
第 49 回飛行機シンポジウム プログラム
Program of the 49h Aircraft Symposium 

共   催 ： （社）日本航空宇宙学会（社）日本航空技術協会（独）宇宙航空研究開発機構

企   画 ： 日本航空宇宙学会 12 部門（特殊航空機、回転翼航空機、飛行力学、航空機設
計、空気力学、構造、材料、機器・電子情報システム、生産技術、原動機・推
進、航空機運航・整備、航空交通管理）及び日本航空技術協会

開 催 日 ： 平成 23 年 10 月 26 日（水）～ 28 日（金）

会   場 ： 石川県 金沢歌劇座  （ http://www.kagekiza.gr.jp/ ）
〒920-0993 金沢市下本多町6番丁27番地 

TEL：076-220-2501 (代表) 

交   通 ： JR 金沢駅東口よりバスにて約 20 分
（詳細は「交通案内」を参照してください）

参加登録料 ： 正会員 6,000 円、学生会員 3,000 円
非会員 9,000 円、学生非会員 5,000 円
参加登録料にはアブストラクト集、CD-ROM 講演集の代金を含みます。
これまで通りの現地当日受付も可能ですが、参加規模の事前把握や受付の簡便
化のため、HP 上での事前参加登録をご利用いただきますようお願いいたしま
す。（ http://www.jsass.or.jp/rotcom/index_49.htm ）

講 演 集 ： アブストラクト集と CD-ROM 講演集は参加登録者全員に１部ずつ配布します。

特 別 講 演 ： (1)  東日本大震災における航空機の活動状況について

山根峯治（宇宙航空研究開発機構）

(2)  日本におけるヘリコプタ研究について 
齊藤茂（宇宙航空研究開発機構）

(3)  航空機の性能劣化モニターとその回復施策及び消費燃料削減の取り組み
桂田健（日本航空）

(4)  航空安全再考～東日本大震災・福島原発事故から学ぶこと

鈴木真二（東京大学）

(5)  次世代運航システム（DREAMS）の研究開発計画について

張替正敏（宇宙航空研究開発機構）

パネル講 演 ： (1) 震災における航空宇宙科学技術の役割と課題

企 画 講 演 ： 11 企画 112 件

学 生 講 演 ： 24 件

一 般 講 演 ： 103 件

学生優秀講演賞： 学生講演セッションで発表された講演の中から選出します。
表彰は 10 月 27 日(木)の懇親会場にて行います。

懇 親 会 ： 日時 平成 23 年 10 月 27 日（木）18:00～20:00 
場所 金沢歌劇座 大集会室
会費 一般：5,000 円 ／ 学生：3,000 円 （会員・非会員共通）
   事前参加登録時又は当日会場受付にてお申し込み下さい。

ホームページ： 日本航空宇宙学会 http://www.jsass.or.jp/rotcom/index_49.htm 



会場案内

歌劇座 会議棟

（下記 A～Ｇ会場を使用）
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交通案内

◆小松空港利用

東京（羽田）⇔小松空港 約1時間

小松空港から会場まで、タクシーで約45分、

金沢駅行バス（市内経由）で香林坊下車まで約50分+徒歩約5分

◆JR金沢駅利用

東京⇔金沢 約4時間、大阪⇔金沢 約2時間40分、名古屋⇔金沢 2時間30分
JR金沢駅から会場まで、北陸鉄道バス 金沢駅東口から約20分

駅東口バスのりば10番より「東部車庫」「金沢東高校」「金沢学院大学」行乗車、

本多町にて下車（金沢歌劇座向い側停車）

※「城下まち金沢周遊バス」         11番停留所 本多町

 「金沢ふらっとバス 菊川ルート」 22番停留所 ふるさと偉人館 も利用可



OS1：災害時に貢献する航空機(3)

一般講演：先進パイロット支援システム研究開発(1) 一般講演：先進パイロット支援システム研究開発(2)

OS2：環境に配慮した将来型航空機技術(1 OS2：環境に配慮した将来型航空機技術(4)

司会：鈴木亙（川崎重工業）

一般講演：航空機設計(4)

司会：中家大樹（新明和工業）

OS4：最近の航空宇宙材料の研究(4)

OS10：航空機製造における最新生産技術とその課題(1OS10：航空機製造における最新生産技術とその課題(2)

OS11：無人機の科学観測への応用(3)

司会：炭田潤一郎（航空システム研究）

1D17 1D201D18

3E63E4

一般講演：飛行力学(7)

司会：菊池哲夫（新明和工業）

3E5

OS3：CARATS実現に向けた研究開発(3)

2D5

2E8

2F8

司会：中山周一（三菱重工業）

2F9

2G62G4 2G5

挨

拶

司会：二宮哲次郎（JAXA）

1B12 1B13 1B14

学生講演(4)

司会：西澤敏雄（JAXA）

D会場
第9会議室
(72)

1D191D12

2C13

司会：青木卓哉（JAXA）

2C14

司会：船曳孝三（日本航空）

1D16

2C10

1D7

司会：中北和之（JAXA）

1D15

1G1

一般講演：航空交通管理(2)

司会：藤田雅人（電子航法研究所）

1D13

1G4

一般講演：飛行力学(4)

第3日
10/28

A会場
大集会室南
(150)

B会場
大集会室北
(90)

E会場
第10会議室
(45)

F会場
大練習室
(90)

G会場
第3,4会議室
(72)

C会場
第6,7会議室
(72)

司会：佐藤彰（ヤマハ）

1A91A8

1C3 1C71C4 1C5 1C6

司会：伊藤健（JAXA）
特別講演①

東日本大震災における航空機の活
動状況について
山根峯治
（JAXA）

司会：又吉直樹
（JAXA）

A会場
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第2日
10/27

A会場
大集会室南
(150)

昼食

B会場
大集会室北
(90)

C会場
第6,7会議室
(72)

F会場
大練習室
(90)

G会場
第3,4会議室
(72)

2E3

特別講演②
日本におけるヘリコプタ研究につい

て
齊藤茂
（JAXA）

司会：中山周一
（三菱重工業）

A会場

受付

日
本
航
空
宇
宙
学
会
長
挨
拶

司会：東野伸一郎（九州大学）

1A1

1D3

1C1

1G2

1A3

1B3

1D4

学生講演(1)

10

1A2

司会：佐藤昌之（JAXA）

2B3

2A4

会場
9

第1日
10/26

A会場
大集会室南
(150)

E会場
第10会議室
(45)

一般講演：飛行力学(1)

懇親会
18：00
↓
20：00

A会場

司会：山縣伸行（日本航空技術協会）

2D8 2D9

2C162C15

OS8：ヘリコプタの先進技術(3)

2C17

OS5：グリーンアビエーション(2)

2E12

17

1A13

一般講演：D-SEND#1

司会：牧野好和（JAXA）

16

1A11 1A121A10

1E14

D会場
第9会議室
(72)

E会場
第10会議室
(45) 2E1

司会：齊藤真二（電子航法研究所）

学生講演(5)

2D2

司会：赤塚純一（JAXA）

2D1 2D4

司会：松島紀佐（富山大学）

1B2

司会：中沢哲（富士重工業）

2C3

1B1

2A2

一般講演：特殊航空機(1)

2B4

司会：石川和敏（JAXA）

2A3

B会場
大集会室北
(90)

G会場
第3,4会議室
(72)

D会場
第9会議室
(72)

C会場
第6,7会議室
(72)

F会場
大練習室
(90)

3A3 3A4

1E1

OS3：CARATS実現に向けた研究開発(2)

3A1

一般講演：機器・電子情報システム

2C2

1G3

一般講演：空気力学(1)

司会：浜本滋（JAXA）

1D8 1D9

司会：岡井敬一（JAXA）

3A2

1E2 1E3

一般講演：航空交通管理(1)

1D1 1D2

司会：又吉直樹（JAXA）

1D141D11

OS1：災害時に貢献する航空機(1)

1B4

1C2

司会：土屋武司（東京大学）

1B11

1C11

OS1：災害時に貢献する航空機(2)

一般講演：飛行力学(2)

1A4

1B7

OS2：環境に配慮した将来型航空機技術(2)

司会：山﨑武志（防衛大学校）

司会：梅沢翔（富士重工業）

1A61A5

1C101C8 1C9

1F12

昼食

1B5

1A7

1G5

1E5

1G6

1D6

1F3

司会：佐藤彰（ヤマハ）

司会：千葉一永（北海道工業大学）司会：今村太郎（東京大学）

1E4

1F1

1E12 1E131E11

一般講演：航空機設計(1)

1F2 1F9

1C131C12

一般講演：航空機設計(3)

1B6

学生講演(2)

1D5

1E6 1E10

一般講演：飛行力学(3)

司会：佐藤維大（富士重工業）

司会：石本真二（JAXA）

3C8

1E9

2E9

司会：二宮哲次郎（JAXA）

3B53B4

一般講演：航空機設計(5)

一般講演：空気力学(3)

1F8

3G9

一般講演：原動機・推
進

3F9 3F10

司会：牧田光正（JAXA）

3G10

1G14

一般講演：空気力学(4) 一般講演：航空機運航・整備

1G16

司会：郭東潤（JAXA）

1G13

懇親会準備

2A7

OS3：CARATS実現に向けた研究開発(1)

2A5

司会：福田豊（電子航法研究所）

2A6 2A8 2A9

司会：高見光（三菱重工業）

3A9

司会：又吉直樹（JAXA）

3A6 3A7 3A8

2F13

2C11

OS5：グリーンアビエーション(1)

2C82C7

2E11

2F10

司会：山本一臣（JAXA）

2C122C9

OS6：航空宇宙・機器システムの最近の動向(2)

2E10

2B1

OS4：最近の航空宇宙材料の研究(1)

司会：中村俊哉（JAXA） 司会：廣瀬康夫（金沢工業大学）

懇親会準備

OS4：最近の航空宇宙材料の研究(2)

2B2

司会：藤原健（JAXA）

司会：中沢哲（富士重工業）

1G101G7 1G8 1G11

1E8

司会：満尾和徳（JAXA）

一般講演：空気力学(2)

1E7

司会：村山光宏（JAXA）

学生講演(3)

1G12

1D10

2F142F11

一般講演：風洞試験

2D6

2F12

2E5

司会：関沢裕明（日本飛行機）

司会：鈴木亙（川崎重工業）

1B8 1B9 1B10

OS2：環境に配慮した将来型航空機技術(3)

司会：村上桂一（JAXA）

3C4

3D4

3F1 3F2 3F3 3F4

3C1 3C2 3C3

2A1

2F4

2C5

2F1 2F2

2E2

OS7：機体開発に必要な風洞試験技術(1)

2C4

2D3

一般講演：飛行力学(5)

2E4

2C6

3G3 3G4

3D3

一般講演：特殊航空機(2)

3D23D1

OS8：ヘリコプタの先進技術(1)

2C1

2F5

OS6：航空宇宙・機器システムの最近の動向(1)

司会：奥山貴之(日本航空電子工業)

2E7

OS7：機体開発に必要な風洞試験技術(2)

司会：真保雄一（三菱航空機）

2F6

2E6

2D7

一般講演：航空機設計(2)

司会：返町直輝(富士重工業)

1F4 1F71F61F5

OS4：最近の航空宇宙材料の研究(3)

1G15

1F10

2G10

3C11

パネル講演：震災における航空宇宙科学技術の役割と課題
司会：土屋武司（東京大学）

司会：新井隆景（大阪府立大学）

3C9 3C10

3B6

2G112G7

一般講演：航空機設計(6)

3F63F5 3F7

3B83B7

3C12

司会：菊池哲夫（新明和工業）

3C6

3E3

司会：山﨑武志（防衛大学校）

3B1 3B2

一般講演：飛行力学(6)

3G8

3F8

司会：稲田喜信（東海大学）

一般講演：特殊航空機(3)

3G63G5 3G7

3E23E1

3C73C5

司会：手塚亜聖（早稲田大学）

特別講演⑤
次世代運航システム（DREAMS）の

研究開発計画について
張替正敏
（JAXA）

司会：福田豊
（電子航法研究所）

A会場

OS11：無人機の科学観測への応用(1)

司会：塚本太郎（JAXA）

3B3

3D5 3D7

OS9：空気力学の新潮流(2)

3D6

3A5

OS11：無人機の科学観測への応用(2)

2F3

昼食

司会：石川和敏（JAXA）

特別講演④
航空安全再考 ～東日本大震災・福

島原発事故から学ぶこと
鈴木真二
（東京大学）

司会：安部明雄
（日本大学）

A会場

司会：瀬之口敦（電子航法研究所）

司会：石本真二（JAXA）

3G1 3G2

OS9：空気力学の新潮流(1)

司会：小林秀敏（大阪大学）

司会：糸賀紀晶（防衛大学校）

2G8 2G92G1 2G2 2G3

特別講演③
航空機の性能劣化モニターとその
回復施策及び消費燃料削減の取り

組み
桂田健

（日本航空）

司会：赤木賢一
（日本航空技術協会)

A会場

2F7

司会：小曳昇（JAXA）

OS8：ヘリコプタの先進技術(2)



第 1日目 10 月 26 日（水） 

時刻 A 会場（2階大集会室南側） 時刻 B会場（2階大集会室北側） 

9:30 

～9:40 
日本航空宇宙学会会長挨拶(A会場) 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

企画講演 OS1 災害時に貢献する航空機(1) 

【司会 東野伸一郎(九州大学)】 

1A1 災害時における無人機の運用 

○田辺誠治(フジ・インバック) 

1A2 海岸調査における飛行ロボットの活用事例 

○酒井和也，熊田貴之(アイコムネット)，松野宣

幸，土屋武司，柄沢研冶，鈴木真二(東京大学)，

鈴木太郎，橋詰匠(早稲田大学) 

1A3 実用的な災害監視小型無人機の開発につい

て 

○炭田潤一郎(航空システム研究)，鈴木真二(東京

大学)，満武勝嗣(ゼノクロス)，山下敏明(日本電

気)，東野伸一郎(九州大学)，西脇英彦(西脇技術

士事務所)，渡邉邦一(中央エンジニアリング) 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

一般講演 飛行力学(1) 

【司会 中沢哲(富士重工業)】 

1B1 鳥の翼を模擬した集合翼の性能分析 

○小坂祐貴，稲田喜信(東海大学) 

1B2 複数カメラを用いた同軸反転ロータ機の運

動計測 

○伊藤正貴，永田英之，原田正範(防衛大学校) 

1B3 飛行特性取得のための飛行データ自動抽出

方法 

○成岡優(JAXA) 

10:50 

～11:50

特別講演（A会場） 

SL1「東日本大震災における航空機の活動状況について」 

山根峯治(JAXA) 

【司会 又吉直樹(JAXA)】 

12:00 

～13:00
昼食 

13:00 

～13:20

13:20 

～13:40

13:40 

～14:00

14:00 

～14:20

14:30 

～14:50

14:50 

～15:10

企画講演 OS1 災害時に貢献する航空機(2) 

【司会 佐藤彰(ヤマハ発動機)】 

1A4 ダクテッドファン飛行ロボットの飛行実験 

○久保大輔(JAXA)，渋井峻，土屋武司，鈴木真二(東

京大学) 

1A5 災害監視のための小型無人飛行機システム技

術の研究開発について 

○石川和敏，牧緑，村山勉，佐々修一(JAXA) 

1A6 無人ヘリによる火山観測技術の紹介 

○鈴木弘人(ヤマハ発動機) 

1A7 回転翼型災害探査用無人機の飛行システムの

研究開発 

○富田茂(キャリオ技研)，北川一敬(愛知工業大

学) 

休憩 

企画講演 OS1 災害時に貢献する航空機(3) 

【司会 佐藤彰(ヤマハ発動機)】 

1A8 大規模災害を想定した有人機・無人機連携シ

ステムの実証実験 

○奥野善則，小林啓二(JAXA)，佐藤彰(ヤマハ発動

機) 

1A9 燃料電池飛行船の成立性研究 

前川昭二，○小林悟(静岡理工科大学) 

休憩 

 (次頁に続く) 

13:00 

～13:20

13:20 

～13:40

13:40 

～14:00

14:00 

～14:20

14:30 

～14:50

14:50 

～15:10

一般講演 飛行力学(2) 

【司会 梅沢翔(富士重工業)】 

1B4 車体を翼型形状にした空飛ぶ自動車の研究 

○大崎新，片柳亮二(金沢工業大学) 

1B5 狭い空間をバンクして通過する無人飛行機

の研究 

○戸田拓海，片柳亮二(金沢工業大学) 

1B6 災害監視小型固定翼無人機の全自動化に向

けた取り組み 

○牧緑(JAXA)，竹田繁一(航空宇宙技術振興財団)，

石川和敏(JAXA) 

1B7 TCR UAV の耐故障飛行制御  

○原田正範(防衛大学校) 

休憩 

一般講演 先進パイロット支援システム研究開発

(1) 【司会 土屋武司(東京大学)】 

1B8 先進パイロット支援システム研究開発１～

プログラム概要 

○柳田晃(SJAC)，森田博和, 金井隆幸(経済産業

省)，鈴木真二(東京大学) 

1B9 先進パイロット支援システム研究開発２～

耐故障飛行制御システム―空力特性計測（第２報）

○小林直貴，小川春陽，神園仁志，李家賢一(東京

大学)，浅川正行(富士重工業) 

(次頁に続く) 



第 1日目 10 月 26 日（水）(つづき) 

時刻 A 会場（2階大集会室南側） 時刻 B会場（2階大集会室北側） 

16:00 

～16:20

16:20 

～16:40

16:40 

～17:00

17:00 

～17:20

一般講演 D-SEND#1 

【司会 牧野好和(JAXA)】 

1A10 D-SEND#1 落下試験結果概要 

○本田雅久，冨田博史，高戸谷健，進藤重美(JAXA)

1A11 D-SEND#1試験におけるソニックブーム計測

システムの構築と運用 

○川上浩樹，中右介，原田賢哉，渡辺安，永吉力，

進藤重美(JAXA) 

1A12 D-SEND#1における成層圏気球を用いた落下

実験システム 

○原田賢哉，本田雅久(JAXA) 

1A13 D-SEND#1試験におけるソニックブーム計測

結果 

○中右介，牧野好和(JAXA) 

15:10 

～15:30

15:30 

～15:50

16:00 

～16:20

16:20 

～16:40

16:40 

～17:00

1B10 先進パイロット支援システム研究開発３～

耐故障飛行制御システム―機体システム製作 

○吉田圭佑，小杉幸寛，横関智弘，青木隆平(東京

大学)，成岡優(JAXA)，日野琢磨，辻本翼，坂口爆，

森本明，土屋武司，鈴木真二(東京大学)，高橋則

之(富士重工業) 

1B11 先進パイロット支援システム研究開発４～

耐故障飛行制御システム―制御システム、飛行試

験 

○佐藤維大，板橋直亮(富士重工業)，宮路浩一，

高木一寿，橋本良，土屋武司，鈴木真二(東京大学)

休憩 

一般講演 先進パイロット支援システム研究開発

(2) 【司会 二宮哲次郎(JAXA)】 

1B12 先進パイロット支援システム研究開発５～

知的操縦支援システム 

○梅沢翔，笹本貴宏，石川忠，河野充，林口寛之，

西孝裕樹，山根章弘(富士重工業) 

1B13 先進パイロット支援システム研究開発６～

突風軽減制御システム 

○佐藤昌之，増位和也(JAXA) 

1B14 先進パイロット支援システム研究開発７～

突風回避制御システム 

○土屋武司，吉田匡志，沢島史弥(東京大学)，増

位和也(JAXA) 

第 1日目 10 月 26 日（水） 

時刻 C 会場（2階第 6・7会議室） 時刻 D会場（1階第 9会議室） 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

企画講演 OS2 環境に配慮した将来型航空機技術

(1) 【司会 伊藤健(JAXA)】 

1C1 JAXA における航空環境技術への取り組み 

○大貫武，村上哲，有山公彦(JAXA) 

1C2 将来型グリーン航空機のコンセプト検討

-JAXA Innovative Concept 2035  

○平野義鎭，岡井敬一，伊藤健，小林宙，吉村彰

記，横川譲，賀澤順一，保江かな子，原田賢哉，

中島徳顕，西沢啓(JAXA) 

1C3 航空機低騒音化の技術動向と最近の JAXA の

技術研究 

○山本一臣，石井達哉，横川譲，賀澤順一(JAXA)

9:40 

～9:55 

9:55 

～10:10

10:10 

～10:25

10:25 

～10:40

学生講演(1) 【司会 松島紀佐(富山大学)】 

1D1 気象予測データを融合した後方乱気流解析

への Two-way Nesting 手法の適用 

○中名生大樹(東北大学) 

1D2 CFDを用いたダウンバーストを飛行する航空

機のシミュレーション 

○伊藤拓哉(名古屋大学) 

1D3 直交・非構造格子重ね合わせによる 3次元流

体ソルバーの構築 

○橋場道太郎(東北大学) 

1D4 晴天乱気流予測に向けたメソ数値シミュレ

ーションに対するデータマイニング 

○森本敬太(東北大学) 

10:50 

～11:50
特別講演(A 会場) 

12:00 

～13:00
昼食 

（次頁に続く） （次頁に続く） 



第 1日目 10 月 26 日（水）(つづき) 

時刻 C 会場（2階第 6・7会議室） 時刻 D会場（1階第 9会議室） 

13:00 

～13:20

13:20 

～13:40

13:40 

～14:00

14:00 

～14:20

14:30 

～14:50

14:50 

～15:10

15:10 

～15:30

15:30 

～15:50

16:00 

～16:20

16:20 

～16:40

企画講演 OS2 環境に配慮した将来型航空機技術

(2) 【司会 岡井敬一(JAXA)】 

1C4 将来の環境適合型エンジンへの技術開発  

○渡辺紀徳(東京大学) 

1C5 航空用代替燃料の将来展望 

○岡井敬一，本郷素行，藤原仁志，小林弘明，田

口秀之(JAXA) 

1C6 航空機用電動推進系の動向と課題 

○小林宙，西沢啓，岡井敬一(JAXA) 

1C7 将来型航空機用燃料電池の研究開発動向に

ついて 

○岡屋俊一(IHI エアロスペース) 

休憩 

企画講演 OS2 環境に配慮した将来型航空機技術

(3) 【司会 鈴木亙(川崎重工業)】 

1C8 環境に配慮した運航技術 

○福田豊(電子航法研究所) 

1C9 航空機の環境配慮技術に関する運航面での

一考察 

○中島徳顕(JAXA) 

1C10 モーフィングを活用した HLD の設計 

○木村敏之，園田精一(川崎重工業)，澤田昌宏，

前田真宏，蜜谷真一郎(日本飛行機) 

1C11 複合材コルゲート構造のモーフィング翼へ

の適用に関する研究 

○横関智弘，畑中裕理，杉浦綾(東京大学)，平野

義鎮(JAXA) 

休憩 

企画講演 OS2 環境に配慮した将来型航空機技術

(4) 【司会 鈴木亙(川崎重工業)】 

1C12 Kriging 法による翼胴融合型旅客機の空力

形状最適設計  

○埴田亮，奈良拓矢(首都大学東京)，柴田真，野

村聡幸，村山光宏，山本一臣(JAXA)，金崎雅博(首

都大学東京) 

1C13 環境性向上を目指した新胴体形態機の概念

設計について 

○小林直貴，李家賢一(東京大学) 

13:00 

～13:15

13:15 

～13:30

13:30 

～13:45

13:45 

～14:50

14:00 

～14:15

14:30 

～14:45

14:45 

～15:00

15:00 

～15:15

15:15 

～15:30

15:30 

～15:45

16:00 

～16:15

16:15 

～16:30

16:30 

～16:45

16:45 

～17:00

学生講演(2) 【司会 佐藤維大(富士重工業)】 

1D5 ニューラルネットワークを用いたパイロッ

トの横風時着陸操縦に関する研究 

○藤田勝(東京大学) 

1D6 適応制御を用いた航空機の耐故障制御の研

究 

○高木一寿(東京大学) 

1D7 横風に対する羽ばたき機の応答について 

○早川真央(大阪府立大学) 

1D8 エンジン停止時における小型無人飛行機の

自動着陸に関する研究 

○松野喜幸(東京大学) 

1D9 代替空港への複数航空機分配問題に関する

最適化 

○姚自超(東京大学) 

休憩 

学生講演(3) 【司会 山﨑武志(防衛大学校)】 

1D10 鳥の翼を模擬した集合翼の風切り羽におけ

る隙間の効果について 

○栗原甚太郎(東海大学) 

1D11 航空機内における空気と水の統合循環シス

テム 

○千田秀典(東京大学) 

1D12 民間旅客機の離着陸距離の短縮 

○磯田温夫(金沢工業大学) 

1D13 超小型地雷探知用航空機の概念設計 

○宇高雄太(金沢工業大学) 

1D14 検査用無人回転翼機の設計開発 

○町田充(横浜国立大学) 

休憩 

学生講演(4) 【司会 西澤敏雄(JAXA)】 

1D15 超音速インテーク/ダイバータ周りの流れ

場に関する研究 

○三木肇(東京農工大学) 

1D16 RQL 燃焼方式を用いた NOx 低減に関する研

究 

○中村秀斗(金沢工業大学) 

1D17 ジェットエンジンタービン冷却におけるリ

ブ形状の効果の研究（２） 

○新妻研吾(金沢工業大学) 

1D18 ジェットエンジンの騒音低減に関する研究

○阿部光(金沢工業大学) 

（次頁に続く） 



第 1日目 10 月 26 日（水）(つづき) 

時刻 C 会場（2階第 6・7会議室） 時刻 D会場（1階第 9会議室） 

17:00 

～17:15

17:15 

～17:30

1D19 宇宙往還機に用いるダクテッドロケットの

研究 －インジェクタが燃焼効率に与える効果－

○大杉英生(日本大学) 

1D20 BOS 法による複葉翼から発生する圧力波の

可視化 

○米山拓也 (東北大学) 

第 1日目 10 月 26 日（水） 

時刻 E 会場（1階第 10 会議室） 時刻 F会場（3階大練習室） 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

一般講演 航空交通管理(1) 

【司会 又吉直樹(JAXA)】 

1E1 フリーフライトによる便益に関する一考察 

○宮沢与和，ナヴィンダ キトマル ビクラマシ

ンハ (九州大学) 

1E2 戦術的スケジュール調整に関する確率モデ

ル 

○藤田雅人(電子航法研究所) 

1E3 航空機の軌道生成についての一考察 

○白川昌之，福田豊，瀬之口敦，Mark Brown(電子

航法研究所) 

10:50 

～11:50
特別講演(A 会場) 

12:00 

～13:00
昼食 

13:00～

13:20

13:20～

13:40

13:40～

14:00

14:30～

14:50

14:50～

15:10

一般講演 航空交通管理(2) 

【司会 藤田雅人(電子航法研究所)】 

1E4 後方乱気流遭遇リスクの確率的評価手法 

○杉浦正彦，又吉直樹(JAXA) 

1E5 航空機ジェットブラストに対する接地境界

層の影響に関する数値解析 

○石向桂一，橋本敦，松尾裕一，渡辺重哉(JAXA)

1E6 到着交通流の時間管理に関する一考察 

○瀬之口敦，福田豊，Mark Brown，白川昌之(電子

航法研究所) 

休憩 

一般講演 飛行力学(3) 

【司会 中沢哲(富士重工業)】 

1E7 ロールモードとダッチロールモードの組合

せが飛行性へ与える影響の研究 

○山本耕司，稲田喜信(東海大学)，佐藤昌之(JAXA)

1E8 ロール軸及びヨー軸周りに加工した視覚情

報による飛行性への影響 

○近藤希恵，稲田喜信(東海大学) 

（次頁に続く） 

13:00～

13:20

13:20～

13:40

13:40～

14:00

14:30～

14:50

14:50～

15:10

一般講演 航空機設計(1) 

【司会 今村太郎(東京大学)】 

1F1 航空イノベーションのための集合知支援ツ

ールと人材育成 

○中村裕子，鈴木真二(東京大学) 

1F2 ジェットエンジン駆動模型飛行機を用いた

大学院教育の紹介 

○藤秀実，岡本正人，廣瀬康夫(金沢工業大学) 

1F3 研究教育利用を目指した超軽量動力飛行機

の組み立てと飛行 

○草谷大郎，稲澤歩，淺井雅人(首都大学東京) 

休憩 

一般講演 航空機設計(2) 

【司会 返町直輝(富士重工業)】 

1F4 コックピット設計評価手法の開発 

○飯島朋子，舩引浩平，津田宏果，須藤桂司，野

田文夫(JAXA)，本田健一郎(三菱航空機) 

1F5 CFD 解析による消防飛行艇の放水シミュレ

ーション（その２） 

○田川眞司，中家大樹(新明和工業)，松尾裕一，

伊藤健(JAXA)，根岸英一(日本航空機開発協会) 

（次頁に続く） 



第 1日目 10 月 26 日（水）(つづき) 

時刻 E 会場（1階第 10 会議室） 時刻 F会場（3階大練習室） 

15:10～

15:30

15:30～

15:50

16:00 

～16:20

16:20 

～16:40

16:40 

～17:00

17:00 

～17:20

1E9 横風に強い飛行機の開発に向けて ─上反

角効果と方向安定のない機体(NDD 機)の飛行特性

について 

○片柳亮二(金沢工業大学) 

1E10 上反角効果と方向安定のない機体(NDD 機)の

シミュレータ実験と飛行実験 

○原英矩，片柳亮二(金沢工業大学) 

休憩 

一般講演 飛行力学(4) 

【司会 炭田潤一郎(航空システム研究)】 

1E11 フィードバック制御を用いた飛翔体の群形

状制御について 

○高橋良輔，稲田喜信(東海大学) 

1E12 推力偏向による小型無人機のホバリングに

関する研究（その２） 

○畑邊昌也，片柳亮二(金沢工業大学) 

1E13 異常姿勢から水平飛行への自動回復機能の

検討 

○大崎裕貴，片柳亮二(金沢工業大学) 

1E14 航空機の情報量獲得制御の最適性に関する

研究 

○池田大祐，上野誠也，樋口丈浩(横浜国立大学)

15:10～

15:30

15:30～

15:50

16:00 

～16:20

16:20 

～16:40

16:40 

～17:00

17:10 

～17:30

1F6 消防飛行艇のフライト・シミュレーション試

験 

山田翼，有本雅俊，○郷田雄志(新明和工業)，村

岡浩治，若色薫，舩引浩平，伊藤健(JAXA)，根岸

英一(日本航空機開発協会) 

1F7 HMD を用いた消火支援技術の評価 

舩引浩平，○村岡浩治，津田宏果(JAXA)，山田翼，

有本雅俊(新明和工業) 

休憩 

一般講演 航空機設計(3) 

【司会 千葉一永(北海道工業大学)】 

1F8 航空機概念設計における民間航空機用重量

推算法に関して 

津島博紀，○李家賢一(東京大学) 

1F9 小型ジェット機の概念設計における図式解

法と多目的最適設計手法との比較 

○新覚茜，李家賢一(東京大学) 

1F10 小型飛行機設計のためのインタラクティブ

なフライトシミュレータの開発 

○高橋俊(東京農工大学)，北原壮，中西泰人(慶應

義塾大学)，新井紀夫(東京農工大学) 

休憩 

一般講演 航空機設計(4) 

【司会 中家大樹(新明和工業)】 

1F12 機体形状の違いによる離着陸時のエンジン

騒音遮蔽効果に関する検討 

渡辺匠(東京大学)，野村聡幸(JAXA)，○李家賢一

(東京大学) 



第 1日目 10 月 26 日（水）  

時刻 G 会場（3階第 3・4会議室） 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

一般講演 空気力学(1) 

【司会 中北和之(JAXA)】 

1G1 パネル法による空力性能解析ツールの開発 

○武石栄樹，雷忠(諏訪東京理科大学) 

1G2 超小型無人機における翼の空力特性 

○森下竜太，木村健太郎，谷口亮太，赤坂剛史，

岡本正人(金沢工業大学) 

1G3 クランクトアロー翼を有する機体の低速飛

行性推算について 第 2報 Cm非線形特性のモデ

ル化 

小川春陽，○李家賢一(東京大学) 

10:50 

～11:50
特別講演（A会場）  

12:00 

～13:00
昼食  

13:00 

～13:20

13:20 

～13:40

13:40 

～14:00

14:00 

～14:20

14:30 

～14:50

14:50 

～15:10

15:10 

～15:30

一般講演 空気力学(2) 

【司会 村山光宏(JAXA)】 

1G4 PSPを用いた実機フライト圧力計測技術の開

発 

○中北和之，小池俊輔，栗田充，増位和也(JAXA)

1G5 複合 PSP 計測技術の研究開発 

○満尾和徳，栗田充，中北和之(JAXA), 和田雄二, 

望月大(東京工業大学) 

1G6 PIVを用いたダクテッドファン飛行ロボット

周囲の流れ場計測 

○渋井峻，土屋武司，鈴木真二(東京大学)，久保

大輔(JAXA) 

1G7 翼後流 PIV 計測高度化のための CFD 

○松島紀佐，喜多良樹，加藤宏太(富山大学)，加

藤裕之，小池俊輔，渡辺重哉(JAXA) 

休憩 

一般講演 空気力学(3) 

【司会 満尾和徳(JAXA)】 

1G8 二次元翼流れ場における風洞のブロッケージ

効果の CFD 解析 

○南部太介，佐藤哲也(早稲田大学)，橋本敦，村

上桂一(JAXA) 

1G10 低レイノルズ数流れにおける矩形翼の空力

実験 

○溝口誠，山口裕(防衛大学校) 

1G11 航空機二輪型主脚周りの流れ場の数値解析

○村山光宏，横川譲(JAXA)，平井亨(菱友システム

ズ)，山本一臣(JAXA) 

休憩 

（次頁につづく） 



第 1日目 10 月 26 日（水）(つづき)  

時刻 G 会場（3階第 3・4会議室）  

16:00 

～16:20

16:20 

～16:40

16:50 

～17:10

17:10 

～17:30

17:30 

～17:50

一般講演 空気力学(4) 

【司会 郭東潤(JAXA)】 

1G12 音源探査解析技術を用いた高揚力装置空力

騒音の研究  

○浦弘樹，横川譲，伊藤健，山本一臣(JAXA) 

1G13 パラシュートの流体運動連成解析 

○渋沢遼，新井紀夫，高橋俊(東京農工大学) 

休憩 

一般講演 航空機運航・整備 

【司会 船曳孝三(日本航空)】 

1G14 フライトシミュレータを用いた着氷時にお

ける単発レシプロ機の挙動について 

○田中祐介，李家賢一(東京大学) 

1G15 飛行試験を目指した化学コーティングによ

る航空機着氷防止技術の取組み 

○飯島由美，守田克彰，坂上博隆(JAXA) 

1G16 搭載型ドップラーライダーのジェット機に

よる飛行実験(その 2) 

○稲垣敏治，淺原隆，井之口浜木(JAXA) 



第 2日目 10 月 27 日（木） 

時刻 A 会場（2階大集会室南側） 時刻 B 会場（2階大集会室北側） 

9:20 

～9:40 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

一般講演 特殊航空機(1) 

【司会 石川和敏(JAXA)】 

2A1 Quadrotor型小型無人機の位置と姿勢の制御

○土井克則，中村佳朗(名古屋大学) 

2A2 電動化航空機におけるエネルギマネジメン

トと姿勢制御方式に関する研究 

○箱島秀昭，小林宙(JAXA) 

2A3 研究用小型無人機のための汎用飛行制御装

置の開発と飛行実験 

○久保大輔(JAXA)，守山尚昭(テクレンジ)，村岡

浩治，塚本太郎(JAXA) 

2A4 ３次元観測用無人ヘリコプタの自動操縦シ

ステムの開発  

○森川泰，富田文明(産業技術総合研究所) 

9:20 

～9:40 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

一般講演 飛行力学(5) 

【司会 佐藤昌之(JAXA)】 

2B1  動的計画法による飛行経路最適化と

D-SEND#2 への応用 

○宮沢与和，原田明憲(九州大学)，川口純一郎，

二宮哲次郎，鈴木広一，冨田博史(JAXA) 

2B2 目標地点への最短時間経路探索の一考察 

○林利樹，片柳亮二(金沢工業大学) 

2B3 突風回避を目的とした実時間最適飛行経路

生成 

○吉田匡志, 土屋武司(東京大学) 

2B4 航空機の編隊形成ならびに経路生成に関す

る研究 

○日野琢磨，土屋武司(東京大学) 

10:50 

～11:50

特別講演（A会場） 

SL2「日本におけるヘリコプタ研究について」 

齊藤茂(JAXA) 

【司会 中山周一(三菱重工業)】 

12:00 

～13:00
昼食 

13:00 

～14:00

特別講演（A会場） 

SL3「航空機の性能劣化モニターとその回復施策及び消費燃料削減の取り組み」 

桂田健(日本航空) 

【司会 赤木賢一(日本航空技術協会)】 

14:10 

～14:35

14:35 

～15:00

15:00 

～15:25

15:25 

～15:50

15:50 

～16:15

企画講演 OS3 CARATS 実現に向けた研究開発(1) 

【司会 福田豊(電子航法研究所)】 

2A5 CARATS ロードマップ 

○小杉正一(国土交通省航空局) 

2A6 CARATS 産学官に求められる役割 

○小杉正一(国土交通省航空局) 

2A7 CARATS 代表的な施策例 

○小杉正一(国土交通省航空局) 

2A8 電子航法研究所の研究長期ビジョン見直し 

○山本憲夫(電子航法研究所) 

2A9 国際学会にみる航空交通管理（ＡＴＭ）研究

の動向 

○長岡栄(電子航法研究所／東京海洋大学) 

18:00 

～20:00
懇親会(A 会場) 



第 2日目 10 月 27 日（木） 

時刻 C 会場（2階第 6・7会議室） 時刻 D会場（1階第 9会議室） 

9:10 

～9:25 

9:25 

～9:40 

9:40 

～9:55 

9:55 

～10:10

10:10 

～10:25

10:25 

～10:40

企画講演 OS4 最近の航空宇宙材料の研究(1) 

【司会 中村俊哉(JAXA)】 

2C1 宇宙機用材料における研究課題 

○木本雄吾(JAXA) 

2C2 将来の再突入カプセル用軽量アブレータの

研究 

○平井研一(IHI エアロスペース) 

2C3 再突入カプセル用軽量アブレータの試作と

アーク加熱風洞による表面損耗評価 

○小笠原俊夫，石田雄一，青木卓哉，鈴木俊之，

藤田和央，山田哲哉(JAXA) 

2C4 ゼロリセッション軽量アブレータの試作と

アーク加熱風洞による評価 

○青木卓哉，小笠原俊夫，石田雄一，水野雅仁，

鈴木俊之，藤田和央，長井遵正，石田清道，藤井

啓介，山田哲哉(JAXA) 

2C5 フェノール複合材料のアブレーション評価

と試験法の開発 

○高戸谷健，熊澤寿(JAXA) 

2C6 経済的成立性を踏まえた再使用輸送系向け

構造材料の検討 

○森本哲也(JAXA) 

9:40 

～9:55 

9:55 

～10:10

10:10 

～10:25

10:25 

～10:40

学生講演(5) 【司会 赤塚純一(JAXA)】 

2D1 火星飛行機のプロペラの設計 

○林田高志(大阪府立大学) 

2D2 低速領域におけるジェット排気の影響も含

めた静粛超音速研究機の空力特性の数値解析 

○服部潤(東北大学) 

2D3 大気温度の不確定性を考慮したソニックブ

ーム解析手法の開発 

○小野大地(東北大学) 

2D4 超音速飛行する模型表面と衝撃波の同時可

視化手法の確立 

○鵜飼孝博(東北大学) 

10:50 

～11:50
特別講演（A会場） 

12:00 

～13:00
昼食 

13:00 

～14:00
特別講演（A会場） 

14:10 

～14:25

14:25 

～14:40

14:40 

～14:55

14:55 

～15:10

企画講演 OS4 最近の航空宇宙材料の研究(2) 

【司会 廣瀬康夫(金沢工業大学)】 

2C7 広範な試験温度で衝撃圧縮変形するβ型チ

タン合金の強度と温度変化 

○小林秀敏(大阪大学)，岡田不二(TOTO)，小川欽

也(スペース・ダイナミックス研究所)，堀川敬太

郎(大阪大学)，渡辺圭子(立命館大学) 

2C8 高速衝突を受ける CFRP 積層板の損傷シミュ

レーション 

○吉村彰記(JAXA)，岡部朋永(東北大学)，小笠原

俊夫(JAXA) 

2C9 SiC繊維／チタン基複合材の異物衝突損傷に

関する数値解析的評価 

○吉田圭佑，横関智弘(東京大学)，藤原昂太，佐

藤豊弘(住友精密) 

2C10 衝撃荷重下における CFRP 接着継手のモー

ド Iき裂進展挙動 

○日下貴之，野村泰稔，山上俊，稲本悟(立命館大

学)，片岡篤史(東レ) 

（次頁に続く） 

14:10 

～14:15

14:15 

～14:55

14:55 

～15:35

15:35 

～16:15

企画講演 OS5 グリーンアビエーション(1) 

【司会 関沢裕明(日本飛行機)】 

趣旨挨拶 今井孝雄(日本航空技術協会) 

2D5 吸塵冷却加工 

○大出久幸，松尾晋哉，中畑達雄，小島裕登，斎

藤学(富士重工業) 

2D6 中日本航空専門学校の航空人材育成教育  

○川畑建郎(中日本航空専門学校) 

2D7 航空機機体騒音の低減技術 

○葉山賢司(川崎重工業) 

休憩 

（次頁に続く） 



第 2日目 10 月 27 日（木）（つづき） 

時刻 C 会場（2階第 6・7会議室） 時刻 D会場（1階第 9会議室） 

15:10 

～15:25

15:25 

～15:40

16:00 

～16:15

16:15 

～16:30

16:30 

～16:45

16:45 

～17:00

17:00 

～17:15

2C11  放電プラズマ焼結法による TiC 強化

Ti-6Al-4V のミクロ組織と力学的特性 

○出井裕(日本大学) 

2C12 鳥衝突試験における擬似鳥軟体材料の検討

○飯泉隆史，小峰孝(法政大学)，北川潤一，内山

武彦(IHI)，新井和吉(法政大学) 

休憩 

企画講演 OS4 最近の航空宇宙材料の研究(3) 

【司会 青木卓哉(JAXA)】 

2C13 一方向 CFRP の繊維方向および繊維直角方

向の疲労強度の評価 

○中田政之，牧野紘大，宮野靖(金沢工業大学)，

加藤久弥(JAXA) 

2C14 MMF/ATMによる擬似等方CFRP積層板の有孔

圧縮強度の予測 

○宮野靖，牧野紘大，中田政之(金沢工業大学)，

加藤久弥(JAXA) 

2C15 ハイブリッド成形ＣＦＲＰの圧縮・ＣＡI

特性評価 

○柏木俊祐，藤川政宏(法政大学)，青木雄一郎，

岩堀豊(JAXA)，新井和吉(法政大学) 

2C16 多孔質型を用いた CFRP 成形に関する研究 

○横関智弘，小林やよい，杉浦綾(東京大学)，平

田拓也，吉田大志郎(北斗)，清海成明(TTS)，石橋

勝(GSI クレオス)，青木隆平(東京大学) 

2C17 柔軟複合材料の展開構造物への適用 

○吉田啓史郎(金沢工業大学)，大坪秀貴(川重テク

ノロジー)，小川純(ミネベア)，渡邊秋人(サカセ・

アドテック) 

16:20 

～17:00

17:00 

～17:40

企画講演 OS5 グリーンアビエーション(2) 

【司会 山縣伸行(日本航空技術協会)】 

2D8 MRJモックアップ検証による胴体艤装の作業

性向上について 

○西出憲司(三菱重工業) 

2D9 航空機エンジンにおける滑油分光分析の適

用例 

○曽田理恵(全日本空輸) 

18:00 

～20:00 懇親会(A 会場) 



第 2日目 10 月 27 日（木） 

時刻 E 会場（1階第 10 会議室） 時刻 F会場（3階大練習室） 

9:20 

～9:40 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

一般講演 機器・電子情報システム 

【司会 齊藤真二(電子航法研究所)】 

2E1 動的歪み補正を有するビジュアル・システム

を使用した回転翼機型飛行シミュレータの開発 

○若色薫(JAXA)，萩原敏正(三菱プレシジョン／前

JAXA)，和田博之，星合秀樹(三菱プレシジョン) 

2E2 光空間通信における機上搭載追尾制御系の

協調制御アルゴリズム 

○清水大晃，山下敏明(日本電気) 

2E3 複合材料の電気的特性 -炭素繊維強化プラ

スチック積層板の電磁界遮蔽特性- 

○二ッ森俊一，河村暁子，米本成人(電子航法研究

所) 

2E4 気象情報配信システムの開発  

○飯島朋子，又吉直樹，奥野善則(JAXA)，西孝裕

樹，和田治(富士重工業) 

9:20 

～9:40 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

企画講演OS7 機体開発に必要な風洞試験技術(1)

【司会 浜本滋(JAXA)】 

2F1 MRJ の開発風洞試験例 

○真保雄一，杉浦貴明，畑中圭太(三菱航空機)，

竹中啓三(三菱重工業) 

2F2 低ソニックブーム設計概念実証（D-SEND）プ

ロジェクトにおける風洞試験 

○牧野好和，野口正芳，郭東潤(JAXA)，大平啓介，

牧本卓也(菱友システムズ) 

2F3 JAXA 静粛超音速機のエンジン排気空力干渉

風洞試験 

○郭東潤，廣谷智成，野口正芳，伊藤健(JAXA)，

雷忠(諏訪東京理科大) 

2F4 高揚力形態半裁風洞試験における壁面境界

層排除スペーサの影響 

○山本一臣，横川譲，村山光宏(JAXA) 

10:50 

～11:50
特別講演（A会場） 

12:00 

～13:00
昼食 

13:00 

～14:00
特別講演（A会場） 

14:10 

～14:35

14:35 

～15:00

15:00 

～15:25

15:25 

～15:50

16:00 

～16:25

企画講演 OS6 航空宇宙・機器システムの最近の

動向(1) 【司会 奥山貴之(日本航空電子工業)】

2E5 回転翼機シミュレータの基本技術と異常状

態模擬の紹介 

○栗原佳一，清水昭彦(三菱プレシジョン) 

2E6 カメラ防振装置の開発とその成果について 

○太田泰弘，石井俊介，芳仲章，中谷聡(日本航空

電子工業) 

2E7 航空機搭載型ドップラーライダーの飛行実

証と今後の展開 

○井之口浜木，淺原隆，稲垣敏治(JAXA) 

2E8 航空機搭載型ドップラーライダーにおける

乱気流検知性能改善のための有色雑音低減法 

○淺原隆，稲垣敏治，井之口浜木(JAXA) 

休憩 

企画講演 OS6 航空宇宙・機器システムの最近の

動向(2) 【司会 藤原健(JAXA)】 

2E9 地上型衛星航法補強システム(GBAS)のシス

テム設計 

○小野剛(日本電気)，福島荘之介，齊藤真二，吉

原貴之，斎藤享，藤田征吾(電子航法研究所)，野

崎豊，岩崎隆一郎，鈴木和史(日本電気) 

（次頁に続く） 

14:10 

～14:30

14:30 

～14:50

14:50 

～15:10

15:10 

～15:30

15:40 

～16:00

企画講演OS7 機体開発に必要な風洞試験技術(2)

【司会 真保雄一(三菱航空機)】 

2F5 JAXA 風洞群における風洞試験技術について

○浜本滋(JAXA) 

2F6 フラッタ試験技術の動向について 

○齊藤健一，吉本周生，有薗仁，中道二郎，玉山

雅人(JAXA) 

2F7 スラストリバーサ開発における風洞試験で

の取り組み 

○森崎雄貴，長谷卓，竹中啓三(三菱重工業)，杉

浦貴明(三菱航空機)，村山光宏(JAXA) 

2F8 着氷風洞試験の手法と課題 

○木村茂雄(神奈川工科大学)，坂部敦彦(富士重工

業)，坂上博隆(JAXA) 

休憩 

一般講演 風洞試験 

【司会 山本一臣（JAXA）】 

2F9 JAXA 2m×2m 遷音速風洞(JTWT)における精度

向上の取り組み 

○須谷記和，香西政孝，上野真，古賀星吾，浜本

滋，橋本敦，村山光宏，山本一臣(JAXA) 

（次頁に続く） 



第 2日目 10 月 27 日（木）（つづき） 

時刻 E 会場（1階第 10 会議室） 時刻 F会場（3階大練習室） 

16:25 

～16:50

16:50 

～17:15

17:15 

～17:40

2E10 関西国際空港における B787 を用いた GBAS

プロトタイプの飛行実験 

○伊藤正宏，福島荘之介，山康博，齊藤真二，藤

田征吾(電子航法研究所)，樋上一誠，森岡日出男，

長井丈宣，袴田健一(全日本空輸) 

2E11 航空交通管理評価用UAV -飛行特性評価実

験- 

○河村暁子，二ッ森俊一，米本成人，山康博，磯

崎栄寿(電子航法研究所) 

2E12 航空用移動通信システムの動向  

○住谷泰人(電子航法研究所) 

16:00 

～16:20

16:20 

～16:40

16:40 

～17:00

17:00 

～17:20

17:20 

～17:40

2F10 JAXA 複合荷重式自動天秤較正装置の開発 

○川村健生，長屋秀昭，橋岡崇裕，森孝雄，高平

憲一，濱田義洋(川崎重工業)，香西政孝，赤塚純

一，長井遵正，山崎喬，古賀星吾，上野真，須谷

記和，浜本滋(JAXA) 

2F11 低熱膨張材を用いた高速風洞用内挿式六分

力天秤の試作 

○香西政孝，古賀星吾，長井遵正，須谷記和(JAXA)

2F12 超音速風洞の不始動予測 

○赤塚純一(JAXA)，西島寛典(IHI エアロスペー

ス・エンジニアリング)，渡辺光則，永井伸治(JAXA)

2F13 JAXA 遷・超音速風洞におけるラフネス付加

抵抗の補正法について 

○飯島秀俊，野口正芳，永井伸治(JAXA)，西島寛

典，木村毅(IHI エアロスペース・エンジニアリン

グ) 

2F14 JAXA 1m×1m 超音速風洞の始動・停止荷重

の特性 

○渡辺光則，飯島秀俊，満尾和徳，永井伸治(JAXA)，

西島寛典(IHIエアロスペ－ス・エンジニアリング)

18:00 

～20:00
懇親会(A 会場) 

第 2日目 10 月 27 日（木）  

時刻 G 会場（3階第 3・4会議室） 

9:20 

～9:45 

9:45 

～10:10

10:10 

～10:35

企画講演 OS8 ヘリコプタの先進技術(1) 

【司会 小曳昇(JAXA)】 

2G1 振動によるヘリコプタトランスミッション

の状態監視技術に関する研究 

○松浦大輔(三菱重工業)，滝晨彦(岡山理科大学)，

小出隆夫(鳥取大学) 

2G2 ヘリコプタに対するパーシャル・オーソリテ

ィ・フライト・コントロール・システムの適用 －

ホバリングにおける操縦性の改善について 

○樋口陽介, 松田剛(三菱重工業) 

2G3 ヘリコプタ・ロータのワール安定性について

○中山周一(三菱重工業／名古屋大学)，山田克彦

(名古屋大学) 

10:50 

～11:50
特別講演（A会場）  

12:00 

～13:00
昼食 

13:00 

～14:00
特別講演（A会場） 

（次頁に続く） 



第 2日目 10 月 27 日（木）（つづき） 

時刻 G 会場（3階第 3・4会議室） 

14:10 

～14:35

14:35 

～15:00

15:00 

～15:25

15:25 

～15:50

16:00 

～16:25

16:25 

～16:50

16:50 

～17:15

17:15 

～17:40

企画講演 OS8 ヘリコプタの先進技術(2) 

【司会 中山周一(三菱重工業)】 

2G4 構造物近傍で横風を受けるヘリコプタロー

タのホバリング性能 

○下斗米理，糸賀紀晶，井星正氣(防衛大学校) 

2G5 ヘリコプタの胴体が BVI に与える影響につ

いて 

○菅原瑛明(菱友システムズ)，田辺安忠，齊藤茂

(JAXA) 

2G6 CFD/CSD連成解析に基づくロータ騒音予測ツ

ールの構築 

○田辺安忠，齊藤茂(JAXA) 

2G7 艦艇甲板上におけるヘリコプタロータまわ

りの流れ場解析 

○沖田理香，糸賀紀晶，佐藤旭，井星正氣(防衛大

学校) 

休憩 

企画講演 OS8 ヘリコプタの先進技術(3) 

【司会 糸賀紀晶(防衛大学校)】 

2G8 マッハ・スケールした風洞試験模型ブレード

用アクティブ・タブ機構の作動性能評価 

○小曳昇(JAXA) 

2G9 アクティブ・タブによるヘリコプタ騒音低減

効果に関する数値解析 

○宗田賢治(日本大学)，田辺安忠，小曳昇，齊藤

茂(JAXA)，藤田肇(日本大学) 

2G10 アクティブ・フラップによる BVI 騒音低減

の数値解析 

○佐々木直人(日本大学)，齊藤茂，田辺安忠

(JAXA)，菅原瑛明(菱友システムズ), 藤田肇(日本

大学) 

2G11 災害救援航空機情報共有ネットワーク

（D-NET）の研究開発 －機上システムの開発－ 

○小林啓二，奥野善則(JAXA) 

18:00 

～20:00
懇親会(A 会場) 



第 3日目 10 月 28 日（金） 

時刻 A 会場（2階大集会室南側） 時刻 B 会場（2階大集会室北側） 

9:00 

～9:20 

9:20 

～9:40 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

企画講演 OS3 CARATS 実現に向けた研究開発(2) 

【司会 瀬之口敦(電子航法研究所)】 

3A1 GBAS 利用性に対する電離圏異常の影響と

GPS/INS 複合による改善 

○藤原健，辻井利昭，久保田鉄也(JAXA) 

3A2 後方乱気流の確率的な挙動予測を用いた後

方乱気流管制間隔短縮について 

○又吉直樹，杉浦正彦(JAXA) 

3A3 空港周辺の低層風擾乱に対するアドバイザ

リシステムの構築について 

○又吉直樹，杉浦正彦(JAXA)，吉川栄一，牛尾知

雄，河崎善一郎(大阪大学) 

3A4 羽田空港到着機に対する出発時刻制御の実

態分析 

○平田輝満(運輸政策研究機構)，屋井鉄雄(東京工

業大学)，三村大地(NTT ロジスコ) 

3A5 羽田空港における空港面交通流の変化に関

する分析 

○山田泉，青山久枝，森亮太，住谷美登里，Mark 

Brown(電子航法研究所) 

10:50 

～11:50

特別講演（A会場） 

SL4「航空安全再考～東日本大震災・福島原発事故から学ぶこと」 

鈴木真二(東京大学) 

【司会 安部明雄(日本大学)】 

12:00 

～13:00
昼食 

13:00 

～14:00

特別講演（A会場） 

SL5「次世代運航システム(DREAMS)の研究開発計画について」 

張替正敏(JAXA) 

【司会 福田豊(電子航法研究所)】 

14:10 

～14:30

14:30 

～14:50

14:50 

～15:10

15:10 

～15:30

企画講演 OS3 CARATS 実現に向けた研究開発(3) 

【司会 又吉直樹(JAXA)】 

3A6 軌道ベース運用の研究開発 

○マーク・A・ブラウン，瀬之口敦，白川昌之，福

田豊(電子航法研究所) 

3A7 航空路管制の簡易型高速シミュレーション

と時間管理 

○東福寺則保(航空交通管制協会) 

3A8 高密度交通流における分散制御の効果とそ

の特性 

○武市昇，中村陽一(名古屋大学) 

3A9 飛行中の燃料消費量のモデル化に関する一

検討 

○蔭山康太，福田豊(電子航法研究所) 

休憩 

（次頁に続く） 

14:10 

～14:30

14:30 

～14:50

14:50 

～15:10

15:10 

～15:30

一般講演 航空機設計(5) 

【司会 高見光(三菱重工業)】 

3B1 超音速旅客機の低ブーム化検討 

○浅野宏佳，鈴木亙，園田精一(川崎重工業)，東

寿彦(日本航空機開発協会) 

3B2 N+3目標達成を目指した低ブーム水素燃料超

音速旅客機の概念設計 

○湯原達規，李家賢一(東京大学) 

3B3 超音速旅客機の機体とエンジン諸元の同時

最適設計について 

○上野篤史，渡辺安(JAXA) 

3B4 フライングテストベッドとしての小型超音

速飛行実験機の設計とプロトタイプ機の飛行試験 

○溝端一秀，湊亮二郎，東野和幸，棚次亘弘(室蘭

工業大学) 

休憩 

（次頁に続く） 



第 3日目 10 月 28 日（金）(つづき) 

時刻 A 会場（2階大集会室南側） 時刻 B 会場（2階大集会室北側） 

15:40 

～17:20

パネルディスカッション 

震災における航空宇宙科学技術の役割と課題 

【司会 土屋武司(東京大学)】 

 パネラー：  鈴木真二(東京大学) 

       福田豊(電子航法研究所) 

       伊藤健(防衛省) 

       奥野善則(JAXA) 

       浜崎敬(JAXA) 

       佐々修一(JAXA) 

15:40 

～16:00

16:00 

～16:20

16:20 

～16:40

16:40 

～17:00

一般講演 航空機設計(6) 

【司会 新井隆景(大阪府立大学)】 

3B5 数値解析による極超音速技術実験機の胴体

形状の検討  

○中谷浩規(東京理科大学)，田口秀之，上野篤史

(JAXA)，土屋武司(東京大学)，本阿弥眞治(東京理

科大学) 

3B6 極超音速旅客機形態の低速域における主尾

翼形状効果について  

○廣谷智成，古賀星吾，上野篤史，田口秀之(JAXA)

3B7 極超音速旅客機の低速空力特性検証 

○古賀星吾，廣谷智成，上野篤史，田口秀之(JAXA)，

日野琢磨，土屋武司(東京大学) 

3B8 極超音速旅客機の低速空力設計に関する数

値的研究 

○岡村直行(東京理科大学)，田口秀之，上野篤史，

廣谷智成(JAXA)，中谷浩規，本阿弥眞治(東京理科

大学) 

第 3日目 10 月 28 日（金） 

時刻 C 会場（2階第 6・7会議室） 時刻 D 会場（1階第 9会議室） 

9:20 

～9:35 

9:35 

～9:50 

9:50 

～10:05

10:05 

～10:20

企画講演 OS4 最近の航空宇宙材料の研究(4) 

【司会 小林秀敏(大阪大学)】 

3C1 スクイーズによる Single Lap Joint への影

響の応力解析 

○庵原建司，町田茂，岡田孝雄(JAXA)， 

3C2 2024-T3FSW 継手のき裂進展特性に関する研

究 

○岡田孝雄(JAXA)，桑山和也(元早稲田大学)，藤

田慎也，野口拓也(早稲田大学)，町田茂(JAXA)，

中村俊哉，浅川基男(早稲田大学) 

3C3 混合モードの荷重条件下でのクラックアレ

スター効果の研究 

○廣瀬康夫(金沢工業大学)，松田博和，松原剛(川

崎重工業)，北條正樹(京都大学) 

3C4 航空機構造継手の構造減衰特性を用いた継

手数学モデルの検討 

○町田茂，庵原建司，岡田孝雄(JAXA) 

9:20 

～9:40 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

企画講演 OS9 空気力学の新潮流(1) 

【司会 村上桂一(JAXA)】 

3D1 プラズマアクチュエータを用いた SST 離着

陸時空力性能改善の試み 

○松野隆，岡宗悠紀，金森健吾，山田剛治，川添

博光(鳥取大学)，郭東潤，野口正芳(JAXA) 

3D2 羽ばたき機構を用いた垂直離着陸航空機の

設計開発 

○角田壮志，高橋俊，新井紀夫(東京農工大学) 

3D3 大迎角剥離流れの制御による細長物体の空

力特性制御の研究 

○西田浩之，稻葉亮司，佐藤雅幸(東京農工大学)，

野々村拓(JAXA)，浅田健吾(東京大学)，藤井孝蔵

(JAXA) 

3D4 NACA0012 翼型後縁周辺の振動現象に対する

攪乱の安定性に関する考察 

○手塚亜聖(早稲田大学) 

10:50 

～11:50
特別講演（A会場） 

12:00 

～13:00
昼食 

13:00 

～14:00
特別講演（A会場） 

（次頁に続く） （次頁に続く） 



第 3日目 10 月 28 日（金）（つづき） 

時刻 C 会場（2階第 6・7会議室） 時刻 D 会場（1階第 9会議室） 

14:10 

～14:30

14:30 

～14:50

14:50 

～15:10

15:10 

～15:30

15:40 

～16:00

16:00 

～16:20

16:20 

～16:40

16:40 

～17:00

一般講演 飛行力学(6) 

【司会 塚本太郎(JAXA)】 

3C5 パラフォイルによる投下物体の誘導制御に

関する研究  

○田川翔，片柳亮二(金沢工業大学) 

3C6 階層構造化ダイナミックインバージョンと

最小二乗特性推定による適応飛行制御 

○宮沢与和，饗場洋介(九州大学)，川口純一郎，

二宮哲次郎，柳原正明(JAXA) 

3C7 階層構造化ダイナミックインバージョンを

用いた超音速機の制御 

○二宮哲次郎，川口純一郎，鈴木広一(JAXA)，宮

沢与和(九州大学) 

3C8 閉ループ平衡化打切りとパラメータ最適化

による I-PD 飛行制御系設計 

○佐々野翔，越智徳昌(防衛大学校) 

休憩 

一般講演 飛行力学(7) 

【司会 二宮哲次郎(JAXA)】 

3C9 D-SEND#2誘導制御則の開発状況について（第

一報） 

○川口純一郎，鈴木広一，二宮哲次郎，冨田博史

(JAXA) 

3C10 次世代宇宙輸送機のためのバックステッピ

ング法による適応飛行制御 

○岩本光平，時乗伸一郎，安部明雄，嶋田雄三(日

本大学) 

3C11 将来宇宙輸送系の誘導制御と小規模飛行実

験機 

○塚本太郎，濱田吉郎，村岡浩治(JAXA) 

3C12 宇宙往還機用フライトシミュレータの開発

と動特性解析 

○八木進平，伊藤真志，阿部明雄，嶋田有三(日本

大学) 

14:10 

～14:30

14:30 

～14:50

14:50 

～15:10

企画講演 OS9 空気力学の新潮流(2) 

【司会 手塚亜聖(早稲田大学)】 

3D5 舵面つき二次元翼周り流れの数値解析 

○神園仁志，今村太郎(東京大学) 

3D6 HexaGrid/FaSTAR による DLR-F6 の空力解析

と風洞試験との比較 

○橋本敦，村上桂一(JAXA)，菱田学(菱友システム

ズ)，口石茂，保江かな子(JAXA) 

3D7 自動格子生成を応用した空力係数推算 

○村上桂一(JAXA)，ラフールパウルス(計算力学研

究センター)，橋本敦(JAXA) 



第 3日目 10 月 28 日（金） 

時刻 E 会場（1階第 10 会議室） 時刻 F 会場（3階大練習室） 

9:20 

～9:40 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

企画講演 OS11 無人機の科学観測への応用(1) 

【司会 石本真二(JAXA)】 

3F1 火星探査航空機のミッション・設計検討  

○大山聖(JAXA), 火星探査航空機ワーキンググル

ープ 

3F2 火星探査航空機の空力性能 

○永井大樹，浅井圭介(東北大学)，大山聖，野々村

拓，安養寺正之, 藤井孝藏(JAXA)，米本浩一(九州

工業大学)，越智廣志(西日本工業大学)，小池勝(大

阪工業大学)，岡本正人(金沢工業大学) 

3F3 火星探査航空機の構造概念設計 

○竹内伸介(JAXA), 米本浩一, 岩田稔, 鳴海智博,

松本剛明, 福田敬大, 内田治郎, 加藤英二(九州工

業大学) 

3F4 火星探査航空機用姿勢検出システムの実証試

験 

○得竹浩，栗原真之(金沢大学) 

10:50 

～11:50
特別講演（A会場） 

12:00 

～13:00
昼食 

13:00 

～14:00
特別講演（A会場） 

14:10 

～14:35

14:35 

～15:00

15:00 

～15:25

15:40 

～16:05

16:05 

～16:30

16:30 

～16:55

企画講演 OS10 航空機製造における最新生産技術

とその課題(1)  

【司会 菊池哲夫(新明和工業)】 

3E1 熱可塑性複合材料の溶着技術 

○山下俊太, 三宅重之(新明和工業), 東寿彦(日本

航空機開発協会) 

3E2 穴加工工具の電動化改善 

○足立豊(三菱重工業) 

3E3 自動組立機向け仮鋲の開発 

○笠原健治，柏原仁(川崎重工業) 

休憩 

企画講演 OS10 航空機製造における最新生産技術

とその課題(2)  

【司会 菊池哲夫(新明和工業)】 

3E4 重ね部材への穿孔技術(その２) 

○斎藤学，中畑達雄，高橋秀治，小島裕登，渡邉政

雄(富士重工業) 

3E5 CFRP 複合材の高効率切削加工(振動切削) 

○八代毅(日本飛行機) 

3E6 ファイバーレーザーによる CFRP の切断加工

○平博仁(大同大学)，坪井昭彦(レーザックス) 

14:10 

～14:30

14:30 

～14:50

14:50 

～15:10

15:10 

～15:30

15:40 

～16:00

16:00 

～16:20

企画講演 OS11 無人機の科学観測への応用(2) 

【司会 山﨑武志(防衛大学校)】 

3F5 無人航空機 Ant-Plane による空中磁気観測 

○船木實(国立極地研究所),坂中伸也(秋田大学)，

平沢尚彦(国立極地研究所),東野伸一郎(九州大学)

3F6 無人飛行機を利用した対流圏下部の大気構造

と物質循環の研究 

○平沢尚彦，船木實(国立極地研究所)，林政彦(福

岡大学) 

3F7 カイトプレーンを用いた大気微粒子観測 

○林政彦(福岡大学)，尾塚馨一(日本タングステ

ン)，山下克也(気象研究所)，岡部和夫(スカイリモ

ート) 

3F8 気球分離型動力滑空 UAV によるエアロゾル観

測システムについて 

○東野伸一郎(九州大学)，林政彦(福岡大学)，長崎

秀司，西村太貴(九州大学) 

休憩 

企画講演 OS11 無人機の科学観測への応用(3) 

【司会 石本真二(JAXA)】 

3F9 火星探査に向けたパワードパラグライダー機

の開発 

○平木講儒，日高靖智(九州工業大学)，安部隆士，

山田和彦(JAXA)，東野伸一郎(九州大学) 

3F10 3D Position Identification Using Image 

Processing for a Mars Exploring UAV 

○Nilnumpetch Chatree，東野 伸一郎(九州大学)



第 3日目 10 月 28 日（金）  

時刻 G 会場（3階第 3・4会議室） 

9:20 

～9:40 

9:40 

～10:00

10:00 

～10:20

10:20 

～10:40

一般講演 特殊航空機(2) 

【司会 石川和敏(JAXA)】 

3G1 吐出を用いた円形断面翼の揚力生成の試み 

○吉田琢哉，稲田喜信(東海大学) 

3G2 Tail-Sitter 型飛行ロボットの大迎角におけ

るエレベータ舵効きの検討 

○久保大輔(JAXA)，鈴木真二(東京大学) 

3G3 大型模型用プロペラ特性の取得と利用 

○奥山政広，中舘正顯，河野敬(JAXA)，木村善行，

近藤夏樹(日本飛行機) 

3G4 前翼式地面効果翼機の空力解析について 

岩下英嗣， ○谷口弘樹，田邊晃弥，澤田俊紀，池

田浩基，伊藤悠真(広島大学) 

10:50 

～11:50
特別講演（A会場）  

12:00 

～13:00
昼食 

13:00 

～14:00
特別講演（A会場） 

14:10 

～14:30

14:30 

～14:50

14:50 

～15:10

15:10 

～15:30

15:40 

～16:00

16:00 

～16:20

一般講演 特殊航空機(3) 

【司会 稲田喜信(東海大学)】 

3G5 衝撃吸収構造をもつ小型無人飛行機の対人衝

突試験 

○村山勉，石川和敏(JAXA) 

3G6 汎用輸送機のオーギュメンターフラップ特性

と負荷型飛行の遂行能力との関係について 

○衣川摂哉 

3G7 水晶絶対圧センサを用いた高度計測の試み 

○奥山政広，都甲章己，河野敬(JAXA) 

3G8 円筒翼型飛行試験用模型の性能評価 

○柏原章吾，稲田喜信(東海大学) 

休憩 

一般講演 原動機・推進 

【司会 牧田光正(JAXA)】 

3G9 火星大気中におけるダクテッドロケットの作

動特性(Ｍｇ／ＴＦ燃料) 

○牛島正道，原秀樹，大杉英生，村松旦典，桑原卓

雄(日本大学) 

3G10 ファン騒音伝播を抑制するインテークダク

ト概念に関する研究 

○渡辺安(JAXA)，岡田裕泰(東京理科大／現トヨタ

自動車)，本阿弥眞治(東京理科大学) 


