
会場A  中会議室1　第2日目　6月12日（木）
OS26-4 社会・環境・防災シミュレーション（4）　6月12日（木）　9：00～10：15

　【司会：玉城 龍洋（沖縄高専）】
A-4-1 大規模マルチエージェント交通流シミュレーションのための経路探索の並列化

○三田 尚貴（東京大），藤井 秀樹（東京大），吉村 忍（東京大）

A-4-2 交通流シミュレーションを加味した居住地選択モデリング
○林 隆太郎（東京大），藤井 秀樹（東京大），吉村 忍（東京大）

A-4-3 道路交通騒音評価のためのバーチャルリアリティシステム
江嶋 孝（中央大），○樫山 和男（中央大），谷川 将規（清水建設），志村 正幸（建設技術研究
所）

A-4-4 交通シミュレータを用いた道路ネットワーク設計について
○北 栄輔（名古屋大，神戸大），南谷 渉（名古屋大），堀 瑛子（名古屋大），宮地 美希（名古屋
大），脇田 佑希子（名古屋大），玉城 龍洋（沖縄高専）

A-4-5 ベイジアンネットワークによる景気動向予測について
北 栄輔（名古屋大，神戸大），北田 宙士（名古屋大），丸田 峻也（名古屋大），○原 亜珠紗（名
古屋大）OS7 インパクトバイオメカニクス・衝突安全　6月12日（木）　10：30～11：30

　【司会：岩井 信弘（日産テクノ）】
A-5-1 一般公開を目的とした衝撃解析用頭部ボクセル有限要素モデルの開発

○渡邉 大（芝浦工大），西本 哲也（日本大），大田 京一郎（宇部高専）

A-5-2 サッカーのヘディングによる頭部衝撃HIC値の解析
○和田 有司（成蹊大），新川 大貴（成蹊大），弓削 康平（成蹊大），髙尾 洋之（東京慈恵会医科
大），大橋 洋輝（東京慈恵会医科大），渡辺 大（宇部高専）

A-5-3 頚椎症椎弓形成用スペーサーの強度解析と比較検討
○伊勢田 龍之介（成蹊大），犬塚 優（成蹊大），和田 有司（成蹊大），弓削 康平（成蹊大），髙尾
洋之（東京慈恵会医科大），大橋 洋輝（東京慈恵会医科大）

A-5-4 モーフォロジー 解析による人体胸郭構造のモデル化手法に関する研究
○江島 晋（日本自動車研究所），加藤 良祐（日本自動車研究所），三上 耕司（日本自動車研究
所），高山 晋一（日本自動車研究所），小野 古志郎（日本自動車研究所），塩谷 清司（筑波メ
ディカルセンター），早川 秀幸（筑波剖検センター）
シンポジウム　6月12日（木）　13：15～15：00

　【司会・進行：佐々木直哉（日立）】
シンポジウム「地域密着型CAEの取り組み－公設試のCAE活用 新動向－」
講師・パネラー（予定） ：安部 重毅（広島県立総合技術研究所）
　　　　 　　　　　　　　　　 小金丸 正明（福岡県産業・科学技術振興財団）
　　　　　　　　　　  　　　  小杉 俊（長野県工業技術総合センター）
　　　　　　　　　　 　　　　 田中 徹（佐賀県工業技術センター）
　　　　　　　　　　　　　　  土村 将範（熊本県産業技術センター）
　　　　　　　　　　　　　　  西脇 武志（名古屋市工業研究所）



会場B  中会議室2　第2日目　6月12日（木）
OS03-1 計算工学におけるフェーズフィールド法の可能性（1）　6月12日（木）　9：00～10：15

　【司会：塚田 祐貴（名古屋工業大）】
B-4-1 Solidification Simulations of a Binary Alloy in Fluid Flow using a Phase-Field-Lattice Boltzmann

Method
○Roberto Rojas（Kyoto Institute of Technology），Tomohiro Takaki（Kyoto Institute of
Technology）

　　 複数GPUによるデンドライト競合成長過程の3次元phase-fieldシミュレーション
○高木 知弘（京都工芸繊維大），大野 宗一（北海道大），下川辺 隆史（東京工業大），青木 尊
之（東京工業大）

B-4-3 GPUスパコンを用いたフェライト変態の大規模マルチフェーズフィールドシミュレーション
○岡本 成史（東京農工大），山中 晃徳（東京農工大），下川辺 隆史（東京工業大），青木 尊之
（東京工業大）

B-4-4 Multi-phase-fieldトポロジー 適化モデルの構築と基本特性評価
○片山 雄太（京都工芸繊維大），高木 知弘（京都工芸繊維大）

B-4-5 Phase-field法を用いたミクロ構造のトポロジー 適化の検討
○加藤 準治（東北大），加茂 純宜（東北大），高瀬 慎介（東北大），寺田 賢二郎（東北大），京谷
孝史（東北大），森口 周二（東北大）

OS03-2 計算工学におけるフェーズフィールド法の可能性（2）　6月12日（木）　10：30～11：45
　【司会：山中 晃徳（東京農工大）】

B-5-1 真核細胞の核構造パターン形成における数理モデル
○李 聖林（広島大），小林 亮（広島大）

B-5-2 細胞集団の数理モデル
○野々村 真規子（日本大）

B-5-3 固体表面上の二相流体挙動の数値解析へのPhase-fieldモデル格子ボルツマン法の適用
○高田 尚樹（産業技術総合研究所），松本 純一（産業技術総合研究所），松本 壮平（産業技術
総合研究所）B-5-4 フェーズフィールド法に基づく乱流予混合燃焼の火炎片モデル
○大島 伸行（北海道大）

B-5-5 マルチフェーズフィールド法計算と連動した均質化法プログラムの開発
○野本 祐春（伊藤忠テクノソリューションズ）

OS03-3 計算工学におけるフェーズフィールド法の可能性（3）　6月12日（木）　13：15～15：00
　【司会：野本 祐春（伊藤忠テクノソリューションズ）】

B-6-1 Multi-phase-field結晶塑性モデルによる粒界バルジングのシミュレーション
○山口 鷹人（京都工芸繊維大），高木 知弘（京都工芸繊維大）

B-6-2 材料ミクロ組織における三次元弾性場可視化
○河合 雄一郎（名古屋工業大），小山 敏幸（名古屋工業大），塚田 祐貴（名古屋工業大）

B-6-3 強誘電体セラミクスの分極ドメイン組織形成シミュレーションとインピーダンス解析
○本多 由明（名古屋工業大），小山 敏幸（名古屋工業大），塚田 祐貴（名古屋工業大）

B-6-4 ニッケル基合金の高温クリープにおける劣化組織形成のフェーズフィールドモデリング
○塚田 祐貴（名古屋工業大），小山 敏幸（名古屋工業大），米村 光治（新日鐵住金）

B-6-5 実用ニッケル基超合金におけるラフト化とクリープひずみ量の関係
○久保田 文徳（名古屋工業大），塚田 祐貴（名古屋工業大），小山 敏幸（名古屋工業大），村田
純教（名古屋大），三浦 信祐（防衛大），近藤 義宏（防衛大）

B-6-6 Fe-V-C系合金における相界面析出のフェーズフィールドシミュレーション
○三浦 修（名古屋工業大），小山 敏幸（名古屋工業大），塚田 祐貴（名古屋工業大）

B-6-7 熱力学データベースを用いた炭素鋼のγ→α変態のマルチフェーズフィールドシミュレーション
○山中 晃徳（東京農工大），野本 祐春（伊藤忠テクノソリューションズ）



会場C  会議運営事務室１　第２日目　6月12日（木）
OS09 医・工学の交流＝力学・機械力学、材料力学　系＝　6月12日（木）　10：30～11：30

　【司会：津村 弘（大分大）】
C-6-1 CT画像に基づく顎関節の接触圧解析

○竹内 則雄（法政大），上木 耕一郎（山梨大）

C-6-2 カテーテルナビゲータの開発
○吉田 史郎（湘南技術開発），山川 淳也（防衛大），辛 平（東芝医用システムエンジニアリング）

C-6-3 患者固有の臓器メッシュモデルを生成するメッシュモーフィング技術
○畠中 耕平（富士通），Vladimir Chalupecky（富士通）

C-6-4 医工学連携におけるベンダーの役割について
○渡邉 浩志（エムエスシーソフトウエア）

OS30 有限要素の開発と評価・検証　6月12日（木）　13：15～15：00
　【司会：山田 貴博（横浜国立大）】

C-7-1 微圧縮混合型FEMによる陰解法弾塑性解析
○真鍋 圭司（福山大）

C-7-2 ノードレス要素法のための新しい混合変分原理について
○風間 悦夫（長野高専），川井 忠彦（東京大）

C-7-3 ノードレス要素法による薄板構造の固有振動解析
○風間 悦夫（長野高専），菊地 厖（日鉄住金テクノロジー），川井 忠彦（東京大）

C-7-4 非適合要素の釣合条件考察と要素開発
○今村 純也（imi計算工学研究室）

C-7-5 浸透流解析における流速場算出のためのRaviart-Thomas混合補間による後処理
○白石 知成（清水建設），櫻井 英行（清水建設），山田 貴博（横浜国立大），山本 達也（横浜国
立大）

C-7-6 不連続ガレルキン有限要素法に関する若干の理論的結果
○菊地 文雄（東京大），小山 大介（電気通信大）

C-7-7 高次連続性を有する近似基底を用いた創成解の構成
○山田 貴博（横浜国立大）



会場D  会議運営事務室２　第２日目　6月12日（木）
OS14-1 き裂・き裂進展解析や構造健全性評価に関する数値解析（1）　6月12日（木）　9：00～10：15

　【司会：藤本 岳洋（神戸大）】
D-6-1 結合力モデルを用いたXFEMに基づくき裂進展解析システムの開発

○長嶋 利夫（上智大），澤田 昌孝（電力中央研究所）

D-6-2 岩盤の破壊解析のための３次元XFEMプログラムの開発
○澤田 昌孝（電力中央研究所），長嶋 利夫（上智大）

D-6-3 べき乗関数を利用したXFEMによる表面欠陥周辺の２次元静磁場解析
○中住 昭吾（産業技術総合研究所），鈴木 隆之（産業技術総合研究所）

D-6-4 化学的作用を考慮した多結晶体内のき裂進展解析
○新宅 勇一（東北大），寺田 賢二郎（東北大），加藤 準治（東北大），京谷 孝史（東北大），森口
周二（東北大），高瀬 慎介（東北大），堤 成一郎（大阪大）

D-6-5 ウェーブレット有限要素法を用いた弾塑性き裂解析に関する研究
○上田 秀哉（広島大），田中 智行（広島大），山王丸 将吾（広島大），岡澤 重信（広島大），岡田
裕（東京理科大）

OS14-2 き裂・き裂進展解析や構造健全性評価に関する数値解析（2）　6月12日（木）　10：30～11：45
　【司会：河合 浩志（諏訪東京理科大）】

D-7-1 分離型連成解法によるき裂材の大変形弾塑性解析
○遊佐 泰紀（東京大），吉村 忍（東京大）

D-7-2 完全陰解法による分割背応力モデルに基づく損傷弾塑性解析
○山王丸 将吾（マツダ），岡澤 重信（広島大），田中 智行（広島大）

D-7-3 損傷モデルによる異形鉄筋まわりの3次元内部ひび割れ進展解析
○根本 優輝（茨城大），車谷 麻緒（茨城大），岡崎 慎一郎（港湾空港技術研究所）

D-7-4 講演取り下げ

D-7-5 テトラ要素による相互積分法を用いた混合モード応力拡大係数の計算（キンクを有するき裂の解
析）
○若島 由樹（東京理科大），岡田 裕（東京理科大）

OS14-3 き裂・き裂進展解析や構造健全性評価に関する数値解析（3）　6月12日（木）　13：15～15：00
　【司会：長嶋 利夫（上智大）】

D-8-1 繰り返し引張り荷重下における表面き裂の板厚貫通挙動
須賀 一博（諏訪東京理科大），○圓道 貴文（東京理科大），菊池 正紀（東京理科大）

D-8-2 重合メッシュ法を用いたステンレス鋼管溶接部の材料境界を考慮したき裂進展解析
○眞崎 浩一（みずほ情報総研），小坂部 和也（みずほ情報総研），勝山 仁哉（日本原子力研究
開発機構），菊池 正紀（東京理科大）

D-8-3 混合モード下の疲労破壊挙動の三次元移動有限要素解析
○仲出 知弘（神戸大），藤本 岳洋（神戸大）

D-8-4 疲労き裂成長抑制のためのストップホール設定に関する数値解析
○周 馳（神戸大），横尾 和磨（神戸大），藤本 岳洋（神戸大）

D-8-5 繰り返しねじり荷重下の弾塑性き裂進展解析
○和田 義孝（近畿大）

D-8-6 円管T継手の疲労寿命とき裂伝播に関する研究
○河原 崇浩（広島大），田中 智行（広島大），八木 一桐（サノヤス造船），村上 貴志（サノヤス造
船），岡澤 重信（広島大），岡田 裕（東京理科大），大沢 直樹（大阪大）

D-8-7 講演取り下げ



会場E  会議運営事務室３　第２日目　6月12日（木）
OS15-1 ものづくりにおける計算工学活用（1）　6月12日（木）　9：00～10：00

　【司会：佐々木 直哉（日立製作所）】
E-6-1 タイヤ製品開発を支援する剛性計算FOAツールの開発

○長井 俊樹（ブリヂストン），中島 幸雄（工学院大），大石 潤平（工学院大），大沢 靖雄（ブリヂ
ストン）

E-6-2 歩行者脚部のモデル化と脚部傷害値予測
○尾川 茂（呉高専）

E-6-3 快適な屋外空間設計のための熱環境シミュレーション
○土屋 直也（竹中工務店），安藤 邦明（竹中工務店）

E-6-4 陽解法有限要素法による鋳造品の伝熱凝固-熱応力解析の高速化
○黒澤 瑛介（神戸製鋼所），中川 知和（神戸製鋼所）

OS15-2 ものづくりにおける計算工学活用（2）　6月12日（木）　10：30～11：30
　【司会：佐々木 直哉（日立製作所）】

E-7-1 不確かさを用いた液体ロケットエンジンの新しい信頼性設計・評価プロセス
○田口 元（宇宙航空研究開発機構），藤本 圭一郎（宇宙航空研究開発機構），砂川 英生（宇宙
航空研究開発機構），小林 悌宇（宇宙航空研究開発機構），沖田 耕一（宇宙航空研究開発機
構），中島 章（三菱重工業），熊田 伸彦（三菱重工業），小河原 彰（三菱重工業），真子 弘泰（三
菱重工業）

E-7-2 海洋流れ場の可視化におけるストリームのマルチスケール分割手法
○山下 由美（海洋研究開発機構），荒木 文明（海洋研究開発機構），松岡 大祐（海洋研究開発
機構），伊藤 貴之（お茶の水女子大）

E-7-3 テンソルの低ランク近似による解析結果データのデータ圧縮
○馮 益祥（日立製作所），片岡 一朗（日立製作所）

E-7-4 NURBSソリッドを用いた3次元アイソジオメトリック解析環境の開発
○青柳 広太（横浜国立大），チャン ダン　ティエン（横浜国立大），松井 和己（横浜国立大），前
川 卓（横浜国立大）

OS17 シミュレーションの信頼性とV&V　6月12日（木）　13：15～15：00
　【司会：長谷川 浩志（芝浦工業大）】

E-8-1 シミュレーションのＶ＆Ｖと品質マネジメント
○中村 均（伊藤忠テクノソリューションズ）

E-8-2 車輌開発におけるフルビークルシミュレーション品質マネジメントの事例と課題
○松橋 徹生（本田技術研究所）

E-8-3 講演取り下げ

E-8-4 工学シミュレーションの品質マネジメント　-ISO9001:2015移行の準備-
○吉田 有一郎（東芝インフォメーションシステムズ）

E-8-5 適切問題に対する帰納的検証手法
○山田 貴博（横浜国立大）

E-8-6 原子炉建屋の固有振動解析におけるV&V解析計画書
○塩見 忠彦（マインド）

E-8-7 システム工学におけるV&Vを考慮したシミュレーション教育
○長谷川 浩志（芝浦工業大）



会場F  会議運営事務室４　第２日目　6月12日（木）
OS19-1 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（1）

6月12日（木）　9：00～10：00
　【司会：藤井 昭宏（工学院大）】

F-6-1 超高並列環境での代数的多重格子法の 適化技術
○藤井 昭宏（工学院大），野村 卓矢（工学院大），田中 輝雄（工学院大）

F-6-2 大規模境界要素解析に向けた並列化階層型行列法ライブラリの開発
○伊田 明弘（京都大，JST CREST），岩下 武史（京都大，JST CREST），美舩 健（京都大，JST
CREST），高橋 康人（同志社大，JST CREST）

F-6-3 Xeon PhiにおけるppOpen-ATを用いた有限差分法コードの自動チューニング
○片桐 孝洋（東京大），大島 聡史（東京大），松本 正晴（東京大）

F-6-4 数値的に安定性な通信削減クリロフ部分空間法
○須田 礼仁（東京大），李 聡（東京大），島根 浩平（東京大）

OS19-2 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（2）
6月12日（木）　10：30～11：30
　【司会：片桐 孝洋（東京大）

F-7-1 TSQRで生じる特殊な構造を持ったQR分解に対する自動チューニングの検討
○深谷 猛（理化学研究所，JST CREST），今村 俊幸（理化学研究所，JST CREST）

F-7-2 密行列固有値計算における通信回避(CA)と通信隠蔽(CH)について
○今村 俊幸（理化学研究所），廣田 悠輔（理化学研究所），深谷 猛（理化学研究所），山田 進
（日本原子力研究開発機構），町田 昌彦（日本原子力研究開発機構）

F-7-3 GPUクラスタにおける並列FFTの自動チューニング
○高橋 大介（筑波大）

F-7-4 ポストペタスケール時代に向けた格子系アルゴリズムの局所性向上手法
○遠藤 敏夫（東京工業大）

OS24 流れの計算法　6月12日（木）　13：15～15：00
　【司会：奥村 弘（富山大）】

F-8-1 二緩和時間衝突則に基づく埋め込み境界法を適用した格子ボルツマン法の精度評価
○瀬田 剛（富山大），Roberto Rojas（京都工芸繊維大），林 公祐（神戸大），冨山 明男（神戸大）

F-8-2 アイソパラメトリック要素を用いた正値性保存の移流有限要素スキーム
○名古屋 靖一郎（アーク情報システム），桐 博英（農業・食品産業技術総合研究機構）

F-8-3 Multiscale thermo-fluid analysis of a tire
○Takashi Kuraishi（Waseda University），Kenji Takizawa（Waseda University），Shinichiro Tabata
（Waseda University），Shohei Asada（Waseda University），Tayfun E. Tezduyar（Rice University）

F-8-4 Adiabatic流体におけるCFDイノベーションの可能性
○奥村 弘（富山大），有川 太郎（港湾空港技術研究所），内山 一郎（日本海洋コンサルタント），
川原 睦人（中央大）

F-8-5 Navier-Stokes 方程式のための安定化特性曲線有限要素スキームの安定性と収束性
○野津 裕史（早稲田大），田端 正久（早稲田大）

F-8-6 二次元円柱流れの抵抗崩壊の有限要素解析
○橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）

F-8-7 二次元物体を過ぎる圧縮性流れの有限要素解析
○橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）



会場G  会議運営事務室５　第２日目　6月12日（木）
OS23-1  材料モデリングに関する産学マッチング（1）　6月12日（木）　9：00～10：00

　【司会：鈴木 規之（新日鐵住金）】
G-1-1 ディープビームの離散ひび割れ解析におけるメッシュ分割の影響

○藤原 良博（法政大），竹内 則雄（法政大），塩見 忠彦（マインド），上林 厚志（竹中工務店）

G-1-2 コンクリートのひび割れ進展計測のための画像解析手法に関する研究
松浦 遵（茨城大），根本 忍（茨城大），○車谷 麻緒（茨城大）

G-1-3 切欠き付き試験片による樹脂材料の計測と解析
○川﨑 愛（メカニカルデザイン），渡辺 洋一（メカニカルデザイン），村田 真伸（名古屋市工業研
究所），西脇 武志（名古屋市工業研究所），金谷 知子（東洋紡），磯貝 悠美子（東洋紡），古市
謙次（東洋紡），山下 勝久（東洋紡），野々村 千里（東洋紡）

G-1-4 磁歪FEMにおける非線形構成則の検討
○五藤 秀樹（岐阜大），永井 学志（岐阜大）

OS23-2  材料モデリングに関する産学マッチング（2）　6月12日（木）　10：30～11：30
　【司会：永井 学志（岐阜大）】

G-2-1 内部界面効果の連続体力学的取り扱いについて
○黒田 充紀（山形大）

G-2-2 Implementation of extended subloading surface model and return-mapping algorithm
○Noriyuki Suzuki（Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation），Koichi Hashiguchi（Osaka
University）

G-2-3 変態塑性を含む弾塑性構成則のリターンマッピングの定式化
○河原木 雄介（新日鐵住金），福本 学（新日鐵住金），岡村 一男（新日鐵住金）

G-2-4 高密度の介在物を含む複合材料の等価熱伝導率解析
徐 一斌（物質・材料研究機構），○酒井 新吉（伊藤忠テクノソリューションズ），金 伝栄（伊藤忠
テクノソリューションズ），田島 誠一（伊藤忠テクノソリューションズ）

OS27  有限要素法によるマルチフィジックス解析　6月12日（木）　13：15～15：00
【司会：橋本 学（東京大）】

G-3-1 有限要素解析による計算電気化学
○橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）

G-3-2 マイクロ波加熱によって引き起こされる流体運動
○橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）

G-3-3 Simulation of  Solution Chemistry in Galvanic Corrosion using Finite Element Method
○Lizhu Tong（Keisoku Engineering System Co., Ltd.）

G-3-4 マイクロポーラ弾性体を対象とした均質化法
○佐藤 綾美（京都大），山田 崇恭（京都大），泉井 一浩（京都大），西脇 眞二（京都大），寺田
賢二郎（東北大）

G-3-5 レベルセットに基づくMonolithic Coupling Methodによるエアバッグ展開解析
○橋本 学（東京大），奥田 洋司（東京大）

G-3-6 流体構造連成解析による羽ばたき運動の性能評価指標
○塚原 慎也（東京大），山田 知典（東京大），片岡 俊二（日揮），吉村 忍（東京大）

G-3-7 OpenFOAMを用いた流れ場における腐食シミュレーション
○須賀 一博（諏訪東京理科大），石川 善章（東京理科大），前澤 卓（東京理科大），菊池 正紀
（東京理科大）


