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第７回　日本計算工学会講演会

日程表

主　催：日本計算工学会
協　賛：

●開催日
2002年5月20日（月）～5月22日（水）

●会　場
法政大学ボアソナードタワー

千代田区富士見2-17-1

JR/地下鉄　市ヶ谷駅・飯田橋駅下車　徒歩10分

●参加費
・参加登録費（論文集別）

講演者　無料

会員　3,000円

学生会員　無料

協賛団体会員　5,000円

一般　10,000円

非会員学生　2,000円

・講演会論文集　12,000円（予定）

●総　会
総会Ⅰ　　　　 5月20日　10:30～11:30 （スカイホール）

総会Ⅱ（表彰式）5月20日　11:30～12:00 （スカイホール）

●懇親会
5月20日　17:30～　講演会会場

会費：正会員　　3,000円

学生会員　1,000円

●講習会
計算工学とCAE～理論と実践

日時：5月23日（木）9:30～17:00

場所：中央大学理工学部（春日）

詳細は本号の会告のページをご覧ください。

●その他
最新プログラムなどは以下のWWWのページをご覧下さい。

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsces/

●お問い合わせ
日本計算工学会

Tel / Fax：03-5282-8602

５月20日（月）
時　間 １（Aa会議室） ２（Ab会議室） ３（B会議室） ４（C会議室） ５（産情講習室）

不連続性体解析
上林厚志（竹中工務店）

システム同定
中桐滋（横浜国大）

建設構造物の設計
藤谷義信（広島大）

設計CAD/CAEシステム
萩原一郎（東工大）

制御問題
磯部大吾郎（筑波大）

10:00～10:30 評議員会

10:30～11:30
平成14年度
通常総会Ⅰ

11:30～12:00

13:00～14:30

特別講演会（スカイホール）
15:00～16:00
「計算流体力学の現状と展望」
宇宙科学研究所
桑原　邦郎　氏

16:10～17:10
「数値予報の現状と展望」
気象庁気象研究所
露木　義　氏

15:00～17:10

17:30- 懇親会

平成14年度
通常総会Ⅱ
（表彰式）

・（社）日本建築学会

・（社）土木学会

・（社）日本機械学会

・（社）日本造船学会

・（社）日本航空宇宙学会

・（社）日本鉄鋼協会

・（社）自動車技術会

・（社）日本鋼構造協会

・（社）日本塑性加工学会

・（社）情報処理学会

・（社）日本原子力学会

・（社）日本高圧力技術協会

・（社）日本流体力学会

・（社）応用物理学会

・（社）電気学会

・（社）溶接学会

・（社）日本溶接協会

・（社）可視化情報学会

・（社）精密工学会

・（社）地盤工学会

・日本シミュレーション学会

・（社）日本伝熱学会

・日本数値流体力学会

・日本応用数理学会

・日本混相流学会

・（社）日本材料学会

・日本バーチャルリアリティ学会

・（社）電子情報通信学会

・日本ファジィ学会
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５月21日（火）
時　間 １（Aa会議室） ２（Ab会議室） ３（B会議室） ４（C会議室） ５（産情講習室）

9:00～10:00
弾性体と破壊の解析１
大塚厚二（広島国際大）

9:00-10:05

ソフトコンピューティング１
新宮清志（日本大）

メッシュフリー法／粒子法１
萩原世也（佐賀大）

自動車開発のCAE
山岡裕生（トヨタ自動車）

構造解析（非線形）
渡部修（筑波大）

10:10～11:10
弾性体と破壊の解析２
西岡俊久（神戸商船大）

ソフトコンピューティング２
瀧澤重志（神戸大）
10:10-11:25

メッシュフリー法／粒子法２
野口裕久（慶応大）

CAEの利用技術
立石源治（日本ＭＳＣ）
10:10～11:40

構造解析（連成）
都井裕（東大生研）

11:20～12:20
マルチスケール法1
高野直樹（大阪大）

GeoFEMとその応用1
中島研吾

（高度情報科学技術研究機構）
11:30-12:20

メッシュフリー法／粒子法３
赤星保浩（九州工大）

金　融
白山晋（東京大）
11:45～12:30

構造解析（分岐）
山川優樹（長岡技科大）

13:20～14:20
マルチスケール法2
岡田裕（鹿児島大）

GeoFEMとその応用２
奥田洋司（東京大）

13:20～14:30

メッシュフリー法／粒子法４
酒井譲（横浜国大）

製品開発とCAEシステム１
田辺誠（神奈川工大）

ＢＥＭ１
西村直志（京都大）

14:30～15:30
マルチスケール法3
弓削康平（成蹊大）
14:30-15:45

GeoFEMとその応用３
藤代一成

（お茶の水女子大）

メッシュフリー法／粒子法５
越塚誠一（東京大）

製品開発とCAEシステム２
小尾幹男

（石川島播磨重工業）

ＢＥＭ２
瀬戸秀幸（防衛大）

15:40～16:40
マルチスケール法4
寺田賢二郎（東北大）

15:55-17:10

GeoFEMとその応用４
飯塚幹夫

（高度情報科学技術研究機構）

電磁場問題
金山寛（九州大）
15:40-17:10

製品開発とCAEシステム３
山縣延樹

（アンシスジャパン）

ＢＥＭ３
福井卓雄（福井大）

５月22日（水）
時　間 １（Aa会議室） ２（Ab会議室） ３（B会議室） ４（C会議室） ５（産情講習室）

9:00～10:00
ボクセル解析１

石井惠三（くいんと）
ＰＳＥ１

梅谷征雄（静岡大）

並列処理基盤技術の開発
松澤照男

（北陸先端科技大）

有限要素の開発と評価１
山田貴博（横浜国大）

要素分割とその周辺技術１
谷口健男（岡山大）

10:10～11:10
ボクセル解析２

鳥垣俊和（日産自動車）
ＰＳＥ２

川田重夫（宇都宮大）

並列処理基盤技術の応用
相川裕史

（日本原子力研究所）

有限要素の開発と評価２
藤間昌一（茨城大）

要素分割とその周辺技術２
手塚明（産業技術総研）

11:20～12:20
ボクセル解析３
鈴木克幸（東京大）

ＰＳＥ３
田子精男（金沢大）
11:20-12:25

パラレルコンピュー
ティング支援技術
仙田康浩（金沢大）

有限要素の開発と評価３
鈴木厚（九州大）

形状同定と最適化
本間俊雄（鹿児島大）

13:20～14:20
ＣＦＤ１

棚橋隆彦（慶応大）

科学教育
松本正己（米子高専）
13:20-14:35

ＨＰＣ１
塩谷隆二（九州大）

日本発のソフトウェア１
秋葉博

（アライドエンジニアリング）

構造最適化と構造形態
の創生１

大森博司（名古屋大）

14:30～15:30
ＣＦＤ２

山本誠（東京理科大）

教育コンテンツ
日置慎治（帝塚山大）

14:45-15:45

ＨＰＣ２
吉村忍（東京大）

日本発のソフトウェア２
三好昭生（インサイト）

構造最適化と構造形態の創生２
畔上秀幸

（豊橋技科大）

15:40～16:40
ＣＦＤ３

姫野龍太郎（理化学研）
15:40-17:10

可視化システム
宮地英生（ケー・ジー・ティー）

15:55-16:55

ＨＰＣ３
樫山和男（中央大）
15:40-17:10

日本発のソフトウェア３
須賀康雄（東レ）

構造最適化と構造形態の創生３
大崎純（京都大）
15:40-16:55
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プログラム（予定）
●特別講演会［5月20日（月） スカイホール］
15:00～16:00

「計算流体力学の現状と展望」

宇宙科学研究所

桑原　邦郎　氏

16:10～17:10

「数値予報の現状と展望」

気象庁気象研究所

露木　義　氏

13:00～14:305月20日（月）司会：上林　厚志　竹中工務店1-1：不連続性体解析
佐々木猛（鹿島建設）,　佐々木勝司 ,　吉中龍之進（サンコーコンサルタント）不連続変形法（DDA）による落石問題の検討1-1-1

Jian-Hong WU, Yuzo Ohnishi (Kyoto University), Gen-Hua SHI 
(GeotechnicalConsultant), Satoshi Nishiyama (Kyoto University)

Simulation of Rock Slope Failure Phenomenon by using three Dimensional
Discontinuous Deformation Analysis (3D DDA)

1-1-2

佐々木猛（鹿島建設）,　吉中龍之進（サンコーコンサルタント）マニフォールド法及びDDAによる石積構造の検討1-1-3

○斉藤成彦 ,　檜貝　勇（山梨大）RBSMを用いたコンクリート構造の破壊挙動解析1-1-4

○大木裕久 ,　竹内則雄（法政大）,　上林厚志 ,　上田眞稔（竹中工務店）Voronoi 多角形を用いたHPMによる材料のミクロレベル解析1-1-5

13:00～14:305月20日（月）司会：中桐　滋　横浜国大2-1：システム同定
中桐　滋 ,　○川崎真二（横浜国大）社会における成長現象の２パラメータ同定2-1-1

○松本純一 ,　川原睦人（中央大）Least-Squares 気泡関数要素を用いた浅水長波流れにおける同定解析2-1-2

○王　　盛 ,　高橋　直 ,　真田一志（横浜国大）管路における波動伝播速度の同定に関する研究2-1-3

峯岸正勝（航空宇宙技術研）,　○細川剛史（法政大）,　熊倉郁夫 ,　岩崎和
夫（航空宇宙技術研）

YS-II 型旅客機の落下衝撃解析と材料定数の推定法2-1-4

○塩田寿美子（前田建設工業）,　遠藤龍司（職業能力開発総合大）,　登坂宣
好（日本大）

静的解析に基づくフィルタ理論によるトラス構造物の損傷同定解析2-1-5

○具志堅功 ,　登坂宣好（日本大）非定常熱伝導場における欠陥同定解析2-1-6

13:00～14:305月20日（月）司会：磯部　大吾郎　筑波大5-1：制御問題

○竹内裕喜（産業技術総合研究所）脚式ロボットのリアルタイム最適化と制御－不等式状態量拘束条件を
伴う遊脚の定式化－

5-1-1

○石井悠一郎（三協フロンテア）,　磯部大吾郎（筑波大）ひずみエネルギの抑制を目的としたロボット機構の姿勢決定および動
作計画

5-1-2

○小村勇樹 ,　岡本伸吾（広島大）非直線軌道上を動く柔軟リンク・システムの大変形有限要素解析5-1-3

○入江寿弘 ,　高木良浩 ,　北村慶多 ,　新宮清志（日本大）バネとクラッチを有する付加構造物を利用した構造物の振動制御の研究5-1-4

○金　岡秀 ,　浦　　環（東大生産技術研究所）自律型海中航行ビークル“R-One Robot”の潮流中における３次元経路
追従制御

5-1-5

9:00～10:055月21日（火）司会：大塚　厚二　広島国際大1-2：弾性体と破壊の解析１
西岡俊久 ,　○糠坂　岳 ,　西岡良太 ,　藤本岳洋（神戸商船大）界面屈折破壊に関する数値シミュレーション手法の開発1-2-1

西岡俊久 ,　○岸本健吾 ,　藤本岳洋（神戸商船大）
移動有限要素法による介在物を含む材料中の破壊経路予測シミュレー
ション

1-2-2

角　洋一 ,　○大川鉄平 ,　大塚一朗 ,　川村恭己（横浜国大）補強版構造のスチフナにおけるき裂進展解析1-2-3

○西岡俊久（神戸商船大）破壊の数値シミュレーション手法の最近の進展1-2-4

13:00～14:305月20日（月）司会：藤谷　義信　広島大3-1：建築構造物の設計
○野島千里 ,　樫原健一（鴻池組）,　鈴木祥之（京大）木造軸組の耐震性能評価法の提案3-1-1

○松本慎也 ,　藤谷義信（広島大）ファイバーモデルによる立体骨組構造物の弾塑性解析に関する研究3-1-2

○春日康博（竹中工務店）鉄骨半剛接接合部のエネルギー消費における解析的検討3-1-3

○平田裕一（三井建設）,　藤井大地（近畿大）,　藤谷義信（広島大）位相最適化手法による制振装置の変位拡大機構3-1-4

13:00～14:305月20日（月）司会：萩原一郎　東京工業大4-1：設計 CAD/CAE システム
○吉田康彦（サイテック）camCAD/CAE による設計のリエンジニアリング4-1-1

○程　文杰 ,　篠田淳一 ,　Olga Egorova,　萩原一郎（東工大）六面体メッシュ生成システムの開発4-1-2

○北郷正輝 ,　Nikita Kojekine,　萩原一郎（東工大）高精度・高効率ポストプロセッサーシステムの開発4-1-3

○ Olga Egorova,　篠田淳一 ,　萩原一郎（東工大）準特徴位相法による高精度四角形メッシュ生成システムの開発4-1-4

10:10～10:505月21日（火）司会：西岡　俊久　神戸商船大1-3：弾性体と破壊の解析２
○大塚厚二（広島国際学院大）Ｊ積分の一般化と形状感度解析への応用1-3-1

○ Mygdalskyy Volodymyr,　Isao Wakano（京大）き裂を持つ箱型構造物の応力解析1-3-2

○角　洋一 ,　矢口真理 ,　有本武樹 ,　川村恭己（横浜国大）重み関数による３次元板殻構造解析1-3-3

11:20～12:205月21日（火）司会：高野　直樹　大阪大1-4：マルチスケール法１
○高橋昭如（東大）,　曽根田直樹（電力中央研）,　矢川元基（東大）転位と障害物の相互作用の計算機シミュレーション1-4-1

○宮崎則幸 ,　隈本彰寛（九州大）半導体バルク単結晶のアニール過程の転位密度の三次元解析1-4-2

○ Huajian Chang,　Michihiko Nakagaki（Kyushu Institute of Technology）Imperfection Modeling in Particle Dispersed Composite with Combined Self-
Consistent Equivalent Inclusion Method and Stress Function Approach

1-4-3

○日下桂一 ,　松井和己 ,　寺田賢二郎（東北大）応答曲面法による材料微視領域における力学特性の同定1-4-4
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13:20～14:205月21日（火）司会：岡田　裕　鹿児島大1-5：マルチスケール法２

弓削康平 ,　○津金澤洋平（成蹊大）均質化法による複合材料の動的解析（続報）マイクロストラクチャ内
の異方性材料の考慮

1-5-1

○浅井光輝 ,　寺田賢二郎（東北大）ミクロ構造を考慮した脆性材料のマクロ強度評価法の提案1-5-2

○伊田徹士（中央大）,　石川俊明（清水建設）,　宇尾朋之（鹿島建設）,　
樫山和男（中央大）

平板理論を用いた均質化法による道路舗装体の有限要素解析1-5-3

○鈴木浩治（千葉工大）,　影山和郎（東大）,　金原　勲（金沢工大）,　船
見国男（千葉工大）

板・シェル有限要素の多層 ･高次変形化による高減衰能積層材の数値
解析精度について

1-5-4

14:30～15:455月21日（火）司会：弓削　康平　成蹊大1-6：マルチスケール法３

○菅家茂理 ,　斉木　功 ,　大植　健 ,　中島章典（宇都宮大）,　
寺田賢二郎（東北大）

ポテンシャルを有する離散体に対するマルチスケールモデリングの適
用

1-6-1

大野信忠 ,　○奥村　大（名古屋大）,　野口裕久（慶應大）均質化理論に基づく周期材料の微視的分岐条件1-6-2

大植　健 ,　○斉木　功（宇都宮大）,　寺田賢二郎（東北大）,　
中島章典（宇都宮大）

骨組要素を用いたセル構造体の非線形マルチスケール解析1-6-3

○永井学志（東大生産技術研究所）,　Jacob Fish（レンセラー工科大学）,　
渡邊勝彦（東大生産技術研究所）

複合材料中を伝播する分散性波動の非局所型安定化モデル1-6-4

松井和己 ,　○寺田賢二郎（東北大）界面剥離を考慮した弾塑性体のマルチスケール解析1-6-5

15:55～17:105月21日（火）司会：寺田　賢二郎　東北大1-7：マルチスケール法４
○岡田　裕（鹿児島大）,　遠藤明香 ,　菊池正紀（東京理科大）重合メッシュ法による破壊力学解析に関する考察1-7-1

○高野直樹 ,　座古　勝 ,　奥野義紘（大阪大）重合メッシュ法による多孔質セラミックス接合体の応力解析1-7-2

○中住昭吾 ,　鈴木克幸（東大）,　藤井大地（近畿大）,　大坪英臣（東大）シェル・ソリッド重合メッシュ解析による表面亀裂の解析1-7-3

○鈴木克幸 ,　榛村太亮 ,　中住昭吾 ,　大坪英臣（東大）グローバル・ローカル反復による重合メッシュ解析法1-7-4

○生出　佳 ,　寺田賢二郎 ,　市村　強（東北大）建築物の動的有限要素解析への階層型解析モデルの適用1-7-5

10:10～11:255月21日（火）司会：瀧澤　重志　神戸大2-3：ソフトコンピューティング２

○平塚聖敏 ,　新宮清志（日本大）,　中澤泰典（翔栄建築設計事務所）地震力を受ける質点系構造物のニューラルネットワークを用いた動吸
振器による振動制御

2-3-1

○新宮清志 ,　松本峰高（日本大）,　和田孝史（アクシスソフトウェア）,　
高萩栄一郎（専修大）

ファジィ理論と交流分析を用いた美観評価に関する研究2-3-2

○入江寿弘　, 天野　悟 ,　関口　聡 ,　廣瀬武志（日本大）ファジィ制御を用いた遠隔制御ロボットの研究2-3-3

○田中宏明 ,　宇谷明秀（武蔵工大）データからのルール抽出を目的としたNNの学習法2-3-5

9:00～10:005月21日（火）司会：新宮　清志　日本大2-2：ソフトコンピューティング１

○勝山道雄 ,　瀧澤重志 ,　河村　廣 ,　谷　明勲（神戸大）マルチエージェントを用いた美術館における鑑賞行動のシミュレー
ション

2-2-1

○塩澤亮治（日本大）,　広崎朋史（富士通）,　山内　直 ,　吉田洋明 ,　石川
芳男（日本大）,　宮嶋宏行（東京女学館短期大）

マルチエージェント強化学習を用いたCELSS 物質循環制御2-2-2

○吉田洋明 ,　近藤理良 ,　見城　武（日本大）,　山口雄仁（日本大学短期大）,
石川芳男（日本大）

確率過程を用いた最適化問題の新たな近似解法2-2-3

○三井和男（日本大）図形を自律的に分割するセルオートマトン2-2-4

11:30～12:205月21日（火）司会：中島　研吾　高度情報科学技術研究機構2-4：GeoFEMとその応用１

○奥田洋司（東大）,　中村　壽（高度情報科学技術研究機構）,　
矢川元基（東大）

GeoFEMの並列計算性能とその固体地球問題への適用2-4-1

○中島研吾（高度情報科学技術研究機構）GeoFEMの並列プログラミングモデルと線形ソルバー2-4-2

○和田義孝（高度情報科学技術研究機構）,　奥田洋司（東大）GeoFEMにおける大規模複雑形状メッシュ生成2-4-3

13:20～14:205月21日（火）司会：奥田　洋司　東京大2-5：GeoFEMとその応用２

○藤代一成（お茶の水女子大）,　陳　　莉（高度情報科学技術研究機構）,　
竹島由里子（東北大）,　中村浩子（お茶の水女子大）

GeoFEMにおける並列可視化：開発戦略と成果2-5-1

○飯塚幹夫 ,　Giri Prabhar（高度情報科学技術研究機構）,　
平原和朗（名古屋大）,　奥田洋司（東大）

西南日本における連成地震シミュレーション2-5-2

○江連真一（横浜国大）,　奥田洋司（東大）,　中島研吾（高度情報科学技術
研究機構）

並列要素細分化ツール PMRによる大規模メッシュ生成2-5-3

○ Giri Prabhar,　飯塚幹夫（高度情報科学技術研究機構）,　
平原和朗（名古屋大）,　奥田洋司（東大）

断層摩擦構成則の新しい積分法に関する研究2-5-4
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14:30～15:305月21日（火）司会：藤代　一成　お茶の水女子大2-6：GeoFEMとその応用３
○柄谷和輝（CRCソリューションズ）,　永田雅喜（横浜国大）,　奥田洋司（東大）GeoFEMによる大規模並列非弾性性解析2-6-1

○福重貴浩 ,　人見大輔 ,　有馬敏幸（本田技術研究所）GeoFEMプラットフォーム上での並列有限要素法CFDコードの開発2-6-2

○丸茂　彩 ,　中島研吾 ,　和田義孝（高度情報科学技術研究機構）WEB環境を利用したGeoFEMメッシュデータのオンラインチュート
リアル，診断システム

2-6-3

○奥田洋司（東大）GeoFEMを利用したHPC教育2-6-4

15:40～16:405月21日（火）司会：飯塚　幹夫　高度情報科学技術研究機構2-7：GeoFEMとその応用４
○中島研吾（高度情報科学技術研究機構）接触問題用安定化ソルバーの開発2-7-1

○陳　　莉（高度情報科学技術研究機構）,　藤代一成（お茶の水女子大）,　
竹島由里子（東北大）,　中島研吾 ,　飯塚幹夫（高度情報科学技術研究機構）

西南日本地震シミュレーションにおける並列可視化技術2-7-2

○永田雅喜（横浜国大）,　柄谷和輝（CRCソリューションズ）,　奥田洋司
（東大）

GeoFEMによる並列大規模波動伝播シミュレーション2-7-3

○松井宏晃（高度情報科学技術研究機構）GeoFEMによる回転球殻モデルによるMHDシミュレーション2-7-4

9:00～10:005月21日（火）司会：萩原　世也　佐賀大3-2：メッシュフリー法／粒子法１
○岡澤重信（広島大）,　David J. Benson（カリフォルニア大）Eulerian 有限要素法による非線形解析3-2-1

○野口裕久（慶應大）メッシュフリー法における場の近似関数の系統的考察3-2-2

○羽間　収（横浜国大）,　奥田洋司（東大）,　David Place（QUAKES）粒子法・メッシュフリー法を用いたシームレスなプロトタイプハイブ
リッドモデリングシステムの構築

3-2-3

○櫻井英行（清水建設）,　川原睦人（中央大）不整合メッシュ集合体を利用した三次元浸透流 EFGM解析3-2-4

10:10～11:105月21日（火）司会：野口　裕久　慶應大3-3：メッシュフリー法／粒子法２
○有本慎一 ,　村上　章（岡山大）EFGMによる飽和土の局所化解析3-3-1

○萩原世也（佐賀大）,　津乗充良（石川島播磨重工業）,　池田　徹 ,　宮崎則幸
（九州大）,　渡辺隆之 ,　金　伝栄（CRCソリューションズ）

GUI を備えた EFGMによる弾塑性および破壊力学解析システム3-3-2

○新山健二 ,　石原嘉一（三菱総研）,　長嶋利夫（上智大）３次元X-FEMにおける自由表面への境界条件の設定3-3-3

○吉野京太郎 ,　藤澤智光 ,　矢川元基（東大）フリーメッシュ法による亀裂問題の並列解析3-3-4

11:20～12:205月21日（火）司会：赤星　保浩　九州工大3-4：メッシュフリー法／粒子法３
○酒井　譲 ,　宋　武変（横浜国大）SPH粒子法による３次元き裂解析3-4-2

○山森雅文（横浜国大）,　山下彰彦（鉄道総合技術研）,　酒井　譲（横浜国大）有限要素法と粒子法の併用による熱変形解析3-4-3

松岡雷士 ,　○工藤久明 ,　勝村庸介（東大）加速微粒子照射による高分子材料の表面形態変化のMPS 法によるシ
ミュレーション

3-4-4

13:20～14:205月21日（火）司会：酒井　譲　横浜国大3-5：メッシュフリー法／粒子法４
○Riqiang Duan,　Seiichi Koshizuka,　Yoshiaki Oka（University of Tokyo）Numerical Simulation of Drop Breakup by MPS Method3-5-1

○柴田和也 ,　越塚誠一 ,　岡　芳明（東大）粒子法によるジェット分散挙動の数値解析3-5-2

○與語竜平 ,　関澤賢介 ,　酒井　譲（横浜国大）MPS 法による流体解析とそのCG表現に関する研究3-5-3

○赤星保浩（九州工大）耐スペースデブリ衝撃構造の開発3-5-4

14:30～15:155月21日（火）司会：越塚　誠一　東京大3-6：メッシュフリー法／粒子法５

○湯　晋一 ,　梅景俊彦 ,　福山敦士 ,　城野祐生（九州工大）高粒子濃度固気混相流の数値シミュレーション－DEMで求めた状態、
構成関係を基礎にして－

3-6-1

○姜　成洙（東大）,　都井　裕（東大生産技術研究所）ボイドを含む固体のメッシュレス法によるメソスケール解析3-6-2

○松岡　寛 ,　堀江知義（九州工大）シェル要素を用いた領域分割法のMV-DDM法による収束性の検討3-6-3

15:40～17:105月21日（火）司会：金山　寛　九州大3-7：電磁場問題

○本間利久（北海道大）STEP とセマンティックウェブを用いた電磁場解析のためのスーパー
モデル

3-7-1

金山　寛 ,　塩谷隆二 ,　田上大助 ,　○鄭　美賢（九州大）大規模磁場解析モジュールADVENTURE_Magnetic3-7-2

金山　寛（九州大）,　○松本悟史（富士電機／九州大）,　鄭　宏杰 ,　
前野夏樹（九州大）

大規模３次元静磁場解析における非線形反復の収束性3-7-3

○村松和弘（佐賀大）,　高橋則雄（岡山大）運動座標系および辺要素有限要素法を用いた運動導体の直流場渦電流
解析

3-7-4

○美舩　健 ,　岩下武史 ,　島崎眞昭（京大）代数学的マルチグリッド反復解析の辺要素有限要素解析への応用3-7-5

○本郷和義 ,　堀江知義 ,　仁保知也（九州工大）交互解法を用いた電磁構造連成解析の安定性評価3-7-6

9:00～10:005月21日（火）司会：山岡　裕生　トヨタ自動車4-2：自動車開発のCAE
○荒木敏弘（日産自動車）衝突解析の精度と車両開発における活用事例4-2-1

○高田宏治（トヨタコミュニケーションシステム）制御系・機構系ソフトの連成解析による車両発進時の挙動解析手法の
開発

4-2-2

○長谷川純爾（トヨタ自動車）人体有限要素モデルを用いた歩行者傷害解析4-2-3

○高田賢治（本田技術研究所）自動車車体解析用プリプロセッサの開発4-2-4
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10:10～11:405月21日（火）司会：立石　源治　日本MSC4-3：CAEの利用技術

○穴山明寛（日本エムエスシー）応力誘起マルテンサイト変態に基づく形状記憶合金の変態疑似弾性と
形状記憶効果の有限要素解析への適用について

4-3-1

○水越敏子（日本エムエスシー）MSC.visualNastran 4D を用いた剛体による弾性体機構解析の検証4-3-2

○西浦光一（積水化学工業）CAE技術の設計現場への展開について4-3-3

○徳田明彦（三ツ星ベルト）MSC.Marc によるタイミングベルトの FEM解析4-3-4

○湯本　淳 ,　大神勝城 ,　小笠原綾子（日鐵プラント設計）平板の肉盛溶接に関する非定常熱伝導および弾塑性解析4-3-5

○横張孝志 ,　高柳政明 ,　真鍋　明 ,　松井志郎（日立製作所）,　
林洋二郎（日立インダストリイズ）

ポンプ場設計支援用ナレッジ融合型CAEシステムの開発4-3-6

11:45～12:305月21日（火）司会：白山　晋　東京大4-4：金融
○尹　煕元（シーエムディーリサーチ），斉藤英雄，棚橋隆彦（慶応大）金融市場における日中変動シミュレーション4-4-1

○尹　煕元（シーエムディーリサーチ），丹羽文紀，棚橋隆彦（慶応大）金融市場における日中変動シミュレーション（第2報）4-4-2

○尹　煕元（シーエムディーリサーチ），松本匡史，棚橋隆彦（慶応大）金融市場における売買スプレッドによる情報評価法4-4-3

13:20～14:205月21日（火）司会：田辺　誠　神奈川工大4-5：製品開発とCAEシステム１
小尾幹男 ,　○島崎芳彰 ,　野田雅裕 ,　矢部奈津紀（石川島播磨重工業）回転機械インペラーの構造解析4-5-1

○山縣延樹（アンシスジャパン）新しい環境に対応したエンジニアリングシミュレーションシステムの
構築

4-5-2

○趙　希禄（富士テクニカルサーチ）スパース解析ソルバーを用いた構造最適化システム4-5-4

15:40～16:405月21日（火）司会：福井　卓雄　福井大5-7：BEM３
渡邊英一 ,　宇都宮智昭 ,　○川辺俊輔（京大）非正則周波数の除去された波浪回折・発散問題のための高次境界要素法5-7-1

○瀬戸秀幸（防衛大）,　河角省治 ,　楠葉貞治（PAL構造）直接ブロック帯行列化境界要素法の波動問題への応用5-7-2

○眞鍋　尚（富士総研）,　登坂宣好（日本大）領域分割型境界要素法による温度勾配を有する平行せん断流の安定解析5-7-3

14:30～15:305月21日（火）司会：小尾　幹男　石川島播磨重工業4-6：製品開発とCAEシステム２

○藤田晋作 ,　柳下瑞穂（科学技術研）ロバストな亜音速－超音速流体解析プログラムKeyFlow の開発とその
適用

4-6-1

松崎　豊（古河電気工業）,　柴田惠一 ,　○片山寛之（古河インフォメーショ
ン・テクノロジー）

ギャロッピング張力波形からの電線変位推定4-6-2

○奥田広之 ,　涌井　一（鉄道総合技術研究所）,　田辺　誠（神奈川工科大）フローティング・ラダー軌道の開発と数値実験4-6-3

田辺　誠 ,　○出浦智之 ,　小宮聖司（神奈川工科大）,　奥田広之（鉄道総合
技術研究所）

線路構造の振動・騒音解析4-6-4

15:40～16:405月21日（火）司会：山縣　延樹　アンシスジャパン4-7：製品開発とCAEシステム３

○小宮聖司 ,　田辺　誠（神奈川工科大）オブジェクト指向による２段ギア間の接触衝撃シミュレーション結果
の可視化

4-7-1

○長島揚一（アンシス・ジャパン）FEM解析による確率論的な設計システム4-7-2

○鈴木健太郎（アンシス ･ジャパン）,　深川司亮（サイバネットシステム）設計プロセスへの並列解析手法導入の提案4-7-3

9:00～10:005月21日（火）司会：渡部　修　筑波大5-2：構造解析（非線形）
○内田亮介 ,　草深守人 ,　竹内則雄 ,　武田　洋（法政大）多孔質体の弾塑性損傷進展解析5-2-1

○加藤盛一 ,　渡部　修（筑波大）有孔板の弾塑性クリープ解析5-2-2

○李　宗賓（東大）,　都井　裕（東大生産技術研究所）はり要素による形状記憶合金コイルばねの超弾性有限変形解析5-2-3

○宮村倫司（日本大）,　牧野内昭武（理化学研）共役射影勾配法による大規模接触問題解析5-2-4

10:10～11:105月21日（火）司会：都井　裕　東京大5-3：構造解析（連成）
○森孝太郎 ,　渡部　修（筑波大）ラビリンス構造における不規則温度波形の熱構造連成解析5-3-1

○石原大輔 ,　吉村　忍 ,　矢川元基（東大）非圧縮性粘性流体－弾性体相互作用系の多段階強連成解法5-3-2

○高垣昌和（東大）,　都井　裕（東大生産技術研究所）熱・損傷・脆化の連成を考慮した鋼構造部材の有限要素解析5-3-3

○赤尾昌俊，武田　洋（法政大）構造再解析の効率化5-3-4

11:20～12:205月21日（火）司会：山川　優樹　長岡技科大5-4：構造解析（分岐）
○金澤将志（三井情報開発）,　眞鍋　尚（富士総研）,　登坂宣好（日本大）複素経路による遊離経路への解の接続5-4-1

○佐藤啓介 ,　山川優樹 ,　鳥居邦夫 ,　宮木康幸（長岡技科大）地盤材料の平面ひずみ供試体における形状効果の数値分岐解析5-4-2

○西松裕司 ,　藤井文夫（岐阜大）,　野口裕久（慶應大）非線形構造モデルの平衡方程式の大域的非線形解法と運動方程式の時
間積分法について

5-4-3

13:20～14:205月21日（火）司会：西村　直志　京都大5-5：BEM１
○落合芳博（近畿大）メッシュレス境界要素法のための数値積分法5-5-1

○清水大輔 ,　三浦与美 ,　若野　功 ,　磯　祐介（京大）一般次元での円環領域における Laplace 方程式の境界要素法解析5-5-2

○福井卓雄（福井大）確率微分方程式による任意曲面データの生成とその境界積分方程式法
への応用

5-5-3

○吉田研一 ,　西村直志（京大）多重極積分方程式法による３次元弾性散乱問題の解析5-5-4

14:30～15:305月21日（火）司会：瀬戸　秀幸　防衛大5-6：BEM２
○阿部和久（新潟大）,　鈴木貴洋（鉄道技術総合研究所）,　佐藤大輔（新潟大）列車・地下鉄軌道系の三次元連成振動解析5-6-2

○川上善嗣（日本大）,　遠藤龍司（職業能力開発総合大）,　登坂宣好（日本大）構造減衰を考慮した結合解法による流体弾性解析5-6-3
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9:00～10:005月22日（水）司会：石井　惠三　くいんと1-8：ボクセル解析１
○鈴木克幸（東大）ボクセルモデリングとボクセル解析法1-8-1

○加瀬　究，牧野内昭武（理化学研）ボリュームCADの開発の概要－次世代のものつくりのための基幹
データ－

1-8-2

○山岸道弘 ,　浅井光輝 ,　寺田賢二郎（東北大）多重被覆を用いたイメージベース有限被覆法1-8-3

○鈴木克幸 ,　上永明宏 ,　藤井大地 ,　大坪英臣（東大）,　重野喜政（竹中工
務店）

マルチスケール有限被覆法による亀裂性岩盤浸透流解析1-8-4

10:10～11:105月22日（水）司会：鳥垣　俊和　日産自動車1-9：ボクセル解析２
○長嶋利夫（上智大）,　新山健二（三菱総研）,　石原嘉一（三菱総研）ボクセルメッシュを用いたX-FEM応力解析1-9-1

○坪田健一（理化学研）,　安達泰治（神戸大）,　牧野内昭武（理化学研）イメージデータを用いた骨梁リモデリングのボクセル解析1-9-2

弓削康平 ,　○加藤竜太（成蹊大）　　顎咬合の力学的シミュレーションに関する研究1-9-3

○安藤知明（ASTOM）,　横田政幸（くいんと）,　坪田健一（理化学研）,　
松下富春（神戸製鋼所）,　安達泰治（神戸大学）

ボクセルアプローチによる人工股関節インプラントの適合性評価シス
テム

1-9-4

11:20～12:205月22日（水）司会：鈴木　克幸　東京大1-10：ボクセル解析３
○松村成朗 ,　藤井大地 ,　鈴木克幸 ,　大坪英臣（東大）PCクラスターを利用したHIFU シミュレーション1-10-1

○鳥垣俊和（日産自動車）スカラー計算機上でのボクセルを用いたトポロジー最適化1-10-2

○山田知典 ,　Cristian Teodosiu,　牧野内昭武（理化学研）大規模ボクセル解析の高速化1-10-3

○今村純也（IMI 計算工学研究室）,　棚橋隆彦（慶應大）ボクセル解析における境界適合技法1-10-4

13:20～14:205月22日（水）司会：棚橋　隆彦　慶應大1-11：CFD１

○角田和彦 ,　清水美保（日本大）指数関数型 Petrov-Galerkin 有限要素法による同心二重球体内自然対流
の解析

1-11-1

○松本純一 ,　川原睦人（中央大）非圧縮性粘性流体に対する安定化有限要素法と Least-Squares 気泡関
数要素

1-11-2

○松本純一 ,　川原睦人（中央大）浅水長波方程式に対する安定化有限要素法と Least-Squares 気泡関数
要素

1-11-3

○今村純也（IMI 計算工学研究室）,　棚橋隆彦（慶應大）Helmholtz 要素を用いる大スケール渦のエネルギー保存スキーム1-11-4

14:30～15:305月22日（水）司会：山本　誠　東京理科大1-12：CFD２
岩瀬英仁 ,　姫野龍太郎 ,　劉　　浩（理化学研）疎結合連成計算による弾性円柱の流体抵抗について1-12-1

水山洋右（松下電器）特性有限要素法とレベルセット法による電気流体の自由境界解析1-12-2

○河野晴彦 ,　棚橋隆彦（慶應大）解適合格子法を用いた自由表面流れの数値解析1-12-3

○青木すみえ（慶應大）, 佐々木徹 ,　荒木健悟 ,　溝口大介（アプリオリ・マ
イクロシステムズ）,　棚橋隆彦（慶應大）

GSMAC-FEM専用プロセッサの検討1-12-4

15:40～17:105月22日（水）司会：荒川　忠一　東京大1-13：CFD３
○高野公敬 ,　登坂宣好（日本大）格子ボルツマン法による３角キャビティ流れ解析1-13-1

○土田　潤 ,　伊藤　聰 ,　藤澤智光 ,　矢川元基（東大）エアリード楽器発音機構の3次元流体解析1-13-2

○今井隆太 ,　後藤紀一 ,　石倉修一 ,　粉川広行（日本原子力研）,　荒川忠
一（東大）

水銀ターゲットを対象とした圧縮性流体コードの検証計算1-13-3

○後藤記一 ,　今井隆太（日本原子力研）,　荒川忠一（東大）スーパーカミオカンデの光増倍管破損事故の解析1-13-4

○藤田晋作（科学技術研）,　松田　智 ,　藤倉光伸（静岡大）人工降雨促進のための上昇気流生成シミュレーション1-13-5

○秋山雄一郎 ,　戸田和之 ,　山本　誠（東京理科大）翼根部におけるコーナーR効果の数値的研究1-13-6

9:00～10:005月22日（水）司会：梅谷　征雄　静岡大2-8：PSE１
○柘殖敦司 ,　梅谷征雄（静岡大）ANSYS によるピアノ響板シミュレーション2-8-1

○石原嘉一 ,　新山健二（三菱総研）X-FEMを用いた形状最適化2-8-2

○早勢欣和（富山商船高等専門学校）,　川田重夫（宇都宮大）Babel: エンジニア支援としての多言語辞書・ハイパーテキスト生成機
能システム

2-8-3

○小橋博道 ,　大西尚樹（金沢大）,　南里豪志（九州大）,　仙田康浩 ,　田子
精男（金沢大）

Globus を用いた物質科学シミュレーション向け問題解決環境の構築2-8-4

10:10～11:105月22日（水）司会：川田　重夫　宇都宮大2-9：PSE２

○萩原　豊 ,　米山　望 ,　齋藤　潔（電力中央研）,　徳屋純一 ,　加藤昭史
（富士総研）

シミュレーションASP のためのメタサーバー2-9-1

○野中英隆（宇都宮大）,　寺元貴幸（津山工業高等専門学校）,　中村恭志 ,
北向亮治 ,　町出俊介 ,　早坂浩二 ,　川田重夫（宇都宮大）

分散型問題解決環境 (PSE) に向けた PSE 要素モジュールの開発2-9-2

○松本正己（米子工業高等専門学校）WEBを用いた数値シミュレーション・リソース共有環境の構築2-9-3

○門岡良昌（富士通ビジネスシステム／金沢大）,　小橋博道 ,　大西尚樹 ,　
田子精男（金沢大）

問題解決環境のための5 Tiers2-9-4
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14:45～15:455月22日（水）司会：日置　慎治　帝塚山大2-12：教育コンテンツ
○韓　新瑩 ,　高橋祥一（金沢大）,　鳥山晃嗣（富士通）,　田子精男（金沢大）e- 植物図鑑2-12-1

○宮地英生（ケイ・ジー・ティー）,　草本嘉勝 ,　千々岩健治（九州測量専門
学校）

九州測量専門学校におけるビジュアライゼーション教育2-12-2

○大熊俊明（五大開発／金沢大）,　明翫恵巨（三菱電機コントロール・ソフ
トウェア）,　安達景子 ,　田子精男（金沢大）

アダプティブなコンテンツ作りの提案2-12-3

○西浦光一（積水化学工業）CAEの普及と教育2-12-4

15:55～16:555月22日（水）司会：宮地　英生　ケイ・ジー・ティー2-13：可視化システム

○舟木良介（金沢大）,　鳥山晃嗣（富士通）,　大橋英雄（金沢大）,　宮地
英生（ケイ・ジー・ティー）,　田子精男（金沢大）

可視化汎用インタフェース2-13-1

松元亮二 ,　○宮路茂樹（千葉大）宇宙シミュレーションネットラボラトリーの構築2-13-2

○井門俊治（埼玉大）没入型３次元可視化装置を用いた科学的可視化と教材への応用2-13-3

○吉川慈人（ケイ・ジー・ティー）VR技術を用いた可視化システム2-13-4

9:00～10:005月22日（水）司会：松澤　照男　北陸先端科学技術大3-8：並列処理基盤技術の開発
○辻田祐一 ,　今村俊幸 ,　武宮　博 ,　山岸信寛（日本原子力研）並列分散科学技術計算用 I/O ライブラリ Stampi-I/O の開発3-8-1

○清水大志 ,　君塚　肇 ,　蕪木英雄 ,　荒川忠一（日本原子力研）並列分子動力学ステンシルの開発3-8-2

○山田　進 ,　清水大志 ,　加治芳行 ,　蕪木英雄（日本原子力研）並列数値計算ライブラリ「PARCEL」－連立一次方程式の反復解法－3-8-3

○佐々成正 ,　町田昌彦 ,　山田　進 ,　荒川忠一（日本原子力研）AMG (Algebraic Multi Grid) による超伝導Ginzburg-Landau 方程式の解
法

3-8-4

10:10～11:105月22日（水）司会：相川　裕史　日本原子力研究所3-9：並列処理基盤技術の応用

○郭　智宏 ,　平山俊雄（日本原子力研）,　松澤照男 ,　渡辺正宏（北陸先端
科技大）

並列連成解析による疾患動脈血管の力学挙動3-9-1

○西沢匡人 ,　茅野政道（日本原子力研）,　北田敏廣（豊橋技科大）メソスケール気象モデルと結合した大気化学物質の輸送モデルの開発3-9-2

○永井晴康 ,　茅野政道（日本原子力研）MPI を用いた大気、地表モデル結合計算3-9-3

○北端秀行（科学技術振興事業団／日本原子力研）,　茅野政道（日本原子力
研）

リアルタイム放出源推定の高精度化3-9-4

11:20～12:205月22日（水）司会：仙田　康浩　金沢大3-10：パラレルコンピューティング支援技術
○前田太陽 ,　仙田康浩 ,　田子精男（金沢大）分散メモリ型並列計算機のための動的負荷分散ライブラリ3-10-1

○中村　純 ,　室谷　心 ,　野中千穂（広島大）量子色力学シミュレーションの並列化3-10-2

○日置慎治（帝塚山大）誰でも楽しくパラレルコンピューティング3-10-3

13:20～14:205月22日（水）司会：塩谷　隆二　九州大3-11：HPC１

○手塚　明（産業技術総合研究所）,　鈴木　健 ,　松原　聖（富士総研）離散化数値解法のための並列ソフトウェアプラットホームの流体解析
への応用

3-11-1

○中島研吾（高度情報科学技術研究機構）,　奥田洋司（東大）ハイエンド計算機環境における科学技術計算コード開発基盤（HPCミ
ドルウェア）

3-11-2

○三好昭生（インサイト）,　吉村　忍（東大）フリーCAEソフトADVENTURE とインターフェースエージェント
Meshman を活用した設計教育

3-11-3

○河合浩志 ,　吉村　忍 ,　古川　知（東大）ADVENTURE における解析およびパラメトリックスタディの自動化3-11-4

14:30～15:305月22日（水）司会：吉村　忍　東京大3-12：HPC２
○荻野正雄 ,　塩谷隆二 ,　金山　寛 ,　田上大助（九州大）階層型バランシング領域分割法による大規模並列有限要素解析3-12-1

塩谷隆二 ,　○玉井亮嗣 ,　金山　寛（九州大）並列動弾性解析の高速化に関する研究3-12-2

○吉川　仁 ,　西村直志（京大）,　小林昭一（福井工大）3次元時間域動弾性境界積分方程式法の並列化3-12-3

○阿南統久（横浜国大）,　奥田洋司（東大）非圧縮性熱流体－弾性構造物の統一的連成解析手法3-12-4

13:20～14:355月22日（水）司会：松本　正己　米子高専2-11：科学教育

○寺元貴幸 ,　岡田　正 ,　稲田英治（津山工業高等専門学校）,　齋藤智也
（電気通信大）,　中村恭志 ,　川田重夫（宇都宮大）

データベースを活用した分散授業支援システムの構築２2-11-1

○日置慎治（帝塚山大）先駆的 e-learning の例：TIES －経験と将来展望2-11-2

○大島まり ,　高間信行（東大生産技術研究所）研究を通しての科学教育　－ Scientists for the Next Generation －2-11-3

○田子精男 ,　仙田康浩 ,　小橋博道 ,　西井知紀 ,　本多義秋（金沢大）いしかわｅ－サイエンス2-11-4

○井門俊治（埼玉大）大学学部の講義を通じた高校生への公開講座・埼玉大学の事例2-11-5

11:20～12:255月22日（水）司会：田子　精男　金沢大2-10：PSE３

○何　希倫 ,　丸泉琢也 ,　井原茂男 ,　久保昭一 ,　渡邊克博 ,　Joshi Prasad,
　Richard D. Schlichting,　斎藤　稔（日立製作所）

科学計算ソフト複合化支援ミドルウェアを用いたナノテクノロジー分
野の連成シミュレーション

2-10-1

○清水香壱 ,　青木健一郎（富士通）連成解析対応ソルバーの開発2-10-2

○渡邊育美 ,　大橋英雄 ,　仙田康浩 ,　田子精男（金沢大）ハイブリッドコンピューティングへ向けて－分子動力学法と有限要素
法のカップリング

2-10-3

○文屋信太郎 ,　吉村　忍（東大）環境音伝播の鏡像法・有限要素法結合解法2-10-4
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15:40～17:105月22日（水）司会：樫山　和男　中央大3-13：HPC３
○藤間昌一（茨城大）高次有限要素法のモルタルによる並列計算3-13-1

○田上大助 ,　謝　良友 ,　金山　寛（九州大）反復型領域分割法を用いた非定常移流拡散問題の有限要素解析3-13-2

○奥田洋司（東大）,　工藤真吾（横浜国大）非圧縮性流れのMPI/OpenMP ハイブリッド並列有限要素解析3-13-3

○鈴木正昭 ,　奥田洋司 ,　矢川元基（東大）MPI と OpenMP によるハイブリッド並列分子動力学計算3-13-4

○奥村　弘 ,　川原睦人（中央大）気泡関数要素を用いた並列有限要素流体解析3-13-5

○桜庭雅明（日本工営）,　羽田康浩 ,　樫山和男（中央大）Level Set 法による自由表面流れの並列有限要素解析3-13-6

9:00～10:005月22日（水）司会：山田　貴博　横浜国大4-8：有限要素の開発と評価１
○菊地文雄（東大）,　石井惠三（くいんと）,　高橋秀行（東大）キルヒホッフ型板曲げ要素のライスナー・ミンドラン型要素への拡張4-8-1

木下健生（積水化学工業）アスペクト比の高いソリッド要素とそれを使った動解析における工夫4-8-2

○稲田安治（Accelrys Inc.）,　川井忠彦（東京理科大）メッシュ分割問題解決を目指した領域型－境界型混合解法による3次
元弾性解析

4-8-3

○大木裕久 ,　竹内則雄 ,　草深守人 ,　武田　洋（法政大）ペナルティ法を用いた浸潤面を有する非定常浸透流問題の解析4-8-4

10:10～11:105月22日（水）司会：藤間　昌一　茨城大4-9：有限要素の開発と評価２
○菊地文雄 ,　清水宏久（東大）電磁場問題に対する辺要素および面要素の解析と改良4-9-1

○鈴木　厚 ,　田端正久（九州大）特性有限要素法における合成関数の積分法の比較4-9-2

月野　誠（東京理科大）,　○山田貴博（横浜国大）高次要素を用いた移流拡散方程式に対する特性有限要素法4-9-3

11:20～12:205月22日（水）司会：鈴木　厚　九州大4-10：有限要素の開発と評価３
○藤間昌一（茨城大）,　大森克史（富山大）界面輸送現象の正則化Heaviside 関数を用いた有限要素解析4-10-1

○月野　誠（東京理科大）,　山田貴博（横浜国大）高次要素を用いた特性有限要素法による非圧縮Navier-Stokes 方程式
の数値計算

4-10-2

○今村純也（IMI 計算工学研究室）,　棚橋隆彦（慶應大）Semi-Helmholtz 要素とベクトルポテンシャル要素を用いるψ- Ｕ法4-10-3

13:20～14:205月22日（水）司会：秋葉　博　アライドエンジニアリング4-11：日本発のソフトウェア１

○掘　敦史（スイミー・ソフトウェア）,　住本真司（富士通研究所）,　
石川　裕（東大）

SCore クラスタ計算環境4-11-1

○和田哲也 ,　秋葉　博（アライドエンジニアリング）,　吉村　忍（東大）ADVENTURE と ADVENTURECluster：並列構造解析システム4-11-3

○淀　　薫 ,　三好昭生（インサイト）,　矢川元基（東大）CAE統合支援エージェントソフトMeshman4-11-4

14:30～15:305月22日（水）司会：三好　昭生　インサイト4-12：日本発のソフトウェア２
○坂場克哉 ,　須賀康雄（東レ）３次元射出成形CAEシステム3D TIMON4-12-1

○平林　繁（日本ユニシス）金型内流動解析（溶解樹脂と溶解金属）4-12-2

○村上俊彦 ,　木下文昭 ,　木下慎一（コマツソフト）鋳造CAEシステム ｢JSCAST｣ の開発4-12-3

○高橋　勇 ,　岡本賢一（日立製作所）,　山形　陽（茨城日立情報サービス）鋳造CAEシステムADSTEFAN4-12-4

15:40～16:405月22日（水）司会：須賀　康雄　東レ4-13：日本発のソフトウェア３

○吹春　寛 ,　安藤知明 ,　牧野内昭武（先端力学シミュレーション研究所）弾塑性静的陽解法 FEMソフトウェアASU/p-form によるスプリング
バック解析

4-13-1

○山形　陽（茨城日立情報サービス）,　西垣一朗 ,　廣　善充（日立製作所）統合CAEシステムHICAD/CADAS4-13-2

伴野公俊，武田　洋 ,　山中正竹（法政大）IT 野球の試み4-13-3

9:00～10:005月22日（水）司会：谷口　健男　岡山大5-8：要素分割とその周辺技術１
○奥田　斂（産業技術総合研究所）３次元並列有限要素解析のためのメッシュパーティショニング5-8-1

○手塚　明（産業技術総合研究所）blending shape function を用いた arbitrary h-adaptive FEM5-8-2

○松本将尚（東京理科大）,　和田義孝（高度情報科学技術研究機構）,　菊池
正紀（東京理科大）

局所再分割と誤差評価法を用いた６面体要素の自動最適化5-8-3

○樫山和男 ,　白石一馬（中央大）,　谷口健男（岡山大）３次元地形形状の高精度化に関する研究5-8-4

10:10～11:105月22日（水）司会：手塚　明　産業技術総研5-9：要素分割とその周辺技術２

○森脇清明（ビビット・カールソン・アンド・ソレンセン・インク）,　真下
啓治（古河電気工業）,　入谷　徹 ,　谷口健男（岡山大）

３次元積層構造系の自動要素分割5-9-1

○真鍋友和 ,　谷口健男（岡山大）３次元デローニー三角分割結果への点追加と点削除5-9-2

川村恭己 ,　大倉　革 ,　角　洋一（横浜国大）ウィスカーウィービングアルゴリズムに基づく六面体自動メッシュ生
成法と要素形状の改善手法について

5-9-3

11:20～12:205月22日（水）司会：本間　俊雄　鹿児島大5-10：形状同定と最適化

○三村泰成 ,　吉村　忍（東大）,　古川知成（シドニー大）,　河合浩志（東
大）

制約引き戻し操作付き実数値GAを用いたパラメトリック形状最適化5-10-1

○黒崎公康 ,　南雲貴志 ,　戸田和之 ,　山本　誠（東京理科大）翼面吹き出しを伴う翼形状の最適化に関する研究5-10-2

○松本純一 ,　川原睦人（中央大）Least-Squares 気泡関数要素を用いた非圧縮Navier-Stokes 方程式にお
ける形状同定解析

5-10-3

○鄭　�仲 ,　吉村　忍（東大）進化的クラスタリングに基づく多目的最適解群の解析法5-10-4
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13:20～14:205月22日（水）司会：大森　博司　名古屋大5-11：構造最適化と構造形態の創生１
○梅田浩紀 ,　野口裕久（慶應大）流体－構造連成を考慮した荷重感度解析5-11-1

○朝賀泰男 ,　竹内謙善 ,　畔上秀幸（豊橋技科大）,　吉村　忍（東大）領域分割法を用いた大規模形状最適化解析5-11-2

○大崎　純 ,　藤原　淳 ,　水谷太朗 ,　加藤直樹 ,　細澤　治（京大）ケーブル補強骨組構造物のケーブル部材配置および施工順序最適化5-11-3

○松井和己 ,　寺田賢二郎（東北大）,　西脇眞二（豊田中央研究所）有限変形を考慮した consistent トポロジー最適化5-11-4

14:30～15:305月22日（水）司会：畔上　秀幸　豊橋技科大5-12：構造最適化と構造形態の創生２
弓削康平 ,　○阿部淳一 ,　江島　晋（成蹊大）衝突エネルギー吸収部材の最適設計5-12-1

○弓削康平 ,　江島　晋（成蹊大）,　藤井大地（東大）重力制御法を用いた耐衝突部材の最適設計5-12-2

○坂　敏秀 ,　藤井大地 ,　鈴木克幸 ,　大坪英臣（東大）マルチボクセル解析法による連続体のアダプティブ位相最適化5-12-3

○三井和男（日本大）ニューロンモデルによる構造形態の自律的生成5-12-4

15:40～16:555月22日（水）司会：大崎　純　京都大5-13：構造最適化と構造形態の創生３
○大森博司 ,　崔　昌禹 ,　宮地浩史（名古屋大）拡張 ESO法による構造形態創世の応用5-13-1

○早稲倉章悟 ,　河村拓昌 ,　大森博司（名古屋大）柔軟な目的関数を用いた構造形態の創世5-13-2

○猿木洋次郎 ,　松山和彦 ,　本間俊雄（鹿児島大）自律分散有限要素法による複合ケーブル構造の初期形態安定について5-13-3

○加治広之 ,　本間俊雄（鹿児島大）,　登坂宣好（日本大）免疫アルゴリズムによるトラス構造物の最適化と多様性5-13-4

○本間俊雄 ,　栫　弁慶（鹿児島大）空間構造の形態発想支援に関するシステム開発の試み5-13-5


