
第 72回 一般社団法人 ターボ機械協会 

 

大分講演会＆見学会 
 

主 催：（一社）ターボ機械協会  共 催：（一社）日本機械学会 

開催日： 

① 平成 26年 10月 3日（金）講演会・特別講演会・懇親会 

② 平成 26年 10月 4日（土）見学会 

会 場： 

① 大分工業高等専門学校（大分県大分市大字牧 1666番地） 

    ② 九州電力八丁原地熱発電所、大分マリーンパレス水族館ポンプ施設 

 

参加費（税込）： 

① 一般 12,000円 学生 9,000円 

②  5,000円（定員 50名）定員次第締切り 

 

プログラム概要： 

 

① 10月 3日（金） 講演会・特別講演・懇親会 

9:10～12:00 講演会 

13:00～14:20 特別講演 望月聡 先生(大分大学 副学長) 

「科学の目が見た「関さば」のおいしさの秘密」 

14:30～17:00 講演会 

17:30～19:30 懇親会（あけのアクロスタウン 3F アクロスホール） 

 

② 10月 4日（土） 見学会 （9時出発） 

   9:00 JR大分駅 → 11:00八丁原地熱発電所  

→ 昼食 → 休憩 九重夢大吊橋  

→ 14:30 大分マリーンパレス水族館ポンプ施設  

→ 16:00 JR大分駅 → 17:00 大分空港 解散 

（交通事情により遅延あり） 

＜講演会・見学会 申込方法＞ 

Ｅ-mailで、①参加者名、②連絡先住所・電話番号・Email、③社名（学校名）・所属、④大分講演

会・懇親会・見学会に参加希望明記の上、メールでお申込みください。折り返し、請求書、参加

票、見学会集合場所の地図を送りいたします。 

ターボ機械協会事務局 E-mail：turbo-so@pop01.odn.ne.jp  

 

＜大分工業高等専門学校へのアクセス＞ 

HPリンク： http://www.oita-ct.ac.jp/guide/access.html 



第72回タ－ボ機械協会　大分講演会　プログラム　開催日：平成26年10月3日(金)

時間・分類・題目 概要 講演者（所属） 時間・分類・題目 概要 講演者（所属） 時間・分類・題目 概要 講演者（所属） 時間・分類・題目 概要 講演者（所属）

減速流れにおけるNACA65
翼まわりのコーナーはく離に
関する研究（流入境界層の
影響）

減速翼列に類似した流路における翼
まわりのコーナーはく離に与える入口
境界層の影響を実験的に調査した。

*木上洋一,楊曉菲,塩見
憲正,瀬戸口俊明(佐賀
大),

二次元定常解析による円柱
列流れの簡易予測(二円柱
の場合）

円柱列周りの流れを二次元定常の解析で
行い、流動抵抗および周期的流れ変動の
簡易予測が可能であるかを検討する。

*山下良,林秀千人（長崎大）,
濱川洋充（大分大）,奥村哲
也（長崎大）

格子ボルツマン法を用い
た軸対称粘性流れ解析
に基づくレンズ風車の空
力設計

格子ボルツマン法を用いた軸対称流
れ解析に基づくレンズ風車の空力設
計方法を提案するとともに、その適用
例を示す。

*岡明宏,木戸康太,岡信
仁,山田和豊,古川雅人
（九大）

各種金網による管路内
流量計測の試み

各種の金網を用いることにより流量係
数の特性は異なるものの管路内の流
量計測が可能であることを提案する。

土谷孝浩,*小石洋太,山
田英巳（大分大）

設計流量時における軸流
ファンの動翼後縁からの渦
放出に関する研究

設計流量時における軸流ファンの動
翼後縁付近に形成されるカルマン渦
の特性を実験的に明らかにした。

濱川洋充,*細貝和希,松岡博
紀,栗原央流,林秀千人(大分
大)

ロケットターボポンプ用バ
ランスピストンの特性に
関する研究

バランスピストン試験装置の静特性と
動特性を実験とCFDにより比較,検討
を実施した.

※吉井悠貴,内山建吾,木村徳夫,
柴田晶羽,宮川和芳(早大),丹生
謙一,瀧田純也(MHI),内海政春,平
木博道(JAXA)

「相反転方式潮流発電ユ
ニットの研究開発」

相反転方式潮流発電ユニットにおい
て、前後段プロペラの回転及び動バラ
ンスが支柱に及ぼす影響を把握した。

*臼井祐太（九工大院）,高木康平
（九工大院）,ファンビン（九工大
工）,金元敏明（九工大工）

吸込水槽内の空気吸込
流れの3次元PTV解析

3D-PTVを用いて、空気吸込に関連す
る流れ場について３次元の時間瞬間
流れ場の速度の計測を行う。

*名倉崇文,斉田拓也,前
田毅,平田勝哉,舟木治郎
(同志社大)

多翼ファンの高性能化に関
する研究

流入速度分布および翼負荷分布を考慮す
ることができる三次元空力設計法を適用す
ることにより、多翼ファンの性能改善を試み
た。

*瀬戸吉彦,川添裕三,岡信仁
（九大院）,山田和豊,古川雅
人（九大）

LH2ターボポンプ起動過
渡のバランスピストン動
特性に及ぼす影響

起動過渡時に大きく変化するLH2物性
がバランスピストン動特性に及ぼす影
響と安定化する手法を述べる.

※志村隆,川崎聡,内海政
春（JAXA）

相反転方式潮流発電ユ
ニットのプロペラ性能

相反転方式潮流発電ユニットに用い
るタンデムプロペラの性能を数値計
算、及び風洞試験によって把握した．

*高木康平,臼井祐太,ファ
ンビン,金元敏明（九工
大）

液体窒素用ポンプ試験
設備の概説

羽根車内や単独翼周りの可視化、及
び圧力分布計測が可能な新規導入液
体窒素用ポンプ試験設備の説明を行
う。

*田中禎一（熊本高専）
静翼付き半開放形プロペラファ
ンの空力性能に及ぼす翼負荷
分布およびスタッキングの影響

静翼付き半開放形プロペラファンの性
能に及ぼす翼負荷分布・スタッキング
の影響をRANSを用い解析した。

*片山光彦,桑原昇平,岡信
仁,古川雅人,山田和豊,石川
雅一（九大）

動特性を考慮したターボ
ポンプのバランスピストン
機構の設計手法

ターボポンプの軸推力調整機構であ
るバランスピストンについて動特性を
考慮した設計手法について示す.

※平木博道,内海政春,川
崎聡(JAXA)

休憩　１０分
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波力発電用ウエルズター
ビンから発生する空力騒
音に関する研究

定常流中における波力発電用ウエル
ズタービンから発生する空力騒音の
特性を実験的に明らかにした。

濱川洋充,*松岡博紀,細
貝和希,栗原央流(大分
大)

汎用ポンプ用インデューサ及び
遠心羽根車形状改良による吸込
性能向上に関する研究

低速汎用ポンプ用のインデューサ及
び遠心羽根車形状を改良して吸込性
能の大幅な向上を図ることができた

*尾上純弥（大阪工大）,岡本
愛（三菱電機）,早川巳治裕
（テラル）,川田裕（大阪工大)

クロスフローファンの損失解
析

クロスフローファンの性能評価を行うに当たり、周方向の位
置により特性が異なっている。また、舌部に発生する偏心
渦特性についても検討が必要である。これらの点を踏まえ
て、内部損失の評価をシミュレーションにより行う。

*平田陽平,林秀千人,奥
村哲也（長崎大）,濱川洋
充(大分大)

右心補助人工心臓の開
発に関する研究

開発中の右心補助人工心臓の概要お
よび全周が流体で満たされたすべり軸
受とロータの力学について述べる.

※高山泰弘,堀口祐憲
（大阪大),羽床孔志朗,築
谷朋典(国循研)

案内羽根を有する波力
発電用直線翼垂直軸
タービン

概要：風車として活用されている直線
翼垂直軸タービンを用いて、波力発電
用空気タービンを開発している。

*早水庸隆（米子高専）,高尾学
（松江高専）,瀬戸口俊明（佐賀
大）,荒松拓也,森田慎一,大塚茂
（米子高専）

遠心ポンプで発生する
キャビテーション騒音に
関する研究

遠心ポンプの低流量域で発生したキャビテーショ
ンに起因する騒音の発生メカニズムについて実験
的に調査した結果について報告する。

*吉武翔,井上正隆,三浦
知仁,前田英昭（酉島製
作所）

半開放型プロペラファンの入
口幾何形状と翼先端部逆流
を伴う入口流れ場の関係

半開放型プロペラファンの入口幾何形
状を変化させた時の翼先端部に発生
する逆流を含む流れ場を明らかにした

*塩見憲正,木上洋一,井
口惇,瀬戸口俊明（佐賀
大）

スクイズフィルムダンパ軸
受・弾性ロータ系の流体力モ
デルに関する考察と非線形
振動解析

スクイズフィルムダンパ軸受・弾性ロー
タ系の非線形振動解析と従来の流体
力モデルの適用範囲 の考察をした．

※下郷義文,井上剛志,安
藝雅彦,鈴木崇史（名大）

浮遊式波浪発電ステーショ
ンに搭載した相反転方式
ウェルズタイプランナの内部
流れ

相反転方式ウェルズタイプランナにつ
いて数値解析を行い、内部流れを明
らかにする。

*岡本峻,金元敏明,ファン
ビン,梅景俊彦（九工大）

障害板付設による3枚翼
インデューサに生じる
キャビテーションサージ
の抑制の検証

3枚翼インデューサに生じるキャビテー
ション不安定現象について非軸対象
障害板による抑制効果を検証した。

*山本航平,石坂公一,渡
邉聡,津田伸一(九大),古
川明徳（大分高専）

四角ケーシングを有するター
ボファンの乱流騒音特性

四角ケーシングを有するターボファンの乱流騒音
特性を周波数に着目して、発生状況・音源特性の
解析をシミュレーションと実験により行なった。周
波数によって、大きく騒音源が異なることを指摘し
た。

*森松宏哉,林秀千人,白
濱誠二,小田一平,奥村哲
也（長崎大）

粒子間摩擦を利用したダ
ンパの研究

油を使えない環境で安定した減衰力
を出し得るダンパを発案し,試験結果
およびダンパ特性の考察を報告する.

※中村智也,平木博道,内
海政春(JAXA)

波力発電用ツイン衝動型
タービンに関する研究（性能
に及ぼす案内羽根設定角の
影響）

波力発電用ツイン衝動型タービンの性
能に及ぼす案内羽根設定角の影響を
モデル試験とCFDにより調査した。

*奥原真哉（松江高専）,
高尾学（松江高専）,佐藤
秀樹（松江高専）,瀬戸口
俊明（佐賀大）

銀めっき材のキャビテー
ション壊食に及ぼす圧力
及び流速の影響

液体窒素中と水中での銀めっき材の
キャビテーション壊食速度に及ぼす圧
力及び流速の影響を検討した。

*曽我明,服部修次(福井
大),菊田研吾,都丸裕司
（IHI）

PIVを用いた遠心送風機小
弦節比翼列ディフューザの
二次流れ計測

多目的最適化により設計された小弦
節比翼列ディフューザの二次流れを
PIVにより詳細に計測した。

谷尾優樹,花田龍一郎,溝
越哉太,MINTHAWTUN,
坂口大作(長崎大)

アンギュラ玉軸受のラジ
アル剛性に及ぼす軌道
輪の傾きの影響

ターボポンプの危険速度に大きな影響
を持つアンギュラ玉軸受のラジアル剛
性に対して外輪の傾きの影響を実験
および解析により検討した.

※坂口智也,筒井英之,谷
僚二（NTN）,中村智也,内
海政春（JAXA）

12：00～13:00 昼休み　　　　　　　　　　

13:00～14:20 特別講演【アカデミックホール】　司会　濱川洋充（大分大学）
演目：科学の目が見た「関さば」のおいしさの秘密　望月聡（大分大学　副学長）
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中小水力向けシュラウド
レスフランシス水車の開
発

シュラウドレスランナの考案、最適化
により高性能で低コストな中小水力向
けフランシス水車を開発した。

*中村揚平,島諒介,小松啓樹,宮川和芳（早

大）,稲垣守人,長谷川義晃,岡本聡（東京電

力）,笠原強造,村椿仁（関電工）,國分清,西川

雄基（田中水力）,八尾泰弘,子安玲（平和産

業）

多目的最適化設計によ
る両吸込渦巻ポンプ性能
変更

両吸込渦巻ポンプの既設ケーシング
を流用し、羽根車の更新による性能変
更技術を検討した。

*沖原崇(日立製作所)
小型遠心ブロワ用ディフュー
ザの動静翼干渉場の流れの
可視化に関する研究

動翼内部で発生した渦が静翼入口の
圧力面側を通ることで、流れ角度の変
化が生じることを可視化した。

*本多武史,坂上誠二(日
立製作所),船崎健一(岩
手大)

立軸ポンプの水中膜振
動評価

立軸ポンプ揚水管の水中での膜振動
に関して周波数応答測定と固有値解
析の結果を比較検証する.

※角掛裕樹,三橋佑規
（日立製作所）

ポンプ水車ランナにおけ
るクラックの発生トラブル
への対応

当社がフィリピン国で経営に参画しているKalayaan揚水発
電所において、3台のランナにおいてクラックが発見され
た。本講演では、クラックの発生状況、補修状況、原因追
究とその解析、再発防止策について報告する。

*安田正史,林義一郎（電
源開発）

浮体式縦軸ポンプの内
部流れと循環流の形成
に関する研究

軸流ポンプの流力特性に及ぼす羽根
取付角の影響と外部流れにおける効
果的な循環流の形成について解析し
た．

*佐々木壮一,徳重達也,
馬場マルティン,山下陸
男(長崎大)

円形翼列翼前縁への噴流に
よる旋回失速抑制

旋回失速中の低速遠心圧縮機内に位
置、角度及び流量を調整した噴流を吹
込むと、旋回失速が抑制された。

*青木泰大,大谷浄(防衛
大学校)

ディフューザポンプ翼列
干渉によるインペラ励振
力および軸振動の検討

ディフューザポンプの翼列干渉による
インペラ励振力と軸振動の関係につい
て検討した.

※平松英人,柴田晶羽,小牧秀太
郎,宮川和芳（早大）,Zhai Liming
（Tsinghua Univ.）,前田学,佐野岳
志,亀井瞬（MHI）

CFDによるマイクロ水力
発電用軸流水車の性能
予測

CFDによりマイクロ水力発電用軸流水車の性能予
測を行い、実験結果との比較により、その有効性
について検証した結果について報告する。

*増田直樹,A.Faris,前田
英昭（酉島製作所）

軸流ポンプの羽根車内
部流れに関する研究

軸流ポンプの設計点と非設計点にお
ける羽根車内部流れを実験とＣＦＤに
より比較、検討した。

*梶江雄太,福士容平,細
野和樹,斎藤純夫,宮川和
芳（早大）

多段遠心圧縮機のリターン
チャネルがサージに及ぼす
影響

多段遠心圧縮機用リターンチャネルが
サージに及ぼす影響を性能試験及び
流体解析により検討した。

*西田幸史,小林博美,西
岡卓宏,西田秀夫（日立
製作所）

小型ラジアルタービンの
翼振動計測に関する研
究

小型ラジアルタービンの運転状態にお
ける翼振動を計測し,運転条件による
振動特性を明らかする.

※村江祥太,下原直人,服
部博明（IHI）

二重反転形小型ハイドロ
タービンの最高効率流量
点における内部流れ

二重反転形小型ハイドロタービンの最
高効率流量点における内部流れを数
値解析結果により明らかにする。

*重光亨,田中地洋,福富
純一郎（徳島大）

遠心ポンプ低流量域の
旋回失速による損失発
生メカニズムの研究

遠心ポンプ低流量域で発生するディ
フューザ内の旋回失速の挙動とポン
プ性能に及ぼす影響について検討し
た。

*柴田晶羽,平松英人,小牧秀太
郎,宮川和芳（早大）前田学,佐野
岳志,亀井瞬(三菱重工業)

車両用過給機圧縮機システ
ムにおける回転一次音の性
質

車両用過給機圧縮機の回転一次音に
対し非定常 RANS 計算を用いて管内
共鳴の性質を明らかにした。

*猪口雄三,若木大地,上
田幸甫,山崎伸彦（九大）,
山方章弘（IHI）

ウォータフォワールのHIL
シミュレーション

多段遠心ポンプにおける狭帯域
ウォータフォワール現象について,HIL
を用いたシミュレーションを実施し,現
象の要因を検討した.

※植野琢磨,山本仁志,彭世
超,桜井信介（日立製作所）,
松下修己(防衛大)

休憩　１０分

時間・分類・題目 概要 講演者（所属） 時間・分類・題目 概要 講演者（所属） 時間・分類・題目 概要 講演者（所属） 時間・分類・題目 概要 講演者（所属）

勾配を有する側溝への
設置を想定した入口ノズ
ル付ダリウス水車の性能

勾配を有する側溝を模擬した試験水
路に設置した入口ノズル付ダリウス水
車の性能を実験的に調査した．

※岩本渉,松下大介,大熊
九州男,渡邉聡,津田伸一
(九大)，古川明徳（大分
高専）

低熱源地熱水を用いたバイ
ナリ―サイクルの熱的性能
解析による最適運用性評価

低熱源地熱水を用いたバイナリ―サイクルとしてアンモニア
と水の混合媒体を使用したカリーナサイクルについて熱的
性能解析を行い最適なアンモニア・水の混合比等の運用性
評価を行ったので紹介する。

大地昭生(東北テクノアカ
デミア)

ロケットエンジンターボポンプ
用超音速タービン翼列の衝
撃波損失

超音速タービンカスケード翼列試験で
衝撃波、膨張波を確認した。設計精度
向上のため流れ場ついて調べた。

*島垣満,高橋英美,谷香
一郎,櫻中登（JAXA）,福
井正明（スペースサービ
ス）

軸振動解析に基づくター
ボポンプの形態設計法
の開発

運転時のジャイロ効果,流体力,不釣り
合い応答を考慮した軸振動解析に基
づくロータ形態設計法を開発した.

※安達和彦（神戸大）,内海
政春,島垣満,四宮教行,川崎
聡(JAXA),井上剛志(名大)

開放型貫流水車に関す
る研究（ブレード入口角
度と出力特性の関係）

ブレード入口角度が出力特性に与え
る影響を実験とMPS法の計算から評
価した．

*片山雄介,飯尾昭一郎
（信州大）

有限一列管群の流れパ
ターンと熱伝達特性

4本の有限一列管群を過ぎる流れの
偏流パターンの可視化を行い、熱伝
達との関連を検討した。

山田英巳,*宮園直樹,稲
垣歩,上田裕洋(大分大)

非平衡凝縮を伴う超音速環
状旋回流に関する研究

超音速環状ノズル内に生ずる非平衡
凝縮現象に及ぼす旋回流の影響につ
いて数値的に調査した。

*松野雄飛,瀬戸口俊明,
松尾繁,塩見憲正,福島悠
介(佐賀大)

複合領域統合による
ジェットエンジン構造最適
化の試み

ジェットエンジンの軸振動設計と構造
設計を統合し,性能も含めて構造最適
化する設計手法について紹介する.

※安藤正晴,本田達人,高
松喜久雄(IHI)

貫流式水車の軸径と性
能に関する数値実験

貫流式水車の軸径を数種変えて数値
解析した結果，適度な軸径は効率を
向上させるという結果を得た．

*石松克也・奥林豊保（大
分大）

ホバリングするクアッド
ロータ伴流の速度場に及
ぼすロータ間隔の影響

十字型に設置された４つのロータにお
いて、ロータ間隔が伴流の速度場に
与える影響を実験的に調査した。

*辻大貴,長野佑太,横山
侑矢,宗像瑞恵,吉川浩行
(熊本大)

流速場情報に基づく圧力場
計算法の提案

PIV計測等で得られた速度場情報か
ら，速度境界条件のみで圧力場を計
算する方法とその計算例を示す。

*江口譲,服部康男（電力
中央研究所）

ターボポンプロータの形態設
計手法におけるひずみエネ
ルギを考慮したロバスト設計
手法

ロケット用ターボポンプの形態設計に
おいて,ひずみエネルギを考慮した場
合のロバスト設計について述べる.

※四宮教行,内海政春
(JAXA),岩崎仁(横国大)

17:30～19:30 懇親会　（あけのアクロスタウン3F アクロスホール）

　 【１題の講演１５分、質疑応答５分】　　　

16:00～17:00　【水車（2）】　　　座長：重光亨（徳島大学）

14:30～15:50　【水車（1）】　　　座長：飯尾昭一郎（信州大学）

10:40～12：00　【波力タービン】　　　座長：木上洋一（佐賀大学） 10:40～12：00　【ポンプ・キャビテーション】　　　座長：田中禎一（熊本高専）

14:30～15:50　【ポンプ】　　　座長：渡邉 聡（九州大学）

16:00～17:00　【地熱・飛行体】　　　座長：栗原央流（大分大学）

9:30～10:30　【風車・潮流タービン】　　　座長：高尾 学(松江高専) 9:10～10:30　【要素技術・ポンプ】　　　座長：佐々木壮一（長崎大学） 9:30～10:30　【軸方向振動(OS1)】　座長：井上剛志(名古屋大学)

第１室【1S】　一般講演（GS１） 第２室【1C】　一般講演（GS２）
第４室【1E】　流体ダイナミクスとロータシステム設計(OS1)

オーガナイザー　宮川和芳（早大）、川崎聡（JAXA）
第３室【1M】（GS３）

9:10～10:30　【要素流れ・ファン】　　　座長：塩見憲正（佐賀大学）

16:00～17:00　【タービン】　　　座長：平田勝哉（同志社大学）　

14:30～15:50　【圧縮機】　　　座長： 坂口大作（長崎大学）　

10:40～12:00　【ファン・圧縮機】　　　座長：山田和豊（九州大学） 10:40～12：00　【軸支持要素(OS1)】　座長：川崎聡（JAXA）

14:30～15:50　【振動・ロータダイナミクス(OS1)】　　座長：内海政春（JAXA）

16:00～17:00　【設計・最適化(OS1)】　　座長：宮川和芳（早稲田大学）



 講演会場（大分高専）へのアクセス ターボ機械協会 HP から 

ご覧になれます。 

※１ 大分駅からバスをご利用の方は「大分中心部

⇔大分高専講演会場・懇親会場移動案内図」をご

覧ください． 

※２ 本校は標高約７０ｍの高台にあります．JR「高

城駅」や「萩原バス停」などから徒歩で来られ

る方は坂道を上ることになります．ご注意くだ

さい． 

※３ 懇親会会場「明野アクロス」までは，大分高専

から徒歩 15 分程度です． 

URL:  http://www.oita-ct.ac.jp/guide/access.html 

 

大分高専会場案内図 



  

 

 

大分市中心部 ⇒ 大分高専  バスでは 270 円（交通系 IC カード利用可） 

１． 本社前（大分駅前）６番乗り場(または竹町赤レンガ前)から 

D40-D42 の明野団地(大分高校)か D46・D47 のパークプレイス行に乗車，8 時が 07(06)分(D40-D42)と 27（26）分(D46・D47)発，9 時か

ら 18 時まで毎時 02(01)分(D40-D42)と 32（31）分(D46・D47)発，15 分で大分高専下車， 

２． 本社前（大分駅前）3 番乗り場から 法勝台(E50・E51)行に乗車，8 時から 17 時まで毎時 04（06）分発 15 分で奥山公園前下車，徒歩 5

分で高専． 

３． 本社前（大分駅前）3 番乗り場から 明野団地(大分高校)(E40・E41)行に乗車，8 時から偶数時刻は 02（04）分と 42(44)分発，奇数時刻

は 22（24）分発，15 分でアクロス前下車，徒歩 10 分で高専． 

４． 本社前（大分駅前）3 番乗り場から 鶴崎(E64・E67)行に乗車，8 時が 30（32）分と 50（52）分，9 時から 18 時まで毎時 15(17)分発，宮川

内ハイランド(E70)行に乗車，9 時 40(42)分発，10 時から 13 時までが毎時 35（37）分発，15 分でアクロス入口下車，徒歩 10 分で高専． 

大分高専 ⇒ 大分市中心部 

１． 大分高専前バス停から 大分行に乗車，13 時から 16 時まで毎時 11(12)分と 47(48)分発． 

２． 高専から徒歩 10 分のアクロス入口バス停から，13 時から 16 時まで毎時 10 分，26 分と 45 分発 

懇親会場(アクロス) ⇒ 大分市中心部 

１． アクロス入口バス停から，19 時 01 分，13 分，26 分，50 分．20 時 30 分，21 時 29 分発 

２． アクロス前バス停から，19 時 35 分，20 時 33 分，47 分  

 

 

 

●大分高専バス停 

アクロス前バス停● 

至 大分 

至 大分 

大分市中心部バス停

 

●奥山公園前バス停 

大分市中心部 ⇔ 大分高専講演会場・懇親会場 移動案内図 

 

●アクロス入口バス停 


