
プログラム 

 

【特別講演】                    ホール(3 階) 13:10～13:40 

(p.8) 

「神戸の災害の歴史と建設プロジェクトから学ぶ神戸高専の将来像」 

末永 清冬 

（神戸市立工業高等専門学校 学校長） 

 

【基調講演】                      ホール(3 階) 13:45～14:15 

(p.9) 

「技術継承～十人十色でええんやけど、高専生に言っときたいこと 

（聞いて欲しいとは言ってない）～」 

 丹 浩幸 

（伊福精密株式会社 製造部 部長） 

 

【企業展示会】      9 階会議室(9 階) 14:30～16:30 

(p.10) 

 

【４研究会ポスター発表】                   9 階会議室(9 階) 14:30～16:30 

(p.11) 

 

【テーブルトーク】                9 階会議室(9 階) 15:00～15:40 

「技術をつなげる」                (p.12) 

司会  清水 俊彦（神戸市立工業高等専門学校 機械工学科） 

参加者 丹  浩幸（伊福精密株式会社 製造部 部長） 

神戸市立工業高等専門学校４研究会所属学生 

 

 



【研究発表セッション】 

オンデマンド動画配信  11:30〜14:30 

【化学・材料】                          

R-01 ハロゲン化ナフタレンと四塩化炭素の光化学反応における置換基の影響(p．13) 

 
松笠 綾菜（神戸高専専攻科 応用化学専攻），渡辺 昭敬（神戸高専 応用化学科） 

R-02 スチルベン系化合物を用いた新規蛍光材料の開発(p．14) 

 

川添 暉留（神戸高専専攻科 応用化学専攻），根本 忠将（神戸高専 応用化学科），大淵 真一（神

戸高専 応用化学科） 

R-03 N-スルホニル-1,2,3-トリアゾールと 1,3-ジケトン類の反応(p．15) 

 

道平 尚樹（神戸高専 応用化学科），井谷 瞭斗（神戸高専 応用化学科），河本 昂星（神戸高専 応

用化学科），小泉 拓也（神戸高専 応用化学科） 

R-04 α-アリール酢酸 THP エステルとジアゾマロン酸エステルの反応(p．16) 

 

朝倉 由唯（神戸高専 応用化学科），本田 朋（神戸高専 応用化学科），藤浪 美奈（神戸高専 応用

化学科），小泉 拓也（神戸高専 応用化学科） 

R-05 複素環塩基を持つ Pd(Ⅱ)-8-quinolinolシクロメタラト複核錯体の立体構造(p．17) 

 
宮下 日菜（神戸高専 応用化学科），小泉 拓也（神戸高専 応用化学科） 

R-06 アミノエタンチオールをもつ Co錯体の熱分解挙動(p．18) 

 

河野 雅博（兵庫県立工業技術センター 材料・分析技術部），泉 宏和（兵庫県立工業技術センター 

材料・分析技術部），宮下 芳太郎（神戸高専 応用化学科） 

R-07 静電相互作用を用いた有機－無機ポリマーハイブリッドの合成(p．19) 

 
池村 康太郎（神戸高専専攻科 応用化学専攻），根本 忠将（神戸高専 応用化学科） 

R-08 加工性に優れたフェノール樹脂誘導体の合成と熱的特性の評価(p．20) 

 
久語 美月（神戸高専専攻科 応用化学専攻），根本 忠将（神戸高専 応用化学科） 

R-09 さまざまな官能基を導入したフェノール樹脂誘導体の合成(p．21) 

 
下浦 萌水（神戸高専専攻科 応用化学専攻），根本 忠将（神戸高専 応用化学科）  

R-10 

トポロジー最適化した 3D造形片持ち梁構造の振動減衰率に関する研究―トポロジー密度と振動

減衰率の評価―(p．22) 

 
那須 隼人（神戸高専専攻科 機械システム工学専攻），早稲田 一嘉（神戸高専 機械工学科） 

R-11 リチウム硫黄電池用電極へのプレドープに関する検討(p．23) 

 
岩野 凌平（神戸高専専攻科 応用化学専攻），安田 佳祐（神戸高専 応用化学科） 

R-12 ビスマス系赤色無機顔料における色彩評価(p．24) 

 
上山 真未（神戸高専専攻科 応用化学専攻），安田 佳祐（神戸高専 応用化学科） 

R-13 遷移金属窒化物ナノ粒子の光熱変換特性の数値解析(p．25) 

 
浅沼 孝太（神戸高専専攻科 機械システム工学専攻），瀬戸浦 健仁（神戸高専 機械工学科） 



R-14 芳香族化合物と四塩化炭素の光化学反応における溶媒依存性(p．26) 

 
仲谷 健臣（神戸高専 応用化学専攻），渡辺 昭敬（神戸高専 応用化学科） 

R-15 二置換ビフェニルの光化学反応(p．27) 

 
中川 奨大（神戸高専 応用化学専攻），渡辺 昭敬（神戸高専 応用化学科）  

【加工】                          

R-16 掘削用 PDC工具の切削特性(p．28) 

 

八木彬（神戸高専 機械工学科），松原 博幸（松原鉄工株式会社），佐野 正（松原鉄工株式会

社），鬼頭 亮太（神戸高専 機械工学科），東 義隆（神戸高専 機械工学科），宮本 猛（神戸高専 

機械工学科） 

R-17 ターンミリングでの不等エンドミルの適用性とモデル実験(p．29) 

 

古屋克（神戸高専 機械工学科），久戸 瀬翔（神戸高専専攻科 機械システム工学専攻），鬼頭 亮太

（神戸高専 機械工学科），東 義隆（神戸高専 機械工学科），宮本 猛（神戸高専 機械工学科）  

R-18 鉄道における車輪／レール間の摩耗実験(p．30) 

 

裏野彩仁（神戸高専 機械工学科），鬼頭 亮太（神戸高専 機械工学科），東 義隆（神戸高専 機械工学科），

宮本 猛（神戸高専 機械工学科） 

R-19 積層ホイールの研磨特性とホイール径による比較実験(p．31) 

 

島谷優斗（神戸高専 機械工学科），鬼頭 亮太（神戸高専 機械工学科），東 義隆（神戸高専 機械

工学科），宮本 猛（神戸高専 機械工学科） 

【エネルギー】                          

R-20 乱流予混合火炎の火炎帯におけるレイノルズ応力の計測(p．32) 

 

池本 亮太（神戸高専専攻科 機械システム工学専攻），尾崎 竜馬（神戸高専 機械工学科），川村 

諒真（神戸高専 機械工学科），橋本 英樹（神戸高専 機械工学科） 

【計測・制御】                          

R-21 光熱効果の寄与を取り入れた光ピンセット技術の開発(p．33) 

 
大江 航（神戸高専専攻科 機械システム工学専攻），瀬戸浦 健仁（神戸高専 機械工学科） 

R-22 低消費動力特性をもつ大型柔軟宇宙構造物の分散制御(p．34) 

 
松井 睦美（神戸高専 機械工学科），小林 洋二（神戸高専 機械工学科） 

【情報・通信】                                                  

R-23 機械学習に基づくスケッチ画像からの疑似解剖画像生成(p．35) 

 
笘見 晃清（神戸高専専攻科 電気電子工学専攻），戸崎 哲也（神戸高専 電子工学科） 

  

R-24 機械学習を用いた CT像からの別モダリティ画像生成に関する研究(p．36) 

 山岨 寛門（神戸高専専攻科 電気電子工学専攻），戸崎 哲也（神戸高専 電子工学科） 



R-25 Instant NeRFによる広範囲な 3次元空間の再構築(p．37) 

 

篠木 友馬（神戸高専 電子工学科），尾山 匡浩（神戸高専 電子工学科），清水 俊彦（神戸高専 機

械工学科），小澤 正宜（神戸高専 機械工学科），Amar Julien Samuel（神戸高専 機械工学科），

酒井 昌彦（神戸高専 電気工学科） 

【環境】                          

R-26 物体検出技術を応用した画像からのゴミ認識(p．38) 

 

原田 遼太朗（神戸高専専攻科 電気電子工学専攻），尾山 匡浩（神戸高専 電子工学科），藤本 健

司（神戸高専 電子工学科），清水 俊彦（神戸高専 機械工学科），小澤 正宜（神戸高専 機械工学

科），Amar Julien Samuel（神戸高専 機械工学科），酒井 昌彦（神戸高専 電気工学科） 

R-27 廃碍子を細骨材全量に用いたコンクリートの基本特性(p．39) 

 
水越 睦視 （神戸高専 都市工学科），北山 海偉大（神戸高専専攻科 都市工学専攻） 

R-28 マイクロバブルによる油分分離回収に関する研究(p．40) 

 

和田 涼佑（神戸高専専攻科 機械システム工学専攻），鈴木 隆起（神戸高専 機械工学科），高峯 

大輝（神戸高専 機械工学科），赤対 秀明（神戸高専 機械工学科 名誉教授）  

R-29 淡水域ブルーカーボン実証実験地における基礎的環境調査（第 2報）(p．41) 

 
摺石 瑞希（神戸高専専攻科 都市工学専攻），宇野 宏司（神戸高専 都市工学科） 

R-30 社叢林の環境・防災機能に関する検証(p．42) 

 
守山 太陽（神戸高専 都市工学科），宇野 宏司（神戸高専 都市工学科） 

【防災・社会基盤】                          

R-31 ディープランニングによるコンクリート非破壊検査トモグラフィーの検討(p．43) 

 
新井 陽菜（神戸高専 都市工学科 ），高科 豊（神戸高専 都市工学科） 

R-32 非破壊検査によるモルタル圧縮強度推定評価への改善提言(p．44) 

 
高瀬 未来（神戸高専 都市工学科），高科 豊（神戸高専 都市工学科） 

R-33 表面含浸材による凍害を受けたコンクリート部位への影響(p．45) 

 
稗田 勇人（神戸高専 都市工学科），高科 豊（神戸高専 都市工学科） 

R-34 ハイブリッド型繊維補強コンクリートの基本性状(p．46) 

 
水越 睦視（神戸高専 都市工学科），秦 陸也（神戸高専専攻科 都市工学専攻）  

R-35 

堤防状構造物の形状及び波向の変化が河口砂州の形状に及ぼす影響に関する実験的研究 

(p．47) 

 

中山 雄斗（明石高専 都市システム工学科），三島 佳和（明石高専 都市システム工学科），神田 

佳一（明石高専 都市システム工学科） 

R-36 穴あきブロック護床工の形状及び配列による砂の吸出しと河床変動特性に関する実験的研究 

(p．48) 

 

谷原 未来（明石高専 都市システム工学科），福本 優奈（明石高専 都市システム工学科），神田 

佳一（明石高専 都市システム工学科） 



R-37 沖縄急流河川における竹炭と軽石による微細土砂の流出抑制に関する研究(p．49) 

 

福本 優奈（明石高専 都市システム工学科），秋竹 智視（明石高専 専攻科 建築・都市システム工

学専攻），谷原 未来（明石高専 都市システム工学科），神田 佳一（明石高専 都市システム工学

科） 

R-38 木杭水制による加古川・美嚢川合流部の砂州の動態制御に関する研究(p．50) 

 

栄 翔太（明石高専専攻科 建築・都市システム工学専攻），藤原 太輝（明石高専 都市システム工学

科），神田 佳一（明石高専 都市システム工学科） 

R-39 弯曲部における急勾配移動床河道の河床変動特性とその制御に関する研究(p．51) 

 

品田 唯斗（明石高専専攻科 建築・都市システム工学専攻），福井 智美（明石高専 都市システム工

学科），神田 佳一（明石高専 都市システム工学科） 

R-40 河川合流部の氾濫特性に関する基礎的検討(p．52) 

 上野 佳史（神戸高専 都市工学科），宇野 宏司（神戸高専 都市工学科） 

R-41 兵庫県内ため池の自然災害被災リスク評価(p．53) 

 数馬 典樹（神戸高専 都市工学科），宇野 宏司（神戸高専 都市工学科） 

【開発・新技術】                          

R-42 高速パワー半導体を用いた小型誘導性パルスパワー電源の開発(p．54) 

 
藤本 寛太（神戸高専専攻科 電気電子工学専攻），赤松 浩（神戸高専 電気工学科） 

R-43 ダクテッドファンのリップ剥離抑制を目的としたプラズマアクチュエータの応用(p．55) 

 

金本 貢司（神戸高専 電気工学科），笹田 悠人（神戸高専 電気工学科），赤松 浩（神戸高専 電気

工学科） 

R-44 万能吸着グリッパを用いた自律移動ゴミ拾いロボットの開発(p．56) 

 原田 燿郎（神戸高専専攻科 機械システム工学専攻），清水 俊彦（神戸高専 機械工学科） 

R-45 生体情報の即時可視化が可能な認知トレーニングシステムの開発と分析(p．57) 

 

桂 優介（神戸高専 電気工学科），小澤 寛大（神戸高専 電気工学科），佐藤 徹哉（神戸高専 電気

工学科） 

R-46 多孔質 Niめっきを用いた自己伝播発熱反応に関する研究(p．58) 

 

幾島 大翔（神戸高専 機械工学科），谷本 健治（近畿防蝕株式会社技術部），三宅 修吾（神戸高専 

機械工学科） 

【その他】                          

R-47 多機能搭載型案山子の研究開発(p．59) 

 

竹田 賢志（神戸高専 機械工学科），福岡 大地（神戸高専 機械工学科），高橋 爽太（神戸高専 機

械工学科） 

【研究紹介】                          

R-48 電気油圧式疲労試験機の起動回路の開発(p．60) 

 
名倉 一輝（神戸高専 機械工学科），福井 智史（神戸高専 機械工学科） 



R-49 ダンボールを用いたラジコンヨットの設計製作(p．61) 

 
福田 翔大（神戸高専 機械工学科），福井 智史（神戸高専 機械工学科） 

R-50 ラノリン添加切削油の潤滑性能評価(p．62) 

 

富永 康介（神戸高専 機械工学科），福井 智史（神戸高専 機械工学科），鍵谷 悦雄（日本精化株

式会社 香粧品研究開発部） 

R-51 模型飛行機用プロペラにおける X線解析による有限要素法応力解析の精度補償(p．63) 

 
安倍 誠明（神戸高専 機械工学科），福井 智史（神戸高専 機械工学科） 

R-52 多重プロセス型モデルによる単独翼まわりのキャビテーション解析(p．64) 

 

吉橋 舜馬（神戸高専専攻科 機械システム工学専攻），高峯 大輝（神戸高専 機械工学科），鈴木 

隆起（神戸高専機械工学科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


