
 

第 47 回 構造強度に関する講演会プログラム 
 

 

共 催：日本航空宇宙学会（幹事学会），日本機械学会    北陸自動車道 至 福井 至 富山 
後 援：独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 

金沢西IC 小松IC 協 賛：金沢工業大学 

開催日：平成 17 年 7 月 20 日(水)～22 日(金)         小松空港

至 富山

北陸本線 

北陸鉄道バス  
33，34，35系統 
(約30分)

JR金沢駅

金沢工業大学 

至 福井 

空港連絡バス 
野々市車庫行き 
工業大学前下車 
(約60分) 

会 場： 金沢工業大学 

〒921-8501 石川県石川郡野々市町扇が丘 7-1   
TEL: 076-248-1100（代） 
URL: http://www.kanazawa-it.ac.jp/ 

道 順：JR金沢駅よりバス 約 30分  
          （北陸鉄道バス 33,34,35 系統） 

小松空港よりバス 約 1時間 
   （空港連絡バス 野々市車庫行き） 

参加登録料：会員3,000 円，非会員6,000 円， 

 学生会員1,000 円，学生非会員2,000 円 

 講演会への参加には参加登録が必要です．登録

料を添えて当日受付にてお申し込み下さい．当

日会場でも学会への入会を受付けます． 

講演前刷集：頒価 4,500 円（送料 500 円，合計 5,000 円） 

予約希望の方は講演会ホームページにある申

込書に記入の上ファックスにて学会事務局ま

で申し込み下さい．当日会場で販売いたします．

なお，送付の場合は講演会終了後となります． 

懇親会： 日時：7 月 21 日（木）  18:30 から 

会場：金沢エクセルホテル東急  

 会費：一般 5,000 円 

（ご夫婦で参加の場合 6,000 円） 

 学生 2,500 円 

申込：当日正午までに受付にてお申込み下さい． 

   準備の都合上，お早めにお申込み下さい． 

一般講演の講演・討論時間： 

本講演会をより活発なものにするために，討論時

間を十分に確保することにご協力下さい．各講演

者の講演・討論時間は“講演 12 分，討論 8 分，

合計 20 分”です． 

 
日  程

7 月 20 日（水）     

時刻 A 会場 8 号館 201 室 

      一般講演 司会 [ 少路 宏和 君 （JAXA/ISTA） ] 

10:30 - 10:50 1A 1 空飛ぶ自動車の概念設計 

        
○村井正治，山野広海，廣

菊川廣繁（金

10:50 - 11:10 1A2 小型飛行機の主翼の最適構造設計 

        

○小野敏明（東海大），折

成井隆（アイヴィス・エンジニアリング・ソリューシ

平岡克己（

11:10 - 11:30 1A3 フラッタモードの飛び移りを考慮した平板翼のロバスト

        ○小高雄二（東工大・院），古谷 寛（東工大・

11:30 - 11:50 1A4 
複数のモードを考慮したフレーム構造の信頼性に基

ロジー最適化 

        
○小木曽望（阪府大），最上克哉（京大･院），西

泉井一浩，吉村允孝

11:50 - 12:10 1A5 水上飛行機用フロートの最適構造設計 

        

○菅谷尚貴（東海大・工），折

成井隆（アイヴィス・エンジニアリング・ソリューシ

伊藤景一（飛洋航空機製造開発），平岡克己（

12:10 - 13:10 

 
金沢工大キャンパス (会場周辺) 
  表 
 ○印：発表者

B会場 8 号館 204 室 

一般講演 司会 [ 青木 雄一郎 君 （JAXA/ISTA） ] 

1B1
極低温複合材料タンクのライナーと FW 層間の剥離発生と進

展に関する破壊力学的考察 

瀬亮平，

沢工大）
 

○末益博志（上智大），前田雄介（上智大･院），

並木文春（IHI エアロスペース）

1B2
X-FEM による複合材料積層板におけるエネルギー解放率の

評価 

原良治，

ョンズ），

東海大）

 

○長嶋利夫，末益博志（上智大）

最適化 1B3 界面クラックと仮想クラック閉口法に関する基礎研究 

総理工）  ○末益博志（上智大），栗原 圭介（上智大・院）

づくトポ
1B4 FRP 積層構造の損傷進展解析における数値安定化 

脇眞二，

（京大）
 

○前場豊（東北大･院），胡 寧，福永久雄（東北大）

1B5 カーボンナノコンポジットのマルチスケール解析 

原良治，

ョンズ），

東海大）

 

○胡 寧（東北大），布谷和日湖（東北大・院），
福永久雄（東北大）

昼食 

1号館

工大前バス停 

5号館 

8号館

7号館 

金
沢
方
面

申込み/問合せ先： 
    〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-2 
     （社）日本航空宇宙学会 
    TEL : 03-3501-0463 ，FAX : 03-3501-0464 
講演会ホームページ： 
 学会ホームページ( http://www.jsass.or.jp/ )から

リンクされています． 
 講演会プログラム等の最新情報はホームペー

ジをご覧下さい． 



 
      一般講演 司会 [ 石田 良平 君 （阪府大） ] 一般講演 司会 [ 長嶋 利夫 君  （上智大） ] 

13:10 - 13:30 1A6 基本形状着水衝撃試験について 1B6 一体成形複合材補強パネルの損傷進展評価 

        
少路宏和，○峯岸正勝，宮木博光，岩崎和夫，

熊倉郁夫，石原啓介（JAXA/ISTA）
 

○青木雄一郎，石川隆司，松嶋正道（JAXA/ISTA），

菊川廣繁（金沢工大）

13:30 - 13:50 1A7 航空機ディッチング衝撃実験とコンピュータ・シミュレーション 1B7 動的き裂進展則に基づく CFRP のクリープ強度予測 

        

○石原啓介，少路宏和，岩崎和夫，宮木博光，

峯岸正勝，熊倉郁夫（JAXA/ISTA）  

○吉岡 久美子，野田淳二，中田政之，

宮野 靖（金沢工大），

クリステンセン・リチャード（Stanford Univ.）

13:50 - 14:10 1A8 
ヘリコプタ落下衝撃試験の有限要素法によるクラッシュ・シミ

ュレーション 
1B8

電気抵抗変化法による CFRP 擬似等方積層厚板におけるは

く離同定 

        

○宮木博光､少路宏和，岩崎和夫，

熊倉郁夫，峯岸正勝（JAXA/ISTA），

松本浩至，阿部健一郎，樋口尚希（三菱重工）

 

○平野 義鎭（JAXA/ISTA），渡邊 亮（東工大･院），

轟 章（東工大），永尾 陽典，石川隆司（JAXA/ISTA）

14:10 - 14:30 1A9 KRASH によるヘリコプタ全機落下衝撃解析 1B9 アイソグリッド CFRP 円筒殻の圧縮特性 

        

○田村昭夫，松本浩至，樋口尚希，

阿部健一郎（三菱重工），宮木博光，

少路宏和，岩崎和夫（JAXA/ISTA）

 

○荻野智彦（日大・院），邉 吾一（日大）

14:30 - 14:50 1A10 
ATR42-300全機落下試験における耐衝撃座席の評価につい

て 
1B10 複合材料積層板の減衰特性 

        
○少路宏和，宮木博光，峯岸正勝，熊倉郁夫，

岩崎和夫（JAXA/ISTA）
 

○シンハナート・タンヤーラット（東大･院），青木隆平（東大）

      休憩 休憩 

      一般講演 司会 [ 室園 昌彦 君 （九大） ] 一般講演 司会 [ 角田 義秋 君 （JAXA./ISTA） ] 

15:00 - 15:20 1A11 大型構造物の強度保証試験計画に関する提案 1B11 異方性損傷力学に基づく複数疲労きれつ伝ぱ解析 

        
○伊藤誠一，岡田孝雄（JAXA/ISTA），

Wang Bintuan（中国第 1航空研究所）
 

○中村俊哉（JAXA/ISTA），高垣昌和（東大）

15:20 - 15:40 1A12 人工衛星音響試験設備反響室の音響特性 1B12
衝撃を受けた CFRP 積層板の変動振幅荷重下における疲労

損傷評価 

        
○吉田佳子，大神田克治，佐々野浩（三菱電機）

 
○斉藤博嗣（金沢工大），竹内博紀（金沢工大・院），

金原勲（金沢工大）

15:40 - 16:00 1A13 単段式再使用型宇宙往還機構造の概念検討 1B13
擬似等方 CFRP 積層板の荷重変動・周波数変動下での曲げ

疲労強度の評価 

        
○中川貴之，菊川廣繁（金沢工大）

 
○西垣和慶（金沢工大・院），野田淳二，中田政之，

宮野靖，金原勲（金沢工大）

16:00 - 16:20 1A14 モジュール型太陽発電衛星の挙動解析 1B14 CFRP ピン機械継手の疲労損傷の進展 

        
泉田 啓（金沢大），○上野大記（金沢大･院）

 
○清家聡（九大，院），高雄善裕，汪文学，

松原監壮，宮野公樹（九大･応力研）

16:20 - 16:40 1A15 大形展開アンテナの張力分布を考慮した設計手法の提案 1B15
衝撃損傷を持つ炭素繊維エポキシ複合材料積層板の圧縮疲

労破損 

        
○原田 聡，目黒 在，上羽正純（NTT 未来ねっと研）

 
○河野泰久（九大･院），久能和夫，

宇田暢秀，小野幸生，永安 忠（九大）

      休憩 休憩 

      一般講演 司会 [ 古谷 寛 君 （東工大・総理工） ] 一般講演 司会 [ 中田 政之 君 （金沢工大） ] 

16:50 - 17:10 1A16 
ケーブルネットワーク型リコンフィギュアラブルアンテナの形

状制御 
1B16 経年膜材料の接合継手クリープ強度特性 

        ○田中宏明（防大）  ○角田義秋，小松敬治（JAXA./ISTA）

17:10 - 17:30 1A17 圧電アクチュエータを用いた無電力準能動的制振 1B17
制振効果を有する粘着層つき薄膜のせん断力特性に関する

研究 

        
○養父拓也（東大･院），小野田淳次郎（JAXA/ISAS）

 
○渡辺直行（首都大），井澤将太（呉羽合繊）, 

大久保洋志（日産自動車）

17:30 - 17:50 1A18 
カルマンフィルタによる振動減衰パラメータ推定と非線形減衰

モデル 
1B18

炭素繊維コルゲート複合材の可変翼構造への適用性につい

て 

        
○掛布創平（名大･院），早川泰史（デンソーテクノ），

池田忠繁，上田哲彦（名大）
 

○横関智弘，武田真一，小笠原俊夫，

石川隆司（JAXA/ISTA）

17:50 - 18:10 1A19 低エネルギ消費ハイブリッド振動制御 1B19 ヘリコプタ用柔軟複合材料の強度特性 

        
○槙原幹十朗，小野田淳次郎，峯杉賢治（JAXA/ISAS）

 
田中秀明，滝正人，○佐藤貴章（三菱重工），染谷佳昭，

岩田光宏（横浜ゴム），小笠原俊夫（JAXA/ISTA）

18:10 - 18:30 1A20 張線により圧縮される梁の固有振動特性に関する研究 1B20 微視的海綿骨モデルの構築と均質化法による力学特性解析

        ○室園昌彦（九大），山崎正秀，久富将司（九大･院）  ○高澤千尋（首都大･院），渡辺直行（首都大）

      

7 月 21 日（木）      

時刻 A 会場 8 号館 201 室 B 会場 8 号館 204 室  

      一般講演 司会 [ 泉田 啓  君 （金沢大） ] 一般講演 司会 [ 杉本 直 君 （JAXA/ISTA） ] 

9:00 - 9:20 2A1 HTV 構造系開発状況と構造設計 2B1 面内三軸織物複合材料の力学的特性 

        
○内川英明，松田貴史，佐々木宏（JAXA/OSFO），

久野敦史，河野秀文（三菱重工）
 

○吉田 啓史郎（東大），青木隆平（東大）

9:20 - 9:40 2A2 宇宙ステーション補給機（HTV）非与圧部主構造の設計・開発 2B2 Z-anchor による CFRP 積層板のモードⅠ層間力学特性 

        

○河野秀文，中村敏夫，久野敦史（三菱重工），

佐々木宏，松田貴史，内川英明（JAXA/OSFO）  

○板橋大一（首都大・院），岩堀豊（JAXA/ISTA），

石橋正康（シキボウ），武田文人（三菱重工），

石川隆司（JAXA/ISTA），渡辺直行（首都大）



 

9:40 - 10:00 2A3 
宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ）主構造強度試験結果と得ら

れた成果・知見 
2B3 Zanchor CFRP 積層板の層間強度特性 

        
○中村敏夫，河野秀文，久野敦史（三菱重工），

佐々木宏，松田貴史，内川英明（JAXA/OSFO）
 

○加藤哲二，岩堀豊（JAXA/ISTA），石橋正康（シキボウ），

福岡俊康（三菱重工），石川隆司（JAXA/ISTA）

10:00 - 10:20 2A4 
宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ）デブリ高速衝突試験結果と

得られた成果・知見 
2B4 NUSK-CMCの非線形力学挙動と構造要素への適用 

        
○河野秀文，中村敏夫，久野敦史（三菱重工），

佐々木宏，松田貴史，内川英明（JAXA/OSFO）
 

○菅野祐司（首都大・院），渡辺直行（首都大），

小笠原俊夫，石川隆（JAXA/ISTS）

10:20 - 10:40 2A5 
Direct Linear Transformation 法による二次デブリ雲の速度計

測の検討 
2B5 複合材料の信頼性検討（その１：ＧＦＲＰの曲げ剛性評価） 

        
○赤星保浩，東出真澄，高良隆男（九工大）

 
○上田哲彦（名大工），岩堀豊（JAXA/ISTA），

高瀬昇平（名大･院），土田幸滋，池田忠繁（名大）

      休憩 休憩 

      特別講演  5 号館 101 室    司会 [ 福永 久雄 君 （東北大） ] 

11:00 - 12:00  On Reality of Follower Forces 

           杉山 吉彦 （龍谷大） 

12:00 - 13:00 昼食 

      一般講演 司会 [ 奥泉 信克 君 （JAXA/ISAS） ] 一般講演 司会 [ 岡部 洋二 君 （東大） ] 

13:00 - 13:20 2A6 T 型尾翼フラッタ解析への非平面ダブレットポイント法の適用 2B6
開発初期段階における非加熱成形複合材料の材料特性評

価結果 

        
○花島萌（名大･院），上田哲彦（名大）

 
○杉本 直（JAXA/ISTA），原 栄一（JAST），

石田雄一，横関智弘，石川隆司（JAXA/ISTA）

13:20 - 13:40 2A7 Matched Filter Theory と 1-cos 型突風応答 2B7 VaRTM 成形 CFRP の成形品質と強度特性 

        
○神田淳（JAXA/ISTA）

 
○原栄一（JAST），岩堀豊，永尾陽典，

石川隆司（JAXA/ISTA），魚田直希（カドマリン）

13:40 - 14:00 2A8 スマート・ボルテックス・ジェネレータについて 2B8 カーボンナノチューブ複合材の熱及び電気伝導率 

        
○池田忠繁，増田真也（名大），

宮坂武志（岐大），上田哲彦（名大）
 

澤崎雅彦（特許庁），○青木隆平（東大）

14:00 - 14:20 2A9 圧電ファイバを用いた複合材翼の変形 2B9 CFRP/TP の微視構造と機械的特性 

        
○泉陽介（東大院），小野田淳次郎（JAXA/ISAS）

 
○黄木景二，西川崇（愛媛大），

岡野保高（松下寿電子），武田一朗（東レ）

14:20 - 14:40 2A10 ねじり振動モードに着目した複合材板翼のフラッタ抑制 2B10 CNF/Epoxy ナノ複合材料の創製と評価に関する研究 

        

○亀山正樹（東北大）

 

○大茂 真一郎（金沢工大･院），

岩堀 豊，石川隆司（JAXA/ISTA），

石渡伸（GSI クレオス），金原 勲（金沢工大）

      休憩 休憩 

      一般講演 司会 [ 加鳥裕明 君 （名城大） ] 一般講演 司会 [ 黄木景二 君 （愛媛大） ] 

14:50 - 15:10 2A11 伸張エラスティカの変分原理 2B11 埋め込み FBG センサを用いた先進グリッド構造の損傷同定

        
○近藤恭平（防大）

 
○天野正太郎，高橋市弥（東大・院），岡部洋二（東大），

武田展雄（東大・新領域），竹谷元，尾崎毅（三菱電機）

15:10 - 15:30 2A12 梁の大回転大変形理論 2B12
細径FBGセンサによる初期損傷検出技術の複合材圧力容器

への応用 

        

○近藤恭平（防大）

 

○水谷忠均，林健太郎，西隆史（東大・院），

武田展雄（東大・新領域），田中耕太郎，

並木文春（IHI エアロスペース）

15:30 - 15:50 2A13 斜め圧縮荷重を受けるエラスティカ 2B13
CFRP＆アルミ接着構造への FBG センサ適用に関する基礎

的検討 

        
○蔵本浩一郎（防大･院），近藤恭平（防大）

 
○武田真一，石川隆司（JAXA/ISTA），

武田展雄（東大･新領域）

15:50 - 16:10 2A14 
多粒子系モデルによる膜面の大変形挙動解析の実験との比

較 
2B14

自己損傷検知・抑制能力を有する知的サンドイッチパネルの

構築 

        
○奥泉信克（JAXA/ISAS），中村文仁（東大院），

名取通弘（JAXA/ISAS），木村寿（JSAT）
 

○岡部洋二（東大），水口周，白石伸夫（東大・院），

武田展雄（東大・新領域），高坂達郎（阪市大）

      休憩 休憩 

      特別講演  5 号館 101 室 司会 [ 菊川  廣繁 君 （金沢工大） ] 

16:30 - 17:30  義経伝説をめぐって ・・・安宅の関と勧進帳・・・ 

           藤島 秀隆 （金沢工大） 

             

18:30 - 20:30 懇親会  〔会場： 金沢エクセルホテル東急 （金沢市香林坊）〕 

    

 

7 月 22 日（金）   

  
 
  

時刻 A 会場 8 号館 201 室 B 会場 8 号館 204 室 

      一般講演 司会 [ 石村 康生 君 （北大） ] 一般講演 司会 [ 渡辺 直行 君 （首都大） ] 

9:00 - 9:20 3A1 
可変幾何パラメータを用いた２次元適応構造物における自己

システム同定 
3B1 CFRP 接着修理継手の衝撃損傷特性 

        
○仙場 淳彦（東工大･院），古谷 寛（東工大・総理工）

 
○星 光（長総大・院），中野 啓介（東理大・院），

岩堀 豊，石川 隆司（JAXA/ISTA），矢島 浩（長総大）



 

9:20 - 9:40 3A2 
ワイヤ駆動可変形状トラスのアクチュエーションに関する一考

察 
3B2

CFRP スカーフ継手の衝撃負荷による内部損傷およびその引

張強度 

        
○花原和之，多田幸生（神戸大）

 
○中野啓介（東理大･院），星 光（長総大･院），

岩堀豊，石川隆司（JAXA/ISTA），福田博（東理大）

9:40 - 10:00 3A3 複雑なモジュール構造物の自己組立 3B3 パッチ補修構造の健全性評価のための挙動解析と実験 

        ○請川克之，名取通弘（JAXA/ISAS）  ○西野 峰之（東大･院），青木 隆平（東大）

10:00 - 10:20 3A4 低融点金属による低衝撃保持開放機構の開発 3B4 構造用エポキシ系接着継手の衝撃引張接合強度 

        
○及川祐，渡辺和樹（ウェルリサーチ）

 
横山隆（岡山理大），○池田知也（岡山理大･院），

中井賢治（岡山理大）

      休憩 休憩 

      一般講演 司会 [ 池田 忠繁 君 （名大） ] 一般講演 司会 [ 末益 博志 君 （上智大） ] 

10:30 - 10:50 3A5 アイソトラス構造の構造特性について 3B5 半導体レーザを熱源とした非一様分布加熱法の検討 

        
白井 修（阪府大･院），○石田良平（阪府大）

 
○川久保直樹（芝浦工大･院），

宇都宮登雄（芝浦工大），佐藤 裕（JAXA/ISTA）

10:50 - 11:10 3A6 超軽量コア構造の折り紙モデル 3B6 CFRP 積層板の曲げ強度の時間、温度、吸水量依存性 

        
○斉藤一哉（京大･院），野島武敏（京大），

五島庸（城山工業）
 

○早川栄二，市村純（金沢工大･院），

中田政之，宮野靖，金原勲（金沢工大）

11:10 - 11:30 3A7 はりの曲げ剛性分布の同定逆解析 3B7 CF/Epoxy 平織り複合材の熱残留応力による影響 

        ○加鳥裕明（名城大），金山寛人（名城大･院）  ○田中梨紗（首都大･院），渡辺直行（首都大）

11:30 - 11:50 3A8 
初期不整を有する非線形弾性支持された平面宇宙構造物の

挙動解析 
3B8 極低温下における複合材試作タンクの歪みの挙動の考察 

        ○石村康生（北大），樋口 健（JAXA/ISAS）  ○下田孝幸，何建梅（JAXA/ISTA）

11:50 - 12:10 3A9 リンクルに関する実験とその数値解析 3B9
変形に依存する熱負荷を考慮した柔軟宇宙構造物の熱弾性

連成応答に関する研究 

        
○岩佐貴史（東工大），名取通弘，

樋口 健（JAXA/ISAS），古谷寛（東工大･総理工）
 

○清水宏樹（九大･院），室園昌彦（九大）

12:10 - 13:10 昼食 

      一般講演 司会 [ 宮崎 康行 君 （日大） ] 一般講演 司会 [ 青木 隆平 君 （東大） ] 

13:10 - 13:30 3A10 
インフレータブル方式による超軽量スピン軸伸展アンテナの

開発 
3B10 航空機用アルミニウム合金の高速引張ひずみ特性 

        

樋口健（JAXA/ISAS），○渡辺和樹（ウェルリサーチ），

渡邊秋人（サカセ・アドテック），

角田博明（NTT 未来ねっと研），山川宏（早大）

 

○岩崎和夫，宮木博光，少路宏和，熊倉郁夫，

峯岸正勝（JAXA/ISTA）

13:30 - 13:50 3A11 インフレータブルリフレクタの製作と受信実験 3B11
一方向強化カーボン／エポキシ複合材の衝撃層間せん断強

度の決定 

        
○長田知子（阪府大･院），石田良平（阪府大）

 
横山隆（岡山理大），岡本卓也（岡山理大･院），

○中井賢治（岡山理大）

13:50 - 14:10 3A12 
昆虫の羽化観察によるインフレータブル展開膜面構造物モデ

ルの提案 
3B12 衝撃損傷を受けた CFRP 積層板の残留強度の予測解析 

        
○岸本直子（JAXA/ISAS），請川克之（東大･院），

名取通弘，樋口健（JAXA/ISAS）
 

○原山貞夫（アイヴィス），小笠原俊夫，

石川隆司（JAXA/ISTA）

14:10 - 14:30 3A13 インフレータブル・テンセグリティの構造特性 3B13
複合材へのデブリ模擬超高速衝突による損傷域と残存強度

について 

        
○古谷 寛，村田 智（東工大･総理工），上土井大助，

寺田 弦（東工大･院），高玉 圭樹（東工大･総理工）
 

○永尾陽典，木部勢至朗（JAXA/ISTA），

醍醐加奈子（日大・院），中村義隆（日大）

14:30 - 14:50 3A14 インフレータブル・チューブ展開の画像計測 3B14 低速衝撃負荷を受ける CFRP 直交積層板の損傷進展挙動

        
○泉田 啓（金沢大），宮内 豊（元金沢大），

菅沼直樹，五十嵐雄介（金沢大･院）
 

○西川雅章（東大・院），岡部朋永（東北大），

武田展雄（東大・新領域）

      休憩 休憩 

      一般講演 司会 [ 小木曽 望  君 （阪府大） ] 一般講演 司会 [ 岩崎 和夫 君 （JAXA/ISTA） ] 

15:00 - 15:20 3A15 
テザー制御フォーメーションフライングを用いたソーラーセイ

ルの展開挙動 
3B15 円管の横衝撃による圧壊特性 

        
○松永三郎（東工大），桝本晋嗣，中谷幸司，

居相政史（東工大･院）
 

○黒川知明（摂南大），栢野嘉彦，小亀正人，

小久保潤（摂南大･学）

15:20 - 15:40 3A16 デブリ防止のための弾性体を用いた膜展開機構の展開実験 3B16 コ型梁部材の耐衝撃特性について 

        
○松永三郎（東工大），宮澤航，居相政史（東工大･院）

 
○少路宏和，峯岸正勝，宮木博光，

岩崎和夫，熊倉郁夫（JAXA/ISTA）

15:40 - 16:00 3A17 
膜面の周方向拘束がスピン型ソーラーセイルの挙動に与え

る影響について 
3B17 高強度膜材料の衝撃破壊におよぼす 2軸荷重の影響 

        
○柏宗孝（東大・院），小野田淳次郎（JAXA/ISAS）

 
○熊澤 寿，薄 一平（JAXA/ISTA），

長谷川 脩，笠野 英秋（拓大）

16:00 - 16:20 3A18 スピン展開膜面の折り畳み方式の評価法について 3B18 モーターケース用 CFRP の衝撃後残留強度 

        ○宮崎康行（日大），岩井優佳（日大・院）  ○小笠原俊夫，石川隆司（JAXA/ISTA）

16:20 - 16:40 3A19 二次元展開膜面における展開相似パラメータの実験的考察 3B19 GFRP によるハニカム構造体の衝撃強度特性 

        
○井上陽介（東工大・院），古谷寛（東工大・総理工）

 
○小林光男，平川壽嘉，後藤芳樹，

小久保邦雄，丹羽直毅（工学院大）

             

 


