
 

※印のセッションは，知的財産権を含む論文を有するセッションであり，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. 

京都工芸繊維大学大学院 平成 29 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.１ 

 

日時： 平成 30 年 2 月 15 日（木）12:30〜17:30 

 平成 30 年 2 月 16 日（金） 9:20〜17:50 

会場：第１室（1141 講義室） 

 

【第１日】 2 月 15 日（木） 

 主査 副査 副査 

	 【12:30～14:00】（司会：萩原教授） 

101 貝島 正 不凍ポリペプチドを固定した面上の氷あるいは水に関する

分子動力学シミュレーション 

萩原 良道 田嶋 邦彦 藤原 進 

102 新井 一秀 不凍ポリペプチドと表面処理法を応用した付着液滴の凍結

を抑制する機能表面の創製 

萩原 良道 柄谷 肇 北川 石英 

103 石川 将次 衝突水滴の凍結挙動測定による冷却機能面の評価 萩原 良道 北川 石英 西田 耕介 

	 【14:10～15:10】（司会：萩原教授） 

104 磯 大斉 予熱・ろ過された不凍ポリペプチド水溶液の一方向凍結実

験及び構造解析 

萩原 良道 金折 賢二 北川 石英 

105 豊原 一将 フェーズフィールド法を用いた冷却面への衝突水滴の凍結

挙動に関する数値シミュレーション 

萩原 良道 北川 石英 高木 知弘 

	 【15:20～16:20】（司会：高木准教授） 

106 奥西 周平 Phase-field 法によるき裂生成および進展の予測モデルの構

築 

高木 知弘 荒木 栄敏 森田 辰郎 

107 相原 慎太郎 Multi-phase-field 混相流モデルの構築と精度評価シミュレー

ション 

高木 知弘 萩原 良道 森西 晃嗣 

	 【16:30～17:30】（司会：西田准教授） 

108 河野 佑大 燃料電池の流路壁面親水化と電極貫通構造が液水輸送と

発電特性に及ぼす効果 

西田 耕介 岡本 達幸 森西 晃嗣 

109 前田 雄也 光ファイバレーザ吸収分光法による燃料電池狭小流路内の

酸素濃度測定に関する研究 

西田 耕介 岡本 達幸 村田 滋 

 

【第２日】 2 月 16 日（金） 

 主査 副査 副査 

	 【9:20～10:20】（司会：岡本教授） 

110 野口 智史 ユニフロー型舶用過給ディーゼル機関における燃料噴射条

件が大気汚染物質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 

111 武藤 達也 多重散乱がインライン・ホログラフィの計測精度に与える影

響の FDTD 法を用いた検討 ～計算手法に内在する誤差要

因の排除を含めて～ 

岡本 達幸 西田 耕介 田中 満 



 

※印のセッションは，知的財産権を含む論文を有するセッションであり，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. 

	 【10:30～12:00】（司会：山川准教授） 

112 鵜飼 智哉 種々の非構造並列環境下における Euler/Navier-Stokes ソ

ルバーを用いた高速計算の検討 

山川 勝史 森西 晃嗣 西田 秀利 

113 棚橋 昭夫 移動物体の影響を考慮した自由表面を伴う流れの数値シミ

ュレーション 

山川 勝史 西田 秀利 田中 満 

114 宮岡 伸行 高速旋回走行するフォーミュラカー周りの流体シミュレーショ

ン 

山川 勝史 西田 秀利 田中 満 

	 【12:50～14:20】（司会：森西教授） 

115 久保 光明 昆虫飛翔における８の字型の運動パターンが空力特性へ与

える影響の数値解析 

森西 晃嗣 西田 秀利 岡本 達幸 

116 森 健太郎 水棲生物の膜ヒレが推進性能に与える影響に関する数値解

析 

森西 晃嗣 萩原 良道 西田 秀利 

117 安田 智貴 サボニウス型風車の出力係数の向上を目指した新しいブレ

ード形状の計算力学解析 

森西 晃嗣 村田 滋 田中 満 

	 【14:30～16:00】（司会：森西教授） 

118 藤田 元志 仮想流束法を用いて得られる物体まわりの流れ場における

圧力変動の評価 

森西 晃嗣 田中 満 高木 知弘 

119 山本 拓人 動静脈吻合血管内の血流動態が血管疾患の発症に与える

影響の数値解析 

森西 晃嗣 山川 勝史 北川 石英 

120 和田 倫太郎 機械式心臓弁が周囲の血流動態及び血栓形成に与える影

響の数値解析 

森西 晃嗣 山川 勝史 西田 耕介 

	 【16:10～17:10】（司会：荒木教授） 

121 田伐 亮太 複合材料の巨視的制振特性の解析 

 ―Nielsen と Cramer の近似法の検討― 

荒木 栄敏 曽根 彰 射場 大輔 

122 安田 佳弘 複合材料中の強化基材の偏在分布に対する二次強度関数

の評価法の検討 

荒木 栄敏 田中 満 高木 知弘 

	 【17:20～17:50】（司会：中村准教授） 

123 松山 ひかる 薄板の成形限界評価に関する新しい試み 中村 守正 森田 辰郎 射場 大輔 

 

  



 

※印のセッションは，知的財産権を含む論文を有するセッションであり，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. 

京都工芸繊維大学大学院 平成 29 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 

 

日時： 平成 30 年 2 月 15 日（木）11:00〜17:10 

 平成 30 年 2 月 16 日（金） 9:50〜17:30 

会場：第２室（1131 講義室） 

 

【第１日】 2 月 15 日（木） 

 主査 副査 副査 

	 【11:00～12:00】（司会：北川准教授） 

201 山田 洋輔 気液界面による水平チャネル内流れの乱流変調 北川 石英 萩原 良道 田中 満 

202 大西 幸乃夫 気泡注入によるマイクロチャネル内粒子の捕獲と輸送 北川 石英 萩原 良道 村田 滋 

	 【13:00～15:00】（司会：西田教授） 

203 長田 望 生態系モデルを用いた湖沼内環境シミュレーションに関する

研究 

西田 秀利 森西 晃嗣 田中 満 

204 籠見 宙輝 ＡＬＥシームレス仮想境界法を用いた蝶を模した羽ばたきモ

デル周り流れに関する研究 

西田 秀利 山川 勝史 田中 満 

205 鎌田 和希 シームレス仮想境界法を用いた伸縮を伴う物体まわりの流

動解析に関する研究 

西田 秀利 山川 勝史 田中 満 

206 宮原 宏美 固体高分子形燃料電池内流動解析に関する基礎研究 西田 秀利 森西 晃嗣 田中 満 

	 【15:10～17:10】（司会：田中准教授） 

207 奥田 隼輔 保存型レベルセット法を用いた気泡を含む一様せん断乱流

の数値シミュレーション 

田中 満 西田 秀利 森西 晃嗣 

208 長 秀将 非球形粒子を含む一様せん断乱流 田中 満 西田 秀利 山川 勝史 

209 辻 暁人 せん断流中の回転楕円体粒子の運動に対する重力の影響 田中 満 西田 秀利 山川 勝史 

210 川又 亮太 粒子を含む一様せん断乱流に対して密度比と粒子径が与え

る影響 

田中 満 西田 秀利 北川 石英 

 

【第２日】 2 月 16 日（金） 

 主査 副査 副査 

	 【9:50～11:50】（司会：森田教授） 

211 安達 祐斗 EBM 法により造形した Ti-6Al-4V 合金の性能改善 森田 辰郎 荒木 栄敏 高木 知弘 

212 佐藤 博也 SLM 法により造形した Ni 基耐熱超合金 Inconel718 の高温

強度特性 

森田 辰郎 荒木 栄敏 高木 知弘 

213 古川 敬太 SLM 法により造形したマルエージング鋼および金属基複合

材料の検討 

森田 辰郎 荒木 栄敏 高木 知弘 

214 増田 章太 摩擦撹拌接合した純チタンおよび Ti-6Al-4V 合金の基本特

性 

森田 辰郎 荒木 栄敏 高木 知弘 



 

※印のセッションは，知的財産権を含む論文を有するセッションであり，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. 

	 【12:40～14:10】（司会：軽野准教授） 

215 魚谷 祐太郎 A Delivery Scheduling Problem with an Allocation of Cargoes 

to Storage Lanes 

軽野 義行 村田 滋 江頭 快 

216 田中 聖也 Neighborhood Search Approaches for a Weighted Item 

Collecting Problem in Directed Bipartite Structures 

軽野 義行 村田 滋 江頭 快 

217 齊藤 稜 Combinatorial Packing Problems with Secondary Objective 

for Reducing Durations in Multihead Weighers 

軽野 義行 太田 稔 中村 守正 

	 【14:20～15:20】（司会：江頭准教授） 

218 髙野 英亮 マイクロダイヤモンドバイトによる超硬合金の微細軸旋削加

工 

江頭 快 太田 稔 軽野 義行 

219 平井 優 超短パルス電圧を用いた電解加工による微細穴あけ加工 江頭 快 太田 稔 中村 守正 

※【15:30～17:30】（司会：太田教授） 

220 北村 龍太郎 固定砥粒研磨による CVD ダイヤモンドの球面研磨 太田 稔 森田 辰郎 江頭 快 

221 中村 篤史 PCD の高速定圧研削における研削条件が加工特性に及ぼ

す影響 

太田 稔 中村 守正 江頭 快 

222 佃 勇気 タマムシの鞘翅を模倣した表面微細構造の創成 太田 稔 軽野 義行 江頭 快 

223 吉井 大祐 Super Processing Center の開発 太田 稔 森脇 一郎 江頭 快 

 

  



 

※印のセッションは，知的財産権を含む論文を有するセッションであり，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. 

京都工芸繊維大学大学院 平成 29 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 

 

日時： 平成 30 年 2 月 15 日（木）11:30〜17:50 

 平成 30 年 2 月 16 日（金） 9:50〜17:30 

会場：第３室（1132 講義室） 

 

【第１日】 2 月 15 日（木） 

 主査 副査 副査 

※【11:30～12:00】（司会：森脇教授） 

301 橋本 隼輔 ピット起点き裂進展型の歯車損傷モードを再現する二円筒

接触・曲げ複合疲労試験法に関する研究 

森脇 一郎 荒木 栄敏 射場 大輔 

※【13:00～15:00】（司会：射場准教授） 

302 神本 貴祐 鋼製歯車への導電性インクによるセンサ印刷に向けた絶縁

層形成と印刷条件の検討 

射場 大輔 森脇 一郎 太田 稔 

303 島 颯平 複数の神経振動子と位置・力制御器を組み合わせたアクテ

ィブ動吸振器による多層構造物の制振 

射場 大輔 森脇 一郎 曽根 彰 

304 巽 友洋 歯車測定における形状データの周波数解析に基づくばらつ

きの低減と疑似粗さの抽出 

射場 大輔 森脇 一郎 増田 新  

305 宮本 諭 実機から得られるビッグデータを見据えた歯車のかみ合い

振動解析に及ぼす歯元き裂進展の影響 

射場 大輔 森脇 一郎 増田 新  

	 【15:10～16:40】（司会：曽根教授） 

306 上田 実乃里 限られた基数のアクティブブレースによる超高層建物の地震

応答制御 

曽根 彰 増田 新 射場 大輔 

307 岡﨑 嵐麻 摩擦特性を有する配管系の多入力地震応答解析と実験的

検証 

曽根 彰 増田 新 射場 大輔 

308 兼房 浩希 免震構造物の非線形特性を考慮した多重動吸振器のパラメ

ータ設計 

曽根 彰 増田 新 射場 大輔 

	 【16:50～17:50】（司会：曽根教授） 

309 山口 貴史 セルフパワードアクティブ制御を用いた 2 層免震床の設計 曽根 彰 増田 新 射場 大輔 

310 吉村 剛則 可変減衰ダンパーの減衰力と最適制御力の差に基づいた

セミアクティブ免震建物の制御 

曽根 彰 増田 新 射場 大輔 

 

【第２日】 2 月 16 日（金） 

 主査 副査 副査 

	 【9:50～11:50】（司会：澤田教授） 

311 赤堀 俊輔 鋼構造物点検用 UAV の飛行制御に関する研究 澤田 祐一 村田 滋 増田 新 

312 NGO BACH 

DUONG 

１リンク柔軟アームのパラメータ同定および先端位置制御に

関する研究 

澤田 祐一 曽根 彰 射場 大輔 



 

※印のセッションは，知的財産権を含む論文を有するセッションであり，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. 

313 仲野 隼人 歩行アシスト機器のための姿勢角センサを用いた大腿部揺

動中心角度の推定 

澤田 祐一 村田 滋 増田 新 

314 張 鐳明 Performance Evaluation of Crack Detection Algorithm Based 

on Likelihood Ratio Test 

澤田 祐一 村田 滋 増田 新 

	 【13:10～15:10】（司会：増田教授） 

315 加藤 慎吾 板ばねとストッパを有する非線形振動子による広帯域振動

発電 

増田 新 曽根 彰 澤田 祐一 

316 北村 憲彦 速度正帰還型自励発振制御を用いた圧電型広帯域振動発

電の応答安定化 

増田 新 曽根 彰 射場 大輔 

317 柏木 正至 回転局所フレキシビリティ指標に基づく柱状構造物基部の

健全性評価 

増田 新 曽根 彰 射場 大輔 

318 山下 昂輝 二つの弾性波の非線形相互作用に基づく接触型損傷の検

知 

増田 新 曽根 彰 村田 滋 

	 【15:20～17:20】（司会：村田教授） 

319 山岡 博隆 粒子計測のための３拘束を用いた位相回復ディジタルホロ

グラフィ 

村田 滋 澤田 祐一 軽野 義行 

320 林 尚宏 3 次元流れ計測のための多波長ディジタルホログラフィ 村田 滋 澤田 祐一 北川 石英 

321 楠 尚人 開放型電極配置を持つ電気キャパシタンストモグラフィによ

る体積含水率評価 

村田 滋 森西 晃嗣 北川 石英 

322 福井 太一 可変空間スケールを持つマイクロフォンアレイを用いた NAH

法による音響計測 

村田 滋 曽根 彰 増田 新 

 

 


