
S会場（３F　アプローズ）

特別講演（１） １１月１４日（水）１３：１０－１４：１０　司会：西村寛史（川崎重工業㈱）

SL01 山形県ドクターヘリについて ○森野一真（山形県立中央病院）

特別企画：航空ビジョン in 2018 １１月１４日（水）１４：２５－１６：２５　司会：麻生茂（九州大学）

1S01 小型電動航空機の研究開発にあたっての今後の課題について ○麻生茂，谷泰寛(九大)

1S02 電動化が切り拓く航空の未来 ○西沢啓，渡辺重哉(JAXA)

1S03 アーバンエアモビリティ実現へのロードマップ ○御法川学(法政大)，白井一弘(JALエンジニアリング)，水野操(ニコラデザイン・アンド・テクノ

1S04 JAXAリフトファン式VTOLと各種電動VTOLの得失 ○原田正志(JAXA)

パネル討論

一般講演：航空機設計（１） １１月１４日（水）１６：３５－１７：５５　司会：井戸田 典彦（三菱重工業㈱）

1S05
最適化のための3次元非構造空力計算およびシェル構造計算プログラムの精度検証と 極超音速航空
機最適化に対する適用結果

○森田直人，土屋武司(東大)

1S06 運航上望まれる旅客機の概念設計とそれに係る機体パラメータの考察 森田舜，○李家賢一(東大)

1S07
エクセルギーを用いた航空機概念設計手法に関する研究～二次動力システムと層流制御システムの
考慮～

柳本芳樹(東大・院)，○李家賢一(東大)

1S08 航空機概念設計における静的空力弾性捩り変形の考慮　～高高度滞空型無人機を例にとって～ ○種市順平（東大・院），李家賢一(東大)

A会場（１F　大会議室）

企画講演：CARATSの最新状況と研究課題（１） １１月１４日（水）１４：２５－１５：２５　司会：又吉直樹（宇宙航空研究開発機構）

1A01 CARATSが目指す変革の方向性 ○本江信夫(国交省)

1A02 CARATSのこれまでの取り組みと今後の展望 ○本江信夫(国交省)

企画講演：CARATSの最新状況と研究課題（２） １１月１４日（水）１５：３５－１６：３５　司会：平田輝満（茨城大学）

1A03 CARATS重点施策に係る研究開発：CFDTを用いた交通流制御の再開・高度化に向けた研究開発
○武市昇(首都大)，又吉直樹，アンドレエバ森アドリアナ，松野賀宣(JAXA)，平田輝満(茨
城大)他，CARATS推進協議会航空交通流時間管理検討WGメンバー

1A04
CARATS重点施策に係る研究開発：気象情報から運航制約、空域・空港容量への変換に向けた研究
開発の動向

○又吉直樹，神田淳，吉川栄一(JAXA)，瀬之口敦，吉原貴之，平林博子(ENRI)，手塚亜聖
(早大)，武市昇(首都大)，平田輝満(茨城大)

企画講演：CARATSの最新状況と研究課題（３） １１月１４日（水）１６：４５－１７：４５　司会：武市昇（首都大学東京）

1A05 CARATS重点施策に係る研究開発：監視通信分野の研究開発 ○住谷泰人(ENRI)

1A06 CARATS重点施策に係る研究開発：航法分野の研究開発 ○福田豊(ENRI)

B会場（２F　リハーサル室）

企画講演：モーフィング翼の設計・解析（１） １１月１４日（水）１０：４０－１２：００　司会：横関智弘（東京大学）

1B01 電着法で作製したCFRPコルゲーションの力学特性
○片桐 一彰，山口真平，永廣卓哉 ，川北園美，武村守 ，吉岡弥生(大阪産業技術研究
所)，佐々木克彦，本田真也，南沙也加 (北大)，Florian Liginé(ENSMA)

1B02 拮抗式SMAワイヤ駆動における予ひずみと有効ストロークの考察
○古賀弘樹(名城大・院)，仙場淳彦(名城大)，池田忠繁(中部大)，小島敏幸(名大・院)，玉
山雅人，有薗仁(JAXA)

1B03 飛行状態に応じたフラップ形状を考慮した多層構造モーフィングフラップのトポロジー最適設計
○上林恵太 ，小木曽望(阪府大)，山田崇恭 ，泉井 一浩，西脇眞二  (京大)，玉山雅人
(JAXA)

1B04 PANUKLを用いたモーフィング翼の水陸両用航空機設計への適用に関する研究
○花田翔太，荒井晃一郎，ジェミンスカエディータ(上智大)，グラボヴスキトマシュ(ワルシャ
ワ工大)，玉山雅人(JAXA)

企画講演：モーフィング翼の設計・解析（２） １１月１４日（水）１４：２５－１６：０５　司会：玉山雅人（宇宙航空研究開発機構）

1B05 モーフィング翼の空力形状制御に関する逆問題アプローチ ○神田達輝，岸井辰実，松島紀佐(富山大)

1B06 後縁モーフィング翼型の翼面曲率変化による翼型上面の流れ場と空力特性の関係 ○浅沼祐輝(早大・院)，手塚亜聖(早大)

1B07 モーフィング技術を応用した航空機の高揚力装置の空力騒音低減に関する研究 ○谷泰寛，猪狩洋太，麻生茂(九大)

1B08 ヒンジ型可変キャンバ羽ばたき翼の空力特性に関する実験的・数値的研究
池田怜史，○永井弘人，宇田暢秀，平川裕一，金城寛(九大)，室園昌彦，藤田浩輝(文理
大)

1B09 動圧により後縁部が受動的にモーフィングする翼型の空力特性に関する実験的研究 ○田口航太郎，砂田保人 ，今村太郎(東大)

企画講演：モーフィング翼の設計・解析（３） １１月１４日（水）１６：１５－１７：５５　司会：小木曽望（大阪府立大学）

1B10 座屈現象を利用した弾性羽ばたき翼の受動的モーフィングに関する研究 ○田中一成，永井弘人，宇田暢秀，新本康久(九大)，室園昌彦(文理大)

1B11 コルゲート型キャンバーモーフィング翼の空力構造連成モデルの検討 ○曽根田健輔 ，横関 智弘，今村太郎(東大)

1B12 構造特性の変化する翼の新しいフラッタ解析手法に関する研究 ○吉田修大(東大・院)，玉山雅人(JAXA)，横関智弘(東大)

1B13 コルゲート型モーフィング翼の動的非線形空力弾性解析 ○津島夏輝，有薗  仁 (JAXA)，横関 智弘(東大)

1B14 モーフィング翼を利用した航空機の飛行制御 ○森田草平(東大・院)

C会場（３F　交流室A）

企画講演：飛行制御系設計技術の動向（１） １１月１４日（水）１０：１０－１１：１０　司会： 井戸田典彦（三菱重工業㈱）

1C01 ＫＭＡＰゲイン最適化による多目的飛行制御設計　－安定余裕要求を満足するロール角制御系－ ○片柳亮二(金工大)

1C02 L1適応制御によるQuadrotorの飛行制御 ○原田正範，新井 嘉秀(防大)

1C03 風外乱の環境下における複数航空機の実時間交通流形成 ○桟宏太郎，横山信宏(防大)

企画講演：飛行制御系設計技術の動向（２） １１月１４日（水）１１：２０－１２：００　司会： 山崎武志(防衛大学校）

1C04 火星環境を模擬した高高度実験機の特性解析と制御系 ○安部明雄(日大)，布田翼(日大・院)，佐々修一(日大)

1C05 マイクロバーストの影響下における航空機の最適降下制御 ○椎名健太(日大・院)，佐々修一，安部明雄(日大)

一般講演：飛行力学（１） １１月１４日（水）１４：２５－１５：４５　司会：前野由香里（日本飛行機㈱）

1C06 ＫＭＡＰゲイン最適化による飛翔体の最適航法と比例航法との比較 ○片柳亮二(金工大)

1C07 最小2乗法による航空機の線形化運動方程式の微係数及び風の推定 ○ルー　フィー ソン，越智徳昌(防大)

1C08 比例航法に基づく進入角指定の誘導と自動操縦について ○山崎武志，髙野博行，山口功(防大)

1C09 滑空機操縦訓練へのディープラーニング技術の応用（第2報） ○諏訪正典(都立産技高専)

一般講演：飛行力学（２） １１月１４日（水）１５：５５－１７：１５　司会：亀山丈晴（防衛装備庁）

1C10 小型無人航空機の超音速達成のための最適上昇飛行経路の検討 ○上羽正純，真下滉平(室工大)

1C11 無人航空機のロバスト最適自動着陸制御系設計法の検討と実証 ○中島桜子，上羽正純(室工大・院)

1C12 高グライドスロープ角・高帯域フレア制御による短距離着陸制御の検討及び実証 ○植村拓也，上羽正純(室工大・院)

1C13 3分の1スケール小型無人超音速機オオワシ2号機の離陸試験
○前田庸佑，中島桜子，鎌田智寛，植村拓也，目谷葵葉，上羽正純，北沢祥一，溝端一秀
(室工大・院)

一般講演：飛行力学（３） １１月１４日（水）１７：２５－１８：２５　司会：安部明雄(日本大学）

1C14 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4 ○成岡優，保江かな子，内山貴啓，上野真(JAXA)

1C15 模型飛行機を用いた航空機の失速からの回復制御実験 ○長崎史直，上野誠也，樋口丈浩，齊藤雄太(横国大)

1C16 飛行データを用いた空力特性推定法の検討 ○元田敏和，二宮哲次郎(JAXA)

第５ ６ 回　 飛行機シンポジウム
１ １ 月１ ４ 日（ 水）



D会場（３F　研修室A）

一般講演：風洞技術 １１月１４日（水）１１：２０－１２：００　司会：伊藤健（宇宙航空研究開発機構）

1D01 運動を伴う航空機模型の高迎角磁力支持 ○甲斐大貴(早大・院)，杉浦裕樹(JAXA)，手塚亜聖(早大)

1D02 1-m 磁力支持天秤装置による動的風洞試験に向けた模型運動制御法の提案 ○大山尚悟，奥泉寛之，小西康郁，澤田秀夫，大林茂(東北大)

企画講演：最新の風洞空力技術と将来展望（１） １１月１４日（水）１４：４５－１５：４５　司会：村橋 慶紀（川崎重工業(株)）

1D03 JAXAにおける風洞技術の現状と研究課題 ○浜本滋(JAXA)

1D04 革新的な模型表面空力センシング技術 ○加藤裕之，浦弘樹，内山貴啓(JAXA)

1D05 航空機開発の高速化に向けた非定常空力計測技術の研究開発
○中北和之，小池俊輔，加藤裕之，齊藤健一(JAXA)，杉岡洋介，野々村拓，浅井圭介(東
北大)，中島務，岩本紘樹(IHIエアロスペースエンジニアリング)

企画講演：最新の風洞空力技術と将来展望（２） １１月１４日（水）１５：５５－１７：１５　司会：中北和之（宇宙航空研究開発機構）

1D07 蛍光油膜画像の解析による表面摩擦応力場測定法の最新研究報告 李澤辰，野々村拓，○浅井圭介(東北大)

1D08 インクジェットプリンタを利用したPSP・TSP複合センサの開発 ○江上泰広，大月湧暉，角谷勇輔，丹羽圭祐(愛知工大)，松田佑(早大)

1D09 衝撃波管による空力試験について ○樫谷賢士，田口正人，西山　真悟(防大)

1D10 川崎重工における新低速風洞の建設について ○園田精一，葉山賢司，川村健生，藤本朗(川崎重工)

企画公演：大学生が考えるe-VTOLの未来 １１月１４日（水）１７：２５－１８：１５　司会：中村裕子（東京大学）

1D11 東京大学でのe-VTOL教育プロジェクトと世界のe-VTOL検討動向 ○中村裕子，鈴木真二(東大)

1D12 一人乗り電動オートジャイロによる都市内エアモビリティネットワーク ○當野良太，髙田心，谷村徳太，奥林拓也，柿原 浩太，勝山杜都(東大)

1D13 チーム「天鳥船」が考える　e-VTOLが作る社会 ○眞木俊弥，佐野翔子，長谷川祐輝，蔵本涼太，大宅匠，長谷部早紀，鈴木和範(東大)

1D14 現代技術での実現可能性を考慮した e-VTOL の市場投入事例検討：沖縄離島路線の開拓
○中井佑，松崎洸季，池田有空，山名創，藤田拳斗，Franco Staub，冨士原大介，中村裕
子，鈴木真二(東大)

E会場（３F　研修室B）

一般講演：特殊航空機（１） １１月１４日（水）１０：４０－１２：００　司会：西沢啓（宇宙航空研究開発機構）

1E01 地形性乱気流環境での無人機の飛行安全性に関する研究（第二報） ○牧緑(JAXA)，重見仁(JAXA客員)，本間友幸(IHIエアロスペース・エンジニアリング)

1E02 通信距離制約下におけるトポロジカルマップを用いた複数MAVの協調的屋内空間探索 ○楳木晃平(東大・院)，久保大輔(JAXA)，土屋武司(東大)

1E03 小型無人機飛行安全向上技術の研究 ○村岡浩治，穂積弘毅，佐藤昌之(JAXA)

1E04 小型無人機用可変ピッチプロペラ機構の研究 野崎孝志，○榑林龍也(静岡理工大)，村岡浩治(JAXA)

一般講演：特殊航空機（２） １１月１４日（水）１４：２５－１５：０５　司会：牧緑（宇宙航空研究開発機構）

1E05 ドローン用パラシュートの空力特性に関する研究 ○海野晃弘，赤坂剛史(金工大)，中台章(ジオスポーツ)

1E06 ４発ティルト翼無人機の誘導則 ○村岡浩治，佐藤昌之(JAXA)，望月靖之，伊藤泰之，杉本誠，内山一雄(コントレイルズ)

企画講演：民間超音速機開発のための要素・システム統合研究（１） １１月１４日（水）１５：３５－１６：３５　司会：牧野好和（宇宙航空研究開発機構）

1E08 「環境適合超音速旅客機実用研究会」設置について
○金崎雅博(首都大・院)，高谷亮太(SUBARU)，牧野好和(JAXA)，大林茂(東北大)，佐宗章
弘(名大)

1E09 平面衝撃波‐乱流干渉の衝撃波管実験：波面および背後圧力の変調と統計的挙動の解明に向けて ○佐宗章弘(名大)，丹波高裕(産総研)，福嶋岳(名大)

1E10 室蘭工大小型超音速飛行実験機のロール運動による動的空力特性
○白方洸次(室工大・院)，本田敦也(室工大)，塩野経介，石上幸哉(室工大・院)，溝端一秀
(室工大)

1E11 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 ○三尾太一，山﨑優樹(室工大・院)，宮本勝也，溝端一秀(室工大)

企画講演：民間超音速機開発のための要素・システム統合研究（２） １１月１４日（水）１６：４５－１７：４５　司会：松島紀佐（富山大学）

1E12 室蘭工大小型超音速飛行実験機の車載走行試験による舵面空力評価 ○久保田穏(室工大・院)，春日綜，溝端一秀(室工大)

1E13 室工大小型超音速飛行実験機のCFD解析による動的空力評価 ○西田明寛，白方洸次(室工大・院)，溝端一秀(室工大)

1E14 超音速で編隊飛行する球周りの流れ場干渉実験 ○藤原弘貴，山下雄輝，鈴木拓実，岩川輝，佐宗章弘(名大)

1E15 Mach cutoff時のcaustic近傍における非線形音響場の2手法による再現解析の比較 ○金森正史 ，牧野好和(JAXA)，山下礼(University of Cambridge)，鈴木宏二郎(東大)

企画講演：民間超音速機開発のための要素・システム統合研究（３） １１月１４日（水）１７：５５－１８：５５　司会：湯原 達規（宇宙航空研究開発機構）

1E16 マッハカットオフ再現を目指した温度勾配及び速度擾乱を持つ大気中の線形音波伝搬解析 ○土屋隆生(同志社大)，金森正史 ，高橋孝(JAXA)

1E17 サイクル解析に基づく静粛超音速機用エンジンの検討 ○岩崎祐介，姫野武洋(東大)，福山佳孝，牧野好和(JAXA)，堀之内茂(SKY)

1E18 前進翼コンセプトによる低ブーム超音速機の空力設計 岸祐希（首都大・院），牧野好和(JAXA)，○金崎雅博(首都大)

1E19 乱流領域を伝播する衝撃波の背後圧変調 ○猪熊建登，有賀 健太 ，渡邉 智昭，長田孝二，酒井 康彦(名大・院)



S会場（３F　アプローズ）

一般講演：航空機設計（２） １１月１５日（木）０９：２５－１０：４５　司会：生越博景（川崎重工業㈱）

2S01 JAXA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，石井寛一，佐藤昌之，成岡優，舩引浩平(JAXA)

2S02 Adkins & Liebeckの設計法の誤謬 ○原田正志(JAXA)

2S03 4発ティルト翼VTOL機のタンデム複葉翼空力特性 ○青木良尚，村岡浩治(JAXA）

2S04 小型亜音速旅客機の主翼面積と離陸推力による燃料消費量に関する一考察 ○郭東潤，野村聡幸(JAXA)，大平啓介(菱友システムズ)，上田良稲(トライアングル)

特別講演（２） １１月１５日（木）１１：００－１２：００　司会：開沼史和（川崎重工業㈱）

SL02 航空と山形県のつながり　～県出身の航空機設計者　土井武夫氏　について～ ○榊達朗（川崎重工 社友）

特別講演（３） １１月１５日（木）１３：００－１４：００　司会：中満悦郎（日本航空技術協会）

SL03 航空機公衆通信技術の変遷、今後の動向と課題 ○伊藤達郎，田村知紀，プラマニク ラキブ正（全日本空輸）

特別講演（４） １１月１５日（木）１４：００－１５：００　司会：中満悦郎（日本航空技術協会）

SL04 航空機ギヤボックスの最先端技術展望 ○五井龍彦（川崎重工）

企画講演：先進技術実証機X-2の試作 １１月１５日（木）１５：１５－１５：５５　司会：有薗仁（宇宙航空研究開発機構）

2S05 先進技術実証機の研究概要 ○森重樹，古川徹，栗城康弘(防衛装備庁)

2S06 先進技術実証機搭載エンジン（ＸＦ５－１）の概要 ○及部朋紀(防衛装備庁)

一般講演：航空機設計（３） １１月１５日（木）１６：０５－１６：４５　司会：生越博景（川崎重工業㈱）

2S07 極超音速統合制御実験機（HIMICO）の操舵翼の周辺流れ場の評価 ○宇治将広(早大・院)，田口秀之，廣谷智成，本郷素行(JAXA)，手塚亜聖(早大・院)

2S10 可変バイパスノズルによる燃料消費と騒音低減 （小型ターボファンエンジンに適用した場合の考察） ○福嶋拓海(東京理科大・院)，石井達哉(JAXA)，石川仁(東理大)

A会場（１F　大会議室）

企画講演：新技術を活用した航空機の運航・整備 １１月１５日（木）９：０５－１０：４５　司会：西脇賢（全日本空輸㈱）

2A01 データプラットフォーム『SkywiseTM
』がもたらすエンジニアリング業務改革 ○長谷川翔一(ANA)

2A02 ドローンを用いた機体外板点検への挑戦 ○勝原健(ANA)

2A03 重回帰分析による航空機の巡航性能の算出 ○伊藤貢司(フジドリームエアラインズ)

2A04 飛行中に取得した風，及び定時運航率データの可視化の手法について ○伊藤貢司(フジドリームエアラインズ)

一般講演：空気力学（１） １１月１５日（木）１５：１５－１６：３５　司会：李家賢一（東京大学）

2A05 デジタル干渉計による極超音速境界層の密度計測 ○丹野英幸，伊藤勝宏，小室智幸(JAXA)，伊藤雅利，大沼隼志(フォトロン)

2A06 ROMによる非定常空気力モデル化 ○玉山雅人(JAXA)

2A07 スナメリ由来の突起構造が持つ水面突入時の波の抑制効果について ○稲田喜信，佐藤慶弥，伊東慎一郎，萩原常之，矢田谷昌史(東海大)

2A08 低速バフェット時における主翼後流が水平尾翼に与える影響の数値解析 ○吉川貴広(東海大・院)，金森正史（JAXA），稲田喜信(東海大)

一般講演：空気力学（２） １１月１５日（木）１６：４５－１８：０５　司会：玉山雅人（宇宙航空研究開発機構）

2A09 複数の前縁フラップの組合せによるデルタ翼の空力特性の改善 石出忠輝，○江澤光騎，藤井亮(木更津高専)

2A10 遷音速流れにおける航空機の後流積分抵抗計算と抵抗分解 ○清水亮介，高橋良尚，松島紀佐(富山大)

2A11 圧力抵抗を低減する遷音速翼型と三次元翼への応用 ○湯原達規，徳川直子，郭東潤(JAXA)，大平啓介，近藤賢(菱友システムズ)

2A12 孤立粗度による三次元平板境界層遷移の直接数値解析: 排除流体体積の影響 ○石田貴大，井手優紀，徳川直子(JAXA)

B会場（２F　リハーサル室）

特別企画：航空教育支援フォーラム　実機飛行を通した航空実践教育の展開 １１月１５日（木）０９：１５－１０：４５　司会：村上桂一（宇宙航空研究開発機構）

2B01 実機飛行を通した航空実践教育の展開 ○佐宗章弘(名大)

2B02 スマホ等の活用による実機飛行実習内容充実の検討と実施
○山口皓平，砂田茂(名大)，井戸田典彦，佐伯達夫(三菱重工)，辻本邦之(NTTデータMHI
システムズ)

全体討論 司会：佐宗章弘（名大）

 　【話題提供1】平成３０年度実機飛行実習を受講して　その１ ○茂田井紀美湖（横国大）

　 【話題提供2】平成３０年度実機飛行実習を受講して　その２ ○小西貴之（東北大）

企画講演：航空技術 -“いま”と”これから“（１） １１月１５日（木）１５：１５－１６：２５　司会：丸川隆（三菱重工業(株)）

2B03 画像認識技術活用による部品識別自動化装置の開発 ○林歩美(三菱重工)

2B04 航空機向け大物チタン機械加工部品専用機の開発 ○大曲康輔(SUBARU)

企画講演：航空技術 -“いま”と”これから“（２） １１月１５日（木）１６：３５－１７：４５　司会：鬼頭祐二（中日本航空(株)）

2B05 航空エンジンにおける空力技術の動向 ○加藤大(ＩＨＩ)

2B06 「直す」から「防ぐ」へ ～ビッグデータを用いた新しい航空機整備への挑戦～ ○竹村玄(JALエンジニアリング)

C会場（３F　交流室A）

学生講演（１） １１月１５日（木）０９：０５－０９：５０　司会：渡辺　重哉（宇宙航空研究開発機構）

2C01 表面移動法を用いた低レイノルズ数，高マッハ数における二次元翼空力特性の向上 ○小川 優（横国大）

2C02 Vortex Generatorによる遷音速バフェット抑制の数値的研究 ○瀧本 浩之（横国大）

2C03 亜音速FTVの偏向角に対する旋回流の効果の数値解析的研究 ○三浦 航（室工大）

学生講演（２） １１月１５日（木）１０：００－１０：４５　司会：岩川輝（名古屋大学）

2C04 ピッチング運動とヒービング運動を組合せた円盤翼まわりの渦構造 ○前川 恵弥（宇都宮大・院）

2C05 直交格子積み上げ法を用いた高揚力翼型の2次元解析 ○小島 貴哉（東北大）

2C06 着氷における素材と表面性状の影響に関する基礎実験 ○原科 穣（静大・院）

一般講演：飛行力学（４） １１月１５日（木）１５：１５－１６：３５　司会：亀山　丈晴（防衛装備庁）

2C07 航空機の縦運動における最悪突風に関する一解析 - Generic Transport Modelを用いて - ○福永秀樹，澤田賢治，新誠一(電通大)，濱田吉郎(JAXA)

2C08 属性の異なる無人航空機の極性を用いた制御則における群知能を用いたゲイン探索 ○網代圭佑，樋口丈浩(横国大)

2C09 小型ヘリADSのための吹き下ろしの計測装置及びニューラルネットによる推定器の開発 ○千葉佳輝，藤原大悟(千葉大・院)

2C10 吹上風を受ける球殻付き橋梁点検用飛行ロボットの風洞試験によるVRS特性の検討
○穂積弘一，楯篤志，綿貫忠晴，中川宗敬，横田敏昭，渡部正直，渡辺顯(JAXA)，大野和
則，岡田佳都(東北大)，佐藤 淳(岩大)

一般講演：航空交通管理（１） １１月１５日（木）１６：４５－１８：０５　司会：手塚亜聖（早稲田大学）

2C11 最適軌道を用いた軌道予測の高精度化に関する研究 ○原田明徳(高知工大)，武市昇(首都大)，岡宏一(高知工大)

2C12 機上軌道予測の不確かさのモデリングとその時間管理への適用 ○山田大輝，武市昇(首都大・院)

2C13 風環境下での動的計画法による航空機の最短時間制御 ○川井寛文(日大・院)，佐々修一，安部明雄(日大)

2C14 航空機の軌道誤差を考慮した軌道最適化計算に関する検討 ○大野暉宙，上野誠也(横国大・院)，平林博子(ENRI)

第５ ６ 回　 飛行機シンポジウム
１ １ 月１ ５ 日（ 木）



D会場（３F　研修室A）

企画講演：安全を担う最新の機器・電子情報システムの動向（１） １１月１５日（木）０９：２５－１０：４５　司会：藤原健（宇宙航空研究開発機構）

2D01 大型無人電動マルチロータヘリシステムの開発 ○山下敏明，安達英夫，水本尚志，船公久直，和田昭久(NEC)

2D02 飛行ロボットによる安全な橋梁点検システムの開発
○正沢道太郎，山下敏明，安達英夫，室伏洋，小屋敷晃，西沢俊広(NEC)，塚田大，佐藤
大介，ヴォイタラティトゥス(自律制御システム研究所)

2D03 インフラ点検用飛行ロボットにおける安定的沿面接触を維持する飛行制御の開発
○塚田大，佐藤大介，ヴォイタラティトゥス(自律制御システム研究所)，山下敏明，安達英
夫，正沢道太郎，室伏洋，小屋敷晃(NEC)

2D04 無人航空機の自律的ダイナミック・リルーティングシステムにおける風速推定手法の開発 ○塚田大，安田真大，福留繁，ヴォイタラティトゥス(自律制御システム研究所)

企画講演：安全を担う最新の機器・電子情報システムの動向（２） １１月１５日（木）１５：１５－１６：１５　司会：片山雅之（三菱プレシジョン㈱）

2D05 飛行実験による1090MHz帯の信号環境測定結果 ○本田純一，大津山卓哉(ENRI)

2D06 複数の周波数・通信方式に対応した統合型航空無線通信端末の実装と基本評価 ○森岡和行，金田直樹，二ッ森俊一，河村暁子，米本成人，住谷泰人(ENRI)

2D07 4 GHz航空機内データ通信システム用周波数帯における航空機電磁界伝搬特性の基本測定 ○二ッ森俊一，宮崎則彦(ENRI)，関口徹也，日景隆，野島俊雄(北大 ・院)

企画講演：安全を担う最新の機器・電子情報システムの動向（３） １１月１５日（木）１６：２５－１７：４５　司会：住谷泰人（電子航法研究所）

2D08 低層風情報提供システムSOLWINの開発 ○又吉直樹，飯島朋子(JAXA)，伊藤芳樹(（株）ソニック)

2D09 晴天乱気流検知および表示システムの飛行実証と実用化に向けた取り組み ○町田茂，井之口浜木，又吉直樹(JAXA)

2D10 機上乱気流検知装置の飛行実証（その２） ○井之口浜木，秋山智浩(JAXA)

2D11 機上乱気流情報提供装置の飛行実証（その２） ○本山昇，又吉直樹(JAXA)

E会場（３F　研修室B）

学生講演（３） １１月１５日（木）０９：４５－１０：３０　司会：村岡浩治（宇宙航空研究開発機構）

2E01 推力偏向による舵面を用いない小型Tail-Sitter UAVの水平飛行制御 ○太田恭平(名大)

2E02 画像認識技術を用いた固定翼UAVの自動着陸における位置推定と経路生成 ○鍵本直人(東大・院)

2E04 傾斜ロータをもつ小型クアッドロータ機の地面効果時における推力解析とPIV計測 ○河野将佳(東北大)

企画講演：民間超音速機開発のための要素・システム統合研究（４） １１月１５日（水）１５：１５－１６：１５　司会：高谷亮太（㈱SUBARU）

2E05 超音速飛行する翼の後縁での衝撃波現象のCFD解析 ○五島健太郎，松島紀佐(富山大)

2E06 低ブーム超音速機のカナードによるトリム改善
○石川敬掲((株)ASI総研)，湯原達規，上野篤史，牧野好和(JAXA)，近藤賢((株)菱友シス
テムズ)

2E07 超音速旅客機インテークの非設計点におけるスピレージ抵抗評価技術に関する研究 ○高谷亮太，三友俊輝(ＳＵＢＡＲＵ)，上野篤史，牧野好和(JAXA)

2E08 SST着陸経路計算・最適設計のための空力―飛行力学連成計算について ○金崎雅博，本間寛教，山田祐輔(首都大・院)

企画講演：民間超音速機開発のための要素・システム統合研究（５） １１月１５日（水）１６：２５－１７：１０　司会：金崎雅博（首都大学東京）

2E09 小型超音速旅客機の離着陸騒音低減設計（その２） ○越智章生，磯谷和秀，土本雄大(川崎重工)，牧野好和，赤塚純一(JAXA)

2E10 エンジン排気を考慮した後端低ブーム設計について ○上野篤史，湯原達規，金森正史，牧野好和(JAXA)

2E11 静粛超音速における超音速インテークバズに関するDESを用いた数値的研究 ○吉田秀和，佐藤哲也(早大)，村上桂一，牧野好和，上野篤史，中北和之(JAXA)

F会場（３F　会議室）

学生講演（４） １１月１５日（木）０９：０５－９：５０　司会：平田輝満（茨城大学）

2F01 着陸及び障害物回避の確率的制御 ○清水裕二(東大)

2F02 航空機群への自由度を残した経路計画 ○吉村翔(慶應大・院)

2F03 巡航経路でのFIX通過時刻の予測精度の気象状況によるモデル化の試み ○十朱和博(首都大・院)

学生講演（５） １１月１５日（木）１０：００－１０：３０　司会：杉本直（宇宙航空研究開発機構）

2F04 再使用宇宙往還機（スペースプレーン）の構造軽量化の研究 ○豊岡諭(金工大・院)

2F05 有限要素法による薄層化CFRP擬似等方積層板における曲げの検討 ○山本慧 (京大・院)

企画講演：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） １１月１５日（水）１５：１５－１６：１５　司会：大林茂（東北大学）

2F06 曲線状に繊維配置された複合材における繊維配置の深層学習を用いた最適化 〇菱谷悠介，鈴木良郎，轟章(東京工大)，松崎亮介(東京理科大)

2F07 AFPおよび3Dプリンタによる曲線賦形を考慮した円孔周りの複合材料繊維方向最適化 ○三ツ井研太，松崎亮介(東京理科大)

2F08 後退翼周りの境界層の遷移予測と制御に向けた直接数値解析と非線形安定性解析 ○廣田真(東北大)，井手優紀(JAXA)，林田貴寿，服部裕司(東北大)

企画講演：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） １１月１５日（水）１６：２５－１７：４５　司会：大林茂（東北大学）

2F09
非構造直交格子法に対する安定・非散逸な計算法の構築：運動エネルギー・エントロピー保存スキー
ム

○久谷雄一，戸谷晃輔，福島裕馬，玉置義治，河合宗司(東北大)

2F10 航空機CFDの巡航・非巡航条件における現状とこれからの期待 ○安田英将，越智章生(川崎重工)

2F11 非構造格子完全ポテンシャルソルバーの開発 ○澤田恵介(東北大)

2F12 マルチスケールモデリングに基づく航空機設計法 ○岡部朋永(東北大 ・院)



A会場（１F　大会議室）

一般講演：空気力学（３） １１月１６日（金）０９：３０－１０：３０　司会：安田英将（川崎重工業㈱）

3A01 垂直尾翼の特性改善のための風洞試験 ○小池俊輔，伊藤靖，村山光宏，市川賀康，中北和之，山本一臣，楠瀬一洋(JAXA)

3A02 プラズマアクチュエータによるフラップの剥離制御 ○青木良尚，満雄和徳(JAXA)

3A03 上向きウィングレットと下向きウィングレットの性能比較～テーパー比と後退角の影響～ ○窪田和広(東大・院)，湯原達規(JAXA)，李家賢一(東大)

一般講演：空気力学（４） １１月１６日（金）１０：４０－１２：００　司会：吉本稔（三菱重工業㈱）

3A04
NACA0012翼型に設置したプラズマアクチュエータのFeedback駆動方法による翼型後縁の流れ場への
影響

○塩月智博，神谷拓(早大・院)，藤林大晶，手塚亜聖(早大)

3A05 NACA0012翼型のK-H不安定による渦の空間増幅率に注目した後縁再付着過程の調査 ○神谷拓(早大・院)，藤林大晶，手塚亜聖(早大)

3A06 旅客機への実装に向けたリブレット寸法および設置位置に関する検討
○遠藤史歩子，光石暁彦，志村敬彬，岩本薫(東京農工大・院)，栗田充，飯島秀俊，古賀
星吾(JAXA)

3A07 ヒーヴィング運動する翼の非定常空力特性 ○山崎拓人(金工大・院)，岡本正人(金工大)

一般講演：空気力学（５） １１月１６日（金）１３：００－１４：２０　司会：李家賢一（東大）

3A08 定常翼としてのトンボの翅の空力性能 ○藤井遼太(金工大・院)，岡本正人(金工大)

3A09 低レイノルズ数流れにおいて一定角速度でピッチングする翼のCm特性 ○グエン ホアン アン，溝口誠，井藤創(防大)

3A10 煙風洞実験によるSC-0414翼型の揚力推定に関する基礎研究 ○グェン タイズオン，樫谷賢士，田口正人(防大)

3A11 プロペラ後流中にある舵面を持つ翼の流れ場構造 ○伊神翼，藤田昂志，永井大樹(東北大)

一般講演：空気力学（６） １１月１６日（金）１４：３０－１５：５０　司会：小池俊輔（宇宙航空研究開発機構）

3A12 再突入カプセルの後胴部形状が動的不安定性へ及ぼす影響の風洞試験による評価
○野村将之(東北大・院)，Arthur Robbe(Ecole Centrale de Lyon)，藤田昂志，永井大樹(東
北大)，丹野英幸(JAXA)

3A13 羽ばたき運動の非対称性が空力特性に及ぼす効果と運動最適化 ○金子宗瑚，永井弘人，矢代茂樹(九大 )

3A14
低レイノルズ数流れにおける複葉翼の翼端渦と剥離泡の干渉 ～翼面上の流れ場と翼端渦の可視化
～

○上田裕貴(日大・院)，大竹智久(日大)

3A15 層流剥離泡を含む翼面上のスパン方向の流れ場の構造 ○堺祐也(日大・院)，大竹智久(日大)

B会場（２F　リハーサル室）

企画講演：回転翼航空機の先進技術（１） １１月１６日（金）０９：３０－１０：３０　司会：小室卓磨（川崎重工業㈱）

3B02 ホバ時のコンパウンドヘリコプタのテーパ翼とロータの空力干渉の実験的研究 ○大嶋弘輝，赤坂剛史(金工大)，濱本佑典(金工大・院)，小曳昇，田辺安忠(JAXA)

3B03 数値計算による高速飛行時のコンパウンドヘリのロータと主翼間に発生する空力干渉の低減の検討 ○早川諒，赤坂剛史(金工大)，田辺安忠(JAXA)

3B04 ロータと固定翼との空力干渉風洞試験の事前予測について
○田辺安忠，小曳昇(JAXA)，菅原瑛明(菱友システムズ)，小林航，林大貴，佐藤良亮(ＳＵ
ＢＡＲＵ)

企画講演：回転翼航空機の先進技術（２） １１月１６日（金）１０：４０－１２：００　司会：赤坂剛史（金沢工業大学）

3B05 マルチロータ型ドローンのプロペラ性能に与える風の影響 ○村上資直(東京理科大 ・院)，阿部裕幸(産業技術総合研究所)，石川仁(東京理科大)

3B06 マルチロータ型ドローンのコンパクト化に向けたロータ配置の最適化
○田中陸久，岡本涼太(名大 ・院)，砂田茂，山口皓平(名大)，米澤宏一(電力中央研究所)，
杉浦恒(ヤンマー)

3B07 マルチロータ機のホバリング運動に対する機体のサイズおよび重心位置の効果
○梅崎修一(府大)，砂田茂(名大)，田辺安忠(JAXA)，米澤宏一(電力中央研究所)，得竹浩
(金沢大)，山口皓平(名大)，新井隆景(阪府大)

3B08 異なる表面性状を有する表面上での雨滴衝突力
○猿橋貴仁，坂田浩一，山崎雅文，前田哲郎，木村茂雄(神奈川工大)，酒井直樹(防災科
学技術研究所)，阿部裕幸(産業技術総合研究所)

企画講演：回転翼航空機の先進技術（３） １１月１６日（金）１３：００－１４：００　司会：漆間統（三菱重工業㈱）

3B09 動的失速流れのナノ秒パルス誘電体バリア放電プラズマアクチュエータによる流体制御 ○岩崎有登，野々村拓，小室淳史(東北大)，中北和之(JAXA)，安田英将(川崎重工)

3B10 数値計算によるコンパウンド・ヘリコプタの空力性能調査 ○菅原瑛明((株)菱友システムズ)，田辺安忠(JAXA)，亀田正治(東京農工大)

3B11 高Ｇ環境下で作動可能なヘリコプタ・ブレード内搭載操舵機構の回転試験による性能評価 ○小曳 昇(JAXA)

企画講演：回転翼航空機の先進技術（４） １１月１６日（金）１４：１０－１５：１０　司会：田辺安忠（宇宙航空研究開発機構）

3B12 静粛ドローンを目指した革新プロペラの試み ○嶋英志，堤誠司，藤本圭一郎(JAXA)

3B13 火星縦穴探査のための同軸反転ローターの性能試験 ○加納健佑(東北大・院)，藤田昂志，永井大樹(東北大)

3B14 無尾翼機にQuad tilt rotorを有するVTOL UAVの空気抵抗低減に関する研究 ○蓑星友浩，滝田好宏，樫谷賢士，田口正人(防大)

企画講演：回転翼航空機の先進技術（５） １１月１６日（金）１５：２０－１６：２０　司会：田口正人(防衛大学校）

3B15 パイロット視覚情報支援技術の研究（SAVERH） 第6報 津田宏果，○舩引浩平，清水昭彦(JAXA)，多和田一穂，長谷部要(島津製作所)

3B16 HMDにおける姿勢計の表示形式の検討と評価 ○杉原有理花，清水昭彦，舩引浩平(JAXA)

3B17 ヘリコプタのホバリング時衝突回避アルゴリズムの試作 ○清水昭彦，舩引浩平，石井寛一(JAXA)

C会場（３F　交流室A）

一般講演：航空交通管理（２） １１月１６日（金）０９：３０－１０：３０　司会：原田明徳（高知工科大学）

3C01 羽田空港の進入着陸経路上において航空機が生成する後方乱気流に対するLIDAR 観測について ○藤井 直樹，吉原貴之，瀬之口敦(ENRI)

3C03 繁忙時の到着機の着陸容量仮想試算の構想 ○東福寺則保(航空交通管制協会)

3C04 関東西セクター周辺における気象観測情報からエンルート空域の容量への変換の検討 ○手塚亜聖(早大)

一般講演：航空交通管理（３） １１月１６日（金）１０：４０－１２：００　司会：松野賀宣（宇宙航空研究開発機構）

3C05 北太平洋上空域における可変経路の傾向分析 ○平林博子 ，ブラウン マーク(ENRI)

3C06 CARATS Open Dataの分析による風とレディオ空港における滑走路への進入方向の関係の調査 ○永山逸郎(早大・院)，手塚亜聖(早大)

3C07 東京国際空港の到着交通流を模擬する統計モデルの構築に向けた一考察 ○伊藤恵理，宮沢与和(ENRI)

3C08 確率モデルによる東京国際空港における到着機制御の性能解析に関する一考察 ○宮沢  与和，伊藤恵理(ENRI)

一般講演：航空交通管理（４） １１月１６日（金）１３：００－１４：４０　司会：山田泉（電子航法研究所）

3C09 混合運用においてRNP AR進入方式で飛行する航空機の飛行時間の短縮効果について ○天井治(ENRI)

3C10 空中待機と地上待機の相対コストを考慮した離陸時刻の最適化 ○アンドレエバ森　アドリアナ，松野賀宣，又吉直樹(JAXA)

3C11 国内空域におけるUPR運航の考察 ○蔭山康太，宮津義廣，中村陽一(ENRI)

3C12 フローコリドー空域の改善による便益向上の試み ○山本聡史，諸岡康郎(首都大・院)，原田明徳(高知工大)，武市昇(首都大)

3C13 風を考慮した経路構成による燃料消費量の削減可能性に関する一検討 ○中村陽一，蔭山康太(ENRI)

１ １ 月１ ６ 日（ 金）

第５ ６ 回　 飛行機シンポジウム



D会場（３F　研修室A）

一般講演：機器・電子情報システム（１） １１月１６日（金）０９：３０－１０：３０　司会：齊藤真二（電子航法研究所）

3D01 操縦訓練補助用HMDの研究 ○田中滉也(金工大・院)，橋本和典(金工大)

3D02 ドローンの群制御への活用を目指した移動物体の画像認識の研究 ○加藤泰輝，柚木悠汰，稲田喜信(東海大)，森川泰(産業技術総合研究所)

3D03 CRPA技術による衛星航法のマルチパス誤差低減 ○米林健太(首都大・院)，藤原健，大澤壮志(JAXA)，辻井利昭(府大)

一般講演：機器・電子情報システム（２） １１月１６日（金）１０：４０－１１：４０　司会：藤原健（宇宙航空研究開発機構）

3D04 小型無人航空機向けADS-Bの技術検証と課題 河村暁子，○二ッ森俊一，森岡和行，米本成人，大津山卓哉(ENRI)

3D05 GBAS導入に向けた隣接放送システムとの周波数共用検討 ○齊藤真二，福島荘之介(ENRI)

3D07 ヘリコプタを用いた双方向テレメータ通信実験 ○阿部克彦，青山大毅，本多猛師，伊藤聖(川崎重工)

企画講演：航空宇宙分野における材料技術（１） １１月１６日（金）１３：００－１４：００　司会：岡田孝雄（宇宙航空研究開発機構）

3D08 薄層化CFRP積層板の衝撃損傷挙動に及ぼす層厚さの影響
○山田耕平，川邊和正(福井県工業技術センター)，山本慧，松田直樹，西川雅章，北條正
樹(京大・院)

3D09 薄層と通常厚層CFRPの各種力学特性比較 ○杉本直，青木雄一郎，岩堀豊(JAXA)，川邊和正，近藤慶一(福井県工業技術センター)

3D10 微視的その場観察による層間高じん化CFRPのモードⅡ層間疲労き裂進展機構の検討
○足立勇，馬見新彩，井上太久真(京大・院)，佐藤成道(東レ)，北條正樹，松田直樹，西川
雅章(京大)，金崎真人(金工大)

企画講演：航空宇宙分野における材料技術（２） １１月１６日（金）１４：１０－１５：１０　司会：西川 雅章（京都大学）

3D11 CFRPプライドロップオフ部の損傷進展シミュレーション ○青木雄一郎，杉本直，中村俊哉，岩堀豊(JAXA)

3D12 一本縦通材を有する接着継手供試体の引張試験 ○星光，杉本直，岩堀豊(JAXA)

3D13 摩擦攪拌接合継手の亀裂進展特性に関する研究 ○岡田孝雄，町田茂，中村俊哉(JAXA)

E会場（３F　研修室B）

企画講演：航空機における生産技術の動向と課題（１） １１月１６日（金）０９：４５－１１：００　司会：齊藤　信雄（㈱SUBARU）

3E01 大型航空機胴体パネル混流製造ラインの開発 ○冨田和則，甲田壮一(三菱重工)

3E02 大型複合材部品の自動積層技術 ○安部純一，多田章二(川崎重工)

3E03 大型主要構造組立の生産ライン構築 ○西村和範(SUBARU)

企画講演：航空機における生産技術の動向と課題（２） １１月１６日（金）１１：１０－１２：００　司会：齊藤　信雄（㈱SUBARU）

3E04 複合材パネルの製造関連特性 ○福岡照城，吉清彰(日飛)

3E05 オフラインティーチング活用による自動塗装技術の適用 ○田川眞司，柿本晴彦，加納俊平，吉野貴保子(新明和工業)

企画講演：航空機における生産技術の動向と課題（３） １１月１６日（金）１３：００－１３：４０　司会：齊藤　信雄（㈱SUBARU）

3E06 ショットピーニング加工の流体構造連成解析に向けた衝突モデルの構築 ○久保田祟由，水野裕介，高橋俊，福田紘大(東海大)

3E07 ＡＭを用いたハニカム構造の吸音パネル試作とＣＦＲＰ製吸音パネルの音響特性評価(その2) ○深川仁，川島里美，齋藤沙織(岐阜大 )

一般講演：構造 １１月１６日（金）１４：００－１５：２０　司会：有薗仁（宇宙航空研究開発機構）

3E08 圧縮を受ける複合材Ｔ型補強パネルの最適設計チャート ○滝敏美(川崎重工)

3E09 強度不確定性に対する簡易評価指標（ベイズ期待信頼度） ○伊藤誠一，加藤久弥(JAXA)，原栄一(IJS)，岡田孝雄(JAXA)

3E10 小型超音速機主翼模型のフラッタ試験と解析 ○齊藤健一，吉本周生(JAXA)，ケーランディッシュ・ハミドレザ(ASIRI)

3E11 CFRP構造の耐雷防爆実証用の新しい試験システム ○西孝裕樹(ＳＵＢＡＲＵ)，大塚信也(九工大)
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