
講演発表（平成２３年）

標                題 講演会の名称 主催者の名称 発表年月日 氏          名

船首周りにおける水面挙動の数値
解析手法

平成23年春季講演会 ㈳日本船舶海洋工学会 2011.5 新井淳

無人車両の遠隔操作支援システ
ム

自動車技術会春季学術
講演会

自動車技術会 2011.5 高畠 智

L帯GaN送受信モジュールの高出
力化に関する研究

宇宙・航行エレクトロニ
クス研究会

電子通信情報学会 2011.5

入江寿憲
林寛貴
清水貴之
佐藤玲司

三音速風洞の機能・性能向上試験
について

第86回風洞研究会議 風洞研究会議 2011.5
小高雄介
梶谷定範

XP-1/XC-2Full Scale Strength
Test

ICAF2011
The InternationalCommittee
on  Aeronautical Fatigue

2011.5 岡崎智春

平成22年度護衛艦(22DDH)の概
要

第91回艦艇電気特別委
員会総会

㈳日本電機工業会 2011.6 宮城栄一

高エネルギー物質の構造と反応性
－ＦＯＸ－７、ＲＳ－ ＲＤＸ、ＡＤＮ

火薬学会プロペラント部
会

社団法人火薬学会 2011.6 大弓 義夫

衣服内の気流の様相（衣服内気流
と身体冷却）

日本防護服研究会総会 日本防護服研究会 2011.6 山田 晃也

機械工学通論（防衛省における研
究開発）

学部1年専門科目「機械
工学通論」

東京理科大学工学部機械工
学科

2011.6 檀原伸補

平成22年度護衛艦(22DDH)の概
要

第31回艦船電気機器技
術委員会

㈳日本舶用工業会 2011.6 宮城栄一

大気エアロゾル個数濃度の時間変
化からの異常状態検出手法及び
応用に関する研究

第２８回空気清浄とコン
タミネーションコントロー
ル研究大会

空気清浄協会 2011.7 岡田  匡史

技本ＧＭ開発官における研究開発
について

平成２３年度第１回（社）
日本防衛装備工業会・
誘導武器部会 講演会

（社）日本防衛装備工 業会・
誘導武器部会 講演会

2011.7 小口  芳生

Observation and Scaling of Tip
Vortex Cavitation on Elliptical
Hydrofoils

Joint Fluids Engineering
Conference2011

ASME JSME KSME 2011.7
木本理抄
毛利隆之

PIV Measurements of Propeller
Flow Field in a Large Cavitation
Tunnel

Joint Fluids Engineering
Conference2011

ASME JSME KSME 2011.7
毛利隆之
木本理抄

船首周りにおける水面挙動の数値
解析手法に関する研究

第20回粒子法コード
ユーザグループ会合

粒子法コードユーザグループ
事務局

2011.7 新井淳

大気エアロゾル個数濃度の時間変
化における異常検出に関する研究

第２８回エアロゾル科
学・技術研究討論会

日本エアロゾル学会 2011.8 岡田  匡史

Impact Test of Organic Radical
Secondary Battery

第26回国際弾道学シン
ポジウム

国際弾道学会 2011.9
尾崎元美
相澤雄助

Over200-W High Isoration GaN-
Switch for L-band RadarModule

The8th European
RaderConference(EuRA
D2011)

Aerospace and Electronic
Systems Society(AESS)

2011.10

入江寿憲
林寛貴
清水貴之
佐藤玲司

CBD S&T in ADTeC,TRDI JPMOD
R&D perspectives Focusing on
Response and Recovery

2011Chemical and
Biological Defense
Science and
Technology(CBD
S&T)Conference

米国防脅威削減局
(DTRA:DefenseThreat
ReductionAgency)

2011.11
雑賀凉
武田仁己

船舶設計基準の動向について
第103回護衛艦技術研
究会

護衛艦技術研究会 2011.11 田中 洋志

米軍における研究開発と品質工学
について

弾道学研究会平成２３
年度秋季講演会

弾道学研究会 2011.11 岩井正太郎

高強度反応焼結炭化ケイ素の衝
撃降伏特性

高速度イメージングと
フォトニクスに関する総
合シンポジウム２０１１

ＪＣＨＳＩＰ２０１１実行事務局 2011.12
中村 明
深沢幸士郎

次期固定翼哨戒機（XP-1）及び次
期輸送機（XC-2）の開発について

国産飛行機初飛行100
年記念講演

（社）日本航空宇宙学会 2011.12 伊藤真

高推重比ターボファンエンジン構
成要素の試験研究

GTSJガスタービンセミ
ナー（第４０回）

（社）日本ガスタービン学会 2012.1 山根秀公

ＣＢＲＮ脅威評価システムを用いた
大気拡散評価システムの構築に
向けて

日本オペレーションズ・
リサーチ学会防衛と安
全研究会

日本オペレーションズ・リサー
チ学会防衛と安全研究会

2012.2 武田仁己



標                題 講演会の名称 主催者の名称 発表年月日 氏          名

高エネルギー物質の構造と反応性
－ＮＱ

火薬学会プロペラント部
会

社団法人火薬学会 2012.3 大弓 義夫

船舶におけるキャビテーション研
究と大型試験施設

流動ダイナミクス知の融
合博士セミナー

東北大学流体科学研究所 2012.3 毛利隆之


