
第第第第 44449999 回回回回    構造強度構造強度構造強度構造強度にににに関関関関するするするする講演会講演会講演会講演会プログラムプログラムプログラムプログラム    

 

共共共共    催催催催：日本航空宇宙学会（幹事学会），日本機械学会， 

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 

後後後後    援援援援：福島市 

開催日開催日開催日開催日：平成 19 年 7 月 25 日(水)～27 日(金)  

会会会会    場場場場：コラッセふくしま 

多目的ホール A，B，401 号室 

〒960-8053 福島県福島市三河南町 1-20 

TEL：024-525-3910 

道道道道    順順順順：ＪＲ福島駅（東北新幹線、東北本線、奥羽本線）

西口より徒歩 3分． 

参加登録料参加登録料参加登録料参加登録料：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． 

講演前刷集講演前刷集講演前刷集講演前刷集：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． 

懇親会懇親会懇親会懇親会： 日時：7 月 26 日(木)  18:00 から 

会場：コラッセふくしま 12 階 

展望レストラン「Ki-ichigo（きいちご）」 

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． 
 

日  程  表 

7 月 25 日（水）   ○印： 発表者 

時間 A 会場（多目的ホール A） B 会場（４０１会議室） 

      一般講演 [ 司会 岡田孝雄 君 (JAXA/IAT) ] 一般講演 [ 司会 小笠原俊夫 君 (JAXA/IAT) ] 

13:00 ～ 13:20 1A01 
パルスレーザを用いた超音波伝播の可視化によるスカー

フ補修複合材の衝撃損傷検知に関する研究 
1B01 

ポリカーボネート樹脂をマトリクスとする炭素繊維強化複

合材料積層板の材料特性評価 

       

○伊藤悠策，高橋市弥(東大・院)，武田真一， 

岩堀豊(JAXA/IAT)，矢代茂樹（愛媛大）， 

高坪純治(産技研)，岡部洋二（東大・生産研）， 

武田展雄(東大・新領域)   

○永尾陽典，武田真一，加藤哲二(JAXA/IAT)， 

野中雅浩(法大・院) 

13:20 ～ 13:40 1A02 応力発光材料による構造の応力分布の評価 1B02 不確定性を考慮した複合材料積層板の構造解析 

       

○汪 文学，松原監壮，高雄善裕(九大・応力研)， 

今井祐介，徐超男(産技研)   

長嶋利夫，○柴崎正也，末益博志(上智大) 

13:40 ～ 14:00 1A03 
OFDR を用いた光ファイバひずみ分布計測システムによる

溶接継手ひずみモニタリング 
1B03 織物複合材料の力学的特性の梁モデルによる解析 

       

○井川寛隆，葛西時雄，山口功(JAXA/IAT)， 

小原康平，村山英晶，影山和郎，大澤勇， 

鵜沢潔，金井誠(東大)，畦本雅宏(レーザック)   

○吉田啓史郎(金沢工大)，青木隆平(東大) 

14:00 ～ 14:20 1A04 
電気抵抗変化を利用した CFRP 積層板の無線損傷モニタ

リング 
1B04 

き裂を有する二重円柱のねじり下における応力拡大係数

の分布 

       ○松崎亮介，轟章(東工大)   ○萩原圭一(芝浦工大・院)，江角務(芝浦工大) 

14:20 ～ 14:40 1A05 
光ファイバ振動センサによる CFRP 積層板の衝撃損傷モ

ニタリング 
1B05 

カーボンナノチューブ/ポリマー複合材料電気伝導特性に

関する研究 

        

○武田真一(JAXA/IAT)，秋山暁(東大・院)， 

村山英晶(東大)，杉本直(JAXA/IAT)，影山和郎(東大)   

○胡 寧(東北大)，増田禅(東北大・院)， 

福永久雄(東北大) 

14:40 ～ 14:50 休憩 

      一般講演 [ 司会 岡部洋二 君 (東大・生産研) ] 一般講演 [ 司会 胡 寧 君 （東北大） ] 

14:50 ～ 15:10 1A06 
ICAF2007 における最新の航空機疲労に関する研究開発

動向 
1B06 積層板のせん断たわみ 

      

○武田展雄(東大・新領域)， 

寺田博之(航空宇宙技術振興財団)   

○川村諭史(名城大・院)，加鳥裕明(名城大) 

一般講演一般講演一般講演一般講演のののの講演講演講演講演・・・・討論時間討論時間討論時間討論時間：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． 

申込申込申込申込みみみみ/問合問合問合問合せせせせ先先先先： 

    〒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 

講演会講演会講演会講演会ホームページホームページホームページホームページ： 

 http://www.jsass.or.jp/strcom/strcom39/sc49.html 



15:10 ～ 15:30 1A07 
航空機構造の信頼性・健全性に関する国内外の研究調査

について 
1B07 

複合材の信頼性検討（その３：不確定性を考慮した炭素繊

維平織り複合材の強度解析） 

      

町田茂(JAXA/APG) 

  

上田哲彦(名大)，○西前誠(名大・院)， 

岩堀豊(JAXA/ISTA)，池田忠繁(名大) 

15:30 ～ 15:50 1A08 7075 アルミ合金の腐食疲労特性 1B08 修理用複合材の強度特性 

      

岡田孝雄(JAXA/IAT) 

  

○星 光(JAXA/IAT)，稲垣暢子 (工学院大･学)， 

岩堀豊(JAXA/IAT) 

15:50 ～ 16:10 1A09 繰返し衝撃荷重におけるねじ締結体の軸力挙動 1B09 円孔を有する積層板の破壊挙動に関する考察 

      

○小林光男(工学院大)，保田拓郎(東芝機械) 

  

末益博志(上智大)， ○内藤洋輔(上智大・院)， 

青木雄一郎（JAXA/IAT)， 郷津勝久(上智大) 

16:10 ～ 16:30 1A10 熱負荷を受けるねじ締結体の軸力挙動(第２報) 1B10 
一方向 CFRP 複合材の板厚方向引張特性試験方法の検

討 

        

○小林光男，一之瀬和夫，後藤芳樹， 

小久保邦雄，丹羽直毅(工学院大)   

○原栄一(航空宇宙技術振興財団)，横関智弘(東大)， 

八田博志(JAXA/IAT)，石川隆司(JAXA/APG) 

16:30 ～ 16:40 休憩 

      一般講演 [ 司会 小林光男 君 （工学院大） ] 一般講演 [ 司会 青木雄一郎 君 (JAXA/IAT) ] 

16:40 ～ 17:00 1A11 
マイクロガラスバルーンを用いた軽量複合材料の機械的

特性に及ぼす温度の影響 
1B11 炭素材料における接着機構の解明 

      

小沢喜仁(福島大)，菊地時雄(福島県ハイテクプラザ)， 

○渡邉真義(福島県立郡山技専校)， 

矢吹浩一(宮本樹脂工業)   

○栗田大樹(工学院大・院)，青木卓哉， 

八田博志(JAXA/IAT)，塩田一路(工学院大) 

17:00 ～ 17:20 1A12 
SMA ハニカムサンドイッチパネルの力学的特性回復能力

の評価 
1B12 

一方向強化カーボン／エポキシ複合材の衝撃圧縮応力

－ひずみ特性：荷重方向の影響 

      

○岡部洋二(東大・生産研)，白石伸夫(JR 東日本)， 

水口周(東大・院)，武田展雄(東大・新領域)   

横山隆(岡山理大)，○稲垣智也(岡山理大・院)， 

中井賢治(岡山理大) 

17:20 ～ 17:40 1A13 
PPP-BOTDA の不均一ひずみに対する応答を利用したサ

ンドイッチ構造の衝撃損傷検知 
1B13 

構造用エポキシ系接着継手の衝撃引張特性の評価：接着

層厚さおよび被着体の影響 

      

○水口周(東大・院)，岡部洋二（東大・生産研）， 

武田展雄(東大・新領域)   

横山隆，○中井賢治(岡山理大)，池田知也(中電工) 

17:40 ～ 18:00 1A14 
骨梁の微視的欠損を考慮した海綿骨モデルの均質化法

解析 -第 2 報- 
1B14 一方向強化複合材の非主軸引張り・圧縮挙動の比較 

      高澤千尋(日産自動車)，○渡辺直行(首都大)   ○肖毅，八田博志(JAXA/IAT)，河井昌道(筑波大) 

18:00 ～ 18:20 1A15 3D テンプレート法による下顎骨の応力解析方法 1B15 
スタンドオフ TPS パネルの輻射加熱試験における不確定

性の評価 

        

○高雄善裕(九大・応力研)，高橋純平(トヨタ)， 

寺嶋雅彦(九大・歯学研究院)，汪文学(九大・応力研)， 

中島昭彦(九大・歯学研究院)   

○伊藤慎太郎(首都大･院)， 

小笠原俊夫(JAXA/IAT)，渡辺直行(首都大) 

       

7 月 26 日（木）    

時間 A 会場（多目的ホール A） B 会場（４０１会議室） 

      一般講演 [ 司会 小木曽 望 君 (阪府大) ] 一般講演 [ 司会 岩堀 豊 君 (JAXA) ] 

9:00 ～ 9:20 2A01 人力飛行機主翼構造の解析手法 2B01 
耐熱複合材料のモードⅠ層間破壊挙動に与えるファイバ

ーブリッジングの影響 

      

○松本敏和(ジャムコ)，久能和夫(崇城大) 

  

○村田知代子(日産自動車)，宇田暢秀， 

小野幸生，永安忠(九大) 

9:20 ～ 9:40 2A02 水上飛行機用 FRP フロートの開発・設計 2B02 
弾性波を用いた CFRP 接着構造におけるはがれ進展の定

量評価 

      

○伊藤佑造(日大・院)，邉吾一(日大)， 

櫻井達美(計算力学研究センター)   

○名取和毅（東大・院），岡部洋二（東大・生産研）， 

武田展雄(東大・新領域)，荻巣敏充(富士重工) 

9:40 ～ 10:00 2A03 A2024-T3 の摩擦攪拌接合における強度特性 2B03 
軸対称荷重を受ける円形パッチ補修の剥離進展に関する

解析的研究 

      

○三宅悠(早大・院)，浅川基男(早大)，岡田孝雄， 

中村俊哉，町田茂(JAXA/APG)，鈴木雅子(早大・院)   

末益博志(上智大)，○斉藤正幸(上智大・院)， 

青木雄一郎(JAXA/IAT) 

10:00 ～ 10:20 2A04 六角管の軸力による圧壊特性 2B04 異種材料接着構造のはがれ問題に関する基礎研究 

      

黒川知明(摂南大) 

  

末益博志(上智大)，前田雄介(ヤマハ発動機)， 

○新行内洋輔(上智大・院)，郷津勝久(上智大) 

10:20 ～ 10:35 休憩 

特別講演 [司会 小沢喜仁 君  (福島大) ]                                   （会場：多目的ホール A＋B） 

10:35 ～ 11:35 「東北への誘い」 

赤坂 憲雄 教授 ( 東北芸術工科大学／東北文化研究センター所長 ) 

11:35 ～ 12:30 昼食 

      一般講演 [ 司会 宮崎康行 君 (日大) ] 一般講演 [ 司会 杉本 直 君 (JAXA/IAT) ] 

12:30 ～ 12:50 2A05 カスティリアーノの第１定理と有限要素法 2B05 
VaRTM 成形カーボン/エポキシ複合材料の品質に対する

製造プロセスの影響 

      
近藤恭平(東大) 

  

○平田純一(九大・院)，宇田暢秀， 

小野幸生，永安忠(九大) 



12:50 ～ 13:10 2A06 カスティリアーノの第２定理と有限要素法 2B06 
大型一体成形における成形品質の VaRTM 低コスト複合

材強度特性に与える影響 

      

近藤恭平(東大) 

  

○平野義鎭，青木雄一郎，岩堀豊， 

永尾陽典(JAXA/IAT)，魚田直希(カドコーポレーション) 

13:10 ～ 13:30 2A07 伸張エラスティカの座屈荷重 2B07 VaRTM 法による翼面板の成形 

      ○蔵本浩一郎(防衛省)，近藤恭平(東大)   ○岩堀豊(JAXA/IAT)，魚田直希(カドコーポレーション) 

13:30 ～ 13:50 2A08 跳躍現象を伴う片当たり非線形振動のモデリング 2B08 CFRP ミラーの経年変形 

      

○松田創平(名大・院)，早川泰史(デンソーテクノ)， 

池田忠繁，上田哲彦(名大)   

○小柳潤(JAXA/ISAS)，荒尾与史彦(早大・院)， 

八田博志(JAXA/ISAS)，川田宏之(早大) 

13:50 ～ 14:00 休憩 

          一般講演 [ 司会 渡辺直行 君 (首都大) ] 

14:00 ～ 14:20 基調講演 [司会 杉山吉彦 君 (龍谷大) ] 2B09 
超弾塑性βチタン合金の極低温複合材タンクへの適用性

評価 

    

2A09 Tension Buckling in Aerospace Structures 

  

○小笠原俊夫(JAXA/IAT)，横関智弘(東大)， 

野路陽平(東理大・院)，荒井紀男（青学大・院）， 

荻原慎二(東理大) 

      Datta P.K..(Indian Institute of Technology)     

14:20 ～ 14:40 
    

2B10 
カーボンナノチューブ複合材料における剛性低下要因の

評価 

          

○小野裕(東大・院)，青木隆平(東大)， 

小笠原俊夫(JAXA/IAT) 

    一般講演 [ 司会 松永三郎 君 (東工大) ]     

14:40 ～ 15:00 2A10 

Dynamic Analysis of Parametrically Excited Laminated 

Composite Plates under Non-Uniform Follower Forces 

with Damping 

2B11 ハニカム円筒の横圧縮変形における力学的挙動 

      

○Ｄａｔｔａ P.K.，Udar R.S.(Indian Institute of Technology)， 

 杉山吉彦(龍谷大)   

○小林秀敏，堀川敬太郎(阪大)，青野和也(全日空)， 

西田大輔(三洋電機) 

15:00 ～ 15:20 2A11 
50ｋｇ級小型衛星 SOHLA－1 構体外装パネルの振動特性

評価 
2B12 新しく開発した軽量高剛性コアパネルの機械的特性 

      

○部谷智史(龍谷大・院)，杉山吉彦(龍谷大)， 

守部浩平(阪府大・院)，千葉正克(阪府大)， 

中村揚介(JAXA/ISTA)   

○斉藤一哉(東工大)，野島武敏(京大)， 

五島庸(城山工業) 

15:20 ～ 15:40 2A12 結合荷重解析用の振動モデル作成法の効率化 2B13 アイソグリッドで補強された CFRP 円筒殻の開発 

      幸節雄二(九大)   ○岸谷直美，竿尾周太郎(日大・院)，邉吾一(日大) 

15:40 ～ 15:55 休憩 

15:55 ～ 16:55 特別講演 [ 司会 末益博志 君  (上智大) ]                                   （会場：多目的ホール A＋B） 

      

「先進宇宙構造物の概念とそれらの特性」 

名取 通弘 客員研究員 ( 早稲田大学理工学研究所／JAXA/ISAS 名誉教授 ) 

       

18:00 ～ 20:00 懇 親 会 

       

7 月 27 日（金）    

時間 A 会場（多目的ホール A） B 会場（４０１会議室） 

      一般講演 [ 司会 古谷 寛 君 (東工大) ] 一般講演 [ 司会 亀山正樹 君 (東北大) ] 

9:00 ～ 9:20 3A01 
エラスティカの有限要素法を用いたリブーフ－プケーブル

型アンテナの設計方法 
3B01 

部分的に剥離した圧電アクチュエータを持つ梁の変形解

析 

      

○田中宏明(防衛大)，岸本直子， 

樋口健(JAXA/ISAS)，名取通弘(早大)   

○池田忠繁(名大)， 

サミッカンヌラジャ(インド国立航空宇宙研究所) 

9:20 ～ 9:40 3A02 太陽観測衛星「ひので」の構体開発 3B02 
面外拡張積層パラメータを利用した圧電性ハイブリッド複

合材積層板の設計 

      ○峯杉賢治(JAXA/ISAS)，井上登志夫(三菱電機)   ○南部陽介(東大・院)，小野田淳次郎 JAXA/(ISAS) 

9:40 ～ 10:00 3A03 搭載機器の衝撃応答予測に関する簡易モデルの提案 3B03 可変形状構造物の一般概念と伸縮性素材の適用 

      

○岩佐貴史，施勤忠，斎藤幹雄(JAXA/OSFO) 

  

○岸本直子(JAXA/ISAS)，岩佐貴史(JAXA/OSFO)， 

樋口健(JAXA/ISAS) 

10:00 ～ 10:20 3A04 
テザーサンプリングのためのコアラー撃ち込みの予備検

討実験 
3B04 講演とりやめ 

      

○松永三郎(東工大)，西田淳一，藤原謙(東工大・院)， 

中谷幸司，矢野創，森治(JAXA/ISAS)   

 

10:20 ～ 10:30 休憩 

      一般講演 [ 司会 岩佐貴史 君 (JAXA/OSFO) ] 一般講演 [ 司会 池田忠繁 君 (名大) ] 

10:30 ～ 10:50 3A05 
可変剛性特性による周波数応答振幅変化率に基づく適応

トラス構造物のモデル更新 
3B05 

圧電センサ・アクチュエータを用いた CFRP 積層板の振動

制御 

      

○仙場淳彦(名大)，大橋郁(東工大・院)， 

古谷寛(東工大)   

○亀山正樹(東北大)，萩原直樹(東北大・院)， 

福永久雄(東北大) 



10:50 ～ 11:10 3A06 圧電アクチュエータを用いた無電力準能動的制振の考察 3B06 
流体解析から構造解析への Hexagrid 自動メッシュ生成ツ

ールの拡張 

      

○養父拓也，小野田淳次郎(JAXA/ISAS) 

  

ラフールパウルス(計算力学研究ｾﾝﾀｰ)，岩宮敏幸(JAXA) 

岡田彰，○長尾佐市，(計算力学研究ｾﾝﾀｰ) 

11:10 ～ 11:30 3A07 
衛星構造モデルを用いたエネルギ回生型準能動的制振

実験 
3B07 遷音速域における T 型尾翼のフラッタ特性 

      

○峯杉賢治，小野田淳次郎，下瀬滋， 

養父拓也(JAXA/ISAS)   

○有薗仁，中道二郎(JAXA/APG) 

11:30 ～ 11:50 3A08 一軸対称の薄肉開断面を有する回転軸の振動 3B08 
小型超音速実験機第２回飛行実験時の空力弾性応答に

ついて 

      

○荻芳郎(総研大・院)，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)   

○齊藤健一，町田茂(JAXA/APG) 

11:50 ～ 12:50 昼食 

      一般講演 [ 司会 峯杉賢治 君 （JAXA/ISAS) ] 一般講演 [ 司会 熊澤 寿 君 （JAXA/IAT) ] 

12:50 ～ 13:10 3A09 可収縮型インフレータブルチューブの構造概念と展開特性 3B09 
薄厚層を有する高靭性 CFRP 積層板の面外衝撃損傷挙

動 

      

○中原麻希子(東工大・院)，古谷寛(東工大) 

  

○横関智弘(東大)，青木雄一郎， 

小笠原俊夫(JAXA/IAT) 

13:10 ～ 13:30 3A10 
マルチセルインフレータブル構造の面内変形 －セル・パ

ーティション間の接触の考察－ 
3B10 複合材料平板における飛翔球衝突による損傷 

      

○石村康生，羽柴健太，加藤隆造，戸谷剛(北大)， 

樋口健(JAXA/ISAS)   

○黄木景二(愛媛大)，岡部朋永(東北大)， 

久田英晃(愛媛大) 

13:30 ～ 13:50 3A11 インフレータブル膜の最適設計-試作と実験による検証- 3B11 落錘衝撃を受ける CFRP 積層板の衝撃荷重同定 

      

○北野真伍(阪府大・院)，石田良平(阪府大) 

  

○三浦裕樹(東北大・院)， 

原栄一(航空宇宙技術振興財団)，杉本直， 

松嶋正道(JAXA/IAT)，胡 寧，福永久雄(東北大) 

13:50 ～ 14:10 3A12 簡易構成インフレータブルパネルの展開挙動特性の検討 3B12 板厚の異なる CFRP 積層板の衝撃損傷に関する研究 

      

○吉田康敏(東工大・院)，古谷寛(東工大)， 

片桐功(東工大)   

○近藤寛(東海大・院)，青木雄一郎， 

八田博志(JAXA/IAT)，平岡克己(東海大) 

14:10 ～ 14:20 休憩 

      一般講演 [ 司会 石村康生 君 (北大) ] 一般講演 [ 司会 横関智弘 君 (東大) ] 

14:20 ～ 14:40 3A13 
リンクルを考慮した圧電フィルムによるスピン安定型ソーラ

ーセイルの変形について 
3B13 二軸引張荷重における高強度膜材料の低速衝撃特性 

      ○柏宗孝(東大)，小野田淳次郎(JAXA/ISAS)   ○熊澤寿，佐藤裕(JAXA/IAT) 

14:40 ～ 15:00 3A14 張力場を仮定した薄膜のリンクリング角度に関する一考察 3B14 コ型断面部材の衝撃特性モデルについて 

      

○秋田剛(阪府大)，岩佐貴史(JAXA/OSFO) 

  

○少路宏和(JAXA/APG)，青木隆平(東大)， 

峯岸正勝，宮木博光，岩崎和夫(JAXA/APG) 

15:00 ～ 15:20 3A15 
荷重方向の変動が膜面のリンクル分布におよぼす影響に

ついて 
3B15 箱型供試体による垂直落下着水試験に対する検討 

      

○渡邉隆司(東大・院)，小木曽望，秋田剛(阪府大) 

  

○少路宏和，峯岸正勝，宮木博光， 

岩崎和夫(JAXA/APG)，阿倍健一郎， 

近藤直樹(三菱重工) 

15:20 ～ 15:40 3A16 スピン展開膜面の展開方式の評価法 3B16 
20 度楔形底面箱型供試体による垂直落下着水試験解析

の検討 

      

○宮崎康行(日大)，橋口総太郎，柳澤正弘(日大・院) 

  

○奥村明裕(首都大・院)，少路宏和(JAXA/APG)， 

渡辺直行(首都大)，峯岸正勝， 

岩崎和夫，宮木博光(JAXA/APG) 

15:40 ～ 16:00 3A17 擬似対数らせん折り膜面の遠心力展開実験 3B17 衝撃解析におけるリベット破断モデルの検討 

        

山本貴也(三菱重工)，○奥泉信克(JAXA/ISAS)， 

名取通弘(早大) 

  

○宮木博光，少路宏和，峯岸正勝， 

岩崎和夫(JAXA/APG)，阿部健一郎， 

近藤直樹(三菱重工) 

 

 


