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A会場 ⻘葉記念会館⼤研修室401 B会場 ⻘葉記念会館⼤会議室501 C会場 ⻘葉記念会館中研修室702

8:30
〜

⼀般セッション1 ⼀般セッション2 ⼀般セッション3
司会：⼭本剛（東北⼤学） 司会：跡部哲⼠（東北⼤学） 司会：久⾕雄⼀（東北⼤学）
JSASS-2018-H001
拡張有限要素法による繊維強化複合材料の微視構造解析
〇樋⼝諒,横関智弘(東京⼤学),⻑嶋利夫(上智⼤学),⻘⽊隆
平(東京⼤学)

JSASS-2018-H005
微視的な幾何学的不整を含むCFRPのマルチスケール解析
〇吉村彰記(名古屋⼤学)

JSASS-2018-H009
第13回能代宇宙イベントにおける実践的宇宙教育の成果
と今後の展望
〇堤明正,平⼭寛(秋⽥⼤学),和⽥豊,前⽥恵介(千葉⼯業⼤
学),秋⼭演亮(和歌⼭⼤学)

JSASS-2018-H002
破壊則に基づくCFRP製航空機主翼の多⽬的最適設計
〇南雲佳⼦,⽯浦誠昌,早出将司,岡部朋永(東北⼤学)

JSASS-2018-H006
量⼦化学・分⼦動⼒学法を⽤いたフェノール樹脂の重合反
応解析
〇李晶,坂本純平,和泉廣樹,岸本直樹,⼤⽮豊⼤,岡部朋永(東
北⼤学)

JSASS-2018-H010
ハイブリッドロケット燃焼データ解析法の精度に関する研
究
〇齋藤勇⼠,Landon Kamps,⼩⽔弘⼤,永⽥晴紀(北海道⼤
学)

JSASS-2018-H003
航空機設計における機体規模の変化に伴うCFRPの適⽤優
位性の評価
〇伊達周吾,早出将司,⽯浦誠昌,南雲佳⼦,岡部朋永(東北⼤
学)

JSASS-2018-H007
マルチスケールモデリングによる⾼じん性化エポキシの破
壊じん性に関する研究
〇栗原惇,熊⾕裕太,南雲佳⼦,岡部朋永(東北⼤学)

JSASS-2018-H011
Laser Induced Thermal Grating Spectroscopyによる酸素
富化CH4/O2/N2予混合⽕炎の⾼圧下における定量温度計測
〇早川晃弘,⼭上朋恭,⽵内清剛,樋⼝靖浩,⼯藤琢(東北⼤
学),Steven Lowe(ケンブリッジ⼤学),髙怡(上海交通⼤
学),Simone Hochgreb(ケンブリッジ⼤学),⼩林秀昭(東北
⼤学)

JSASS-2018-H004
多軸圧縮を考慮したCompression RTM解析における成形
時間予測
〇伊藤晃(東北⼤学・院),⼤⽮豊⼤,岡部朋永(東北⼤学)

JSASS-2018-H008
繊維含有時における⾃⼰無撞着場理論を⽤いたジブロック
コポリマーマトリクスの相分離解析
〇梅本脩史,⼤⽮豊⼤,岡部朋永(東北⼤学)

JSASS-2018-H012演題取下

⼀般セッション4 ⼀般セッション5 ⼀般セッション6
司会：樋⼝諒（東京⼤学） 司会：芳賀⾂紀(宇宙航空研究開発機構) 司会：⾼橋聖幸(東北⼤学）
JSASS-2018-H013
斜めスリットを有する規則的配列チョップドストランド積
層板の拡張有限要素法を利⽤したモデリング
〇⽮代茂樹(九州⼤学),⻩⽊景⼆(愛媛⼤学),⻄川雅章(京都
⼤学)

JSASS-2018-H017
カプセル空⼒不安定性のヘリコプター落下試験
〇成⽥智昭(航空宇宙技術振興財団),丹野英幸,伊藤勝宏,⼩室
智幸,佐藤和雄(宇宙航空研究開発機構・⾓⽥センター)

JSASS-2018-H021【学⽣賞】
超⾳速境界層中に燃料を低動圧で供給する噴射器の特性
〇藤次祥陽,⽊下陽博,⻄⼝拓伸,中津留友⽮,⼩幡茂男(防衛
⼤学校)

JSASS-2018-H014
炭素繊維撚⽷のフラグメンテーション試験と応⼒回復挙動
〇野⽥淳⼆(近畿⼤学),吉村隆(⼭⼝⼤学・院)

JSASS-2018-H018
⾃由⾶⾏計測法による⻑秒時縦型⾵洞での亜⾳速空⼒不安
定性の観測
〇藤村健太郎(航空宇宙技術振興財団),丹野英幸,⼩室智幸,佐
藤和雄,伊藤勝宏(宇宙航空研究開発機構)

JSASS-2018-H022【学⽣賞】
ハイブリッドロケット燃料における軸⽅向O / Fプロファ
イル推算に関する研究
〇LandonKamps,齋藤勇⼠,永⽥晴紀(北海道⼤学)

JSASS-2018-H015【学⽣賞】
マイクロメカニクスモデルを利⽤したき裂を有する複合材
料積層板の損傷評価
〇⼩野寺壮太,南雲佳⼦,岡部朋永(東北⼤学)

JSASS-2018-H019
極超⾳速境界層の受容性に関する Direct Numerical
Simulation
〇松⼭新吾,丹野英幸(宇宙航空研究開発機構)

JSASS-2018-H023【学⽣賞】
無冷却回転デトネーションエンジン燃焼試験における熱流
束評価
〇森謙太(室蘭⼯業⼤学⼤学院),中⽥⼤将,内海政春,東野和
幸(室蘭⼯業⼤学⼤学院航空宇宙機システム研究センター),
後藤啓介,川﨑央,松岡健,笠原次郎(名古屋⼤学)

⽇本航空宇宙学会北部⽀部
2018年講演会ならびに第19回再使⽤型宇宙推進系シンポジウム

受付 (8：30以降随時)

9:30
〜

10:50

休憩

11:00
〜

12:20

JSASS-2018-Program 日本航空宇宙学会北部支部2018年講演会ならびに第19回再使用型宇宙推進系シンポジウム
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JSASS-2018-H016
円孔を有する複合材料積層板の破壊メカニズムに関する実
験および解析的研究
〇蕨勝⼀郎(東北⼤学),樋⼝諒(東京⼤学),⽯橋航,熊⾕裕太,
岡部朋永(東北⼤学)

JSASS-2018-H020
⾼圧液体⽔素⽤軸受および軸封シールの性能評価
〇⾓銅洋実,⾼⽥仁志,吉⽥誠(宇宙航空研究開発機構)

JSASS-2018-H024【学⽣賞】
繰り返しパルスレーザー打ち上げシステムにおける複数放
物⾯スラスターの提案
〇⼩串貴年,⾼橋聖幸,⼤⻄直⽂(東北⼤学)

⼀般セッション7 ⼀般セッション8 ⼀般セッション9
司会：丹野英幸（宇宙航空研究開発機構) 司会：上野和之(岩⼿⼤学) 司会：松⼭新吾(宇宙航空研究開発機構)
JSASS-2018-H025
カットセル法に基づいた乱流壁モデルの任意形状への適⽤
〇⾼橋俊(東海⼤学),浜潟勇輝(東海⼤学),野々村拓(東北⼤
学)

JSASS-2018-H030【学⽣賞】
放電可視化を⽤いた極超⾳速流の温度推定の試み
〇⽥邊浩⼦,井藤創,溝⼝誠(防衛⼤学校)

JSASS-2018-H035
壁⾯モデルLESにより得られた遷⾳速翼型バフェット現象
の変動成分解析
〇福島裕⾺,河合宗司(東北⼤学)

JSASS-2018-H026
⾼次精度⾮構造オーバーセット格⼦法の航空宇宙問題への
適⽤
〇芳賀⾂紀(宇宙航空研究開発機構)

JSASS-2018-H031【学⽣賞】
⼤気突⼊カプセルの連成解析
〇⽵⽥裕貴,中村牧⼈(岩⼿⼤学・院),上野和之(岩⼿⼤学),丹
野英幸(JAXA)

JSASS-2018-H036
⾶⾏条件の不確定性を考慮したHALE UAV⽤排熱機構付き
翼型の設計最適化
〇佐藤秀樹,下⼭幸治(東北⼤学 流体科学研究所)

JSASS-2018-H027
圧縮性流れに適した物理的にコンシステントな運動エネル
ギー保存スキーム
〇久⾕雄⼀,河合宗司(東北⼤学)

JSASS-2018-H032【学⽣賞】
TSTOオービタ・ブースタ近接時における空⼒推算法
〇岩藤碩哉,⾦崎雅博(⾸都⼤学東京),藤川貴弘,⽶本浩⼀(九
州⼯業⼤学)

JSASS-2018-H037
翼列開閉型モーフィング翼の空⼒特性の数値的評価
〇伊藤稜(東北⼤学),牧緑(JAXA),澤⽥恵介(東北⼤学)

JSASS-2018-H038演題取下

JSASS-2018-H028
URANSを⽤いるNASA-CRMの遷⾳速バフェット解析
〇⻑⾕部航平,澤⽥惠介(東北⼤学)

JSASS-2018-H033【学⽣賞】
Scarfed nozzleを適⽤したロケットエンジン⽤超⾳速ター
ビンノズルにおける流れ場解析
〇⼩野寺晟也(岩⼿⼤院),船﨑健⼀,都丸裕司(（株）IHI)

JSASS-2018-H039【学⽣賞】
⽻⽥空港の格納庫後流に発⽣する乱気流の流体解析
〇⼭⼝晃毅,菊地亮太,三坂孝志,⼤林茂(東北⼤学流体科学
研究所)

JSASS-2018-H029演題取下 JSASS-2018-H034【学⽣賞】
超⾳速蒸気エジェクターのセカンダリノズル最適化
〇清⽔裕也,加納健佑,三坂孝志,永井⼤樹,仲野是克(東北⼤
学),茅沼秀⾼,⽯川満(㈱⽯川エナジー)

17:00
〜

17:50

北部⽀部総会
A会場 ⻘葉記念会館⼤研修室401

18:00
〜

20:00

休憩

13:30
〜

13:40

⼯学部中央棟2階⼤会議室
⽀部⻑挨拶

岡部 朋永（東北⼤学）

13:40
〜

14:40

⼯学部中央棟2階⼤会議室
特別講演「⾼圧燃焼の新しいレーザー計測とエネルギー技術」

〇⼩林秀昭（東北⼤学）
司会：岡部 朋永（東北⼤学）

休憩

懇親会
⼯学部中央棟1階⾷堂DOCK

15:10
〜

16:50

JSASS-2018-Program 日本航空宇宙学会北部支部2018年講演会ならびに第19回再使用型宇宙推進系シンポジウム
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3⽉6⽇（⽕）

8:30
〜

9:00
〜

9:40

9:50
〜

10:30

10:30
〜

11:00

⼀般セッション10 OS:磁⼒⽀持天秤を利⽤した先進⾵洞計測1 再使⽤型宇宙推進系シンポジウム1
司会：⾼橋俊(東海⼤学) 司会：⼩⻄康都（東北⼤学） 司会：島垣満(宇宙航空研究開発機構)
JSASS-2018-H040【学⽣賞】
幾何⾳響学に基づく騒⾳評価⼿法と幅広胴体機のファン騒
⾳遮蔽効果
〇荻野翔⽮,⾦崎雅博(⾸都⼤学東京),伊藤靖,村⼭光宏,⼭本
⼀⾂(宇宙航空研究開発機構)

JSASS-2018-H044
磁気⽀持装置の開発 - レーザー変位計による⾵洞模型の位
置制御 -
〇永坂玲央,芳賀政汰,菊池護,上野和之(岩⼿⼤学)

JSASS-2018-H048
ヘリウムガスを⽤いたGG-ATRエンジン冷⾛試験について
〇湊亮⼆郎,中⽥⼤将,内海政春,東野和幸(室蘭⼯業⼤学),向
江洋⼈,⽯原眞優(室蘭⼯業⼤学⼤学院)

JSASS-2018-H041【学⽣賞】
⾼次精度陰的DG法による空⼒⾳響解析
〇淺⽥啓幸,河合宗司(東北⼤学)

JSASS-2018-H045
磁気⽀持⾵洞装置における模型の電磁気的位置検出法の開
発
〇藤澤新雪,上野和之,芳賀政汰,菊池護(岩⼿⼤学)

JSASS-2018-H049
ジェット燃料を⽤いた超⾳速燃焼器の性能評価
〇富岡定毅,⾼橋政浩,⼩林完(JAXA⾓⽥),常⾒明彦,⽻⼆⽣
拓⼈,中村将治,古⾕正⼆郎(MHI)

JSASS-2018-H042【学⽣賞】
動径基底関数を⽤いた遷⾳速フラッタ境界の⾼速予測法に
関する研究
〇澤⽊悠太,久⾕雄⼀,澤⽥惠介(東北⼤学)

JSASS-2018-H046
0.3m MSBS における位置測定系のデジタル化と応⽤
〇落合拓,安保巧,中村勇貴,野々村拓,浅井圭介(東北⼤学)

JSASS-2018-H050
JAXA研究開発部⾨の空気吸込みエンジン研究計画につい
て
〇⾕⾹⼀郎,富岡定毅,植⽥修⼀(JAXA研究開発部⾨)

JSASS-2018-H043【学⽣賞】
超臨界圧・乱流境界層計算に適したRANSモデリングの提
案
〇及川義仁(東北⼤学⼤学院),河合宗司(東北⼤学)

JSASS-2018-H047
0.3m MSBSにおける模型加振⾵洞試験の試み
〇新路健⼈,安保巧,落合拓,野々村拓,浅井圭介(東北⼤学)

JSASS-2018-H051
メタン／エチレン混合燃料に関する簡易反応機構の超⾳速
燃焼器流れ計算への適⽤について
〇⼩寺正敏,富岡定毅(宇宙航空研究開発機構),佐々⽊優太,
中村寿,丸⽥薫(東北⼤学)

12:30
〜

13:30

新旧幹事引継会
B会場 ⻘葉記念会館⼤会議室501

⼀般セッション11 OS:磁⼒⽀持天秤を利⽤した先進⾵洞計測2 再使⽤型宇宙推進系シンポジウム2
司会：⼤⽮豊⼤（東北⼤学） 司会：奥泉寛之（東北⼤学） 司会：⼩寺正敏(宇宙航空研究開発機構)
JSASS-2018-H052
ワイヤエンコーダによる遠隔操作インターフェース
〇花原和之(岩⼿⼤学)

JSASS-2018-H059【学⽣賞】
IFS 1-m 磁⼒⽀持天秤装置における⾼迎⾓時運動制御法に
ついて
〇仙⽥裕紀,奥泉寛之,澤⽥秀夫,⼩⻄康郁,⼤林茂(東北⼤学流
体科学研究所)

JSASS-2018-H064【学⽣賞】
⽔素/空気燃焼ガストーチイグナイタの噴射ガス温度推定
法の検証
〇⼭⼝達也,⽇沢知寛,市川太郎,⼯藤琢,早川晃弘,⼩林秀昭
(東北⼤学)

JSASS-2018-H053【学⽣賞】
積層構成の異なるCFRP積層板とアルミニウムとのガルバ
ニック腐⾷
〇川⼾駿(室蘭⼯業⼤学⼤学院),境昌宏(室蘭⼯業⼤学)

JSASS-2018-H060【学⽣賞】
IFS 1-m 磁⼒⽀持天秤装置における⾼迎⾓時5軸⼒評価法に
ついて
〇仙⽥裕紀,奥泉寛之,澤⽥秀夫,⼩⻄康郁,⼤林茂(東北⼤学流
体科学研究所)

JSASS-2018-H065【学⽣賞】
ロケットスレッド⽤クラスタードハイブリッドロケットの
騒⾳特性
〇岡⽥空悟,安⽥⼀貴(室蘭⼯業⼤学⼤学院),中⽥⼤将,東野
和幸,内海政春(室蘭⼯業⼤学航空宇宙機システム研究セン
ター)

JSASS-2018-H066演題取下

11:00
〜

12:20

14:00
〜

受付 (8：30以降随時)

⼯学部中央棟2階⼤会議室
基調講演1「航空機⽤複合材料における損傷・破壊に関する⼒学モデリング」

〇岡部 朋永（東北⼤学）
司会：槙原 幹⼗朗(東北⼤学)

⼯学部中央棟2階⼤会議室
基調講演2「⾼レイノルズ数・圧縮性流れのLarge-eddy simulation」

〇河合 宗司（東北⼤学）
司会：槙原 幹⼗朗(東北⼤学)

休憩

JSASS-2018-Program 日本航空宇宙学会北部支部2018年講演会ならびに第19回再使用型宇宙推進系シンポジウム
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JSASS-2018-H054
量⼦化学計算法によるフェノール樹脂の特性解析
〇坂本純平,李晶,⼤⽮豊⼤,岡部朋永,和泉廣樹,岸本直樹(東
北⼤学)

JSASS-2018-H061【学⽣賞】
IFS 0.1m磁⼒⽀持天秤装置を⽤いた有翼模型による超⾳速
⾵洞試験法の開発
⽥中⼀成,〇川越崇⼰,澤⽥秀夫,⼤林茂(東北⼤学流体科学研
究所)

JSASS-2018-H067
分岐管を⽤いた酸素/⽔素点⽕器の⽕炎分配
〇中⽥⼤将,森下海怜,⼋⽊橋央光,吉川稲穂,湊亮⼆郎,内海
政春,東野和幸(室蘭⼯業⼤学)

JSASS-2018-H055
空⼒弾性変形を考慮したモーフィング翼のマルチボディ解
析
〇⼤塚啓介,槙原幹⼗朗(東北⼤学)

JSASS-2018-H062
磁⼒⽀持天秤装置を⽤いた気流軸周りの90度回転への試み
〇佐々⽊⾹澄,澤⽥秀夫,⼤林茂,⼩⻄康郁,奥泉寛之,仙⽥裕紀,
⼤⼭尚悟(東北⼤学)

JSASS-2018-H068
遷⾳速⾵洞を⽤いたスペースプレーン周り流れ場の数値解
析
〇⻑⾕川進(宇宙航空研究開発機構 第四研究ユニット),苅
⽥丈⼠(中部⼤学)

〜
15：40

JSASS-2018-H056【学⽣賞】
翼端にヒンジジョイントを有する柔軟折りたたみ翼の突⾵
作⽤時における運動解析
〇⼩貫慧,⼤塚啓介,須崎貴⼤,槙原幹⼗朗(東北⼤学)

JSASS-2018-H063【学⽣賞】
回転楕円体まわりの流れ場への迎⾓の影響
〇安保巧,中村勇貴,落合拓,野々村拓,浅井圭介(東北⼤学)

JSASS-2018-H069演題取下

JSASS-2018-H057【学⽣賞】
多⾃由度宇宙構造物の予測セミアクティブ制振
〇上野真澄,朝⽐奈慧,⼤塚啓介,槙原幹⼗朗(東北⼤学)

〜
16：20

JSASS-2018-H058【学⽣賞】
ねじれた導電性テザーがスペースデブリの衝突を受けた際
の損傷評価
〇上蓑義幸,藤原路⼤,富﨑帆乃花(東北⼤学),⻑⾕川直
(JAXA),槙原幹⼗朗(東北⼤学)

講演会終了後、名札ホルダーの返却をお願いいたします。
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