
２００８年度 精密工学会 北海道支部学術講演会 
 
日時：２００８年９月６日（土） 
 
場所：旭川工業高等専門学校 

（旭川市春光台 2 条 2 丁目 1 番 6 号） 
 

 

講演会プログラム 
第１室 
09:00～10:20 シミュレーション  

座長：戸村豊明(旭川高専) 

１０１ XAML を利用した情報機器向け 2D/3DUI プロトタイプモデル生成

システムの開発研究 

○樋口大河，金井 理（北大） 

１０２ 物理モデリングに関する基礎研究－ヘリコプターの飛行シミュレー

ターの開発－ 

○野田坂佳，渡辺美知子（北見工大） 

１０３ 物理モデリーングによる紙飛行機のボイドの研究 

○徐 拓，古川正志，山本雅人，鈴木育男（北大） 

１０４ 物理モデリングにおける多リンク倒立振子の制御 

○白石直樹，鈴木育男，山本雅人，古川正志（北大） 

 

10:30～11:50 CAM  

座長：三井 聡(旭川高専) 

１０５ 工作機械の形状・機構統合モデリングシステムと運動シミュレー

ションシステムの開発 

○下川部晴紀，田中文基，小野里雅彦，伊達宏昭（北大） 

１０６ 加工フィーチャモデルに基づく５軸加工システムの開発（第１報）

－ＣＮＣデータモデルの実装とデータ生成－ 

○橋本秀太郎，三井 聡（旭川高専），田中文基（北大） 

１０７ 非接触測定モデルの最適加工に関する研究－人物モデルに対

する連続主軸傾斜加工の実践－ 

   ○小板紘幸，鶴尾 篤，山田 誠（函館高専） 

１０８ 旋削 NC プログラム検証システムの開発 

○宿村孝博，青野文朗，高佐成樹，今村祐輔（日本製鋼所） 

 

13:00～14:00 加工 I  

座長：宮崎 忠(旭川高専) 

１０９ 内面研削用小径クイルのドレッシング抵抗の測定 

○原間井英明，久保明彦，上田和輝，田牧純一（北見工大） 

１１０ ナノインデンテーションによる石英ガラスの弾性挙動の解明 

○小原達也，武知孝洋，田牧純一，久保明彦，杉野 豪（北見工

大） 

１１１ 横型ロータリ研削盤を用いた硬脆材料の鏡面研削性能に及ぼす

ホイール配置位置の影響 

○猪股 暁，村上 渉，田牧純一，久保明彦，薛 巍（北見工大） 

 

14:30～15:50 加工 II  

座長：原田宏幸（北大） 

１１２ アルミニウムの切削抵抗に及ぼす流動パラフィンの影響 

○高橋竜典，金田祥吾，廣岡伸哉，池田慎一（苫小牧高専），田頭

孝介（室蘭工大） 

１１３ チタン合金の切削に及ぼす有機極性物質の影響 

○杉浦隆浩，河森貴広，池田慎一（苫小牧高専），田頭孝介（室蘭

工大），高橋維玖馬（牧野フライス） 

１１４ 長尺アルミ角パイプ用 CNC 加工機の開発―制御システムについ

て― 

○土井孝文，後藤孝行（旭川高専） 

 

第２室 
09:00～10:20 ソフトコンピューティング I  

座長：佐竹利文(旭川高専) 

２０１ オーダーピッキングにおけるゾーン配置の最適パターンに関する

研究 

○山田泰蔵，渡辺美知子（北見工大） 

２０２ アニボットのコピー機能によるモデリングと協調行動の獲得 

○川上 祥，古川正志，山本雅人，鈴木育男（北大） 

２０３ エネルギー基準によるオーダーピッキングの最適バッチングの作

成 

○高橋麻希子，鈴木育男，山本雅人（北大），渡辺美知子（北見工

大），古川正志（北大） 

２０４ 局所クラスタリング組織化法による n-TSP の解法 

○坂本延寛，鈴木育男，山本雅人（北大），渡辺美知子（北見工

大），古川正志（北大） 

 

10:30～11:50 ソフトコンピューティング II  

座長：阿部 晶(旭川高専) 

２０５ WebAPI を用いた疑似体験ツアーシステムの構築に関する基礎

研究 

○佐々木孝一朗，大堀隆文，川上 敬，木下正博（道工大） 

２０６ e ラーニングにおける習熟度適応型学習法の提案 

○日沼 崇，大堀隆文，川上 敬，木下正博（道工大） 

２０７ 二次元測域センサを用いた 2 段階 MICP による SLAM の構築 

○後藤和久，松下昭彦，金子俊一，田中孝之（北大） 

２０８ 欠陥分類のためのテスト特徴法における逐次学習効率化 

○松尾祥和（北大），小林尊道（新日鐵），高氏秀則，金子俊一（北

大） 

 

13:00～14:20 高専・大学における創成型教育の実践（オーガナイズド

セッション）  

オーガナイザ・座長：山田 誠（函館高専） 

２０９ 複数学年間連携型創生教育の実践 

○本村真治，山田 誠（函館高専） 

２１０ 苫小牧高専機械工学科における創成型実習について 

○池田慎一，林 忠夫，蘇武栄治，藤川 昇，奥山徳宏（苫小牧高

専） 

２１１ 苫小牧高専機械実習工場を活用した公開講座の取り組みについ 

て 

○藤川 昇，林 忠夫，蘇武栄治，奥山徳宏，池田慎一（苫小牧高

専） 

２１２ e ラーニングにおける分散共有教材の作成システムとリポジトリ

システムの開発 

○石田 惇，田中文基，小野里雅彦（北大） 

 

第３室 
09:00～10:20 計測と制御  

座長：高氏秀則(北大) 

３０１ 画像認識によるマイクロマニピュレータ用位置決めシステムの開 

発 

○高橋善重，小林義和，白井健二(日大） 

３０２ ステレオ計測におけるカメラ振動に伴う計測誤差 

○岡崎伸哉，田中孝之，金子俊一，高氏秀則（北大） 

３０３ フレキシブルマニピュレータの PTP 制御における駆動エネルギー

最小化 

○笹森和典，阿部 晶（旭川高専） 

３０４ 川汲魚道における液面振動の抑制 

○飯田耕輔，小松聖司，本村真治（函館高専） 

 

 



10:30～11:30 画像と形状モデル  

座長：近藤 司(函館高専) 

３０５ 3 次元形状モデルを用いた MEMS 工程設計システムの研究 

○北原知直，金井 理（北大） 

３０６ ファジークラスタリングを用いたケーブルの３次元構造復元 

○木村優太，高氏秀則（北大），奥田晴久（三菱電機），金子俊一

（北大） 

３０７ 多重解像度 Color Point Set 表現に基づく 3 次元色付形状モデル

の類似検索に関する基礎研究 

○三浦 岳，金井 理（北大） 

 

13:00～14:０0 サイバーフィールド I (オーガナイズドセッション）  

オーガナイザ：小野里雅彦，金井 理，金子俊一 (北大) 

座長：小野里雅彦(北大) 

３０８ 災害用係留型気球 InfoBalloon によるフィールド情報支援の検討 

○小野里雅彦（北大） 

３０９ リバースエンジニアリングのためのユークリッド対称性認識に関

する研究(第4 報)～対称性を利用した CADモデル再構築手順の導

出～ 

○溝口知広，金井 理（北大） 

３１０ 計測データからの三次元規則パターン認識手法の研究～混合型

規則形状の認識手法～ 

○近藤大輔，溝口知広，金井 理（北大） 

 

14:10～15:10 サイバーフィールド II (オーガナイズドセッション）  

オーガナイザ：小野里雅彦，金井 理，金子俊一 (北大) 

座長：金井 理(北大) 

３１１ サイバーフィールドのための４次元メッシュモデルの生成 

○川岸良次，伊達宏昭，小野里雅彦，田中文基（北大） 

３１２ 形状モデルを用いた３次元環境計測データからの対象認識に関

する研究－大規模計測データへのスピンイメージの適用手法－ 

○廿日岩昭裕，伊達宏昭，小野里雅彦，田中文基（北大） 

３１３ 木造倒壊家屋の仮想がれき生成と解析－サイバーフィールドに

よるレスキュー支援に向けて－ 

○毛利健二，増田寿信，小野里雅彦，田中文基，伊達宏昭（北大） 

 

第４室 
09:00～10:20 ユーザインタフェース  

座長：田中孝之(北大) 

４０１ 把持姿勢 DB と製品把持制約に基づくデジタルハンドの Grasp 

Synthesis 

○川口敬介，遠藤 維，金井 理（北大） 

４０２ 効率的なメッシュ形状変形のための 3 次元ユーザインタフェース

システム 

○古川比呂武，伊達宏昭，小野里雅彦（北大） 

４０３ オープンタイプ冷凍ショーケース内の温度分布に及ぼす外乱の

影響 

○佐久間 達，北畑 亮，本村真治（函館高専） 

４０４ デジタルハンドとプロダクトモデルとの統合によるアーゴデザイン

支援システムの開発（第 11 報）─把持姿勢生成手法の高精度・高

効率化(2)─ 

○遠藤 維，金井 理（北大），宮田なつき，河内まき子，持丸正明

（産総研） 

 

10:30～11:50 センサとアクチュエータ  

座長：竹本真紹(北大) 

４０５ 把持力による皮膚の変形に基づいた Vibration Alert Interface の

警告設計 

○森 友揮，田中孝之，金子俊一（北大） 

４０６ ピストンポンプにおける摺動抵抗の低減 

○早川力太，本村真治（函館高専） 

４０７ クラッチ機能を備えた超音波アクチュエータの構成条件および動

作特性 

○秋庭啓次郎，武村剛志，青柳 学（室蘭工大），高野剛浩（東北

工大），田村英樹，富川義朗（山形大） 

４０８ レーザ溶接のための試作ビジョンセンサの位置決め精度 

○福田 薫，大藤仁志（産鋼スチール），金子俊一，松下昭彦，山

中将裕，池田正幸（北大） 

 

13:00～14:０0 ロボット I  

座長：浜 克己(函館高専) 

４０９ 手ジェスチャを用いた移動ロボットの直感的動作指示インタフェー

ス（第３報） 

○深谷健一（学園大），渡部 敦（トヨタテクニカルディベロップメン

ト） 

４１０ マルチエージェントシステムによるロボットアームの運動学計算シ

ステム 

○別役厚徳，佐竹利文（旭川高専），林 朗弘（九工大），原槙真也

（有明高専） 

４１１ 周期入力制御に基づいた自転車漕ぎ補助用スマートスーツの補

助力制御 

○内藤葉月，田中孝之，金子俊一（北大），梶原秀一（釧路高専） 

 

14:10～15:10 ロボット II  

座長：中村尚彦(函館高専) 

４１２ 形状記憶合金を拮抗配置したロボットアームの開発 

○小林憲弘，吉村 斎，阿部 司（苫小牧高専） 

４１３ 傾斜のある路面における移動ロボットの安定制御 

○吉岡伴明，中村尚彦，浜 克己（函館高専） 

４１４ 傾斜対応型パワーアシスト車椅子の開発 

○相川祐樹，中村尚彦，浜 克己（函館高専） 

 

第５室 
10:40～14:40 工業製品 CG コンテスト  

 

13:00～14:00 ポスターセッション  

座長：金子俊一(北大) 

５０１ 熱電発電によるマイクロフレーム発電機 

○小畑龍夫（工北サーモ），中村祐二（北大），福富善大（安久工

機） 

５０２ インピーダンスマッチングによる消防車用パワーアシストコックの

操作性向上 

○山野光一，小山秀人，関 修治，坂本直久（モリタ），中野基輝，

田中孝之，金子俊一（北大） 

５０３ ピアノペダルアシスト装置の開発 

○橋本利彦（ミューロン） 

 

 

特別講演会 
16:00～17:00 特別講演会  

演題：『旭川ウェルビーイングコンソーシアムが目指す住民の健康と幸

福、活力のある街作り』  

講師： 旭川医科大学 医学部 健康科学講座教授 吉田 貴彦 氏  

 

 

懇親会 
18:00～20:00 懇親会および授賞式  

旭川ターミナルホテル （旭川市宮下通 7 丁目，旭川駅徒歩 1 分） 

 

 



参加費 
講演者参加費 正会員／非会員 3,000 円（講演論文集付） 

  学生会員 2,000 円（講演論文集付） 

オーガナイズドセッション講演者 

 正会員／非会員 無料 

非講演者参加費 正会員 2,000 円（講演論文集付） 

 学生会員／非会員 無料 

講演論文集（別売り） 1,500 円 

懇親会費 正会員／非会員 5,000 円 

 学生 2,500 円 

ＣＧコンテスト参加費 1,000 円 

 

 

会場案内 
駐車場の空きスペースには限りがあります．公共の交通機関をご利

用ください．講演会場までの交通手段は，旭川高専のホームページ

（http://www.asahikawa-nct.ac.jp/）も参照してください．バスは旭川駅

から道北バス 29 番または 30 番で約 25 分「高専前」にて下車すぐ．タク

シーは旭川駅から約 20 分． 

 

 

詳細については，支部ホームページ（http://hokkaido.jspe.or.jp/）もご

覧ください． 

 


