 江頭　快

403 中野　剛嗣
マイクロボールフォーミングによる自由曲面への微細テクスチャリ
ング

太田　稔 飯塚　高志 江頭　快

【10:50～12:20】（司会：森脇教授）

404 稲葉　雄介 樹脂製内歯車の運転試験法に関する基礎的研究 森脇　一郎 飯塚　高志 射場　大輔

405 菊池　亮介
仮想冠歯車の運動を模したマシニングセンタによるゼロールギヤ
のフェースミル加工

森脇　一郎 太田　稔 射場　大輔

406 長舩　司 円筒カッタを用いた内歯車のスカイビング加工に関する研究 森脇　一郎 荒木　栄敏 射場　大輔

【13:00～13:30】（司会：中村准教授）

407 山極　洸士 運転試験中の歯面状態観察を通したDLC膜の健全性の推定 中村　守正 森脇　一郎 太田　稔

【13:40～14:10】（司会：射場准教授）

408 佐々木　貴之
神経振動子と位置制御器を組み合わせたAMDが実装された制振
実験装置の開発

射場　大輔 森脇　一郎 曽根　彰

【14:20～15:50】（司会：飯塚准教授）

409 LIU WUYANG
Evaluation of the mechanical characteristic and formability of the
sheet metal subjected to duplex embossing process

飯塚　高志 太田　稔 森田　辰郎

410 上田　大 三次元的な穴抜きかえり微小形状の形成メカニズムの解明 飯塚　高志 太田　稔 軽野　義行

411 麻生　貴之 板鍛造加工による型曲げスプリングバックの制御 飯塚　高志 太田　稔 軽野　義行

【16:00～16:30】（司会：森田教授）

412 岡　要平
短時間熱処理および複合処理によるTi-6Al-4V合金積層造形材
の性能改善

森田　辰郎 太田　稔 飯塚　高志

【16:40～18:10】（司会：軽野准教授）

413 柴山　知明
On Solving a Cluster Routing Problem with Simple Genetic
Operators

軽野　義行 太田　稔 飯塚　高志

414 高山　圭寿 Bi-criteria Task Assignment Problems in Simple Assembly Lines 軽野　義行 村田　滋 江頭　快

415 古川　兼渡
Heuristic Algorithms for a Delivery Workload Balancing Problem
with Cargo Operation

軽野　義行 村田　滋 射場　大輔

知的財産権を含む論文を有するセッションの場合は，その保護のため京都工芸繊維大学所属の教員および学生，関係企業
の方のみが参加できます．入室の際には，秘密保持誓約書へのご署名をお願いします．
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