
15:00-17:00

9:00～

10:00-10:10

11:10-12:30

13:45-14:00

15:00-15:10

10:00-12:00

9月20日（金）

ミーティング（招待者のみ）

15:10-15:30 表彰式　[Room C-2A]

14:00-15:00

一般セッション4

[Room C-2A]

座長： 中島 翔太

GS4-1 - GS4-4

一般セッション5

[Room C-3A]

座長： 山脇 彰

GS5-1 - GS5-4

一般セッション6

[Room C-1B]

座長： 江原 史朗

GS6-1 - GS6-4

休憩

12:30-13:45

一般セッション1

[Room C-2A]

座長： 楊 世淵

GS1-1 - GS1-5

一般セッション2

[Room C-3A]

座長： 張 力峰

GS2-1 - GS2-4

一般セッション3

[Room C-1B]

座長： 北園 優希

GS3-1 - GS3-4

休憩

10:10-10:40

招待講演　[Room C-2A]

「IoT機器を接続する有線通信の電磁的両立性（EMC）」

松嶋 徹（九州工業大学）

10:40-11:10

招待講演　[Room C-2A]

「全国Kosen－ATにおける福祉支援機器開発とその商品化」

清田 公保（熊本高等専門学校 熊本キャンパス）

昼食

開会式 [Room C-2A]

産業応用工学会全国大会2019プログラム

9月18日（水） 総合教育棟

受付 [1F]

9月19日（木） 総合教育棟

受付 [1F]



9月19日
Room C-2A 12:30-13:45

座長 楊 世淵（九州工業大学）

GS1-1

木下 佳菜子, 楊 世淵, 芹川 聖一

GS1-2

美樹 末次, 芹川 聖一, 楊 世淵

GS1-3

佐藤 恵, 田頭 龍之介, 芹川 聖一

GS1-4

岡本 昌也, 芹川 聖一

GS1-5

神田 悠杜, 芹川 聖一

9月19日
Room C-3A 12:30-13:45

座長 張 力峰（九州工業大学）

GS2-1

葉山 清輝, 入江 博樹

GS2-2

鏑木 哲志, 小宅 勝, 新井 宏章, 牧野 好晃, 黒瀬 雅詞, 久米原 宏之, 松原 雅昭, 鈴木 良祐

GS2-3

一田 啓介, 津田 尚太郎, 古川 智也

GS2-4

鏑木 哲志, 河田 直樹, 野村 秀則, 久米原 宏之

9月19日
Room C-1B 12:30-13:45

座長 北園 優希（北九州工業高等専門学校）

GS3-1

佐々木 琢視, 北園 優希

GS3-2

浜崎 有馬, 北園 優希

GS3-3

重田 来樹, 北園 優希

GS3-4

畠中 尊海, 北園 優希

３リンク劣駆動マニピュレータを用いたリアルタイム制御環境における制御実験

加工負荷電流の波形解析による突っ切り加工用工具の状態監視システムに関する研究

自動釣り糸結び機

Kinectによる創作ダンスの保存、再生装置

ハンカチ折りたたみ装置の開発

次世代自動車用高精度アルミダイカスト金型の生産性向上

放置傘防止システム

３つのフォトダイオードと複数光源を用いた自己位置推定法

ドローンの簡易操作のための球型インターフェースの開発

一般セッション1

一般セッション2

一般セッション3

VRのための音源移動による曲率操作型歩行誘導手法の提案

トライコプター型のカイト翼ティルトローター機の開発

ラインレーザーとカメラを用いた移動ロボットの障害物検出および形状認識方法

ドローンを用いた位置制御不要な接触型充電デバイスの実用化に関する検証



9月19日
Room C-2A 14:00-15:00

座長 中島 翔太（山口大学）

GS4-1

孟 子薇, 田中 幹也, 中島 翔太, 穆 盛林, 中村 浩士, 吉田 浩幸

GS4-2

阿多 萌, 中嶋 靖, 小田 蛍太, 荒川 俊也

GS4-3

堀川 裕気, 穆 盛林, 濱砂 大地, 有村 秀光, 松原 篤, 中島 翔太

GS4-4

和久屋 寛, 中村 飛清, 伊藤 秀昭, 三島 伸雄

9月19日
Room C-3A 14:00-15:00

座長 山脇 彰（九州工業大学）

GS5-1

橋本 太郎, 横田 正幸

GS5-2

橋口 寛生, 竹永 拓海, 荻島 真澄, 藤本 大輔, 原 武嗣

GS5-3

小原 総一郎, 小林 史和, 押川 和正, 脇坂 俊幸, 松嶋 徹, 福本 幸弘

GS5-4

那須 新悟, 荻島 真澄, 藤本 大輔, 原 武嗣

9月19日
Room C-1B 14:00-15:00

座長 江原 史朗（宇部工業高等専門学校）

GS6-1

定石 将太郎, 北園 優希

GS6-2

田代 遼莞, 芹川 聖一, 北園 優希

GS6-3

宮崎 拓真, 北園 優希

GS6-4

西本 渉, 北園 優希

	手の情報より操作を行う３Dユーザインターフェース

ラッキング領域の限定されないハンドトラッキングシステムの改良

	ICカードリーダーを用いた安否確認システム

UV接着剤硬化中の透過光偏光状態の解析

音声認識とオプティカルフローを用いた顔方向判別によるウインカー動作システム

導電性ナノ微結晶ダイヤモンド/アモルファスカーボン混相膜の電気化学測定用電極への適用

電力線通信の長距離化に向けた電力ケーブルの透過特性測定

マイクロコンピュータ制御を用いた電気化学センサシステムの製作

一般セッション6

一般セッション4

一般セッション5

遺伝的アルゴリズムを用いた民泊施設における宿泊客受け入れ態勢構築の試み

一次元輝度分布センサを用いたカルマンフィルタによる水平位置及び奥行距離同時推定

体導音センサを用いた簡易なSAS検知システム

K耐久レース成績向上と整備教育を目的としたシミュレータ構築


