
5月26日（水）

時間帯 A室（1F中ホール1） B室（1F中ホール2） C室（1F中ホール3） D室（2F会議室1） E室（2F会議室2） F室（2F会議室3）

萩原（東京工業大） 片桐（東京大） 弓削（成蹊大） 山田（横浜国立大） 田上（九州大） 岡田（東京理科大）

(10:30-11:15) (10:00-11:15) (10:30-11:15) (10:00-11:15) (10:15-11:00) (10:00-11:00)

清水（富士通） 青木（東京工業大） 岩井（日産自動車） 渡邉（東京大） 長山（金沢大, JSTさきがけ） 河合（東京大）

(11:25-12:10) (11:25-12:25) (11:25-12:10) (11:25-12:25) (11:10-12:10) (11:10-12:10)

大富（東芝） 安藤（山梨大） 大林（東北大） 坪田（千葉大） 西村（京都大） 田中（広島大）

(13:10-14:55) (13:25-14:25) (13:10-14:25) (13:10-14:40) (13:10-14:25) (13:10-13:55)

白鳥（横浜国立大） 大石（徳島大） 新宮（日本大） 中村（大阪大） 松本（名古屋大） 野田（名古屋大）

(15:05-16:50) (14:35-15:35) (14:35-15:35) (14:50-15:50) (14:35-15:50) (14:05-15:20)

越村（東北大） 奥（大阪大） 小関（信州大） 藤間（茨城大） 村上（京都大）

(15:45-17:00) (15:45-17:00) (16:00-17:00) (16：00-17:15) (15:30-16:45)

B-1
ペタスケール計算機時代の
数値計算ライブラリと自動
チューニング技術

C-1
インパクトバイオメカニクス・
衝突安全（1）

B-2
計算工学における GPU コ
ンピューティング（1）

C-2
インパクトバイオメカニクス・
衝突安全（2）

D-2
有限要素の開発と評価・検
証（2）

E-2
計算手法の数理解析と現
実問題への適用（2）

F-5
地盤力学における数値解
析（2）

15:45-17:15

F-4
地盤力学における数値解
析（1）

A-4（※参加無料）
シミュレーションの品質保証と
標準化に向けた取り組み
（HQC研究分科会企画）

B-5
計算工学における GPU コ
ンピューティング（4）

C-5
ソフトコンピューティングとそ
の近傍領域（2）

D-5
生体システムのモデリングと
シミュレーション（3）

D-3
生体システムのモデリングと
シミュレーション（1）

B-4
計算工学における GPU コ
ンピューティング（3）

C-4
ソフトコンピューティングとそ
の近傍領域（1）

D-4
生体システムのモデリングと
シミュレーション（2）

E-5
流れの計算法

14:20-16:50

13:10-14:55

A-3（※参加無料）
パネルディスカッション
「計算工学でものづくりを変え
る」
（ものづくりのための計算工
学研究会企画）

B-3
計算工学における GPU コ
ンピューティング（2）

C-3
複合領域の設計探査

E-4
境界要素法/高速境界要素
法（2）
「田中正隆先生追悼セッ
ション」
（日本計算数理工学会との
共同企画）

11:10-12:25

10:00-11:15

E-3
境界要素法/高速境界要素
法（1）
「田中正隆先生追悼セッ
ション」
（日本計算数理工学会との
共同企画）

F-3
破壊力学とき裂の解析・き
裂進展シミュレーション（3）

D-1
有限要素の開発と評価・検
証（1）

E-1
計算手法の数理解析と現
実問題への適用（1）

F-1
破壊力学とき裂の解析・き
裂進展シミュレーション（1）

A-2
CAD/CAM/CAE/CG/CSC
W/
CAT/C-Control  （2）

F-2
破壊力学とき裂の解析・き
裂進展シミュレーション（2）

A-1
CAD/CAM/CAE/CG/CSC
W/
CAT/C-Control （1）



5月27日（木）

時間帯 A室（1F中ホール1） B室（1F中ホール2） C室（1F中ホール3） D室（2F会議室1） E室（2F会議室2） F室（2F会議室3）

佐々木（日立製作所） 塩谷（東洋大） 中畑（愛媛大） 荻原（佐賀大） 金山（九州大） 松井（横浜国立大）

(9:00-10:30) (9:00-10:00) (9:00-10:15) (9:00-10.15) (9:00-10:30) (9:00-10:00)

梅津（JSOL） 藤野（九州大） 斎藤（東京工業大） 櫻井（清水建設） 白崎（横浜国立大） 只野（佐賀大）

(10:40-12:20) (10:10-11:10) (10:25-11:40) (10:25-11:25) (10:40-12:10) (10:10-11:25)

中島（東京大） 戸倉(JSOL)

(11:20-12:50) (11:35-12:35)

梅津（JSOL） 和田（諏訪東京理科大） 山本（東京理科大） 田辺（神奈川工科大） 岡澤（広島大） 磯部（筑波大）

(13:20-14:20) (13:20-14:20) (13:05-14:20) (13:35-14:20) (13:05-14:20) (13:20-14:20)

17:50-19:50

15:50-17:40
パネルディスカッション（A・B室：1F中ホール1・2）
「スパコンは本当にものづくりに役立つのか？」
（※参加無料）

懇親会（同窓会館2階）

D-9
CAEと製品開発(2)

E-9
自由・移動境界問題

F-9
衝撃・崩壊

14:35-15:35

特別講演（A・B室：1F中ホール1・2）
「Multi-Field Coupling Strategies for Large Scale Problems Involving Multi-Fracturing Solids and Particulate Media」
Prof. David Roger Jones Owen (Swansea University, UK)
（※参加無料）

13:10-14:55

A-9（※参加無料）
特別企画
「マッチングにより高める！も
のづくりの国際競争力」（2）
（ものづくりのための計算工
学研究会企画）

B-9
プリプロセシングとその周辺
技術

C-9
マルチフィジックスCFDシ
ミュレーションの新展開

D-7
メッシュフリー法/粒子法(2)

E-7
ボクセル系計算手法の進展
と周辺技術

F-7
マルチスケール解析（2）

11:20-12:50

B-8
大規模シミュレーションと並
列前処理手法（3）

D-8
CAEと製品開発(1)

10:10-12:20

A-7（※参加無料）
特別企画
「マッチングにより高める！も
のづくりの国際競争力」（1）
（ものづくりのための計算工
学研究会企画）

B-7
大規模シミュレーションと並
列前処理手法（2）

C-7
波動解析と理工学問題への
応用（2）

9:00-10:30

A-6
ものづくりにおける計算工学
活用
（ものづくりのための計算工
学研究会企画）

B-6
大規模シミュレーションと並
列前処理手法（1）

C-6
波動解析と理工学問題への
応用（1）

D-6
メッシュフリー法/粒子法(1)

E-6
電磁熱流体の数値解析と
関連話題

F-6
マルチスケール解析（1）



5月28日（金）

時間帯 A室（1F中ホール1） B室（1F中ホール2） C室（1F中ホール3） D室（2F会議室1） E室（2F会議室2） F室（2F会議室3）

岡田（東京理科大） 石原（九州工業大） 杉本（東京大） 吉矢（大阪大） 菊地（日鐵テクノリサーチ） 日置（帝塚山大）

（9:00-12:20） (9:00-10:00) (9:00-10:00) (9:00-10:00) (9:00-10:00) (9:00-10:00)

安田（京都大） 市村（東京大） 土井（大阪大） 浅井（九州大） 早勢（富山高専）

(10:10-11:10) (10:10-11:10) (10:10-11:10) (10:10-11:10) (10:10-11:10)

松本（産総研） 樫山（中央大） 中谷（大阪大） 永井（岐阜大） 宮地（KGT）

(11:20-12:20) (11:20-12:20) (11:20-12:05) (11:20-12:05) (11:20-12:20)

岡田（東京理科大） 澤田（産総研） 酒井（横浜国立大） 荒井（信州大） 吉田（山梨大） 梅田（キヤノン）

（13:20-16:00） (13:20-14:20) (13:20-14:20) (13:20-14:20) (13:20-14:50) (13:20-14:50)

村島（京都大） 藤井（東京大） 松田（筑波大） 長谷川（筑波大） 北村（広島大）

(14:30-15:45) (14:30-15:30) (14:30-15:30) (15:00-16:00) (15:00-16:00)

畝山（京都大, JST-CREST） 北（名古屋大） 奥村（名古屋大） 幸谷（静岡理工科大） 西脇（京都大）

(15:55-17:10) (15:40-16:40) (15:40-16:55) (16:10-17:10) (16:10-17:10)

C-14
社会・環境・防災シミュレー
ション（5）

D-14
複合材料・セル状材料（2）

B-11
スケール問わずの流体・構
造連成問題（2）

C-11
社会・環境・防災シミュレー
ション（2）

D-11
計算ナノテクノロジーの発
展と応用（2）

E-14
高精度計算でできること（1）

F-14
最適設計（1）

E-15
高精度計算でできること（2）

F-15
最適設計（2）

14:30-16:00

B-14
スケール問わずの流体・構
造連成問題（5）

15:40-17:10

B-15
スケール問わずの流体・構
造連成問題（6）

C-15
社社会・環境・防災シミュ
レーション（6）

D-15
複合材料・セル状材料（3）

B-12
スケール問わずの流体・構
造連成問題（3）

C-12
社会・環境・防災シミュレー
ション（3）

D-12
計算ナノテクノロジーの発
展と応用（3）

E-12
材料モデリングに関する産
学マッチング（3）

F-12
PSE/計算機科学・教育（3）

E-13
材料モデリングに関する産
学マッチング（4）

F-13
産業界における計算工学・
可視化

C-10
社会・環境・防災シミュレー
ション（1）

D-10
計算ナノテクノロジーの発
展と応用（1）

13:20-14:50

B-13
スケール問わずの流体・構
造連成問題（4）

C-13
社会・環境・防災シミュレー
ション（4）

D-13
複合材料・セル状材料（1）

11:20-12:20

第4回JSCES-COSEIK日韓
ワークショップ
（国際委員会企画）
（※参加無料）

第4回JSCES-COSEIK日韓
ワークショップ
（国際委員会企画）
（※参加無料）

E-10
材料モデリングに関する産
学マッチング（1）

F-10
PSE/計算機科学・教育（1）

E-11
材料モデリングに関する産
学マッチング（2）

F-11
PSE/計算機科学・教育（2）

9:00-10:00

B-10
スケール問わずの流体・構
造連成問題（1）

10:10-11:10


