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特別講演 

 

人と環境に優しい持続可能な航空利用社会に向けて 

– JAXA 航空の研究開発ビジョン– 

 

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)  

航空技術部門 事業推進部長 渡辺重哉 

 

 

 

 
航空機による環境負荷低減への関心の高まり，SDGs の重要性の認識の向上，コロ

ナ禍による航空輸送需要の急減などの大きな社会変化を受け，JAXA では今後 10 年
を見据えて，5 年間の航空科学技術分野における研究開発ビジョンを取りまとめた．
目指すべき将来像として「人と環境に優しい持続可能な航空利用社会」を掲げ，4 つ
の重点課題（CO2排出低減技術，静粛超音速機技術，多種・多様運航統合/自律化技
術，航空機ライフサイクル DX 技術）を設定した．本講演では，本研究開発ビジョン
の背景，その具体的な内容と中長期ロードマップについて紹介する． 



第１室 第2室 第3室

9:00 - 9:15 101
高耐久型酸化物型全固体電池設計のための正極複合体における化学的誘
起膨張の評価手法の開発
〇柳田 航輝, 門脇 萌乃, 馬場 拓未, 佐藤 一永, 橋田 俊之
東北大学

9:15 - 9:30 102
全固体リチウムイオン電池開発を目的とした正極構成材料の合成と特性評
価に関する研究
〇ウー メンティン, 柳田 航輝, 黄 怡暉, 佐藤 一永, 橋田 俊之
東北大学大学院工学研究科附属先端材料強度科学研究センター

9:30 - 9:45 103
強誘電体エレクトレットの真空中における作成法の提案

〇滝沢 彬1, 桑野 博喜2, 高山 洋佑2, 庄司 衛太1, 琵琶 哲志1

1東北大学大学院工学研究科, 2東北大学未来科学技術共同研究センター

9:45 - 10:00 104

構造材料ピーニング処理表面改質層の高温回復挙動と高温強度劣化現象
〇1笹井 達希, 2三浦 英生, 2鈴木 研
1東北大学大学院工学研究科ファインメカニクス専攻, 2東北大学大学院工
学研究科附属先端材料強度科学研究センター

10:00 - 10:15 105

SOFC-重構造ガスタービンハイブリッドシステムに関する研究

〇矢嶋 遼太郎1, 中野 晋2, 竹田 陽一1, 2

1東北大学大学院工学研究科ファインメカニクス専攻, 2東北大学大学院工
学研究科附属先端材料強度科学研究センター

10:30 - 10:45 106

高温クリープ環境におけるSUS316L鋼の粒界割れ予測手法の提案

〇高橋 祐佳子1, 鈴木 研2, 三浦 英生2

1東北大学大学院工学研究科ファインメカニクス専攻, 2東北大学大学院工
学研究科附属先端材料強度科学研究センター

116

遷音速で自由飛行する物体表面の革新的圧力分布計測技術の研究

〇四方 一真1, 2, 田中 直樹1, 2, 高橋 幸一2, 小川 俊広2, 大谷 清伸2,

藤田 昂志2, 永井 大樹2, 山田 和彦3

1東北大学大学院工学研究科, 2東北大学流体科学研究所, 3宇宙航空研究
開発機構宇宙科学研究所

126

小型ガソリン機関の燃焼特性に及ぼす廃プラスチック油高添加の影響につ
いて

〇賈 昊林1, 川上 忠重2

1法政大学大学院理工学研究科機械工学専攻, 2法政大学

10:45 - 11:00 107

Ni基耐熱合金結晶粒界の高温クリープ疲労損傷に関する分子動力学解析

〇鈴木 秀司郎1, 手塚 尚吾1, 鈴木 研2

1東北大学大学院工学研究科ファインメカニクス専攻, 2東北大学大学院工
学研究科附属先端材料強度科学研究センター

117
フレキシブル三軸応力センサを用いた穿刺支援システムの開発
〇瀬田 雄元, 笹川 和彦, 藤崎 和弘
弘前大学大学院理工学研究科機械科学コース

127
予蒸発エタノール水溶液混合気の燃焼特性に及ぼす噴流乱れの影響

〇マ エイテツ1, 川上 忠重2

1法政大学理工学研究科, 2法政大学

11:00 - 11:15 108

圧粉体押出しプロセスにおけるせん断負荷が材料成形性と成形体の機械
的特性に与える影響の評価

〇渡邉 諒1, 三木 博之2, 武田 翔2, 宮崎 孝道3, 中山 昇4

1東北大学大学院, 2東北大学流体科学研究所, 3東北大学, 4信州大学

118
バイオロギング用５自由度水中ドローン
〇升本 和成, 妻木 勇一
山形大学大学院機械システム工学専攻

128

機械学習を活用した地熱貯留層評価法の開発に関する基礎的研究

〇SHI SHUOKUN1, 鈴木 杏奈2, 橋田 俊之1

1東北大学大学院工学研究科附属先端材料強度科学研究センター, 2東北
大学 流体科学研究所

11:15 - 11:30 109
スモールパンチ法を用いた中温作動型固体酸化物燃料電池用Ni-Feアノー
ド材料の機械的特性評価に関する研究
〇劉 雨寧, 黄 怡暉, 佐藤 一永, 橋田 俊之
東北大学大学院工学研究科附属先端材料強度研究センター

119

カーボンナノチューブバンドルを用いた三次元半導体実装用型脱着可能バ
ンプ接続方法の提案

〇小林 正資1, 廣瀬 雄士1, 鈴木 研2, 三浦 英生2

1東北大学大学院工学研究科ファインメカニクス専攻, 2東北大学大学院工
学研究科附属先端材料強度科学研究センター

129

端板孔を有するサボニウス風車に関する研究　- 孔への流出入制御が出
力に及ぼす影響-

〇信太 豪仁1, 小野寺 英輝2

1元岩手大学 院, 2岩手大学

11:30 - 11:45 110
エポキシ樹脂を含浸した多層カーボンナノチューブヤーンの作製と機械特
性評価
〇賈 連増, 土井 慎平, 劉 凡, 小川 文男, 橋田 俊之
東北大学大学院工学研究科附属先端材料強度研究センター

120

First Principles Analysis on the Strain-induced Change of Adsorption
Behaviour of Gas Molecules on Graphene

〇尹 朦1, 喬 向宇1, 張 秦强2, 鈴木 研2, 三浦 英生2

1東北大学工学研究科ファインメカニクス専攻, 2東北大学工学研究科附属
先端材料強度科学研究センター

130
垂直軸風車の性能に関する研究 -補助翼による正出力回転角度の拡大-

〇藤田 竜輝1, 小野寺 英輝2

1元岩手大学 院, 2岩手大学

11:45 - 14:00

14:00 - 14:15 111
ガラスの下負荷面弾塑性構成式
〇橋口　公一
エムエスシーソフトウェア株式会社

121
モンテカルロ法を用いた最適化手法の提案とその中古車の格付け問題へ
の応用
〇溝口　里音，蛇嶋　華，稲毛　真一
福岡大学

131

ひずみ負荷制御よるグラフェンへのガス分子吸着脱離特性変化を利用した
ダンベル型グラフェンナノリボンガスセンサの基礎開発

〇廣瀬 雄士1, 張 秦強2, 鈴木 研2

1東北大学大学院工学研究科ファインメカニクス専攻, 2東北大学大学院工
学研究科先端材料強度科学研究センター

14:15 - 14:30 112
粉体プレスを用いたリチウムイオン導電体に対するひずみ効果の研究

千葉 琢史2, 清水 信2, 湯上 浩雄2, 〇井口 史匡1

1日本大学工学部, 2東北大学大学院工学研究科
122

高温クリープ負荷環境下における粒界近傍の結晶品質低下現象の分子動
力学解析

〇手塚 尚吾1, 鈴木 秀司郎1, 鈴木 研2

1東北大学大学院工学研究科, 2東北大学大学院工学研究科附属先端材料
強度科学研究センター

132
レタスの根における成長過程の画像解析及び数値解析
〇金田 琉偉, 津川 暁, 石本 志高
秋田県立大学

14:30 - 14:45 113
金属微細材料からなる透明導電膜の開発に関する研究
〇菅原　隆寿，李　渊
東北学院大学

123

グラフェン上ガス分子吸着挙動に及ぼすひずみの影響の実験的検証

〇喬 向宇1, 尹 朦1, 張 秦強2, 鈴木 研2

1東北大学大学院工学研究科ファインメカニクス専攻, 2東北大学大学院工
学研究科附属先端材料強度科学研究センター

133
ジェット誘起型絶縁性流体の流動特性に関する実験的研究

〇四方 秀征1, 佐藤 明2, 二村 宗男2

1秋田県立大学大学院, 2秋田県立大学

14:45 - 15:00 114

多結晶Ni基耐熱合金の高温クリープ疲労損傷に及ぼすひずみ速度の影響

〇中山 昂紀1, 鈴木 研2, 三浦 英生2

1東北大学大学院工学研究科ファインメカニクス専攻, 2東北大学大学院工
学研究科附属先端材料強度科学研究センター

124
圧電素子を用いたセミアクティブ手法による構造システム同定
〇唐 天乙·, 周 蒙, 原 勇心, 大塚 啓介, 槙原 幹十朗
東北大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻

134
偏流機構を用いた端板孔を有する垂直軸風車の性能向上
〇齋藤　勇俊，小野寺　英輝
岩手大学

15:00 - 15:15 115

Ni基超合金GH4169のδ相析出による高温粒界強度劣化加速機構の検討

〇中山 歩美1, 王 润梓2, 鈴木 研2, 三浦 英生2

1東北大学大学院工学研究科ファインメカニクス専攻, 2東北大学大学院工
学研究科先端材料強度科学研究センター

125
柔軟宇宙構造物における磁歪トランスデューサを用いたセミアクティブ振動
発電
〇後藤 慧樹, 李 安, 渡辺 大志, 原 勇心, 槙原 幹十朗, 大塚 啓介
東北大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻

135
ウエルズタービンの翼先端粘性損失の低減
〇木村　豪快，小野寺　英輝
岩手大学

15:15 - 15:30

15:30 - 16:30

16:30 - 16:40

16:40 - 17:10

特別講演　渡辺 重哉 氏 （国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 航空技術部門 事業推進部長）
「人と環境に優しい持続可能な航空利用社会に向けて －JAXA航空の研究開発ビジョン」

第１室

休憩

支部総会

日本機械学会東北支部第５７期総会・講演会　日程表

休憩

発表時間

学生賞Ⅰ
座長：清水　信（東北大学）

学生賞II
座長：井口史匡（日本大学）

学生賞III
座長：竹田陽一（東北大学）

熱工学/環境工学
座長：庄司衛太（東北大学）

昼休み

休憩

材料力学
座長：佐藤一永（東北大学）

計算力学/機械力学/宇宙工学
座長：小川文男（東北大学）

バイオエンジニアリング/流体工学
座長：鈴木杏奈（東北大学）


