
第54回飛行機シンポジウム_161017-2

10月24日 (月)

A会場(メインホール）
特別講演(1) 10月24日 11:00～12:00 司会：石川 和敏 (JAXA)

SL01 富山県警察山岳警備隊の活動状況 ○高瀬洋(富山県警山岳警備隊)
特別講演(2) 10月24日 13:00～14:00 司会：中島 徳顕 (ENRI)

SL02 CARATSにおける指標分析 ○伊藤正宏(国土交通省航空局)
航空ビジョンin 2016 10月24日 14:10～16:10 司会：麻生 茂 (九大)

1A01 装備品認証取得の技術基盤構築に向けた取り組み ○伊藤健(JAXA)
1A02 航空におけるICT(情報通信技術）の活用の展望 ○福田豊(ENRI)
1A03 航空業界におけるIT技術とロボットの活用 ○小林哲也(MCAviation)
1A04 航空産業の装備品分野の動向(仮題） ○石井岳(島津製作所)

B会場(201会議室）
航空交通管理(1) 10月24日 9:30～10:50 司会：天井 治 (ENRI)

1B01 航空機対比較による東京国際空港到着順予測に向けて ○藤田雅人(海上保安大)
1B02 CARATSオープンデータを用いた羽田空港到着便のベクタリング制御

に関する一考察
○北詰有人, 田村恵一, 宮沢与和(九大・院)

1B03 経路延伸を考慮したコンフリクトフリー軌道生成アルゴリズム ○請川克之, 矢野夏子(構造計画研究所)
1B04 混雑空港へ向かう巡航航空交通流の時間管理の効果 ○山内貴弘, 武市昇(首都大・院)

実運航データを用いた研究開発(1) 10月24日 14:10～15:30 司会：福島 幸子 (ENRI)
1B05 羽田空港の到着機における水平飛行非効率性の分析 ○アンドレエバ森アドリアナ, 上村常治(JAXA)
1B06 CARATS Open Dataを用いた国内定期旅客便の運航効率解析 ○原田明徳, 江崎亨, 和賀山智晃, 岡宏一(高知工科大・院)
1B07 CARATS Open Dataを用いた国際線出発の運航効率の分析 ○小塚智之, 樋口雄紀, 宮沢与和(九大・院)
1B08 進入着陸における航空管制による遅延伝搬の解析とその予測 ○下村顕秀, 武市昇(首都大・院)

実運航データを用いた研究開発(2) 10月24日 15:40～17:00 司会：アンドレエバ森・アドリアナ (JAXA)
1B09 高密度空域へのCDO導入拡大を目指した時刻変動幅の分析 ○岡恵, 福田豊, 福島幸子, 瀬之口敦(ENRI)
1B10 実運航データの活用による気象データの風速予測精度向上に関する考

察
○手塚亜聖(早大), 瀬之口敦(ENRI)

1B11 気象条件に着目した滑走路処理容量の変動特性に関する研究 ○蒔田良知(茨大・院), 平田輝満(茨城大学)
1B12 航空機運航に資する確率的気象予測情報の生成 ○又吉直樹, 及川博史(JAXA), 武藤隆一, 水谷文彦(東芝), 榊原篤志,

内藤大輔(中電シーティーアイ)
航空交通管理(2) 10月24日 17:10～17:50 司会：手塚 亜聖 (早大)

1B13 騒音の分散と到着時刻の調整を目的とした進入管制における軌道計画 ○杉原有理花(慶大・院), 高橋正樹(慶大)
1B14 空港面の航空機動態情報および出発予定情報を用いた離陸時刻の予測

に関する検討
○山田泉(ENRI)

C会場(202会議室）
気象影響防御技術コンソーシアムの活動・研究 10月24日 9:30～10:50

1C01 気象影響防御技術コンソーシアムについて ○石川和敏(JAXA)
1C02 気象の航空機運航への問題点 ○神田淳(JAXA)
1C03 滑走路の雪氷モニタリング技術の開発動向 ○神田淳(JAXA)
1C04 機体の防氷コーティング技術の開発動向 ○守田克彰(JAXA)

航空宇宙機の雷対策(1) 10月24日 14:10～15:50 司会：平野 義鎭 (JAXA)
1C05 避雷飛行支援システムの研究開発；概要と初期解析結果 ○吉川栄一(JAXA), 吉田智, 楠研一, 足立透, 猪上華子(気象研究所),

嶋村重治, 牛尾知雄(阪大)
1C06 冬季日本海側の空港周辺における航空機被雷について ○道本光一郎(元防大)
1C07 様々な形状のCFRPパネル上を伝搬するサージ電流の分布特性 ○山本和男(中部大)
1C08 落雷時の複合材構造のスパーク発生特性 ○西孝裕樹, 佐藤保宜, 津端裕之(富士重工), 馬場吉弘,

梅田晃央(同志社大), 大塚信也(九工大)
1C09 複合材航空機雷撃時のスパーク現象の検出評価技術とスパーク検知に

関する動向
○大塚信也(九工大), 西孝裕樹(富士重工)

航空宇宙機の雷対策(2) 10月24日 16:00～17:40 司会：吉川 英一 (JAXA)
1C10 導電性樹脂を用いた耐雷CFRPの開発 ○横関智弘(東大), 岡田孝雄(JAXA), 後藤晃哉, 高橋辰宏(山形大),

石田雄一, 平野義鎭(JAXA), 銭丹娜, 伊藤昌次(三菱樹脂), 秋葉公三郎,
平木恵(富士重工), 石橋勝(GSIクレオス), 小笠原俊夫(農工大),
石川隆司(名大)

1C11 アルミ合金摩擦攪拌接合継手の被雷損傷評価 ○岡田孝雄, 宮木博光, 岩崎和夫(JAXA)
1C12 複合材積層板の雷撃損傷の解析および光ファイバセンサ計測による評

価
○真水宏, 倉石晃, 若山智三(川崎重工), 平野義鎭(JAXA)

1C13 模擬雷による複合材料試験への可視化技術の適用検討 ○平野義鎭(JAXA), 曽根原健夫(昭電), 徳岡信行(島津製作所),
浜手雄一郎(ノビテック)

D会場(203会議室）
空気力学(1) 10月24日 9:30～10:50 司会：小澤 啓伺 (首都大)

1D01 超小型無人機動的特性評価のための係留飛行試験法に関する研究 ○グエンホアンアン, 溝口誠, 井藤創(防大)
1D02 橋梁点検用飛行ロボットの飛行性に関する風洞試験結果の検討－有風

時の力変動特性の検討－
○穂積弘一, 楯篤志, 綿貫忠晴, 中川宗敬, 渡部正直, 渡辺顯(JAST)

1D03 Passive Ventilation機構を用いた航空機の突風荷重軽減 ○谷泰寛, 平山拓哉(九大・院), 関修平(九大), 麻生茂(九大・院)
1D04 地面効果を受ける低レイノルズ数翼の空力特性 ○小林桂(金沢工大・院), 岡本正人(金沢工大)



風洞技術～最新の画像計測技術の動向～(1) 10月24日 14:10～15:30 司会：西崎 祐輔 (川崎重工)
1D05 実用風洞試験に向けたPSP/非定常PSP計測技術開発 ○中北和之(JAXA)
1D06 防衛装備庁三音速風洞における感圧塗料による圧力計測技術への取り

組み
○大川啓(防衛装備庁), 西崎祐輔(川崎重工)

1D07 大型風洞における時系列PIV計測技術 ○加藤裕之, 小池俊輔, 中北和之(JAXA)
1D08 Tomographic-PIV および 最新のボリューム計測技術 ○福西勇之助(日本カノマックス)

風洞技術～最新の画像計測技術の動向～(2) 10月24日 15:40～17:00 司会：青木 良尚 (JAXA)
1D09 気体流れ計測用MTVの現状と展望 ○半田太郎(豊田工大)
1D10 超音速風洞におけるBackground Oriented Schlieren (BOS)

法による密度計測
○太田匡則, 栗原健, 有元啓倫, 志田輝一(千葉大・院), 伊藤拓海,
稲毛達朗(サレジオ高専), 前野一夫(木更津高専)

1D11 高速応答型TSPによる衝撃波管内壁の熱流体現象と空力加熱率の研究 ○小澤啓伺(首都大)
1D12 せん断応力場の可視化計測の現状と課題 ○浅井圭介(東北大)

E会場(204会議室）
構造・材料(1) 10月24日 9:30～10:50 司会：田中 宏明 (防大)

1E00 CFRP部品用の離型機能付成形型の開発と評価 ○深川仁, 齊藤沙織(岐阜大)
1E01 A7075製2次元非対称翼におけるサンドエロージョン予測 ○内山直樹, 竹本航, 吉永浩晃(法政大・院), 室岡武, 榎友謹(IHI),

新井和吉(法政大)
1E02 異方性材料を用いたJoined Wingの線形空力弾性解析 ○平田育郎(九大・院), 森下寛之, 永井弘人, 宇田暢秀(九大),

室園昌彦(日本文理大), 有薗仁(JAXA)
1E03 動的破断試験によるリベット動的破断特性の評価 ○三井裕史(早大・院), 宮木博光, 少路宏和(JAXA), 森野美樹(早大)

民間超音速機実現に向けた研究開発(1) 10月24日 14:10～15:30 司会：金崎 雅博 (首都大)
1E04 D-SEND#2近傍圧力場の評価 ○岩川輝, 青木勇磨, 吉水大介, 佐宗章弘(名大・院), 牧野好和(JAXA),

石川敬掲(エイ・エス・アイ総研), 山本浩治, 白木尚康(名大)
1E05 エネルギー付加による超音速空力・ブーム特性の向上 ○ファンホアンソン, 丹波高裕, 青木勇磨, 吉水大介, 岩川輝,

佐宗章弘(名大)
1E06 超音速機の前縁フラップ最適設計とその流れ場考察 ○大平啓介(菱友システムズ), 郭東潤(JAXA)
1E07 小型模型エンジンを用いた排気ノズルの推力・音響性能評価 ○赤塚純一(JAXA), 小倉直之(東京農工大学・院), 渡辺安(JAXA),

亀田正治(農工大)
民間超音速機実現に向けた研究開発(2) 10月24日 15:40～17:00 司会：牧野 好和 (JAXA)

1E08 小型超音速旅客機のCFDを援用したスピレージ抵抗計測 ○上野篤史, 牧野好和(JAXA), 佐藤一成, 磯英雄, 三友俊輝(富士重工)
1E09 エンジンナセル統合形態における超音速機のMulti-fidelity設計法適用

について
○金崎雅博, 北崎慎哉, 岸祐希(首都大), 牧野好和(JAXA)

1E10 双胴・複葉翼型超音速旅客機の最適設計による設計知見の抽出 ○伴直彦, 山崎渉(長岡技術科学大), 楠瀬一洋(JAXA)
1E11 超音速流における翼平面形の空力的考察 ○小林大志, 松島紀佐(富山大), 金崎雅博(首都大), 楠瀬一洋(JAXA)

F会場(特別会議室）
航空機設計(1) 10月24日 10:10～10:50 司会：菊本 浩介 (航装研)

1F03 航空推進用多重化モータの開発と飛行実証 ○小林宙, 西沢啓, 飯島朋子(JAXA), 山崎宏二(オリンポス)
1F04 小型電動飛行機の研究開発の試みについて ○麻生茂, 谷泰寛, 桑本涼平(九大・院), 中島昭二(菱計装)

航空機設計(2) 10月24日 14:10～15:10 司会：宇田川 直彦 (航装研)
1F05 タグチメソッドによるロバストなUAV設計法の研究 ○島田豪志, 東野伸一郎(九大・院)
1F06 室蘭工大小型超音速飛行実験機のピッチおよびヨー運動による

動的空力特性
○塩野経介, 石上幸哉(室蘭工大・院), 溝端一秀(室蘭工大),
新井隆景(阪府大), 東野和幸(室蘭工大)

1F07 VTOL型UAVのための無尾翼機の開発 ○滝田好宏, 樫谷賢士, 冨沢哲雄(防大)
特殊航空機(1) 10月24日 15:40～17:00 司会：中村 裕子 (東大)

1F08 ドローンによる橋梁点検と周辺環境の飛行安全性について ○熊倉郁夫, 峯岸正勝, 渡辺顯, 島正博, 渡部正直, 鳥海廣史(JAST)
1F09 球殻状フレーム付きドローンの落下衝撃に関する予備試験 ○熊倉郁夫, 峯岸正勝, 楯篤志, 中川宗敬, 渡部正直, 渡辺顯(JAST)
1F10 向心加速度のフィードバックによる横力板UAVの低バンク旋回制御 ○菅野祐介, 小河原加久治, 新銀秀徳(山口大・院)
1F11 ビジュアルフィードバックによる横力板UAVの着陸制御 ○橋本竜一, 小河原加久治, 新銀秀徳(山口大・院)
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10月25日 (火)

A会場(メインホール）
特別講演(3) 10月25日 13:00～14:00 司会：－

SL03 The Art and Practice of Innovation ○RONALDLOPEZ(Boeing Defense, Space and Security)
特別講演(4) 10月25日 14:10～15:10 司会：工東 信郎 (JAEA)

SL04 日の丸ジェットを世界のベストセラー旅客機に/メーカーとユーザー
の開発協働体制

○松浦一夫(全日本空輸)

G会場(ASUKA1）
10月25日 9:00～11:00

SL06 航空教育支援フォーラム ○－
航空の発展を支える航空技術(1) 10月25日 15:25～17:15 司会：丸川 隆 (三菱重工)

2G01 航空機エンジン用複合材部品の開発 ○村上務, 守屋勝義, 及川裕作(IHI)
2G02 エアラインにおける機体構造整備の変遷と今後の課題 ○齋藤優子(JALエンジニアリング)
2G03 中央翼自走式多頭自動穿孔機の開発 ○平井久之, 平井久之(富士重工)

航空の発展を支える航空技術(2) 10月25日 17:25～18:35 司会：野口 利彦 (全日空)
2G04 航空機チューブ部品加工の生産改革と技術導入による生産性向上 ○金澤勇也(三菱重工)
2G05 電気化航空機の動向について ○高山卓, 木村清志, 岩嶋淳, 安藤嘉人(川崎重工)

H会場(ASUKA2）
Second Aerodynamics Prediction Challenge(APC-II）(1) 10月25日 11:00～12:00 司会：松尾 裕一 (JAXA)

2H04 FaSTARによるNASA-CRMの空力解析 ○橋本敦, 石田崇, 青山剛史(JAXA), 林謙司, 竹川国之,
上島啓司(菱友システムズ)

2H05 TASとMEGG3D格子によるNASA CRMへの支持装置の影響の評価 ○伊藤靖, 村山光宏, 山本一臣(JAXA), 田中健太郎(菱友システムズ)
2H06 FaSTARを用いたPC並列計算航空機後流解析 ○南波遼大, 小林大志, 松島紀佐(富山大)

Second Aerodynamics Prediction Challenge(APC-II）(2) 10月25日 15:30～16:50 司会：浜本 滋 (JAXA)
2H07 DG法とSV法によるNASA-CRMの空力解析 ○淺田啓幸, 澤木悠太, 澤田惠介(東北大)
2H08 壁関数を用いた埋め込み境界法によるNASA-CRM遷音速空力予測 ○玉置義治, 原田基至, 今村太郎(東大・院)
2H09 BCMを用いたNASA CRMの空力解析 ○牧野真弥, 福島裕馬, 三坂孝志, 大林茂(東北大), 廣瀬拓也,

佐々木大輔(金沢工大)
2H10 APC-IIの集計結果 ○橋本敦, 青山剛史, 松尾裕一, 上野真, 中北和之, 浜本滋(JAXA),

澤田恵介(東北大), 松島紀佐(富山大), 越智章生(川崎重工),
吉本稔(三菱重工)

Second Aerodynamics Prediction Challenge(APC-II）(3) 10月25日 17:00～18:20 司会：澤田 恵介 (東北大)
2H11 APC-IIのデータ整理で見えた航空CFDと風洞試験の課題 ○澤木悠太, 淺田啓幸(東北大・院), 澤田恵介(東北大)

I会場(孔雀）
学生講演(1) 10月25日 9:30～10:30 司会：福島 幸子 (ENRI)

2I01 CARATS Open
Dataの分析による偏西風の鉛直ウインドシアと巡航高度の関係調査

○田村真規(早大)

2I02 CARATS Open
Dataを用いたレーダーエコーを迂回する飛行の航跡分析

○加藤嘉弘(早大)

2I03 CARATS Open Dataによる運航効率改善空域の検討 ○江崎亨(高知工科大・院)
2I04 混雑空域における到着機の運航解析のためのADS-Bデータ利用 ○和賀山智晃(高知工科大・院)

学生講演(2) 10月25日 10:40～11:40 司会：白川 昌之 (ENRI)
2I05 四次元航法における到着時刻のばらつきのモデル化 ○元谷章博(首都大・院)
2I06 高高度航空機のGNSSによる精密単独測位に関する研究 ○二宮光莉(首都大)
2I07 複合材製主翼部分構造の静強度試験時におけるデジタル画像相関法を

用いた変形計測
○山田直人(首都大・院)

2I08 画像解析による超音速自由飛行体の姿勢計測法に関する研究 ○渡邊正人(東北大・院)
飛行力学(2) 10月25日 15:30～16:50 司会：原田 正範(防大）

2I09 滑空機用フライトシミュレータを用いた滑空機の設計支援について(
水平尾翼諸元の決定について）

○諏訪正典, 川尻司, 齋藤建壽, 前田亜蘭, 山田萌生(都立産業技術高専)

2I10 ハンググライダーの9自由度運動モデル ○越智徳昌, 与古田一晃(防大)
2I11 グレーボックスモデリングに基づく航空機のパラメータ推定 ○阿部侑真, 竹内瑞穂(慶大), 成岡優, 佐藤昌之(JAXA), 足立修一(慶大)
2I12 簡易フライトシミュレーターの教育研究活動への活用 ○松永大一郎, 上村常治, ヨルグエントジンガー, 土屋武司,

鈴木真二(東大・院)
飛行力学(3) 10月25日 17:00～18:00 司会：川口 純一郎(JAXA）

2I13 無人機の編隊飛行における機体間通信の頻度と追従精度の関係につい
て

○林雄太, 小山陽平, 高木駿, 稲田喜信(東海大)

2I14 マルチコプターの編隊飛行における方位情報の共有が編隊の挙動に及
ぼす影響について

○高木駿, 上岡泰明, 稲田喜信(東海大)

2I15 傾斜ロータによるクアッドロータ機の横風下での機首上げモーメント
の低減

○大塚光, 河野将佳, 藥師川楓, 永谷圭司(東北大)

J会場(雲雀）
学生講演(3) 10月25日 9:30～10:30 司会：三輪 昌史 (徳島大)

2J00 超撥水性塗装面の耐浸食性に関する研究 ○高橋祐貴(神奈川工科大)
2J01 超音速航空機エンジン統合設計におけるMulti-fidelity設計法の適用性 ○北崎慎哉(首都大・院)



検証
2J02 飛行実験によるマルチコプターの空力特性計測 ○東濱航平(名大・院), 平林直人(名大), 森浩一(名大・院)
2J03 主翼展開型無推力火星探査滑空機におけるエレベータの空力効果 ○安田章宏(鳥取大・院)

学生講演(4) 10月25日 10:40～11:40 司会：浅井 圭介 (東北大)
2J04 親水性翼表面上の水滴の挙動 ○日向寺竜磨(神奈川工科大)
2J05 低Re数領域におけるフクロウ翼の空力特性 ○涌井翔太郎(九大)
2J06 異方性構造を有する弾性羽ばたき翼の空力性能評価 ○蓑田剛志(九大・院)
2J07 三翼素高揚力翼型における低騒音設計に向けたスラット配置最適化 ○小林保鷹(首都大・院)

風洞技術(1) 10月25日 15:50～16:50 司会：川村 健生 (川崎重工)
2J08 LED光源を用いたフォーカシングシュリーレンPIV法に関する基礎研

究
○樫谷賢士, 滝田好宏, 三浦圭太(防大), 宮里義昭,
仲尾晋一郎(北九州市立大)

2J09 リブレットによる表面摩擦抵抗低減メカニズムに対する境界層乱流ス
ケール特性

○高橋英美, 栗田充, 古賀星吾(JAXA), 遠藤史歩子(農工大)

2J10 宇宙航空研究開発機構
6.5m×5.5m低速風洞における模型支持ストラット間の空力干渉の影
響について

○廣谷智成, 香西政孝, 須谷記和, 加藤裕之(JAXA)

風洞技術(2) 10月25日 17:00～18:00 司会：樫谷 賢士 (防大)
2J11 機体動揺低減技術低速風洞試験実証への非相似性の影響について ○齊藤健一, 濱田吉郎, 小曳昇(JAXA)
2J12 FINE計測システム設計の妥当性確認風洞試験 ○古賀星吾, 栗田充, 飯島秀俊, 岡林希依, 西沢啓, 高橋英美(JAXA),

遠藤史歩子(農工大)
2J13 亜音速GA風洞試験用アクチュエータ・システムの設計・試作・性能

評価
○小曳昇, 齊藤健一, 濱田吉郎(JAXA)

K会場(千鳥）
ヘリコプタの先進技術(1) 10月25日 9:30～10:30 司会：阿部 達也 (富士重工)

2K01 BK117 D-2型の概要 ○北村淳, 野口一成(川崎重工)
2K02 MCH-101掃海機 展張・揚収・えい航装置の開発 ○高山博幸(川崎重工)
2K03 高速ヘリコプタのスケールダウン模型の設計について ○田辺安忠, 小曳昇, 杉浦正彦, 青山剛史(JAXA),

菅原瑛明(菱友システムズ)
ヘリコプタの先進技術(2) 10月25日 10:40～12:00 司会：新穂 那奈 (川崎重工)

2K05 高速ヘリコプタの機体空力抵抗低減技術について ○小曳昇, 田辺安忠, 杉浦正彦, 青山剛史(JAXA),
菅原瑛明(菱友システムズ)

2K06 ホバリングにおけるロータと翼の空力干渉の数値シミュレーション ○菅原瑛明(菱友システムズ), 田辺安忠(JAXA)
2K07 コンパウンド・ヘリコプタ概念模型の主翼とアンチ・トルク・プロペ

ラの空力性能の測定
○米澤宏一(阪大), 砂田茂(阪府大), 小曳昇, 田辺安忠, 青山剛史(JAXA)

2K08 コンパウンド・ヘリコプタのロータと主翼の空力干渉の測定について ○稲葉雅俊, 赤坂剛史(金沢工大), 古田拓也(エヌ・ティー・シー),
小曳昇, 田辺安忠, 青山剛史, 杉浦正彦(JAXA)

低コスト機体開発を実現するための数値シミュレーション技術開発(1) 10月25日 15:30～16:50 司会：大林 茂 (東北大)
2K09 低コスト機体開発を実現するための数値シミュレーション技術開発 ○岡部朋永(東北大・院), 大林茂(東北大)
2K10 航空機複合材主翼の多目的最適設計 ○石浦誠昌, 早出将司, 岡部朋永(東北大)
2K11 複合材料積層板の衝撃損傷に関する解析的研究 ○末益博志, 長嶋利夫, 市来誠(上智大)
2K12 繊維曲線配向を可能にするTow-steered composites成形 ○篠田淳, 松崎亮介, 太田正浩(東京理科大)

低コスト機体開発を実現するための数値シミュレーション技術開発(2) 10月25日 17:00～18:00 司会：大林 茂 (東北大)
2K13 フラッター簡易解析に用いる非構造格子用完全ポテンシャルソルバー

の 開発
○角田敏紀(東北大・院), 澤田恵介(東北大)

2K14 3Dプリント可能な面内最適繊維配置をもつCFRP有孔平板 ○山中雄介(東工大・院), 轟章, 鈴木良郎(東工大)
2K15 着氷が発生した翼の数値流体計算 ○南将平, 下山幸治, 大林茂(東北大)

L会場(白鷺）
SafeAvioについての取り組み 10月25日 9:10～10:30 司会：藤原 健 (JAXA)

2L01 機上の乱気流事故防止システムに対する信頼性評価の研究開発(その3
）

○井之口浜木, 秋山智浩, 濱田吉郎, 町田茂(JAXA)

2L02 航空機搭載型ライダを用いた乱気流情報提供装置の開発 ○又吉直樹, 飯島朋子(JAXA)
2L03 航空機搭載型ライダーを用いた速度情報表示の開発・評価 ○飯島朋子, 又吉直樹(JAXA), EntzingerOnnoJorg, 上村常治(東大),�
2L04 ライダーを用いた突風応答軽減システムの風洞試験シミュレーション

ソフトウェア
○濱田吉郎, 齊藤健一(JAXA), 松田里香,
中山空星(三菱スペース・ソフトウエア)

次世代航行技術 10月25日 10:40～12:00 司会：片山 雅之 (三菱プレシジョン)
2L05 空港面向け航空移動通信システム(AeroMACS）の国際標準規格動向 ○住谷泰人(ENRI)
2L06 準ミリ波レーダを用いたヘリコプタ全周状況認識技術の検討 ○二ッ森俊一, 森岡和行, 河村暁子, 宮崎則彦, 米本成人(ENRI),�
2L07 RNPからxLSに接続する飛行方式の設計条件の検討 ○福島荘之介, 齊藤真二, 森亮太, 山康博(ENRI)
2L08 地上型衛星航法補強システムの独立型性能評価装置について ○齊藤真二(ENRI)

ロボット/センサー技術の動向 10月25日 15:30～16:50 司会：瀬之口 敦 (ENRI)
2L09 インフラ点検用飛行ロボットシステムの性能評価 ○山下敏明, 小屋敷晃, 安達英夫, 正沢道太郎, 室伏洋, 和田昭久,

西沢俊広(日本電気), 野波健蔵, ヴォイタラティトゥス,
稲垣航治(自律制御システム研), 岩田拡也(産業技術総合研), 青木聡,
式田直孝(首都高速道路技術センター), 中林達彦(日本電気)

2L10 飛行ロボット用壁面接触型打音検査システムの開発 ○正沢道太郎, 山下敏明, 安達英夫, 小屋敷晃(日本電気), WojtaraTytus,
塚田大, 稲垣航治(自律システム研)

2L11 大型低速風洞を用いた飛行ロボットの飛行特性検証と機体設計への応
用

○塚田大, 大録洋志, 稲垣航治, WojtaraTytus,
野波健蔵(自律制御システム研), 安達英夫, 山下敏明(日本電気)

2L12 フォースフィードバックを用いたMEMSジャイロの開発 ○中下修治, 鈴木カレブ, 吉田幸久(三菱プレシジョン)
機器・電子情報システム 10月25日 17:00～17:40 司会：大山 聖 (JAXA)

2L13 プラズマバブル環境におけるGPS/INSインテグリティ監視機能の評価 ○清水悠介, 辻井利昭, 冨田博史, 藤原健(JAXA)
2L14 航空機吊荷の運動制御のためのSinc関数に基づくScissors-CMGs駆動

法
○岸田智希, 小島広久, 吉村康広(首都大)



M会場(朱鷺）
航空機の搭載物分離特性に関する複合的研究 10月25日 9:10～10:50 司会：浜本 滋 (JAXA)

2M01 研究全般概要 ○宇田川直彦, 菊本浩介(航装研), 園田精一, 越智章生, 橋岡崇裕,
白銀英之, 川村健生(川崎重工)

2M02 内装搭載物のキャビティ流風洞試験 ○菊本浩介, 宇田川直彦(航装研), 園田精一, 鈴木亙, 北川正樹,
木村敏之, 上田賢太郎(川崎重工), 高尾進矢(防衛装備庁)

2M03 キャビティ流CFD解析と風洞試験の比較 ○宇田川直彦, 菊本浩介, 大澤啓幸(航装研), 越智章生, 永田卓(川崎重工)
2M04 航空機の搭載物分離特性に関する複合的研究

三音速風洞用CTS(Captive Trajectory System)の開発
○宇田川直彦, 菊本浩介, 金子昂弘(航装研), 橋岡崇裕, 白銀英之,
小山雅隆, 久保田哲也(川崎重工), 竹中健二(川重テクノロジー)

2M05 航空機の搭載物分離特性に関する複合的研究
三音速風洞用天秤較正装置の開発

○宇田川直彦, 菊本浩介(航装研), 川村健生, 村橋慶紀(川崎重工)

飛行力学(1) 10月25日 11:00～12:00 司会：安部 明雄(日大）
2M06 小型無人超音速実験機の自律飛行に向けた着陸制御系飛行検証 ○上羽正純, 横田滋弘(室蘭工大)
2M07 小型無人超音速実験機向け離陸制御系の飛行検証 ○高橋康平, 上羽正純(室蘭工大)
2M08 正規分布入力に対するモンテカルロ評価の効率化 ○元田敏和(JAXA)

航空機製造における最新生産技術の動向(1) 10月25日 15:30～16:40 司会：立岡 寛之 (三菱重工)
2M09 航空機部品製造における表面処理・塗装工程の自動化範囲拡大 ○古郡享(富士重工)
2M10 チタン合金の切削条件最適化への取り組み ○財津匡克, 浦上太輔, 北畑昂志, 須崎徹, 磯江暁, 阿部渉(川崎重工)
2M11 航空機胴体パネルのロボット搬送技術 ○梓澤直人, 清水隆之, 鶴田健一(三菱重工), 大塚和久, 吉永紀倫,

齊藤俊一(ファナック)
航空機製造における最新生産技術の動向(2) 10月25日 17:00～17:50 司会：立岡 寛之 (三菱重工)

2M12 チタン合金押出形材の低コスト成形技術 ○八代毅(日本飛行機)
2M13 小型金属部品の自動塗装装置の開発 ○岸本直也(新明和工業)
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10月26日 (水)

A会場(メインホール）
特別講演(5) 10月26日 13:00～14:00 司会：山崎 武志 (防大)

SL05 事故調査の過去30年 ○後藤昇弘(元運輸安全委員会委員長)

G会場(ASUKA1）
翼面上デバイスによる流体制御(1) 10月26日 10:10～10:50 司会：今村 太郎 (東大)

3G01 境界層制御におけるプラズマアクチュエータによる体積力導入手法の
影響

○石黒右恭, 松野隆(鳥取大), 上野真(JAXA)

3G03 TRA2012Aへの実装に向けたSplit Tip Winglet の最適設計と重量評価 ○田畑宗一郎, 山崎渉(長岡技術科学大), 湯原達規(JAXA)
翼面上デバイスによる流体制御(2) 10月26日 11:00～12:00 司会：上野 真 (JAXA)

3G04 空力と構造を考慮した新規翼端形状の探索と評価 ○小田裕樹(東大), 湯原達規(JAXA), 李家賢一(東大)
3G05 主翼上垂直舵面の空力特性に関する数値解析 ○高梨聡, 今村太郎(東大)
3G06 翼面上境界層の剥離に対するアクティブボルテックスジェネレータの

効果
○植木伸(首都大・院), 高木正平, 淺井雅人(首都大)

FQUROHプロジェクトの現状(1) 10月26日 14:20～15:40 司会：少路 宏和 (JAXA)
3G07 機体騒音低減技術の飛行実証FQUROHプロジェクト

―予備実証に向けて―
○山本一臣(JAXA), 葉山賢司(川崎重工), 熊田俊行(住友精密工業),
林賢亮(三菱航空機)

3G08 FQUROH予備実証に向けた宇宙航空研究開発機構フラップ低騒音化設
計

○村山光宏, 山本一臣, 横川譲, 伊藤靖(JAXA), 平井亨,
田中健太郎(菱友システムズ)

3G09 FQUROH予備実証に向けたKHIフラップ低騒音化設計 ○上野陽亮, 磯谷和秀, 葉山賢司(川崎重工)
3G10 FQUROH予備実証に向けた風洞試験 ○横川譲, 高石武久, 浦弘樹, 香西政孝(JAXA)

FQUROHプロジェクトの現状(2) 10月26日 15:50～16:50 司会：山本 一臣 (JAXA)
3G11 FQUROH予備実証に向けたCFD ○伊藤靖, 村山光宏, 坂井玲太郎(JAXA), 田中健太郎,

平井亨(菱友システムズ)
3G12 FQUROH予備実証に向けた脚低騒音化デバイス設計 ○熊田俊行, 井上健, 李虹慧(住友精密工業), 高石武久, 山本一臣(JAXA)
3G13 FQUROH予備実証に向けた飛行性能への影響解析 ○坂井玲太郎, 高石武久, 横川譲, 伊藤靖, 村山光宏, 有薗仁,

山本一臣(JAXA)

H会場(ASUKA2）
飛行力学(4) 10月26日 9:10～10:50 司会：越智 徳昌(防大）

3H01 宇宙航空研究開発機構飛行試験設備を用いた研究開発活動の状況報告 ○冨田博史, 藤井謙司, 奥山政広, 石井寛一, 佐藤昌之, 成岡優,
舩引浩平(JAXA)

3H02 実験用航空機『飛翔』のノーズブームに装備されたエアデータセンサ
の性能推算 その2

○成岡優, 保江かな子, 上野真(JAXA)

3H03 LIDARを用いた突風軽減制御:
出力フィードバックを用いたロバスト飛行制御の適用

○志田裕磨, 得竹浩(金沢大)

3H04 測定した遠隔気流情報(LIDAR情報）を活用した,速度制御の為の,推力
設定法

○上村常治, エントジンガー(東大), 森亮太(ENRI), 鈴木真二(東大)

3H05 速度擾乱を付加したFaSTARによる遷音速バフェット開始点予測 ○武田周作, 恵介澤田(東北大), 橋本敦(JAXA)
無人機の飛行誘導制御・飛行試験(1) 10月26日 11:00～12:00 司会：高野 博行 (防大)

3H06 小型無人機の低高度管制システムシナリオー天草をケースに ○中村裕子, 松本義彦, 鈴木真二(東大)
3H07 自社研究における無人機の飛行誘導制御及び飛行試験 ○近藤夏樹, 佐瀬一真(日本飛行機)
3H08 有翼宇宙輸送機の適応制御による動特性推定の性能検証 ○長谷部太郎, 安部明雄, 佐々修一(日大)

無人機の飛行誘導制御・飛行試験(2) 10月26日 14:20～15:40 司会：井戸田 典彦 (三菱重工)
3H09 対空射撃用標的の飛行試験 ○饗庭昌行(航装研)
3H10 対空射撃用標的の概要と飛行制御系設計 ○大橋克海, 守田航(川崎重工)
3H11 D-SEND#2の誘導制御系評価 ○二宮哲次郎, 鈴木広一, 川口純一郎(JAXA)
3H12 宇宙輸送機の適応バックステッピング制御と軌道生成 ○入澤惇(日大・院), 安部明雄, 佐々修一(日大)

無人機の飛行誘導制御・飛行試験(3) 10月26日 15:50～17:30 司会：町野 泰章 (川崎重工)
3H13 放射線モニタリング無人飛行機の研究開発における飛行試験 ○村岡浩治, 穂積弘毅, 佐藤昌之(JAXA), 眞田幸尚, 山田勉,

伊村光生(日本原子力研究開発機構)
3H14 UARMS の予見経路トラッキング制御 ○佐藤昌之, 村岡浩治, 穂積弘毅(JAXA), 眞田幸尚, 山田勉,

鳥居建男(日本原子力研究開発機構)
3H15 テザー飛行での墜落条件と安全対策 ○三輪昌史(徳島大・院), 合田豊(空撮技研)
3H16 不確かさ・外乱補償器に基づく自動操縦系の設計について ○山崎武志, 高野博行, 山口功(防大)
3H17 3Dビジョンシステムによるドローンの自動飛行 ○山下哲生(リコー)

I会場(孔雀）
空気力学(2) 10月26日 9:10～10:30 司会：安養寺 正之 (九大)

3I01 ステレオPIVを用いた翼端渦の循環の測定と揚力の推定 ○浅野眞一朗(明大・院), 榊原潤(明大)
3I02 揚力はどのように発生するのか(その2) ○片柳亮二(金沢工大)
3I03 2次元ポテンシャル流厳密解による地面効果の解析 ○片柳亮二(金沢工大)
3I04 表面摩擦抵抗低減コーティング技術の飛行実証 FINE ○栗田充, 西沢啓, 岡林希依, 古賀星吾, 郭東潤, 中北和之, 飯島秀俊,

中右介(JAXA)
空気力学(3) 10月26日 10:40～12:00 司会：大山 聖 (JAXA)

3I05 火星探査航空機の主翼翼型性能の改善 ○安養寺正之, 涌井翔太郎(九大・院), 濱田大生, 高岡大樹(九大)
3I06 低レイノルズ数石井翼流れにおけるDBDプラズマアクチュエータの剥

離制御効果
○清水智康, 浅田健吾, 立川智章, 藤井孝藏(東京理科大)



3I07 室蘭工大小型超音速飛行実験機のエリアルールに基づく抗力低減 ○山崎優樹(室蘭工大・院), 溝端一秀, 東野和幸(室蘭工大)
3I08 小型超音速飛行実験機のCFD解析による空力評価 ○三浦壮晃, 石上幸哉, 塩野経介(室蘭工大・院), 溝端一秀,

東野和幸(室蘭工大)
空気力学(4) 10月26日 14:20～15:40 司会：橋本 敦 (JAXA)

3I09 非定常CFD解析によるスラット騒音予測における格子解像度の影響 ○土本雄大, 上野陽亮, 越智章夫(川崎重工)
3I10 タンデム複葉翼空力特性への前後翼相対位置の影響 ○青木良尚, 岡田典秋, 村岡浩治(JAXA)
3I12 超音速ジェットに加えられたヘリカルモードペア振動数のマッハ波放

射に対する影響
○渡辺大輔(富山大), 前川博(電気通信大)

3I13 DSMC法による推力方向制御装置の数値解析(第2報:ノズル形状の比較) ○坂田政士(岡山理科大・院), 丸山祐一(岡山理科大)

J会場(雲雀）
回転翼航空機(1) 10月26日 9:10～10:30 司会：饗庭 昌行 (航装研)

3J01 壁面近傍でホバリングする小型クアッドロータの非定常空力特性 ○當房航, 島崎亮太, 宗像瑞恵, 吉川浩行(熊本大・院)
3J02 クアッドロータの空力特性に与えるロータ間隔とプロペラ形状の影響 ○宮内慎一, 宗像瑞恵(熊本大・院)
3J03 テザーによる物理拘束下でのマルチロータ機の協調制御 ○佐伯豪也, 樋口丈浩(横国大・院)
3J04 洋上運用を想定した新型マルチローターの開発に関する研究 ○横山翼, 樋口丈浩(横国大・院)

回転翼航空機(2) 10月26日 10:40～12:00 司会：宮本 裕二 (三菱重工)
3J05 構造物近傍におけるロータのホバリング性能に対するロータ位置の影

響に関する実験的検証
○加藤弘一, 糸賀紀晶, 中嶋鉄太(防大)

3J06 パイロット視覚情報のためのレーザー測距による障害物検知の地上試
験

○土屋元, 舩引浩平, 津田宏果(JAXA)

3J07 静止推力を最大とするロータ設計法 ○原田正志(JAXA)
3J08 高速ヘリコプタの概念設計 ○原田正志(JAXA)

特殊航空機(2) 10月26日 14:20～16:00 司会：原田 賢哉 (JAXA)
3J09 セイルウイング翼面材のたるみの影響について ○松尾健輔, 池田志歩(崇城大)
3J10 地面効果翼の空力特性と翼表面圧力分布について ○伊藤悠真, 岩下英嗣(広島大・院)
3J11 ソーラー飛行機の飛行姿勢に伴う発電量変化の評価 ○新井啓之, 福田紘太, 木村英樹(東海大)
3J12 高高度滞空型無人機の滑空帰還経路自動生成システムの検討 ○牧緑(JAXA)
3J13 火星飛行機の高高度飛行試験結果の速報 ○大山聖(JAXA), 永井大樹(東北大), 得竹浩(金沢大), 藤田昂志(JAXA),

安養寺正之(九大), 豊田裕之, 宮澤優(JAXA), 米本浩一(九工大),
岡本正人(金沢工大), 野々村拓(JAXA), 元田敏和(JAXA), 竹内伸介,
鎌田幸男(JAXA), 浅井圭介(東北大), 藤井孝藏(東京理科大)

K会場(千鳥）
航空交通管理(3) 10月26日 9:30～10:30 司会：平田 輝満 (茨大)

3K01 無人航空機運航の航空サービスへの融合の可能性について ○平林博子, 中島徳顕, 宮津義廣(電子航法研究所電子航法研究所)
3K03 フリー・ルーティングに対応した航空管制シミュレーション・モデル

の構築
○蔭山康太, 秋永和夫(ENRI)

3K04 国内線における利用者選択経路による便益評価 ○中村陽一, 蔭山康太(ENRI), 宮沢与和, 松田治樹(九大)
航空交通管理(4) 10月26日 14:20～16:00 司会：蔭山 康太 (ENRI)

3K05 CARATSオープンデータを用いた福岡空港ターミナル空域内の航空交
通流の解析

○森俊介, 北詰有人, 東野伸一郎, 宮沢与和(九大・院)

3K06 エアライン運航に影響する山岳波とその回避方法 ○市川博一(法政大), 成田直木(航空大)
3K07 効率的な到着管理のためのFMSを利用した到着時刻制御の検討 ○樋口雄紀, 田村恵一, 小塚智之, 北詰有人, 宮沢与和(九大・院),

ブラウンマーク(ENRI)
3K08 フライトシミュレーション教育における視線情報に基づいた定量的評

価
○芳賀瑛, 遠藤信二, 柴田東作, 新井和吉, 常盤祐司(法政大)

3K09 航空管制リアルタイムシミュレーション実験によるRNP
AR機最優先方式での混合運用と従来運用との比較

○天井治, 松岡猛(ENRI)

L会場(白鷺）
航空機設計(3) 10月26日 9:10～10:10 司会：山崎 武志 (防大)

3L01 遺伝的プログラミングを用いた派生形ジェット旅客機設計時の連続的
表現について

○森田舜, 李家賢一(東大)

3L02 多目的最適化手法を用いた航空機概念設計における不確かさと信頼性
に関する研究

○柳本芳樹, 李家賢一(東大)

3L03 主成分分析を用いた航空機概念設計における設計変数の分類 ○大宮遼平, 李家賢一(東大)
宇宙航空研究開発機構における航空機開発の高速化を目指した研究開
発

10月26日 10:20～12:00 司会：吉本 稔 (三菱重工)

3L04 航空機開発シーケンスの高速化を目指す基盤応用技術の研究開発 ○伊藤健, 跡部隆(JAXA)
3L05 高速流体ソルバFaSTARの機能拡張と空力最適化ライブラリの開発 ○青山剛史, 橋本敦, 石田崇, 口石茂(JAXA)
3L06 実機をターゲットとした空力特性予測及び空力性能診断・改善技術の

研究開発
○中北和之, 口石茂, 小池俊輔, 加藤博司, 加藤裕之, 上野真, 保江かな子,
互井梨絵(JAXA)

3L07 客室安全性に関する規程の動向を考慮した詳細衝撃解析技術の研究開
発

○岡田孝雄, 宮木博光, 青木雄一郎(JAXA)

3L08 ソフトウェア認証のための拠点構築を目指した GPS/INS
複合航法装置の開発計画

○佐藤昌之, 伊藤健, 藤原健, 辻井利昭, 成岡優(JAXA)

航空機設計(4) 10月26日 14:20～15:20 司会：近藤 夏樹 (日本飛行機)
3L09 飛行経路と先進航空機システムの考慮が航空機概念設計に及ぼす影響

の検討
○李家賢一(東大), 千葉崇(東大・院)

3L10 高アスペクト比を有する複葉ジェット旅客機の概念設計及びCFD解析
について

○益子哲行(東大・院), 今村太郎, 李家賢一(東大), 野村聡幸(JAXA)

3L12 Human Error
Managementの観点からのフライトデッキ概念設計手法に関する研究(
第3報)

○井手陽介(三菱航空機)



M会場(朱鷺）
航空宇宙分野における材料技術(1) 10月26日 9:10～10:30 司会：日下 貴之 (立命館大)

3M00 発泡コアサンドイッチパネルのエネルギー解放率の算出法と
き裂進展抑制法への適用

○橋本昂太(金沢工大・院), 廣瀬康夫(金沢工大)

3M01 繊維うねりを有する熱可塑CFRPの強度評価 ○横関智弘, 青木隆平(東大), 古挽彰(IHI)
3M02 Zanchor-CFRPにおける層間破壊じん性向上の機構の検討 ○礒野大志(京大), 加藤拓真(立命館大), (京大), 杉原良哉,

日下貴之(立命館大), 岩崎康彦(シキボウ), 北條正樹, 松田直樹,
西川雅章(京大)

3M03 Cruciform
試験法に基づくCF/PCに関する界面はく離進展挙動の実験的評価

○山田湧太, 斉藤博嗣, 金原勲(金沢工大)

航空宇宙分野における材料技術(2) 10月26日 10:40～12:00 司会：横関 智弘 (東大)
3M04 CFRPボルト接合継手における繊維配向の最適化 ○藤井俊史, 中島和夫, 岩崎康彦(シキボウ), 大杉勇輔,

工藤駿(立命館大・院), 日下貴之(立命館大)
3M05 航空機用アルミニウムとCFRPとのガルバニック腐食 ○境昌宏, 植松祐貴, 川戸駿, 高屋敷拓矢(室蘭工大)
3M06 木材の圧縮および引張特性に及ぼすひずみ速度の影響 ○小林秀敏(阪大), 小川欽也(スペース・ダイナミックス研),

HiroyukiYamada(防大)
3M07 チタン合金製ノッチボルトの衝撃変形および破壊挙動 ○山田浩之, 立山耕平, 上剛司, 小笠原永久(防大), 中川康, 紙田徹(JAXA)

航空宇宙分野における材料技術(3) 10月26日 14:20～15:40 司会：杉本 直 (JAXA)
3M08 将来に向けた航空機用先進複合材構造に関する研究の概要 ○渡辺直行, 浅井雅人(首都大)
3M09 縫合複合材の力学特性について ○渡辺直行(首都大)
3M10 縫合複合材を用いた航空機翼桁部品の試作と評価 ○中山真広, 星光(JAXA), 渡辺直行(首都大), 岩堀豊(JAXA)
3M11 通電加熱成形チタニウム合金部品の試作と力学特性 ○山口祥登, 菅沼寿雄, (吉増製作所), 星光(JAXA), 渡辺直行(首都大)

航空宇宙分野における材料技術(4) 10月26日 15:50～17:30 司会：斉藤 博嗣 (金沢工大)
3M12 複合材製主翼部分構造の試作 ○十二所正, 肱黒勇吉(N.A.C.T), 星光(JAXA), 渡辺直行(首都大)
3M13 光ファイバセンサを有する複合材翼構造の歪監視ソフトウエアの試作 ○奥村悠, 深谷愛信, 今村栄司(NTTアドバンステクノロジ),

星光(JAXA), 渡辺直行(首都大)
3M14 複合材製主翼部分構造の曲げ試験 ○星光, 杉本直, 岩堀豊(JAXA), 渡辺直行(首都大)
3M15 150席級民間旅客機の複合材主翼 翼胴結合部継手構造の設計検討 ○平野憲芳, 泉川貴紀, 吉岡弘剛, 豊田憲司(川崎重工), 星光(JAXA),

渡辺直行(首都大)
3M16 150席級民間旅客機の複合材主翼 翼胴結合部継手構造の強度評価 ○平野憲芳, 泉川貴紀, 吉岡弘剛, 豊田憲司(川崎重工), 星光(JAXA),

渡辺直行(首都大)
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