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OS3-1:	高分子材料および高分子基複合材料 (1)	 座長：坂井建宣 (埼玉大学 )
B201	 ポリイミド基複合材料の曲げ強度における温度・ひずみ速度依存性評価	..........................................123

〇佐藤光桜，白井咲衣（東京理科大学大学院基礎工学研究科），小柳潤（東京理科大学基礎工
学部），石田雄一（宇宙航空研究開発機構）

B202	 弾塑性を考慮したボルト -ナット締結体の 3次元有限要素モデリング	...............................................125
〇川本航大，小柳潤（	東京理科大学基礎工学部），末益博志（上智大学理工学部）

B203	 デジタル画像相関法を用いたハイドロゲルの引張応答に及ぼす架橋密度および膨潤の影響の評価	....
127
○仙石達也（大阪市立大学大学院工学研究科），内田真，兼子佳久（大阪市立大学工学部），
奥村大（名古屋大学工学部），田中展（大阪大学工学部），伊田翔平（滋賀県立大学工学部）

B204	 光学ガラスの熱粘弾性特性に及ぼす化学組成の影響	................................................................................129
〇伊藤寛明（近畿大学工学部），吉崎康平（長崎大学大学院工学研究科），百田大地（近畿大
学工学部）

10:20 〜 11:40
OS3-2:	高分子材料および高分子基複合材料 (2)	 座長：小柳潤（東京理科大学）
B205	 大気圧プラズマ処理およびテンション付与の組合せによるCF/PP の繊維直角方向引張強度の向上	..

131
○神田恭宗（金沢工業大学大学院），田中基嗣，大澤直樹，斉藤博嗣（金沢工業大学工学部），
金崎真人（金沢工業大学革新複合材料研究開発センター），大澤敏（金沢工業大学バイオ・化
学部）

B206	 切欠きを有する炭素繊維複合材圧縮破壊強度に対する応力集中の影響	...............................................133
○清水紗利子（東京理科大学基礎工学部），佐藤光桜（東京理科大学大学院工学研究科），小
柳潤（東京理科大学基礎工学部），末益博志（上智大学理工学部）

B207	 エラストマー粒子を用いた二室型片出し粒状体ダンパーの試作	...........................................................135
○豊内敦士（名古屋工業大学），花井誠（KYB），岩本悠宏，井門康司（名古屋工業大学）

B208	 エラストマー粒子を用いた片出し型粒状体ダンパーの減衰力特性	.......................................................137
○豊内敦士（名古屋工業大学），花井誠（KYB），岩本悠宏，井門康司（名古屋工業大学）
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第 2 日目　8 月 28 日 ( 火 )　 （C 室：T1-31 号室）
8:50 〜 10:10
OS8-1:	熱・流体工学 (1)	 座長：熊谷剛彦 (北海道大学 )
C201	 熱分解モデルによる熱処理バイオマスのエネルギー特性評価	...............................................................139

○澤井徹，森山史哉（近畿大学理工学部）
C202	 流動層ガス化炉を用いた褐炭のガス化で生成したタール成分の水蒸気量による影響	......................141

○村上高広，安田肇（産業技術総合研究所）
C203	 定容燃焼器における 3つの受感部を有するイオンプローブを利用した 2次元火炎伝ぱ速度ベクトル

の計測	...................................................................................................................................................................143
〇佐藤良亮（龍谷大学大学院理工学研究科），野口佳樹，塩見洋一（龍谷大学理工学部）

C204	 船舶試験水槽における水温均一化	.................................................................................................................145
〇後藤英信，深澤良平，牧野雅彦，若生大輔（海上・港湾・航空技術研究所）

10:20 〜 11:20
OS8-2:	熱・流体工学 (2)	 座長：野口佳樹 (龍谷大学 )
C205	 曝気流れの流量分配に関する研究	.................................................................................................................147

〇齋藤確，高岡大造（大阪電気通信大学大学院工学研究科），田中孝徳，宮本寛也（大阪電気
通信大学工学部）

C206	 パルプ繊維分散促進プロモータ後流の繊維濃度分布	................................................................................149
○藤本太郎（元近畿大学大学院），角田勝（近畿大学工学部）

C207	 農作物土壌栽培へのマイクロバブル水と高濃度溶存酸素水の適用	.......................................................151
〇明石龍太（福岡工業大学大学院工学研究科），江頭竜，吉村悠汰，土居ノ内遼，飯野偉裕（福
岡工業大学工学部）

第 3 日目　8 月 29 日 ( 水 )　 （A 室：T1-12 号室）
9:00 〜 11:00
OS12-1：マテリアル反応プロセス工学 (１)	 座長：小野英樹（富山大学）
A301	 粒子法を用いた高温プロセスの数値実験	.....................................................................................................153

○	樋口善彦（産業技術短期大学）
A302	 空気吹込みを伴う鉛直円管内の水中を落下するアクリル球の挙動	.......................................................155

○寺内幸生（へレウス・エレクトロナイト），中嶋智也（大阪府立大学大学院工学研究科），
森幸治（大阪電気通信大学大学院工学研究科），樋口善彦（産業技術短期大学），井口学（大
阪市立大学大学院工学研究科）

A303	 Bingham流体モデルによる懸濁溶融スラグの充填層内流れの数値解析	............................................157
〇澤田旺成，夏井俊悟，菊地竜也，鈴木亮輔（北海道大学大学院工学院）

A304	 L 字型ランスによる横吹き円筒容器内の気泡分散挙動	............................................................................159
○福井湧己，脇本辰郎，加藤健司，井口学（大阪市立大学大学院工学研究科）

A305	 二液相界面における気泡惹起液柱・液膜の寿命	........................................................................................161
○夏井俊悟（北海道大学大学院工学研究院），梨元涼太（パンパシフィックカッパー），中島大希，
菊地竜也，鈴木亮輔（北海道大学大学院工学研究院）

A306	 球形粒子サスペンションの見かけ粘性に及ぼす界面電荷の影響	...........................................................163
原大悟，○齊藤敬高，中島邦彦（九州大学大学院工学研究院）
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12:10 〜 13:30
OS12-2:	マテリアル反応プロセス工学 (2)	 座長：樋口善彦 (産業技術短期大学 )
A307	 初期融液生成時の酸化鉄の還元反応速度	.....................................................................................................165

〇加藤謙吾，川端弘俊，小西宏和，小泉雄一郎（大阪大学大学院工学研究科），小野英樹（富
山大学大学院理工学研究部）

A308	 コークス中灰分が溶鉄への炭素溶解挙動に及ぼす物理的阻害効果	.......................................................167
○金岡光春（九州大学工学府），前田敬之，大野光一郎，国友和也（九州大学工学研究院）

A309	 カーボンファイバーのガス化挙動に及ぼすCO2濃度の影響	................................................................169
○西廣一隼（九州大学工学府），元川龍之介（宮崎県立宮崎西高等学校），前田敬之，大野光一郎，
国友和也（九州大学工学研究院）

A310	 CaO･SiO2 飽和スラグ中のリン酸含有珪酸カルシウム鉱物の高温相平衡	.........................................171
〇内田祐一，大倉野宇士（日本工業大学工学部）

13:40 〜 15:00
OS12-3:	マテリアル反応プロセス工学 (3)	 座長：内田祐一 (日本工業大学 )
A311	 リサイクルされた普通鋼の機能性に関する材料学	....................................................................................173

○小林能直（東京工業大学科学技術創成研究院），岩崎智（物質・材料研究機構），醍醐市朗（東
京大学大学院工学系研究科）　　　

A312	 多相スルー精錬の原理に関する基礎検討	.....................................................................................................175
〇加藤謙吾（大阪大学大学院工学研究科），小野英樹（富山大学大学院理工学研究部）

A313	 リチウムイオン電池模擬正極材からの	炭酸化によるリチウムの蒸発回収	.........................................177
○中本将嗣，片桐慎介，山本高郁，田中敏宏（大阪大学大学院工学研究科）

A314	 溶融 LiCl-KCl 中における液体金属電極を用いた希土類金属の電解分離	.............................................179
○華航，小西宏和，小泉雄一郎（大阪大学大学院工学研究科），小野英樹（富山大学大学院理
工学研究部）

第 3 日目　8 月 29 日 ( 水 )　 （B 室：T1-22 号室）
9:00 〜 10:40
GS: 実験力学一般	 座長：根本	哲也 ( 国立長寿医療研究センター )
B301	 機能性キャビテーション処理した酸化チタンの懸濁液中における光触媒特性	..................................181

○下西大地，中川大典，井尻政孝，田中久美子，吉村敏彦（山口東京理科大学）
B302	 アクリルCT試験片への予き裂導入法と破壊靭性値	................................................................................183

〇橋本純（日本大学工学部）
B303	 超音波照射下の水中高速噴流を用いた新しい技術による純Al およびAl-Cu 合金の表面改質	......185

〇井尻政孝，下西大地，中川大典，田中公美子，吉村敏彦（山口東京理科大学）
B304	 ta-C:H 膜のトライボロジー特性にストロークおよび周波数が及ぼす影響	.........................................187

○ムハンマド　アミヌル　ヘルミ（岡山理科大学），國次真輔（岡山県工業技術センター），
中谷達行（岡山理科大学技術科学研究所），清水一郎（岡山理科大学工学部），平井広治，橋
本輝夫（ティーアールエス）

B305	 メカニカルストレスに対する iPS 細胞の細胞応答	....................................................................................189
○千葉美麗，安田まゆみ，Roan	Pechayco，Sanicha	Yaklai（東北大学大学院歯学研究科）

13:40 〜 15:00
OS6:	セラミックスおよび金属材料の接合・結合・締結の力学的挙動	座長：生津資大（愛知工業大学 )
B306	 無機接着剤のバルク強度と接着強度におよぼすガラスフリットの影響	...............................................191

○森きよみ（拓殖大学工学部），秋山渉（エステック），中根久志（朝日化学工業）
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B307	 耐熱コーティングされた金属棒の固有振動数に及ぼすコーティング剥離の影響	..............................193
○森きよみ，長谷川淳（拓殖大学工学部）

B308	 ステンレス板と PA板との溶接に及ぼす加熱・冷却条件の評価	............................................................195
○小林広明（大阪市立大学大学院工学研究科），内田真（大阪市立大学工学部），北野萌一（物
質・材料研究機構），兼子佳久（大阪市立大学工学部）

B309	 アルミ合金の引張り応力－ひずみ特性と構成式によるモデル化	...........................................................197
○中井賢治，横山隆（岡山理科大学工学部）

第 3 日目　8 月 29 日 ( 水 )　 （C 室：T1-31 号室）
9:00 〜 10:40
OS2:	新しい機能性材料探索の最前線とマイクロ・ナノ領域物性計測技術	座長：三宅修吾 ( 神戸市立工
業高等専門学校 )
C301	 荷重検出を一体化したマイクロ材料用並列引張疲労試験装置の開発	...................................................199

〇土屋智由（京都大学大学院工学研究科）
C302	 構造特定したカーボンナノチューブの引張試験	........................................................................................201

〇生津資大，別府幸（愛知工業大学工学部），高倉章，西原大志，宮内雄平，伊丹健一郎（名
古屋大学大学院理学研究科）

C303	 Al/Ni 瞬間はんだ接合体の機械信頼性	..........................................................................................................203
○金築俊介（コベルコ科研），三宅修吾（神戸市立工業高等専門学校），生津資大（愛知工業大学）

C304	 高時分割Ｘ線回折法を用いた自己伝播発熱反応の動的結晶構造変化の計測技術	..............................205
◯三宅修吾，和泉大晟，永田將，山本梨乃，若槻涼太，魚崎海（神戸市立工業高等専門学校），
生津資大，金築俊介，後藤大輝，訓谷保広，野村拓未（愛知工業大学工学部），小金澤智之（高
輝度光科学研究センター）

C305	 レーザー超音波法によるスピニング加工痕を含むアルミ薄肉円筒の非接触厚さ測定	......................207
	〇ラヒム	モハンマド　アブドゥル，荒居善雄，荒木稚子（埼玉大学大学院理工学研究科）

13:40 〜 15:00
OS3-3:	高分子材料および高分子基複合材料 (3)	 座長：中田政之 (金沢工業大学 )
C306	 ポリエチレンのくびれ伝ぱ挙動のデータ同化解析に関する検討	...........................................................209

○内田真，兼子佳久（大阪市立大学工学部）
C307	 低ひずみ繰返し引張試験におけるエポキシ樹脂の非線形力学応答の評価	..........................................211

○和久田凌平，中嶌将訓、内田真，兼子佳久（大阪市立大学工学部）
C308	 熱可塑性樹脂をマトリックスとする一方向CFRTPの引張クリープ寿命の統計的評価	..................213

○中田政之，森澤洋子，宮野靖，鵜澤潔（金沢工業大学材料システム研究所）
C309	 一方向性CFRPの損傷発生挙動に及ぼす温度の影響	...............................................................................215

○坂井建宣，安部聡，蔭山健介（埼玉大学工学部）


