
講演番号 講演題目 発表者 講演番号 講演題目 発表者 講演番号 講演題目 発表者 講演番号 講演題目 発表者

開始時間 終了時間

10:30 10:50 1A-01
数値シミュレーションと観測
値を融合したVaRTMの三次元樹
脂含浸分布推定

塩田　修也(東理大),松崎　亮介
(東理大)

1B-01
不連続繊維強化樹脂複合材料
における微視的損傷挙動の実
験的評価

浅野 忠明(東理大)，萬浪 悠馬
(東理大[院])，荻原 慎二(東理
大)，井口 英明(住友ベークライ
ト)，伊丹 康人，小泉 浩二

1C-01
厚板CFRTP成形時の面外方向の
温度分布が品質に与える影響
の評価

岩永 健太郎(東大)，束田 拓
平，水口 周，武田 展雄

1D-01
耐熱複合材料を用いた極超音
速航空機用熱防御システムの
設計検討

林 亮佑(早大)，青木 卓哉
(JAXA)，小笠原 俊夫，森野 美
樹(早大)

10:50 11:10 1A-02
面内繊維方向制御による繊維
強化複合材有孔板の最適化設
計

山中 雄介(東工大)，轟 章 1B-02
不連続CFRTPの塑性特性の実験
と解析

福造 晃(京大[院])，西川 雅章
(京大)，北條 正樹

1C-02
シリコーンゴム・ゴムチュー
ブを用いたCFRP製品の成形・
加工設計

木村 南(東京工業高専) 1D-02
多孔質炭素材料を用いた高強
度軽量アブレータの創製

久保田 勇希(東理大)，佐々木
駿(東理大[院])，向後 保雄(東
理大)，青木 卓哉(JAXA)，小笠
原 俊夫，石田 雄一，山田 哲
哉

11:10 11:30 1A-03
Off-Axis材引張試験の初期損
傷に関するマルチスケールモ
デリング

熊谷 裕太(東北大)，樋口 諒，
吉岡 健一(Toray Composites
(America))，岡部 朋永(東北大)

1B-03
引張り荷重下での切り欠きを
有する複合材料積層板の損傷
累積挙動に関する実験的考察

大櫛 和貴(上智大[院])，末益
博志(上智大)，赤木 亨慈(上智
大[院])，杉本 直(JAXA)

1C-03
成形条件の違いが熱可塑性樹
脂複合材料の力学的特性に及
ぼす影響

工藤 健太郎(岐阜大)，小林 彩
香(京都工繊大)，大谷 章夫(岐
阜大)，仲井 朝美

1D-03

Si-Hf合金を用いた溶融含浸法
により作製した炭化ケイ素長
繊維強化炭化ケイ素基複合材
料の酸化挙動

津之浦 徹(東工大)，大久保 陽
介，吉田 克己，矢野 豊彦，青
木 卓哉(JAXA)，小笠原 俊夫

11:30 11:50 1A-04
シェル要素によるCFRP膜面の
展開挙動の解析

永田 恵輔(京大[院])，西川 雅
章(京大)，北條 正樹

1B-04
繊維うねりが複合材の強度に
及ぼす影響

赤壁 孝太郎(東大)，青木 隆
平，横関 智弘，古挽 彰(IHI)，
吉村 彰記(JAXA)

1C-04

テーププレイスメント技術に
よる熱可塑性炭素繊維強化複
合材料の成形パラメータに関
する基礎研究

佐藤 隆(名大[院])，池田 忠繁
(名大)，名波 則路，石川 隆司

1D-04
多孔質炭素を用いた軽量アブ
レータの圧縮特性評価

小城 英佑(東理大)，久保田 勇
希，向後 保雄，青木 卓哉
(JAXA)，小笠原 俊夫，石田 雄
一

開始時間 終了時間

12:50 13:10 1A-5
分子シミュレーション研究会
の活動報告

松崎 亮介(東理大) 1B-5

埋め込みＦＢＧセンサを用い
たCFRPダブルラップ継手の疲
労損傷の検出および損傷領域
推定

和田 惇平(静岡大[院])，矢代
茂樹(静岡大)，坂井田 喜久

1C-5 熱可塑性CFRPのU字ビーム成形

立野 大地(金沢大)，米山 猛，
日根野 翔治，木村 理紀，塩崎
佳祐，河本 基一郎(コマツ産
機)，中川 雅哉，岡本 雅之

1D-05
圧延による組織制御がVGCF/Al
複合材料の熱伝導特性に与え
る影響

佐々木 元(広島大[院])，大室
佑介，崔 龍範，杉尾 健次郎，
松木 一弘

13:10 13:30 1B-6
分布型光ファイバセンサによ
るCFRP二次接着構造の品質管
理

寺田 愉(考(東大[院])，水口
周，武田 展雄，齋藤 望(三菱
重工業)，清水 隆之

1C-6
PA6溶液を用いた炭素繊維織物
/PA6複合材シートの開発

石田 応輔(金工大)，奥村 航(石
川県工業試験場)，木水 貢(石
川県工業試験場)，鵜澤 潔(金
工大)，金原 勲

1D-06 UHTC複合材料の耐酸化性評価
田中 大樹(東理大[院])，久保田
勇希(東理大)，向後 保雄，後
藤 健(JAXA)

13:30 13:50 1B-7

鉄道車両台車efWING用CFRP製
板バネの損傷モニタリングへ
向けた電気抵抗変化法の適用
検討

中岡 輝久（川崎重工）, 三津江
雅幸, 川島 勝之, 轟 章 （東工
大）

1C-7
牽切紡糸炭素繊維/ポリアミド
12複合材料の成形技術の研究

ウォンシーラクサー パチャラット
(金工大)，木水 貢(石川県工業
試験場)，鵜澤 潔(金工大)

1D-07
C/UHTC複合材料の酸化損耗特
性評価

矢野 衛(東理大)，久保田 勇
希，向後 保雄，後藤 健(JAXA)

13:50 14:10 1A-7
光解離性保護基導入ポリ乳酸
の分子挙動の最適設計の試み

田中 基嗣(金工大)，安部 俊一
郎(金工大[院])，高橋 知之，斉
藤 博嗣(金工大)，金原 勲

1B-8
階層型剥離検知及びセルフ
ヒーリング複合システム

櫻山 直也(東大[院])，水口 周
(東大)，武田 展雄

1C-8
熱可塑性樹脂PA66マトリック
スCFRPの成形性に及ぼすプリ
プレグの微小切込の影響

大江 悠平(大同大[院])，福井
慶伍(大同大)，平 博仁

1D-08
溶融含浸法によるC/C-超耐熱
セラミックスの試作と力学特
性

矢野 友規(東海大)，和田 寿
也，青木 卓哉(JAXA)，小笠原
俊夫，畔津 昭彦(東海大)，梅
津 信二郎(早大)

開始時間 終了時間

14:30 14:50 1A-08
分子シミュレーションによる
コレステリック相の構造解析

武口 恵太(東理大)，小柳 潤，
古江 広和

1B-09
CFRP構造の軽量化のための急
速補修技術

横田 和樹(東大[院])，武田 展
雄(東大)，水口 周

1C-09
遠心焼結鋳造法にて作製した
傾斜機能砥石によるCFRP への
ジャイロ式穴あけ加工

渡辺 義見(名工大)，國峯 崇裕
(ワシントン大)，澁谷 将史
(UACJ)，佐藤 尚(名工大)，柘
植 英明(岐阜県工業技術研究
所)，Paolo Feraboli(オートモー
ビル・ランボルギーニ)

1D-09
SiC/SiC複合材料の損傷力学モ
デルおよび画像相関法による
検証

菊田 辰哉(東理大)，小笠原 俊
夫(JAXA)，青木 卓哉，前野 良
太(東理大)，荻原 慎二

14:50 15:10 1A-9
分子動力学に基づく繊維/樹脂
間のぬれ性の評価

川西 啓介(金工大)，斉藤 博
嗣，高橋 知之(金工大[院])

1B-10
赤外線サーモグラフィ法によ
る複合材料の欠陥検出精度の
向上

北村 春樹(東理大)，小山 昌志
(明星大)，石川 真志(東理大)，
八田 博志(JAXA)，宇都宮 真，
小笠原 永久(防衛大)，向後 保
雄(東理大)

1C-10
半導体レーザによる織物熱可
塑性CFRP積層板の融着挙動

山川 昌文(近畿大工業高専)，
中本 毅，中谷，田邉 大貴(阪
大[院])，西籔 和明(近畿大)

1D-10
PIP-SiC/SiC複合材料の熱処理
温度による引張強度への影響

小谷 政規(JAXA)，小中 浩司
(東理大)，荻原 慎二(東理大)

15:10 15:30 1A-10
炭素‐フェノール樹脂間界面
接着強度に関する分子シミュ
レーション

仁内 隆志（東理大）小柳 潤，
向後 保雄

1B-11

吸湿したCFRP積層板の層間界
面剛性およびプライ縦波速度
の超音波スペクトロスコピー
による評価

石井 陽介(京大[院])，琵琶 志
朗(京大)

1C-11
熱可塑性CFRPテープ積層にお
ける加熱特性と融着挙動の評
価

田邉 大貴(阪大[院])，神原 友
(近畿大)，西籔 和明，倉敷 哲
生(阪大)

1D-11 CMC衝撃損傷解析法の検討
北條 正弘(JAXA)，楠 至，西澤
敏雄

15:30 15:50 1A-11
ポリプロピレンの時間-温度換
算則に関する分子シミュレー
ション

影山 友哉(東理大)，荻原 慎二 1B-12
温水片面浸漬によるGFRPの劣
化と超音波を用いた非破壊検
査法の検討

津葉木 康太(京都工繊大)，藤
井 善通，西村 寛之

1C-12
高出力ファイバーレーザーに
よるプリフォームの切断

伊藤 広光(大同大[院])，金原
祥(大同大)，平 博仁

1D-12
ポリイミド複合材料/断熱
フォームコアサンドイッチパ
ネルの作製とその断熱特性

綾部 信吾(東理大[院])，小笠原
俊夫(JAXA)，石田 雄一，向後
保雄(東理大)
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　座長　高坂達郎(高知工大)

1A-6
複合材料の分子シミュレー
ション

小沢 拓(JSOL)

　座長　跡部哲士(東北大)

【3月4日(水)　第1日目】

成形・加工2

成形・加工1

　座長　渡辺義見(名工大)

午前1

午後1

成形・加工3

数値解析1

分子シミュレーション学生セッション

第Ａ室（311室） 第Ｃ室（304室）第Ｂ室（307室）

午後2

　座長　松崎亮介(東理大)

力学特性1

スマート・非破壊1

　　　　　　　　　　　　　受付　9:00～　講義棟3階ラウンジ　（エスカレータ近く）  【無線LAN情報　アクセスポイント：extwep.tus.ac.jp　セキュリティーキー：Rdy7J】

　　　　　　　　　　　　　お昼休憩

　　　　　　　　　　　　　コーヒーブレイク＠企業展示会場（302室） (20分)

　座長　田中基嗣(金工大)

　座長　矢代茂樹(静岡大) 　座長　米山聡(青学大)

　座長　仲井朝美(岐阜大)

分子シミュレーション研究会

スマート・非破壊2

　座長　亀山正樹(信州大)

　座長　小谷政規(JAXA)

耐熱材料2

　座長　北條正弘(JAXA)

耐熱材料3

　座長　佐々木元(広島大)

JCCM-6 プログラム

第Ｄ室（303室）

耐熱材料1



開始時間 終了時間

16:10 16:30 1A-12
一般化座標系を応用したSPH法
の提案と柔軟体衝突問題への
適用

猪川 哲平(静岡大[院])，矢代
茂樹(静岡大)，岡部 朋永(東北
大)，坂井田 喜久(静岡大)

1B-13
楕円形欠陥を有する二層材料
における超音波の減衰特性の
解析

李 然(信州大)，夏木 俊明，倪
慶清

1C-13
VaRTMにおける繊維束配向に対
する樹脂斜角含浸時のボイド
形成のモデル化

内藤 正起(東理大)，松崎 亮介 1D-13
光ファイバセンサによるCFRP
円筒部材の成形プリテンショ
ンモニタリング

高橋 市弥(三菱電機)，豊島 利
之，村瀬 三朗

16:30 16:50 1A-13
複合材料積層板の衝撃応答特
性に関する理論解析

吉沢 昂平(信州大[院])，夏木
俊明(信州大)，倪 慶清

1B-14
静電誘導による炭素繊維複合
ケーブルに対する非破壊検査
法の提案

小山 潔(日大)，本宮 寛憲(日大
[院])

1C-14
ギャップを有する一対のコイ
ルを用いた誘導加熱による炭
素繊維複合材料の成型加工

中西 栄徳(三重大[院])，中野
太一，牧 清二郎

1D-14
超高速衝突によるCFRPからの
イジェクタサイズ分布

西田 政弘(名工大)，戸谷 一
貴，林 浩一(鳥羽商船高等専
門学校)，東出 真澄(JAXA)

16:50 17:10 1A-14
CFRP/GFRPハイブリッド円筒材
の軸方向衝撃圧縮特性に関す
る実験的検討

小澤 憲人(早大[院])，金 太成，
竹村 振一(JX日鉱日石エネル
ギー)，川田 宏之(早大)

1B-15
放射音に基づくCFRP構造の衝
撃荷重位置同定

野並 俊介(東北大[院])，跡部
哲士(東北大)，福永 久雄

1C-15
RTM成形法の成形条件の違いが
FRPの力学的特性に及ぼす影響

岡安 一将(岐阜大)，工藤 健太
郎，大谷 章夫，仲井 朝美

1D-15
衛星用厚肉“ Crack-Free ”
CFRPパイプに向けた残留応力
低減手法の開発

高垣 和規(東大[院])，水口 周
(東大)，武田 展雄

17:10 17:30 1A-15
射出成形ガラス長繊維強化熱
可塑性プラスチックの衝撃特
性

金 太成(早大[院])，荒尾 与史
彦(同志社大)，谷口 憲彦(ア
シックス)，西脇 剛史，平山 紀
夫(日東紡績)，細井 厚志(早
大)，川田 宏之

1B-16 【講演キャンセル】 1C-16
DSCおよびその場測定による
FRP硬化プロセスのモデル化

高坂 達郎(高知工大)，楠川 量
啓

1D-16
炭素繊維の放射線劣化が高精
度大型宇宙構造システム用複
合材の機械特性に与える影響

田中 雄三(九工大)，岩田 稔，
趙 孟佑，小林 訓史(首都大)，
後藤 健(JAXA)

17:30 17:50 1A-16

炭素繊維/PP複合材料の面外衝
撃損傷部への微細ガラス繊維
添加樹脂小片の溶融充填によ
る補修

大谷 龍平(同志社大[院])，大窪
和也(同志社大)，藤井 透

1B-17
CFRPの内部損傷検出を目的と
したタッピングAE法の開発

芦澤 剛(東工大)，水谷 義弘，
轟 章，鈴木 良郎

1C-17
オートクレーブ成形による力
学的特性の解析と評価

内田 敏一(Uchida)，落合 隼
平，魚住 忠司(岐阜大)，黒田
孝二(京都工繊大)，遠藤 淳
司，三垣 賢和，後藤 彰彦(大
阪産業大)

1D-17
分布型光ファイバセンサを用
いた CFRPサンドイッチ構造の
ディンプル計測に関する研究

鈴木 貴惠(東大[院])，シーボラ
ユホ，水口 周，水谷 忠均
(JAXA)，武田 展雄(東大)

17:50 18:10 1A-17
開断面複合材料圧縮部材にお
ける衝撃吸収性の向上につい
て

関谷 昌志(東大[院])，青木 隆
平(東大)，少路 宏和(JAXA)，ス
チュアート マッカラム

1B-18
不連続繊維CFRPに於けるX線CT
での可否評価

島本 太介(産総研)，冨永 雄
一，今井 祐介，堀田 裕司

1C-18
VaRTM成形用ドライプリフォー
ム製作に関わる作業者による
機械的特性の影響

倉谷 泰成(京都工繊大)，長谷
健太郎(カドコーポレーション)，
細見 貴裕，河津 ともえ，魚住
忠司(岐阜大)，後藤 彰彦(大阪
産業大)

講演番号 講演題目 発表者 講演番号 講演題目 発表者 講演番号 講演題目 発表者 講演番号 講演題目 発表者

開始時間 終了時間

8:50 9:10 2A-01
木粉含有ポリプロピレン複合
材料弾性率の予測に関する研
究

胡 泳戌(京都工繊大[院] )，兪
穎，濱田 泰以，野村 学(グリー
ンプレジール)

2B-01
渦電流探傷試験を用いたCFRP
面外繊維うねりの検出

水上 孝一(東工大[院])，水谷
義弘(東工大)，轟 章，鈴木 良
郎

2C-01

厚肉層間高靭性化CFRP積層板
の面外方向及び面内トランス
バース方向における疲労特性
評価

佐久間 茂吉(早大)，世木 選，
細井 厚志，藤田 雄三(東レ)，
武田 一郎，川田 宏之(早大)

2D-01
炭素繊維の単繊維による特性
評価試験（その１０） －炭素
繊維の三点曲げ試験－

諸星 圭祐(産総研)，岩下 哲
雄，藤田 和宏

9:10 9:30 2A-02
内部ひずみその場計測に基づ
く高精度複合材成形シミュ
レーション

丹羽 翔麻(東大[院])，高垣 和
規，水口 周(東大)，武田 展雄

2B-02
銀ナノ粒子の光焼結を利用し
たCFRP構造物のヘルスモニタ
リング

並木 謙佑(東工大[院])，高橋
航圭(東工大)，ジオン ウンボム
(漢陽大)，キム ハクサン

2C-02
多結晶半導体サーミスタの 繰
り返し熱荷重におけるき裂進
展特性

久保 裕基(福島大)，小沢 喜
仁，越水 和人(福島芝浦電
子)，内山 聡，竹内 彰孝

2D-02
炭素繊維の単繊維による特性
評価試験（その１１） －炭素
繊維の到達可能強度の評価－

杉本 慶喜(東大)，岩下 哲雄(産
総研)，藤田 和宏，塩谷 正俊
(東工大)，影山 和郎(東大)

9:30 9:50 2A-03
RTM成形における成形欠陥形成
シミュレーション

島田 康弘(東理大)，松崎 亮
介，髙橋 昭如

2B-03
GFRPの力学的損傷に対する非
破壊検査法の検討

尾野 喬祐(京都工繊大)，藤井
善通

2C-03
CFRTPクロスプライ積層板の疲
労負荷下におけるトランス
バースクラック発生評価

福井 太郎(早大[院])，細井 厚
志(早大)，小谷 正浩(IHI)，川田
宏之(早大)

2D-03

炭素繊維の単繊維による特性
評価試験（その１２） －ね
じり弾性率に及ぼす直径計測
の影響－

藤田 和宏(産総研)，岩下 哲雄

9:50 10:10 2A-04
多段階着色樹脂注入シミュ
レーションによる繊維材の浸
透係数分布推定

谷川 博行(東理大)，松崎 亮介 2B-04
開繊炭素繊維を抵抗発熱体と
して用いた織物CF/PPS積層板
の電気式融着接合

田邉 大貴(阪大[院])，倉内 海
(近畿大)，西籔 和明，倉敷 哲
生(阪大)

2C-04
カーボン短繊維強化熱可塑性
プラスチックのクリープ挙動
に及ぼす温度と繊維長の影響

斎藤 恵介(筑波大)，河井 昌
道，武田 一朗(東レ)，土谷 敦
岐

2D-04

炭素繊維の単繊維による特性
評価試験（その１３） －横方
向圧縮による断面の弾塑性変
形－

永井 英幹(産総研)，藤田 和
宏，岩下 哲雄

開始時間 終了時間

10:30 10:50 2A-05
炭素繊維増強ポリプロピレン
の物性向上に関する研究

楊 テイン(京都工繊大[院])，中
村 雅則(積水化学工業)，陽 玉
球(東華大)，濱田 泰以(京都工
繊大)

2B-05
雷撃電流を受けるCFRP積層板
損傷挙動の解析的検討

野呂田 竜史(東理大)，平野 義
鎭(JAXA)，松崎 亮介(東理
大)，小笠原 俊夫(JAXA)

2C-05
Al-CFRP接触面における電気化
学的腐食の定量的評価

鳥本 雅(東理大)，森本 哲也
(JAXA)，小柳 潤(東理大)

2D-05

炭素繊維の単繊維による特性
評価試験（その14）－炭素繊
維の熱膨張係数の温度依存性
－

渡辺 博道(産総研)，樋口 健
介，山田 修史，岩下 哲雄

10:50 11:10 2A-06
ケナフ不織布複合材料の疲労
限度に関する研究

徐 芝蘭(京都工繊大[院])，肖
氷(東華大) ，北條 俊彦(京都工
繊大[院])，陽 玉球(東華大），
濱田 泰以(京都工繊大)

2B-06
縫合CFRPに対する汎用FEMコー
ドを用いたマルチスケール解
析

福井 勇人(東理大)，吉村 彰記
(JAXA)，辻 良平，松崎 亮介
(東理大)

2C-06
海水環境下における平織FRPの
クリープ破断寿命予測

細谷 亮太(早大[院])，細井 厚
志(早大)，川田 宏之

2D-06
等方性ピッチ系炭素繊維の構
造と空気酸化挙動

水野 潤也（大阪ガスケミカル），
森本 雅和，濃野 徳子，曽我部
敏明

11:10 11:30 2A-07
CFRPラティス構造の衝撃伝播
特性に関する研究

下出 健人(東大[院])，横関 智
弘（東大），青木 隆平，寺島 啓
太(JAXA)，紙田 徹

2B-07
三軸織物CFRPの引張負荷下に
おけるひずみの局所化

今井 えりな（東理大），小柳
潤，吉村 彰記（JAXA）

2C-07
カーボン短繊維強化ナイロン
の疲労強度とその温度依存性

竹内 広志(筑波大)，河井 昌
道，武田 一朗(東レ)，土谷 敦
岐

2D-07
等方性ピッチ系炭素繊維の熱
処理による組織変化

曽我部 敏明(大阪ガスケミカ
ル)，濃野 德子，森本 雅和，馬
淵 昭弘

11:30 11:50 2A-08
CFRP接着接合部材の混合モー
ド疲労破壊特性に及ぼす繰り
返し速度の影響

宮崎 拓也(立命館大[院])，日下
貴之(立命館大)，種子島 亮太

2B-08
熱可塑性、熱硬化性一方向繊
維強化複合材料の力学的特性
とそのバラツキに関する研究

馬 岩(京都工繊大[院])，菅原
寿秀，陽 玉球(東華大)，濱田
泰以(京都工繊大)

2C-08
樹脂材料を対象とした長期信
頼性の予測技術と筺体設計へ
の適用

相澤 政史(東芝)，森田 襟，森
本 淳

2D-08 形状記憶水性エポキシの開発 董 余兵(信州大)

11:50 12:10 2A-09
CFRP積層材の衝撃エネルギー
吸収特性の実験的評価

シャザナ ザイラーニ(立命館大
[院])，河村 祐貴，日下 貴之(立
命館大)，種子島 亮太，高橋
潤平(東レ)

　　　　　　　　　　　　　コーヒーブレイク＠企業展示会場（302室） (20分)

素材2

　座長　青木卓哉(JAXA)

耐久性2

　座長　中田政之(金工大)

午前2

　座長　藤井善通(京都工繊大)　座長　轟章(東工大)
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第Ｂ室（307室）

　座長　日下貴之（立命館大） 　座長　横関智弘（東大)

　座長　小山昌志(明星大)　座長　水口周(東大) 　座長　星光(JAXA)　座長　種子島亮太(立命館大)

第Ｃ室（304室）

　座長　森本哲也(JAXA)

第Ａ室（311室） 第Ｄ室（303室）

素材1

スマート・非破壊3 成形・加工4

午前1 学生優秀講演賞1（シミュレーション）

【3月5日(木)　第2日目】

　座長　加藤久弥(JAXA)

　　　　　　　　　　　　　コーヒーブレイク＠企業展示会場（302室） (20分)

午後3

学生優秀講演賞4（モデリング）

学生優秀講演賞2（手法・検査） 耐久性1

宇宙用材料衝撃

学生優秀講演賞3（特性・評価）



開始時間 終了時間

12:50 13:10 2A-10
繊維強化複合材料の傾斜ユ
ニットモデルによるミクロ構
造の力学的特性評価

菊池 隼太(阪大[院])，向山 和
孝(阪大)，鈴木 拓也(ＩＨＩ)，島村
和夫，花木 宏修(阪大)，倉敷
哲生

2B-09
カーボンスプレーアップ複合
材料の力学的特性

鈴木 絵里加(東雄技研)，菊地
哲雄，濱田 泰以(京都工繊大)

2C-09
平織CF/PC積層板のスタンピン
グ後の経時変形の予測

尾崎 弘晃(津田駒工業（株）)，
中田 政之(金工大)，鵜澤 潔，
宮野 靖

2D-09
溶着面に挿入した樹脂材料が
c-FRTPの超音波溶着接合に及
ぼす影響

竹内 一甫(岐阜大)，大谷 章
夫，仲井 朝美

13:10 13:30 2A-11
ボイドを含むCFRP構造要素に
対する強度解析手法の検討

橋爪 良輔(京大)，新玉 重貴(川
崎重工)，西川 雅章(京大)，北
條 正樹

2B-10
「スプレーアップ成形におけ
る繊維長と機械強度の関係」

菊地 哲雄(東雄技研)，鈴木 絵
里加，尾登 大輔，劉 夏慧(東
華大)，陽 玉球

2C-10
溶射皮膜を形成したCFRPの力
学特性およびサンドエロー
ジョン挙動

國武 史帆(早大)，小笠原 俊夫
(JAXA)，青木 卓哉，森野 美樹
(早大)，三宅 康夫(トーカロ)，濱
口 竜弥

2D-10
複合材料の界面剥離挙動に及
ぼす強化材断面形状の影響

山嵜 竜也(九大[院])，宇田 暢
秀(九大)，小野 幸生，永井 弘
人，平川 裕一，永安 忠

13:30 13:50 2A-12
LS-DYNAを用いた繊維強化複合
材平板の引張破壊解析

坂本 鎌治(東北大)，樋口 諒，
吉岡 健一(Toray Composites
(America))，岡部 朋永(東北大)

2B-11
ハンドレイアップ成形法にお
ける工程の作業時間と成形品
の力学的特性との関係

三垣 賢和(京都工繊大)，濱田
泰以

2C-11
高周波電磁誘導による炭素繊
維直接加熱を用いたCFRTPの界
面修復に関する研究

竹中 一也(岐阜大[院])，三宅
卓志(岐阜大)

2D-11
結合力要素法を用いた高じん
性CF/PA6単純重ね合わせ溶着
継手の強度予測

河野 洋輔(広島県立総合技術
研究所)，松葉 朗，藤井 敏男，
山下 弘之，荻原 慎二(東理
大)，永田 優，小柳 興瑶

13:50 14:10 2A-13
熱の影響を考慮したCFRP積層
板のパネルフラッタ特性最適
化

小林 寛明(信州大[院])，亀山
正樹(信州大)

2B-12
熱硬化性樹脂射出成形の力学
的特性及び繊維配向変化に関
する基礎研究

小林 武太郎(コバヤシ産業)，濱
田 泰以(京都工繊大)

2C-12
等価疲労波形に基づくCFRPの
変動疲労寿命予測法とその妥
当性

三五 大介(筑波大)，河井 昌道 2D-12
層間高靱化CFRPのモードⅡ層
内き裂進展特性の4ENF試験に
よる評価

大橋 一輝(京大[院])，井上 太
久真(京大)，佐藤 成道(東レ)，
北條 正樹(京大)，西川 雅章

開始時間 終了時間

司会　青木卓哉(JAXA)

開始時間 終了時間

開始時間 終了時間

司会　岡部朋永(東北大)

開始時間 終了時間

司会　青木隆平(東京大)

18:00 20:00
レセプションホール

（図書館ホールを出てすぐ）

司会　荻原慎二（東理
大）

講演番号 講演題目 発表者 講演番号 講演題目 発表者 講演番号 講演題目 発表者 講演番号 講演題目 発表者

開始時間 終了時間

8:50 9:10 3A-01
高速度撮影による単軸圧縮荷
重下におけるCFRP擬似等方積
層板の破壊モードの観察

山上 大輝(名大[院])，石川 隆
司(名大)，原 栄一(JAXA)

3D-01
アクリル系およびエポキシ系
接着剤の強度特性の比較

劉 しんい(大阪教育大)，今中
誠，木本 正樹(大阪府立産学
技術総合研究所)

9:10 9:30 3A-02
PAメッシュを用いた繊維不連
続部を有する一方向CFRPの層
間き裂進展抑制

中谷 隼人(大阪市大)，今村 達
也，逢坂 勝彦

3C-02
バイオミメティックス一体化
ハニカム板の力学特徴

Qiao Zu(東南大)，陳 錦祥，何
成林，魯 雲(千葉大)，郭 陽(東
大)

3D-02

発泡コアサンドイッチパネル
のモードⅡ型負荷疲労き裂進
展特性の実験と解析による検
討

松田 博和(川崎重工)，松原
剛，北條 正樹(京大)，倉石 晃
(川崎重工)，廣瀬 康夫(金工大)

9:30 9:50 3A-03
CFRP積層板の2連ファスナー継
手の強度および破壊メカニズ
ムに及ぼすバイパス力の影響

佐藤 泰基(上智大[院])，末益
博志(上智大)，森本 哲也
(JAXA)，加藤 久弥，安岡 哲夫

3C-03
フラン樹脂の強靭化の試みと
これをマトリックスとした
NFRPの強度向上の検討

中井 潤(東工大)，久保内 昌敏 3D-03
融着によるCF/PA6積層板の層
間はく離の修復と融着部の力
学特性評価

金崎 真人(金工大)，内城 千翔
(信越化学工業)，田中 基嗣(金
工大)，斉藤 博嗣，北條 正樹
(京大)，鵜澤 潔(金工大)，金原
勲

9:50 10:10 3A-04
一方向CFRP積層板の面外方向
力学特性評価のための直接グ
リップ法の提案

原 栄一(JAXA)，岩堀 豊，加藤
久弥

3C-04

切欠きをもつジュート繊維強
化ポリポロピレン射出成形板
の破壊強度に及ぼす引張速度
の影響

山本 俊浩(福岡大)，小山 渉(福
岡大[院])，竹田 英俊(出光興
産)，牧野 浩，嶋崎敏文

3D-04
CF/SB複合材料のコア材界面強
度向上による機械的特性

高清水 翔太(福島大[院])，小沢
喜仁(福島大)，菊地 時雄(福島
県ハイテクプラザ)

開始時間 終了時間

界面・接合1

　座長　斉藤博嗣(金工大)

14：30 15：00

企業セッション
(図書館ホール)

耐久性3午後1

　座長　平野義鎭(JAXA)　座長　石川真志(東理大)

午前2

午前1
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特別講演１
(図書館ホール)

グリーンコンポジット1

第Ａ室（311室）

15:00

懇親会

　座長　東出真澄(JAXA)

第Ｃ室（304室）

　座長　田村進一(NBL研究所)

力学特性2

第Ｂ室（307室）

自動車用コンポジット1

3B-01
遠心成型法によるＦＲＰ高圧管の設計と評価基準
    西野義則（NBL研究所）

休憩　(10分）

成形・加工5

　座長　石田雄一(JAXA)　座長 坂田憲泰(日大)　座長　原栄一(JAXA)

　座長　鈴木良郎(東工大)

　　　　　　　　　　　　　コーヒーブレイク＠企業展示会場（302室） (20分)

第Ｄ室（303室）

界面・接合2

　座長　高橋航圭(東工大)

界面・接合3

　座長　大谷章夫(岐阜大)

グリーンコンポジット2

【3月6日(金)　第3日目】

15:50

数値解析2

　座長　荒井政大(名大)

　　　　　　　　　　　　　お昼休憩

　　　　　　　　　　　　　コーヒーブレイク＠企業展示会場（302室） (20分)　　＆　　図書館ホールへ移動

司会　大窪和也(同志社
大)

 FRP高圧管関係ミニシンポジウム

3B-02
鋼管の耐食高温高圧管のシール高温劣化解消の樹脂パッキンの研究
   下左近 峻志(NBLインターナショナル)，辰巳 泰我(NBL研究所)，
   鵜原 正己(NBLインターナショナル)，田村 進一(NBL研究所)，
   西野 義則
3B-03
油井管における鋼管とＦＲＰ管との互換に関する評価
〜FRP用樹脂のCO2分圧/H2S分圧/pH/温度の相関関係の解明〜
   下左近 峻志(NBLインターナショナル)，辰巳 泰我(NBL研究所)，
   鵜原 正己(NBLインターナショナル)，田村 進一(NBL研究所)，
   西野 義則
3B-04
油井管のICチップラベルによるトレーサビリティに関する研究（第2
報）〜トレーサビリティシステムが保証するもの〜
   上村拓矢(NBLインターナショナル)，下左近 峻志，
   辰巳 泰我(NBL研究所)，西野 累威，
   鵜原 正己(NBLインターナショナル)，田村 進一(NBL研究所)，
   西野 義則

力学特性3

特別講演２
(図書館ホール)16:00 16:50

企業プレゼンテーション

キーストンサイエンティフィック／日本テクノプラス／カドコーポレーション／IHI（依頼プレゼン）

倪 慶清 先生　(信州大学)

小笠原俊夫 氏　(JAXA)

多機能ナノコンポジットの研究開発について

ＣＮＴ複合材料はＣＦＲＰに比肩する材料になれるか？

特別講演３
(図書館ホール)16:50 17:40

川口淳一郎 先生　(JAXA)

「はやぶさ」から伝えたい、創る力の育て方。



10:30 10:50 3A-05
層間に介在する異なる樹脂材
料がCFRPの層間特性におよぼ
す影響

佐藤 貴雅(岐阜大)，宇野 孝
之，大谷 章夫，仲井 朝美

3B-05 【講演キャンセル】 3C-05
ミクロフィブリル化セルロー
スとリグニンから成るグリー
ンコンポジットの曲げ特性

池野 沙弥香(岡山県立大[院])，
小武内 清貴(岡山県立大)，福
田 忠生，尾崎 公一

3D-05
CFRP高圧容器の硬化過程にお
けるFRP/アルミライナ界面の
はく離挙動

河野 翔太(大阪市立大)，逢坂
勝彦，鈴木 純三(サムテック)，
中谷 隼人(大阪市立大)

10:50 11:10 3A-06 【講演キャンセル】 3B-06
一方向配列した繊維束の繊維
長が引張強度に与える影響

武田 一朗(東レ) 3C-06
竹/PPグリーンコンポジットの
応力-ひずみ関係に及ぼすひず
み速度の影響

野田 淳二(山口大[院])，田村
友也，合田 公一(山口大)

3D-06
マイクロ波照射による熱硬化
性炭素繊維強化プラスチック
の繊維/樹脂界面の密着性向上

冨永 雄一(産総研)，島本 太介
(産総研)，佐藤 公泰(産総研)，
今井 祐介(産総研)，堀田 裕司
(産総研)

11:10 11:30 3A-07
超音波ニードルパンチ処理を
施したCFRTPの層間破壊じん性

小武内 清貴(岡山県立大)，福
田 忠生，尾崎 公一

3B-07
Push-out試験による炭素繊維
強化熱可塑性樹脂の繊維/樹脂
界面強度評価

加納 大樹(豊田中央研究所)，
北條 浩，望月 裕郎，古賀 智
之，太田 隆，牧野 浩明

3C-07
天然繊維由来C/C コンポジッ
トの摺動速度による摺動特性
評価

佐藤 博紀(福島大[院])，小沢
喜仁(福島大)，菊地 時雄(福島
県ハイテクプラザ)

3D-07
光弾性縞観察による繊維‐樹
脂界面特性の推定

高橋 航圭(東工大)，ベンタンア
リフブディマン，因幡 和晃，岸
本 喜久雄

11:30 11:50 3A-08
多重織CFRPの開発および高層
間じん性部材への適用

荒井 祐磨(信州大[院])，夏木
俊明(信州大)，倪 慶清

3B-08
三次元X線CTシステムを用いた
炭素繊維強化複合材料の3点曲
げ負荷下のIn-situ観察

枝廣 雅美(島津製作所)，松尾
剛(東大[院])，菅 満春(本田技
術研究所)，村上 岳(島津製作
所)，長谷川 忠

3C-08
BC/ 竹炭由来 SiC-C/Cコンポ
ジットの摩擦・摩耗特性

小沢 喜仁（福島大），ルハガワ
スレン ウーガンスレン，菊地 時
雄

3D-08 接着接合部クラックアレスタ 水口 周(東大)

開始時間 終了時間

12:50 13:10 3A-09
高設計性CFRPダンピング積層
板の開発と性能評価

橋詰 拓勇(信州大[院])，夏木
俊明(信州大)，倪 慶清

3B-09
組物強化熱可塑性樹脂複合材
料を用いた衝撃吸収部材の開
発

森 雅斗(岐阜大)，片山 大樹，
大谷 章夫，仲井 朝美

3C-09
マイクロフォーカスX線CTによ
る天然植物繊維の形態観察

鈴木 浩治(千葉工大) 3D-09
熱可塑性樹脂 / アルミニウム
板のナノ構造界面接合技術の
開発

柘植 紫苑(早大[院])，細井 厚
志(早大)，川田 宏之

13:10 13:30 3A-10
VaRTMで成形した高弾性繊維
CFRP板の振動特性

松田 航洋(大同大[院])，柴木
裕之(科学技術交流財団)，町
屋 修太郎(大同大)，平 博仁，
小柳 卓治(科学技術交流財団)

3B-10

不連続炭素繊維強化熱可塑性
樹脂板とアルミニウム合金板
の融着体のモードⅠ層間破壊
靱性

石川 隆司(名大)，他 3C-10
リサイクル炭素繊維の分散性
評価とサイジング剤検討

天野 直隆(法政大)，東出 真澄
(JAXA)，土屋 秀幸(法政大)，
新井 和吉，杉本 直(JAXA)，岩
堀 豊

3D-10
反応性高分子を用いたCF-PP界
面設計とその評価

早坂 翔(山形大[院])，粟野 宏，
高橋 辰宏，米竹 孝一郎

13:30 13:50 3A-11
熱可塑性微粒子分散型CFRPの
力学的特性

宇野 孝之(岐阜大)，大谷 章
夫，仲井 朝美，伊東 禎治(ダイ
セル・エボニック)，竹中 栄二，
六田 充輝

3B-11

顕微ラマン分光を用いた繊維
応力直接測定によるCFRTPスタ
ンピング成形体における強度
低下の原因究明

清水 隆宏(岐阜大[院])，鳥羽
景介(岐阜大)，三宅 卓志(岐阜
大)

3C-11 紙を用いた複合材料

北村 貴則(大和板紙)，張 志
遠，須田 充訓(大三興業)，伊
藤 幹太(大和板紙)，寺村 卓，
北井 啓介(キタイ製作所)，濱田
泰以(京都工繊大)

3D-11
ナノクレイで改質したカーボ
ンファイバー/ポリアミド複合
材料の機械的および熱的特性

モハメド ガブラ(金工大)，鵜澤
潔，金原 勲

13:50 14:10 3A-12
CFRPパイプの強化形態が力学
的特性に及ぼす影響

広瀬 将也(岐阜[院])，魚住 忠
司(岐阜大複合材料研究セン
ター)，仲井 朝美(岐阜大)

3B-12
超音波融着による非連続炭素
繊維強化熱可塑性複合材の
モードⅠ破壊靭性

立石 拓也(名大[院])，石川 隆
司(名大)

3C-12
乾式不織布から製作したCFRP
の引張強度評価

土屋 秀幸(法政大)，東出 真澄
(JAXA)，天野 直隆(法政大)，
新井 和義，杉本 直(JAXA)，岩
堀 豊，山口 義孝(日本毛織)

3D-12
導電性高分子を用いたCFRPの
特性評価

横関 智弘（東大）後藤 晃哉（山
形大），高橋 辰宏，銭 丹娜(三
菱樹脂)，伊藤 昌次，小笠原
俊夫(JAXA)，石田 雄一，平野
義鎭，石橋 勝(ＧＳＩクレオス)

開始時間 終了時間

14:30 14:50 3A-13
ガラスクロス／軟質PVC複合
シートの高速引張り特性

西村 正樹(大阪府立産業技術
総合研究所)，四宮 徳章，津田
和城

3B-13
組物強化熱可塑性樹脂複合材
料の内圧成形に関する研究

金森 壮史(京都工繊大)，仲井
朝美(岐阜大)

3C-13
CFRP積層板のせん断加工に関
する三次元弾塑性解析

志鎌 広也(福島大)，小沢 喜仁 3D-13
グラフェン複合材料の創製と
機械的特性の評価

新藤 仁史（東理大），キム ウシ
ク，小柳 潤，文 淑英（JAXA），
小笠原 俊夫，杉本 直

14:50 15:10 3A-14
摩擦攪拌接合したガラス繊維
強化プラスチックの接合部近
傍の繊維配向と継手強度特性

倉部 洋平(長岡技術科学大
[院])，宮下 幸雄(長岡技術科学
大)，堀 久司(日本軽金属)，
Sacha Sedelmeier(Fraunhofer
LBF)，Juergen Wieser

3B-14
連続繊維強化熱可塑性樹脂複
合材料の引抜成形に関する研
究

片山 大樹(岐阜大)，本近 俊
裕，大谷 章夫，仲井 朝美

3C-14
温度勾配を考慮したマルチス
ケール解析SDMによる定常熱伝
導解析

高橋 正人(東工大)，鈴木 良郎 3D-14
銀ナノ粒子/カーボンナノ
チューブ複合体における透明
導電膜の作製と特性評価

鈴木 悠介(信州大[院]，)夏木
俊明(信州大)，倪 慶清

15:10 15:30 3A-15
靴底の摩耗が歩行時の踏力に
及ぼす影響

後藤 宏喜(福島大[院])，小沢
喜仁(福島大)

3B-15
開繊による不連続炭素繊維強
化複合材料の力学特性の向上

近藤 雄也(岐阜大)，鳥羽 景
介，三宅 卓志，原田 征（名市
工研），名倉 あずさ，二村 道也

3C-15

バーチャルフィールド法を用
いたハイパフォーマンスCFRP
フライホイールの材料特性の
逆解析

坂本 優大（青学大），小柳 潤
（東理大），有川 秀一（青学
大），米山 聡（青学大）

3D-15
BTO/CNTナノコンポジットの作
製および電磁波吸収特性の評
価

ミルビン ガン ジェット ホン(信州
大)，夏木 俊明，倪 慶清

15:30 15:50 3A-16
円孔を有するニードルパンチ
チョップドストランドマット
複合材料の力学的特性

市川 大稀(京都工繊大)，圓井
良(圓井繊維機械)，森井 亨(湘
南工大)，大谷 章夫(岐阜大)

3B-16
熱可塑性CFRPのための繊維方
向曲げ試験法の提案と曲げ強
度に関する一考察

松尾 剛(東大)，影山 和郎 3C-16
均質化法によるCFRP積層板の
減衰振動特性評価

荒井 政大(名大)，西村 正臣(信
州大)，板垣 大輔(信州大(院))，
島村 佳伸(静岡大)，小林 和幸
(静岡大(院))

3D-16
電気化学剥離法によるグラ
フェン合成と機能性複合材料
開発に関する研究

大村 智彦(東理大)，キム ウシ
ク，小柳 潤，文 淑英(JAXA)，
杉本 直

開始時間 終了時間

16:10 16:30 3A-17
高弾性繊維を用いたCFRP円筒
材の振動特性

平 博仁(大同大)，川合 啓介，
安藤 順明(科学技術交流財団)

3B-17
ASU/FrontCOMPによるCFRP製圧
力容器のメゾスケール解析

山中 忠佳(先端力学シミュレー
ション研究所)，青野 昌弘，岡
田 直樹

3C-17

引張荷重下での切り欠きを有
する複合材料積層板の損傷累
積挙動に関する数値解析的考
察

赤木 亨慈(上智大[院])，末益
博志(上智大)，大櫛 和貴(上智
大[院])，杉本 直(JAXA)

3D-17
引抜成形により作られたCNT/
エポキシ複合材の機械的特性
に及ぼすCNT径の影響

島村 佳伸(静岡大)，秋元 洸太
郎(静岡大[院])，東郷 敬一郎
(静岡大)，藤井 朋之，井上 翼

16:30 16:50 3A-18
Out-of-Autoclave(OoA)プリプ
レグの成形時内部ひずみ計測

久田 深作(東大)，高垣 和規(東
大[院])，水口 周(東大)，武田
展雄

3B-18
マイクロコンポジット法によ
るポリプロピレン-CF界面接着
性の評価

蜂谷 有希子(東大)，藤田 和宏
(産総研)，岩下 哲雄，影山 和
郎(東大)

3C-18
電極による電場印加を用いた
熱硬化性樹脂の成形シミュ
レーション

羽鳥 伸哉(東理大[院])，松崎
亮介

3D-18
カーボンナノチューブを用い
た質量センサに関する非局所
振動の特性解析

松山 将大(信州大[院])，夏木
俊明(信州大)，倪 慶清

16:50 17:10 3A-19
複合材構造物の孔部における
破壊について

景山 正美(三菱重工) 3B-19
繊維織物を強化材とする熱可
塑性樹脂複合材の熱膨張係数
に関する研究

平林 明子(日大)，邉 吾一 3C-19
三軸織物複合材料の長期曲げ
変形負荷による残留ひずみの
蓄積

若月 浩太郎(東大[院])，青木
隆平(東大)，渡邊 秋人(サカセ・
アドテック)

3D-19
カーボンナノチューブ析出炭
素繊維を強化材としたCFRPの
機械的特性

大澤 貞幸(早大)，中村 紘大，
川田 宏之

17:10 17:30 3A-20 ゴムの高周波粘弾性について 小俣 順昭(高周波粘弾性) 3B-20
燃料電池自動車用CFRP製グ
リッド補強容器の開発

坂田 憲泰(日大)，邉 吾一 3D-20
CNT分散複合材料の機械的特性
に及ぼす液中プラズマによる
CNT表面修飾の影響

野村 彩英子(早大[院])，花岡
良一(金工大)，安齊 秀伸(藤倉
化成)，下大川 丈晴(三洋金属
工業)，寺阪 澄孝，川田 宏之
(早大)
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　座長　武田一朗(東レ)　座長　中谷隼人(大阪市大)

力学特性4 ナノコンポジット1

　座長　有川秀一(青学大) 　座長　松尾剛(東大) 　座長　青木雄一郎(JAXA)

数値解析4

自動車用コンポジット2

　座長　野田淳二(山口大)

力学特性5 数値解析3

　　　　　　　　　　　　　お昼休憩

　座長　西川雅章(京大)

ナノコンポジット3

　座長　坂上賢一(芝浦工大)

　座長　文淑英(JAXA)

ナノコンポジット2

　　　　　　　　　　　　　コーヒーブレイク＠企業展示会場（302室） (20分)

グリーンコンポジット3

　座長　平林明子(日大)

自動車用コンポジット3
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　　　　　　　　　　　　　コーヒーブレイク＠企業展示会場（302室） (20分)

午後3 力学特性6 自動車用コンポジット4

　座長　杉本直(JAXA)

　座長　横関智弘（東大）


