
第４６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 
後 援：独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 
協 賛：八戸工業大学 
開催日：平成 16 年 8 月 4 日(水)～6 日(金)        
会 場：八戸市 八戸商工会館 

〒031-8511 青森県八戸市大字堀端町2-3   
TEL: 0178-43-5111（代)  

道 順：JR 本八戸駅より徒歩 6分 
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 8 月 5 日(木)  18:00から 
 会場 八戸グランドホテル 

 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． 
    また，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． 

講演会参加申込み・問合せ先： 
    （社）日本航空宇宙学会 事務局 
    〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 TEL : 03-3501-0463 ，FAX : 03-3501-0464 
宿泊について： 
 講演会の開催中は「八戸三社大祭(7/31～8/4）」や「青森のねぶた祭り（8/2～8/7）」が開催され

ます．この期間は八戸市内の宿が大変取りにくくなります．また，本講演会は青森県からの補助
金を受ける関係で延べ宿泊数の把握が必要となります．なるべく，下記旅行代理店を通じてお申
込みいただきますようお願いいたします（宿泊申込最終〆切 6月 28 日）．宿泊申込書につきまし
ては下記講演会のホームページよりダウンロードして下さい．  

 取り扱いホテル及び料金（全て一名一泊分の料金です） 
  A 八戸グランドホテル シングル ¥10,815 (朝食付, サ税込) 
  B 八戸第 1ワシントンホテル シングル ¥8,715 (朝食付, サ税込) 
  C 同 ツイン ¥8,715 (朝食付, サ税込) *2 名 1 室利用 
  D シティーパーク シングル ¥5,800 (朝食付, サ税込) 
  E 同 ツイン ¥5,800 (朝食付, サ税込) *2 名 1 室利用 
  F ホテルユニバース シングル ¥6,090 (朝食付, サ税込) 
 宿泊申込先 
      三八五（みやご）観光（株）営業 2 部 担当：田端，林 氏 
  〒031-0086 八戸市八日町 2番地 TEL 0178-44-8181 FAX 0178-44-8184 
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． 
 宿泊情報，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． 

八戸グランドホテル 



日 程 表

 2004/8/4（水） ○印：発表者

13:00 - 13:20 1A1 1B1

13:20 - 13:40 1A2 1B2

13:40 - 14:00 1A3 1B3

14:00 - 14:20 1A4 1B4

14:30 - 14:50 1A5 1B5

14:50 - 15:10 1A6 1B6

15:10 - 15:30 1A7 1B7

15:30 - 15:50 1A8 1B8

16:00 - 16:20 1A9 1B9

16:20 - 16:40 1A10 1B10

16:40 - 17:00 1A11 1B11

17:00 - 17:20 1A12 1B12

2004/8/5（木） ○印：発表者

9:00 - 9:20 2A1 2B1

9:20 - 9:40 2A2 2B2

9:40 - 10:00 2A3 2B3

10:00 - 10:20 2A4 2B4

10:20 - 10:40 2A5 2B5

10:50 - 11:50

12:50 - 13:10 2A6 2B6

13:10 - 13:30 2A7 2B7

13:30 - 13:50 2A8 2B8

13:50 - 14:10 2A9 2B9

14:10 - 14:30 2A10 2B10

一般講演　［司会　　町田　茂君　（JAXA/ISTA）］ 一般講演　［司会　　青木隆平君　（東大工）］
時　　刻 A会場 B会場

弾性一般化変分原理

○少路宏和，岩崎和夫，宮木博光，峯岸正勝，熊倉郁夫，吉本周生，
町田　茂，高崎浩一（JAXA/ISTA），松本浩至，阿部健一郎（三菱重工）

片山範明，林　徹，○小坂英之，赤楚哲也，林　俊亮（川崎重工），
峯岸正勝，岩崎和夫，宮木博光，吉本周生，少路宏和（JAXA/ISTA），

熊倉郁夫（東京ビジネスサービス）

片山範明，○林　　徹（川崎重工）

旅客機胴体断面構造の乗員挙動を含めたクラッシュ・シミュレーションの検討

旅客機胴体断面構造のハイブリッド法クラッシュ・シミュレーション
片山範明，○林　　徹，小坂英之，赤楚哲也，林　俊亮（川崎重工）

ヘリコプタ実機落下衝撃試験の概要

一般講演　［司会　　伊藤誠一君　（JAXA/ISTA）］

○近藤恭平（防大）

○高橋市弥（東大院），天野正太郎（東大院），岡部洋二（東大工），
武田展雄（東大新領域），竹谷　元，ハーン・スティーブン，

尾崎毅志（三菱電機）

特別講演　［司会　　福永久雄君　（東北大工）］

○久能和夫（九大工）

航空機の耐衝撃性向上のための、実機クラッシュ試験・解析研究に関する当
社の取り組み

FBGセンサを利用した極低温複合材タンクのヘルスモニタリング技術の開発
○松本明久（都立科技大），北村光章（都立科技大院），渡辺直行（都立科技大）

○神田　淳（JAXA/ISTA），Earl H. Dowell（DUKE University）

粘性減衰を考慮した空気と平板の連成系に対する固有値解析 （第２報） 細径FBGセンサを用いたハニカムサンドイッチ構造の定量的損傷検知
○水口　周（東大院），岡部洋二（東大工），武田展雄（東大新領域）

FBGセンサを用いたCFRPグリッド構造のヘルスモニタリング

大気中飛行荷重解析法の改善(その1)

○幸節雄二（JAXA/ISTA）

埋め込んだFBGセンサを用いた応力集中部に発生する複数損傷の逆解析に
よる同定

フラップを有する翼の最悪突風応答解析

○矢代茂樹（東大院），岡部朋永（東北大工），武田展雄（東大新領域），
関根英樹（東北大工）

空力弾性解析のための剥離・再付着を考慮できるポテンシャルフロー解析モ
デル

不確定性を考慮したフラッタ解析（その１）
○上田哲彦（名大工）

平板翼の構造最適化における高次フラッタモードの影響

○池田忠繁（名大工），小田宗史（名大院），柴田　健（名大工） ○水谷忠均（東大院），林健太郎（東大院），岡部洋二（東大工），
武田展雄（東大新領域）

高効率非破壊評価手法に関する調査結果概要

○杉本　直，小笠原俊夫，青木雄一郎，石川隆司（JAXA/ISTA）
パルスサーモグラフィ装置を用いた複合材の非破壊評価

○西野峰之（東大院），青木隆平（東大工）

休憩

エンジンナセル付き超音速機弾性模型によるフラッタ風洞試験結果について

一般講演　［司会　　渡辺直行君　（都立科技大）］一般講演　［司会　　神田　淳君　（JAXA/ISTA）］

パッチ補修構造の健全性評価のための挙動解析とモニタリング

初期不整を有する複合材料積層板のロバスト設計

超音速機弾性模型を用いたフラッタ風洞試験方法について
○有薗　仁，町田　茂，菊池孝男，中道二郎（JAXA/ISTA)，

井上　隆（JADC)，秋葉公三郎（富士重工）

○小木曽 望（阪府大工）

○石川隆司，杉本　直（JAXA/ISTA) ，落合孝正（三菱総研）○町田 茂，菊池孝男，有薗　仁，中道二郎（JAXA/ISTA），
井上　隆（JADC），秋葉公三郎（富士重工）

ベイジアン構造信頼性評価における事前分布の構成
〇伊藤誠一，中村俊哉（JAXA/ISTA），Wang Bintuan（中国第1航空研）

休憩
一般講演　［司会　　少路宏和君　（JAXA/ISTA）］ 一般講演　［司会　　杉本　直君　（JAXA/ISTA）］

２次元軸対称FEMアブレーション同定システムの開発

ボルト継手構造における損傷モニタリング用無指向性ひずみゲージの開発
〇角田義秋，肖　　毅，石川隆司，田中公人（JAXA/ISTA），

岩城勝美，寺本　仁，佐藤芳弘（東京測器研究所）

ジョイント構造における簡易型ヘルスモニタリング技術
○肖　　毅，角田義秋，石川隆司（JAXA/ISTA）

形状記憶合金の２方向記憶効果
内藤　尚（国立身体障害者リハビリテーションセンタ），佐藤純平，

○松崎雄嗣（名大工）

可変翼形状の構造力学的一考察

複合材構造設計の信頼度予測精度向上のための確率論的手法の紹介
○下田孝幸，紙田　徹（JAXA/ISTA）

佐藤　裕，◯高嵜浩一（JAXA/ISTA），須藤之喜，
高田健一（NEC情報システムズ）

○徳弘雅世（東大院），青木隆平（東大工）

ロケット推力を受ける片持ち柱の最適設計と実験
○岩間　俊樹（阪府大院），小林　正和（阪府大院），

ランジェム･ミカエル（山形大工），杉山　吉彦（龍谷大工），
片山　一夫，湯谷　洋司（ダイセル）

擬似等方CFRP積層板の温度環境における長期曲げ疲労寿命の予測
○西垣和慶，中田政之，宮野　靖，金原　勲，菊川廣繁（金沢工大）

一般講演　［司会　　小木曽　望君　（阪府大工）］ 一般講演　［司会　　宇田暢秀君　（九大工）］
A会場 B会場

X-FEMによる層間はく離のエネルギー解放率の評価
○長嶋利夫，末益博志（上智大），近藤幸弘（元上智大院）

曲線エラスティカの変分原理
○近藤恭平（防大）

カーボンナノチューブ含有樹脂の引張特性及びガス透過特性
○小倉利之（東大院），青木隆平（東大工），小笠原俊夫（JAXA/ISTA）

CFRPクロスプライ積層板の漏洩特性における損傷進展の影響
○熊澤　寿（JAXA/ISTA），林　宏尚（芝浦工大院），

薄　一平（JAXA/ISTA），宇都宮登雄（芝浦工大）

疑似等方CFRP積層板の衝撃後疲労特性に及ぼす損傷進展の影響
○竹内博紀，斉藤博嗣，金原　勲，宮野　靖，中田政之，菊川廣繁（金沢工大）

片山範明，林　　徹，小坂英之，○赤楚哲也，林　俊亮（川崎重工）

炭素繊維強化耐熱ポリイミド樹脂複合材料の高温環境下モードＩ層間破壊挙
動

Z-anchorによるCFRP積層板の衝撃後残留圧縮強度向上に関する検討
○浦田幸恵（九大院），久能和夫，宇田暢秀，小野幸生，永安　忠（九大工）

○山田健（日大院），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），邉　吾一（日大生産工）

縫合ＣＦＲＰ積層板における縫合部面外方向特性
堀川晋（元東理大院），○岩堀豊，石川隆司（JAXA/ISTA)，福田博(東理大）

YS-11型機胴体断面落下試験のクラッシュ・シミュレーション

チタン微粒子分散によるCFRP積層板の層間高靱化に関する研究
○大茂真一郎，野嵜敬弘（金沢工大院），高戸谷健（JAXA/ISTA），

斉藤博嗣，金原　勲，宮野　靖，中田政之（金沢工大）

Z-anchor CFRP積層板の力学特性評価
○加藤哲二，岩堀　豊（JAXA/ISTA)，山田　健（日大院），

石橋正康（シキボウ），福岡俊康（三菱重工），石川隆司（JAXA/ISTA)，
邉吾一（日大生産工）

細径FBGセンサを利用した複合材補修部で発生する損傷の検出

○小高雄二（東工大院），古谷　寛（東工大総理工）

一般講演　［司会　　小笠原俊夫君　（JAXA/ISTA）］

○武田真一（JAXA/ISTA），山本健晴，岡部洋二，
武田展雄（東大新領域），石川隆司（JAXA/ISTA）

複合材料積層板の多層層内き裂累積に及ぼす積層角の影響
○蔵本浩一郎，近藤恭平（防大） ○横関智弘（JAXA/ISTA），青木隆平（東大工），石川隆司（JAXA/ISTA）

複合材料の壊れ方から壊し方へ

休憩

先端斜め荷重を受けるエラスティカ

休憩



 

 
14:40 - 15:00 2A11 2B11

15:00 - 15:20 2A12 2B12

15:20 - 15:40 2A13 2B13

15:40 - 16:00 2A14 2B14

16:00 - 16:20 2A15 2B15

16:30 - 17:30

18:00 - 20:00

2004/8/6（金） ○印：発表者

9:00 - 9:20 3A1 3B1

9:20 - 9:40 3A2 3B2

9:40 - 10:00 3A3 3B3

10:00 - 10:20 3A4 3B4

10:30 - 10:50 3A5 3B5

10:50 - 11:10 3A6 3B6

11:10 - 11:30 3A7 3B7

11:30 - 11:50 3A8 3B8

12:50 - 13:10 3A9 3B9

13:10 - 13:30 3A10 3B10

13:30 - 13:50 3A11 3B11

13:50 - 14:10 3A12 3B12

14:20 - 14:40 3A13 3B13

14:40 - 15:00 3A14 3B14

15:00 - 15:20 3A15 3B15

15:20 - 15:40 3A16 3B16

15:40 - 16:00 3B17

休憩

休憩

一般講演　［司会　　室園昌彦君　（九大工）］ 一般講演　［司会　　岩堀　豊君　（JAXA/ISTA）］

○阿久津義尚（東工大院），古谷寛（東工大総理工）
電気粘性流体を用いた宇宙用可変減衰ダンパの開発

実在宇宙伸展トラス構造とその簡単化力学モデルの振動試験
○近藤英次，大西和人（阪府大院），中谷敬子（阪府大），杉山吉彦（龍谷大工）

炭素繊維強化プラスチックの非線形力学挙動

○宮崎陽子（東工大院），古谷寛（東工大総理工）
交差する折り目を有する膜面の力学特性

休憩

一般講演　［司会　　加鳥裕明君　（名城大理工）］ 一般講演　［司会　　熊澤　寿君　（JAXA/ISTA）］

一般講演　［司会　　長島利夫君　（上智大理工）］一般講演　［司会　　石田良平君　（阪府大工）］

○滝　正人，佐藤貴章（三菱重工），小笠原俊夫（JAXA/ISTA）
疑似等方NUSK-CMCの非線形力学特性

○菅野祐司，渡辺直行（都立科技大），小笠原俊夫，石川隆司（JAXA/ISTA）

○鈴木 寛，三津谷 郷(八戸工大)

○石田良平（阪府大工），長田知子（阪府大院），河田俊行（関西国際空港） 邉　吾一（日大生産工），○美浦一葉（日大院）

○鬼鞍宏樹，倉員靖雄（九大院），室園昌彦（九大工） ○黒川知明（摂南大工）

一般講演　［司会　　邉　吾一君　（日大生産工）］一般講演　［司会　　古谷　寛君　（東工大総理工）］

○渡辺和樹（ウェルリサーチ），山川　宏（早大理工） 荻原慎二（東理大理工），○足達英真（東理大院），小林訓史（都立大工）

○川畑成之（阿南高専），斎藤　嵐（東北大院），福永久雄（東北大工） 荻原慎二（東理大理工），○小池靖人（東理大院）
2次元短繊維強化複合材を表面から観察したときの繊維の可視部分および
重なり部分の長さ分布に関する確率論的研究

モードセンサ・アクチュエータの最適設計に基づくCFRP積層板の振動制御

せん断変形を受ける粘着層付き薄膜の粘弾性挙動に関する研究
○井澤将太（都立科技大）

均質化法による骨組織の微視的力学特性解析

○海老名英明（東北大院），渡辺直行（都立科技大），小林道明，
三浦節男（北見工大）

複合材料の界面特性評価と強度シミュレーション

衛星用制振継手の研究
○鳥阪綾子（早大），渡辺和樹（ウェルリサーチ），山川　宏（早大理工）

インパルス応答時刻歴を用いた可変行列同定法による適応構造の自己シス
テム同定

○仙場淳彦（東工大院），古谷　寛（東工大総理工）

自励振動を抑制するオープンループ剛性制御の安定性に関する研究 放電プラズマ焼結法で作製したSCS-6/Ti-15V-３Cr-3Sn-3Al複合材料の
強度特性

○槙原幹十朗（東大院），Horst Ecker（ウィーン工大） ○出井　裕（日大理工）

初期曲率を有する一次元膜面の大変形解析

面内三軸織物複合材料の力学的特性
○吉田啓史郎，青木隆平（東大工），渡邊秋人（サカセ・アドテック）

柔軟レジンを用いた異方性複合材料とその利用について

高次せん断変形理論に基づく板の曲げ振動
加鳥裕明（名城大理工），○岡田智之（名城大院）

外部からの加熱による柔軟構造物の動的応答の測定と相似則に関する研究

衝撃荷重を受けるチタン合金製ねじ締結体の軸力挙動
○小林光男、湯本敦史、丹羽直毅（工学院大）、藤井秀樹（新日本製鐵）

角管の軸力による圧壊特性　－円管と比較して　－

○北村光章（都立科技大院），渡辺直行（都立科技大）

○永尾陽典（JAXA/ISTA）
球状飛翔体と回転楕円飛翔体による超高速衝突の比較

○赤星保浩（九工大），右田裕丈（九工大院）

膜の動的解析におけるバネ－マスモデルの適用性 複合材に対するスペースデブリの超高速衝突に関する研究
○西野　亘（東大院），青木隆平（東大工）

ゴム膜／流体連成系に対する三次元非線形振動解析

○中篠恭一，名取通弘（JAXA/ISAS）
スピン展開ソーラーセイル膜面のための回転二重波折りパターンの提案とそ
の展開実験

○升岡　正（東工大），古谷　寛（東工大総理工）

金属チューブを用いたC/C複合材冷却構造の研究
○竹腰正雄，植田修一（JAXA/ISTA）

接着部にはく離が発生したハット型縦通材補強平板における圧縮変形解析
とヘルスモニタリング

○岡部朋永，関根英樹（東北大工）

衛星などによるリモートセンシング技術とその応用
○藤田成隆（八戸工大）

休憩

膜構造物の大局的座屈現象に関する数値解析

A会場 B会場

特別講演　［司会　　鈴木　寛　（八戸工大）］

懇親会　（八戸グランドホテル）

○山下涼介（九大院），久能和夫，宇田暢秀，
小野幸生，永安　忠（九大工）

CFRP＆アルミ接着構造におけるフィルム接着剤の極低温モードII破壊力学
特性評価

ヘリコプタ実機落下試験における客室安全に関する計測結果について

○町田　茂，熊倉郁夫，峯岸正勝，岩崎 和夫，宮木博光，吉本周生，
高崎浩一，少路宏和（JAXA/ISTA)，松本浩至，阿部健一郎（三菱重工)

○何　建梅（JAXA/ISTA）,青木隆平（東大工），下田孝幸（JAXA/ISTA）

有孔積層板の圧縮強度に関する一考察
○末益博志（上智大理工），高橋秀典，正井章夫（上智大院），

郷津勝久（上智大），石川隆司（JAXA/ISTA）

衝撃後圧縮疲労荷重を受ける複合材料積層板の破損機構

ヘリコプタ実機落下衝撃試験における画像計測結果について
○宮木博光，峯岸正勝，熊倉郁夫，岩崎和夫，吉本周生，町田　茂，

高崎浩一，少路宏和（JAXA/ISTA），松本浩至，阿部健一郎（三菱重工）

ヘリコプタ実機落下衝撃試験の計測結果について
○岩崎和夫，峯岸正勝，熊倉郁夫，宮木博光，吉本周生，町田　茂，

高崎浩一，少路宏和（JAXA/ISTA），松本浩至，阿部健一郎（三菱重工）

○阿部健一郎，遠山茂登伺，松本浩至（三菱重工），渡邊正巳，
栗木孝文（中菱エンジニアリング），少路宏和，峰岸正勝（JAXA/ISTA）

一般講演　［司会　　池田忠繁君　（名大工）］ 一般講演　［司会　　荻原慎二君　（東理大理工）］
休憩

CFRP積層板に対する無孔圧縮試験法の相互比較
○小笠原俊夫，石川隆司（JAXA/ISTA）

レール・ガイド方式によるヘリコプタ全機落下衝撃試験手法の開発

インフレ―ティッド膜の実形状とパラボロイドとの偏差 燃焼法によるCFRPパイプのT型接合の開発とその力学的評価

○末益博志（上智大理工），入江剛史（上智大院），郷津勝久（上智大），
石川隆司（JAXA/ISTA）

複合材料積層板の圧縮特性と多重層間剥離

側面が三角形で構成される折畳み疑似円筒の展開特性
○小林秀敏，木田勝之（阪大），駒谷宗彦（阪大院），野島武敏（京大）

革新的主翼構造の疲労試験
○青木雄一郎，石川隆司，武田真一（JAXA/ISTA），菊川廣繁（JADC）

ヘリコプタ落下試験における接地痕による落下後挙動推定
○吉本周生，町田　茂，熊倉郁夫，峯岸正勝，岩崎和夫，宮木博光，

高崎浩一，少路宏和（JAXA/ISTA），松本浩至，阿部健一郎（三菱重工）


