
第19回計算工学講演会 
www.jsces.org/koenkai/19/ 

 
主催：（社）日本計算工学会、共催：広島大学 

2014年6月11日（水）～6月13日（金）、広島国際会議場（〒730-0811 広島市中区中島町1番5号（平和記念公園内）） 

 

 本講演会は学術的な新規性のみではなく、産業界における活用事例、失敗事例や課題点の抽出、

市販ソフトウェアのカスタマイズの事例発表、人材教育の観点からの話題提供など、計算工学・CAE

に関する幅広い話題を対象としています。特別講演、シンポジウムやランチョンセミナー、ベストペー

パーアワードとグラフィックスアワードの表彰も企画しております。 

 

特別講演会・マツダ株式会社特別講演（参加費無料）： 

 特別講演、Wing Kam Liu教授, Walter P. Murphy Professor, Northwestern University, USA 

「Multiscale Modeling and Simulation of Materials: The Archetype-Genome Exemplar」 

第2日目、6月12日（木）、16：15～17：15、特別講演会場（大会議室「ダリア」②） 

 マツダ株式会社特別講演、藤川智士様、マツダ株式会社 

「マツダの目指すモデルベース開発」 

第2日目、6月12日（木）、15：15～16：15、特別講演会場（大会議室「ダリア」②） 

 

シンポジウム・特別企画： 

 「地域密着型 CAE の取り組み－公設試の CAE 活用最新動向－」 

日時：2 日目、6 月 12 日（木）、13：15～15：00、会場 A（中会議室１） 

趣旨： 

 本シンポジウムでは、各県において地域企業と密接に連携し CAE、シミュレーション技術をものづ

くりに活かしている公設試の活動を紹介いただき、解析からものづくりまでをコンパクトに、密度濃く

CAE を活用しているプロセスにおける工夫点や実課題に対する実用的な方法論を学ぶ機会とした

い．九州、中国、中部、信州地区からの講師の方々にそれぞれの地域の特性・特色に根差した活

動をご紹介頂き，今後の取り組みに関する議論をする． 

プログラム概要：  

13：15～13：20 趣旨説明 佐々木直哉 （（株）日立製作所 日立研究所） 

13：20～14：30 講演 

1）講師：土村 将範 

講演タイトル：熊本県産業技術センターにおける CAE を活用した技術支援について 

所属：熊本県産業技術センター 

2）講師：田中 徹 

講演タイトル： 佐賀県工業技術センターの_CAE 活用支援に向けた取り組み 

所属：佐賀県工業技術センター 

3）講師：小金丸 正明 

講演タイトル：福岡県での CAE 技術支援の紹介と解析事例報告 

所属：（公財）福岡県産業・科学技術振興財団  

4)講師：安部 重毅 

講演タイトル：西部工業技術センターの業務紹介とプレスシミュレーションの最適化 

所属：広島県立総合技術研究所 西部工業技術センター 

 

5)講師：西脇 武志 

講演タイトル：名古屋市工業研究所の CAE 支援業務について 

所属：名古屋市工業研究所   

6)講師：小杉 俊 

講演タイトル： CAE を活用した県内企業への技術開発支援 

所属：長野県工業技術総合センター  

14：30～15：00 総合討論（パネル討論） 

・企業や大学、他機関との連携、ソフトウェア、人材育成等における課題 

・CAE におけるものづくり活用への課題、工夫すべき点 

・IT 活用の可能性、解析規模の拡大、今後の CAE 技術への期待、など 

【企画：佐々木直哉（日立）、岩井信弘（日産テクノ）】 

 

 特別企画（学生・若手研究者向けの特別企画です） 

学会主導型産官学連携博士課程学生増進プログラムによる若手のための将来イメージ創造講座 

【－ずばり先輩に訊きます なぜエンジニア・研究者になったのですか？－】 

第 3 日目 6 月 13 日（金）、12：00～13：00、会場 C（会議運営事務室 1）【お弁当付き、40 名まで】 

パネリスト：竹内則雄氏（元会長，法政大）、大冨浩一氏（元会長，（株）東芝） 

司会：松井和己（横浜国大）、浅井 光輝（九州大） 

 学会トップを経験された方々にずばり、なぜエンジニア・研究者になったのか、その経

緯や目指した理由などをざっくばらんな雰囲気で訊きます。きっと修士・博士課程学生や

若手研究者の皆様の参考になると思います。 

【企画：磯部大吾郎（筑波大）】 

 

 ランチョンセミナー・機器展示： 

 昼食時にスポンサー企業企画のランチョンセミナーを開催致します。最新のソフトウエアやハード

ウエア製品情報のような、技術情報が満載です。また、会期中は会場近くで昼食を食べることので

きる場所は大変限られています。ぜひ、ランチョンセミナーにご参加下さい。 

 １日目、6 月 11 日（水）、12:00～13:00 

 G-DEP，NVIDIA，ELSA、「超並列計算の普及に向けたNVIDIAの技術戦略～CUDA 6で大き

く容易化する GPU プログラミング～」会場 A（中会議室１） 

 エムエスシーソフトウェア株式会社、「ここまでできる音響解析」、会場 B（中会議室 2） 

 2 日目、6 月 12 日（木）、12:00～13:00 

 テクノスター株式会社、「“TSV_Solutions”の最新情報と次世代CAEツール “Jupiter”のご紹

介」、会場 A（中会議室１） 

 計測エンジニアリングシステム株式会社 （セミナータイトルは HP でお知らせします）、

会場 B（中会議室 2） 

 3 日目、6 月 13 日（金）、12:00～13:00 

 株式会社 JSOL、「ものづくり CAE の最前線～製品設計と CAE の適用事例紹介～」、会場 A

（中会議室１） 

 サイバネットシステム株式会社、「～「つなぐ」技術とテーラーメードソリューション～」、会場 B

（中会議室 2） 

機器展示出展企業：株式会社 HPC テック、ニュートンワークス株式会社、サイバネットシステム株式

会社、計測エンジニアリングシステム株式会社、リアルコンピューティング株式会社 

                                     （裏面に続く） 



学術講演【オーガナイズドセッション（ＯＳ）一覧】： 

OS番号．タイトル／オーガナイザー 

1. 基礎と応用現場を直結・直行させる計算工学／菊地 厖（日鉄住金テクノロジー）、山田貴博（横浜

国立大学） 

2. ローオーダーCFDの新展開／山本 誠（東京理科大学）、菊地 厖（日鉄住金テクノロジー） 

3. 計算工学におけるフェーズフィールド法の可能性／山中晃徳（東京農工大学）、塚田祐貴（名古屋

工業大学） 

4. 技術者の育成と計算工学／菊地 厖（日鉄住金テクノロジー）、山村和人（新日鐵住金）、渡邉浩志

（エムエスシーソフトウエア） 

5. 最適設計／北村 充（広島大学）、西脇眞二（京都大学） 

6. 自由移動境界問題／岡澤重信（広島大学）、樫山和男（中央大学） 

7. インパクトバイオメカニクス・衝突安全／弓削康平（成蹊大学）、西本哲也（日本大学）、岩井信弘

（日産テクノ）、江島晋（日本自動車研究所） 

8. 境界要素法/高速境界要素法【日本計算数理工学会との共同企画】．西村直志（京都大学）、松本

敏郎（名古屋大学） 

9. 医・工学の交流＝力学・機械力学、材料力学 系＝／菊地 厖（日鉄住金テクノロジー）、津村 弘

（大分大学） 

10. 計算手法の数理解析と現実問題への適用／田上大助(九州大学) 

11. 衝撃・崩壊／磯部大吾郎（筑波大学） 

12. 今、計算バイオメカニクスで何ができるか／田原大輔（龍谷大学）、今井陽介（東北大学）、坪田健

一（千葉大学） 

13. GPU・メニーコア・コンピューティングの進展と応用／青木尊之（東京工業大学）、西浦泰介

（JAMSTEC）、小野寺直幸（東京工業大学） 

14. き裂・き裂進展解析や構造健全性評価に関する数値解析／長嶋利夫（上智大学）、河合浩志（諏

訪東京理科大学）、藤本岳洋（神戸大学）、岡田 裕（東京理科大学) 

15. ものづくりにおける計算工学活用／佐々木直哉（日立製作所） 

16. 不確かさのモデリング・シミュレーション／松田哲也（筑波大学）、奥村 大（名古屋大学）、高野直

樹（慶應義塾大学） 

17. シミュレーションの信頼性とV&V／長谷川浩志（芝浦工業大学）、松井和己（横浜国立大学）、中村 

均（伊藤忠テクノソリューションズ） 

18. 非線形構造／固体解析／岡澤重信（広島大学）、山田貴博（横浜国立大学） 

19. ポストペタスケール高性能計算に向けた通信削減アルゴリズムと自動チューニング技術／藤井昭

宏（工学院大学） 

20. メッシュフリー法／粒子法の基礎および関連技術．萩原世也（佐賀大学）,越塚誠一（東京大学）,白

崎実（横浜国立大学) 

21. ソフトコンピューティングとその近傍領域／新宮清志（日本大学）、谷 明勲（神戸大学）、入江寿弘

（日本大学）、本間俊雄（鹿児島大学） 

22. 先進並列シミュレーション／奥田洋司（東京大学新領域創成科学研究科）、塩谷隆二（東洋大学総

合情報学部）、中島研吾（東京大学情報基盤センター）、橋本 学（東京大学新領域創成科学研究

科） 

23. 材料モデリングに関する産学マッチング／永井学志（岐阜大学）、堤成一郎（大阪大学）、鈴木規

之（新日鐵住金）、菊地厖（日鉄住金テクノロジー） 

24. 流れの計算法／奥村 弘 (富山大学)、藤間昌一(茨城大学) 

25. 製品開発とCAE／田辺誠(神奈川工科大学)、西口磯春(神奈川工科大学) 

26. 社会・環境・防災シミュレーション／吉村 忍（東京大学）、樫山和男（中央大学）、酒井 譲（横浜国

立大学）、市村 強（東京大学）、藤井秀樹（東京大学）、北 栄輔（名古屋大学） 

27. 有限要素法によるマルチフィジックス解析／橋口真宜（計測エンジニアリングシステム） 

28. PSE/計算科学・教育／松本正己（米子工業高等専門学校）、川田重夫（宇都宮大学）、宇佐見仁

英（玉川大学）、宮地英生（サイバネットシステム）、寺元貴幸（津山工業高等専門学校） 

29. ユーザー・ベンダーセッション／梅津康義(JSOL)、石田 智裕（サイバネットシステム）、猿渡智治

（JSOL）、 藤澤智光（プロメテック・ソフトウェア）、澤田有弘（産業技術総合研究所）、江口和徳（エ

ムエスシーソフトウェア）、松本純一（産業技術総合研究所） 

30. 有限要素の開発と評価・検証／山田貴博（横浜国立大学） 

31. マルチスケール解析／只野裕一（佐賀大学）、松井和己（横浜国立大学）、高橋昭如（東京理科大

学） 

32. 地盤力学における数値解析／村上 章（京都大学）、張 鋒（名古屋工業大学）、野田利弘（名古屋

大学） 

 

講演会参加費： 

 一般（予稿集 CD-ROM 一枚を含みます） 

日本計算工学会会員（正・特別会員）：12,000 円、日本計算工学会シニア会員：6,000 円、講演会

協賛団体会員：15,000 円、非会員：18,000 円 

 学生（予稿集 CD-ROM 無し） 

日本計算工学会会員（学生・研究室会員）：2,000 円、講演会協賛団体会員：3,000 円、非会員：

4,000 円 

 

懇親会： 

 懇親会を 2014 年 6 月 12 日（木）18:30～20:30（於 大会議室「ダリア」①）で開催します。懇親会参加

費は、講演会受付にて現金でお支払いください。なお、懇親会のみご参加される方の場合は、懇親会

会場に設けられております受付にて参加手続きを行ってください。 

参加費：3,000 円（一般）、1,000 円（学生） 
 

実行委員会： 

委員長・岡田裕（東京理科大学） 

副委員長・梅津康義（株式会社 JSOL）、岡澤重信（広島大学） 

HP 担当・高橋昭如（東京理科大学）、会計担当・松田哲也（筑波大学）、プログラム編成担当・渡邉浩

志（エムエスシーソフトウェア株式会社）、表彰WG1主査・高野直樹（慶応義塾大学）、表彰WG2主査・

河合浩志（諏訪東京理科大学）、委員・荒井政大（名古屋大学）、石田智裕（サイバネットシステム株

式会社）、磯部大吾郎（筑波大学）、岩井信弘（株式会社日産テクノ）、梅野宜崇（東京大学）、江口和

徳（エムエスシーソフトウェア株式会社）、大井秀哉（株式会社メカニカルデザイン）、奥村大（名古屋

大学）、佐々木直哉（株式会社日立製作所）、猿渡智治（株式会社 JSOL）、澤田有弘（独立行政法人

産業技術総合研究所）、白崎実（横浜国立大学）、鈴木正昭（東京大学）、寺田賢二郎（東北大学）、

長谷川浩志（芝浦工業大学）、藤澤智光（プロメテック・ソフトウェア株式会社）、松岡大祐（独立行政法

人海洋研究開発機構）、宮地英生（サイバネットシステム株式会社）、山田知典（東京大学） 

会場 WG・主査・岡澤重信（広島大学）、大崎純（広島大学）、北村充（広島大学）、竹澤晃弘（広島大

学）、田中智行（広島大学）、田中義和（広島大学） 

 

問い合せ先：第 19 回計算工学講演会実行委員会 E-mail: conf.office@jsces.org（メールには必ずお

電話番号をご記入くださいますようお願いいたします） 


