
会場C  会議運営事務室１　第３日目　6月13日（金）
OS22-1 先進並列シミュレーション（1）　6月13日（金）　9：00～10：15

　【司会：塩谷 隆二（東洋大）】
C-8-1 マルチグリッド前処理への自動加速アルゴリズムの適用と性能評価

○三木 雄一郎（キヤノン），鷲澤 輝芳（キヤノン）

C-8-2 領域分割法ライブラリを用いたSchur補元方程式の収束性評価
○荻野 正雄（名古屋大），屋 雄介（名古屋大），坂 将（名古屋大）

C-8-3 並列有限要素法のためのA-直交過程に基づくRIF前処理
○森田 直樹（東京大），橋本 学（東京大），奥田 洋司（東京大）

C-8-4 階層型領域分割法に基づくFULL-WAVE電磁界解析コードの性能評価
○武居 周（苫小牧高専），杉本 振一郎（諏訪東京理科大），荻野 正雄（名古屋大），河合 浩志
（諏訪東京理科大）

C-8-5 超並列ボクセルFEMのための袖通信ライブラリの実装
○福手 達雄（岐阜大），佐藤 晋太郎（岐阜大），永井 学志（岐阜大）

OS22-2 先進並列シミュレーション（2）　6月13日（金）　10：30～11：45
　【司会：奥田 洋司（東京大）】

C-9-1 超大規模解析のための高精細可視化ライブラリVSCGの高度化
○和田 義孝（近畿大），河合 浩志（諏訪東京理科大），荻野  正雄（名古屋大），塩谷 隆二（東洋
大）

C-9-2 大規模解析のためのオフライン可視化実装の 適化
○淀 薫（インサイト），塩谷 隆二（東洋大），和田 義孝（近畿大），河合 浩志（諏訪東京理科大）

C-9-3 大規模並列計算機に対する粒子ベースボリュームレンダリングを利用したクライアント・サーバ
型遠隔可視化システムの構築
○河村 拓馬（日本原子力研究開発機構），宮村 浩子（日本原子力研究開発機構），井戸村 泰
宏（日本原子力研究開発機構），武宮 博（日本原子力研究開発機構）

C-9-4 大規模振動シミュレーション結果のサーバーサイドスクリーニング
○山田 知典（東京大），野口 紘一（東京大），淀 薫（インサイト），吉村 忍（東京大）

C-9-5 クラウドコンピューティングを用いた効率的な構造解析支援システムの開発
○井原 遊（東京大），築山 英治（東京大），上島 豊（キャトルアイ・サイエンス），橋本 学（東京
大），奥田 洋司（東京大）

特別企画（お弁当付き）　6月13日（金）　12：00～13：00
　【司会・進行：磯部大吾郎（筑波大）】

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？－」

OS22-3 先進並列シミュレーション（3）　6月13日（金）　13：15～14：30
　【司会：橋本 学（東京大）】

C-10-1 重合メッシュ法を用いた大規模マルチスケール解析の並列計算
○立石 源治（エムエスシーソフトウエア），岡田 裕（東京理科大）

C-10-2 充填ゴム内部微小構造を考慮した大規模並列FEM解析
○門脇 弘（ブリヂストン），橋本 学（東京大），奥田 洋司（東京大），瀬田 英介（ブリヂストン），平
郡 久司（ブリヂストン）

C-10-3 大規模並列有限要素法による車輪／レール間の衝撃挙動評価
○高垣 昌和（鉄道総合技術研究所），坂井 宏隆（鉄道総合技術研究所），相川 明（鉄道総合技
術研究所），林 雅江（鉄道総合技術研究所），殷 峻（先端力学シミュレーション研究所），奥田 洋
司（東京大）

C-10-4 京コンピュータでの領域分割法ソルバーの性能評価
○河合 浩志（諏訪東京理科大），荻野 正雄（九州大），塩谷 隆二（東洋大），山田 知典（東京
大），吉村 忍（東京大）

C-10-5 階層型領域分割法における時間調和渦電流解析の収束性改善
○杉本 振一郎（諏訪東京理科大），荻野 正雄（名古屋大），武居 周（苫小牧高専），金山 寛（日
本女子大）



OS11 衝撃・崩壊　6月13日（金）　15：00～16：30
　【司会：磯部 大吾郎（筑波大）】

C-11-1 詳細FEMモデルを用いた実大震動台実験のシミュレーション解析に関する研究
○水島 靖典（竹中工務店），向井 洋一（神戸大），難波 尚（神戸大），猿渡 智治（JSOL）

C-11-2 隣立する高層建築物の地震動下における安全な棟間距離の評価
○高寺 健太（筑波大），磯部 大吾郎（筑波大）

C-11-3 キーエレメント指標を用いたS造建築物の発破解体計画
○日下 善輝（筑波大），磯部 大吾郎（筑波大）

C-11-4 Peridynamics破壊力学を用いた板ガラスの破壊解析に関する基礎的検討
○柴田 良一（岐阜高専）

C-11-5 粒子法の概念を用いたワイヤリング落石防護柵の衝撃応答解析
○園田 佳巨（九州大），福永 一基（日本ゼニスパイプ）

C-11-6 数値解析を用いた緩衝材を有する落石対策工に作用する衝撃荷重の検討
○佐藤 義浩（東北大），高瀬 慎介（東北大），森口 周二（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），車谷 麻緒（茨城大）



会場D  会議運営事務室２　第３日目　6月13日（金）
OS16-1 不確かさのモデリング・シミュレーション（1）　6月13日（金）　9：00～10：15

　【司会：奥村 大（名古屋大）】
D-9-1 X線CTを用いたCFRP積層板の繊維方向のばらつきの測定

○吉村 彰記（宇宙航空研究開発機構），細谷 亮平（東京理科大），小柳 潤（東京理科大），米山
聡（青山学院大），小笠原 俊夫（宇宙航空研究開発機構）

D-9-2 繊維長分布を考慮した射出成形品のマルチスケール解析
○山本 晃司（サイバネットシステム），平山 紀夫（日東紡），寺田 賢二郎（東北大）

D-9-3 凝固組織形成解析におけるランダムな核生成条件の影響
○上原 拓也（山形大）

D-9-4 カーボンナノチューブの軸方向圧縮特性に及ぼす初期形状の不確かさの影響
○川地 正樹（名古屋大），木下 佑介（名古屋大），大野 信忠（名古屋大）

D-9-5 ケルビンセルモデルを用いたCNT強化樹脂の粘塑性特性評価
○荒井 政大（名古屋大），長谷 智行（信州大），西村 正臣（信州大），松田 哲也（筑波大）

OS16-2 不確かさのモデリング・シミュレーション（2）　6月13日（金）　10：30～11：45
　【司会：荒井 政大（名古屋大）】

D-10-1 チューブ-フィン構造体におけるフィン層の均質化弾性剛性（曲げ負荷に対する検証）
○岩堀 恵介（デンソー），大野 信忠（名古屋大），松下 幸平（名古屋大），奥村 大（名古屋大），
宮川 進（デンソー）

D-10-2 ミスアライメントを有するプレートフィン構造体の弾-粘塑性均質化解析およびDIC計測装置によ
る実験的検証
○伊藤 祐（筑波大），小堀 拡（筑波大），山中 優輝（筑波大），松田 哲也（筑波大）

D-10-3 画像相関法によるひずみ計測におけるスプレーテクスチャの濃淡の影響
○中川 裕亮（慶應義塾大），志水 雄太（慶應義塾大），高野 直樹（慶應義塾大）

D-10-4 多孔平板の引張試験のモンテカルロシミュレーション
○茨木 暢仁（慶應義塾大），志水 雄太（慶應義塾大），高野 直樹（慶應義塾大）

D-10-5 ダンボールの面外圧縮剛性に及ぼす板紙特性の影響
○奥村 大（名古屋大），曽我 将孝（名古屋大），大野 信忠（名古屋大）

OS16-3 不確かさのモデリング・シミュレーション（3）　6月13日（金）　13：15～14：30
　【司会：松田 哲也（筑波大）】

D-11-1 DFSSとタグチメソッドの使い分けに関する一考察
○工藤 啓治（ダッソー・システムズ）

D-11-2 Uncertainty modeling and sampling scheme with focus on tail probability applied to
biomechancis simulation of pressure ulcer
Slamet Susanto Samuel（Keio University），○Naoki Takano（Keio University），Tomohisa
Nagasao（Keio University Hospital）

D-11-3 信頼性手法に基づく配管の高サイクル熱疲労評価
○鈴木 正昭（東京大）

D-11-4 MEMS構造要素の振動解析における入力データと連成効果の同定
○石原 大輔（九州工業大），堀江 知義（九州工業大），二保 知也（九州工業大），馬場 昭好（九
州工業大）

D-11-5 口腔インプラント手術ドリリング荷重の確率的解析と教育用シミュレータへの応用
○上野 駿之（慶應義塾大），長畠 真広（慶應義塾大），横田 健一郎（慶應義塾大），高野 直樹
（慶應義塾大），田原 大輔（龍谷大），木下 英明（東京歯科大）

OS29 ユーザー・ベンダーセッション　6月13日（金）　15：00～16：30
　【司会：猿渡 智治（JSOL）】

D-12-1 非比例ひずみ経路における板材の成形限界評価機能の開発と適用
○新井 真陽（JSOL），梅津 康義（JSOL）

D-12-2 円筒絞り加工の静的陰解法による解析
○生出 佳（メカニカルデザイン），三原 康子（メカニカルデザイン），小林 卓哉（メカニカルデザイ
ン），瀧澤 英男（日本工業大）

D-12-3 カップ絞り成形におけるシワの発生予測に対する検討
○天石 敏郎（JSOL），吹春 寛（JSOL）



D-12-4 GPUによるボクセルFEMの実用化
○月野 誠（くいんと），永井 学志（岐阜大），上田 雄太（慶應義塾大），中川 義葵（岐阜大）

D-12-5 ヒステリシス特性を持つばね要素の開発と市販ＦＥＭ解析ツールへの実装の取り込み
○グナワン アリーフ（サイバネットシステム），三浦 孝広（サイバネットシステム）

D-12-6 知的資産としてのシミュレーション・データの蓄積と分析について
○工藤 啓治（ダッソー・システムズ）



会場E  会議運営事務室３　第３日目　6月13日（金）
OS25-1 製品開発とCAE（1）　6月13日（金）　9：00～10：15

　【司会：趙 希禄（埼玉工業大）】
E-9-1 Hybrid反復法ソルバによるFEM構造解析の処理時間短縮

○大原 敏靖（富士通システムズ・イースト），川島 康弘（富士通システムズ・イースト），藤野 清
次（九州大）

E-9-2 アドバンシングフロント法によるハイブリッドメッシュの自動生成手法の開発
○藤井 みゆき（神奈川工科大），田辺 誠（神奈川工科大），服部 元史（神奈川工科大）

E-9-3 ドット重心追跡法による全視野ひずみ測定の分解能
○豊吉 巧也（近畿大），和田 義孝（近畿大），古川 知成（Virginia Tech.）

E-9-4 接触界面を考慮した熱伝導解析の検証技術の確立
○榎本 利章（NAMICS Corporaiton）

E-9-5 宇宙用大型展開アンテナの熱変形解析
○庄司 香織（筑波大），磯部 大吾郎（筑波大），臼井 基文（宇宙航空研究開発機構）

OS25-2 製品開発とCAE（2）　6月13日（金）　10：30～11：30
　【司会：田辺 誠（神奈川工科大）】

E-10-1 洋上プラントの振動特性に関する研究
○呉 チェン（埼玉工業大），崔 蘊博（埼玉工業大），王 俊（埼玉工業大），雷 康斌（西安交通
大），趙 希禄（埼玉工業大）

E-10-2 トラスコアパネルの振動と遮音効果の実験検討
○崔 蘊博（埼玉工業大），胡 月（フォスター電機），王 俊（埼玉工業大），笹島 学（フォスター電
機），内田 善照（フォスター電機），趙 希禄（埼玉工業大）

E-10-3 汎用騒音透過損失の測定システムの開発
○胡 月（フォスター電機），崔 蘊博（埼玉工業大），王 俊（埼玉工業大），笹島 学（フォスター電
機），内田 善照（フォスター電機），趙 希禄（埼玉工業大）

E-10-4 講演取り下げ

OS10-1  計算手法の数理解析と現実問題への適用（1）　6月13日（金）　13：15～14：45
　【司会：田上 大助（九州大）】

E-11-1 樟脳円盤の集団運動に対する計算機援用解析
○長山 雅晴（北海道大，JST CREST），若井 健（金沢大），小林 康明（北海道大，JST
CREST），西 慧（北海道大），井倉 S. 弓彦（北海道大），中田 聡（広島大）

E-11-2 On a Numerical Method for The Simulation of Contact Angle Dynamics
○Nur Shofianah（Kanazawa University），Rhudaina Z. Mohammad（Kanazawa University），Karel
Svadlenka（Kanazawa University）

E-11-3 平均曲率による加速度運動のアルゴリズムについて
○Elliott Ginder（北海道大），Karel Švadlenka（金沢大）

E-11-4 FM型エネルギーに基づくフェーズフィールドモデルによる3次元き裂進展
○高石 武史（広島国際学院大）

E-11-5 確率分岐について
○石川 昌明（山口大）

E-11-6 流体と弾性体から成る連成問題の逆解析
○遠藤 龍司（職業能力開発総合大），池田 義人（職業能力開発総合大），登坂 宣好（東京電機
大）

OS10-2  計算手法の数理解析と現実問題への適用（2）　6月13日（金）　15：00～16：30
　【司会：高石 武史（広島国際学院大）】

E-12-1 人工透析に用いられる人工血管内血流解析とその形状 適化のための考察
○中澤 嵩（東北大），鵜川  豊世武（岡山大）

E-12-2 Consideration of Preconditioners in Domain Decomposition Analysis for Magnetostatic
Problems
○Hiroshi Kanayama（Japan Woman's University），Masao Ogino（Nagoya University），Shin-
ichiro Sugimoto（Tokyo University of Science, Suwa）

E-12-3 3層フレームモデルの逆解析における可変的パラメトリックフィルタの特性
○池田 義人（職業能力開発総合大），遠藤 龍司（職業能力開発総合大），登坂 宣好（東京電機
大）



E-12-4 ６節点三角形要素を用いた重合メッシュ法における連成項の数値積分法
○山東 篤（徳山高専）

E-12-5 粒子法における高次近似ラプラス作用素と非定常熱方程式への応用
○井元 佑介（九州大），田上 大助（九州大）

E-12-6 Error Analysis of Conforming Petrov-Galerkin Finite Element Schemes for Parabolic Equations
on Connected Graphs
○Hidekazu Yoshioka（Kyoto University，Research Fellow of JSPS），Koichi Unami（Kyoto
University），Masayuki Fujihara（Kyoto University）



会場F  会議運営事務室４　第３日目　6月13日（金）
OS05-1  適設計（1）　6月13日（金）　9：00～10：00

　【司会：山田 崇恭（京都大）】
F-9-1 動的コンプライアンスを目的関数とした減衰材のトポロジー 適化に関する研究

○大福 将史（広島大），竹澤 晃弘（広島大），中川 興也（マツダ），杉原 毅（マツダ），北村 充（広
島大）

F-9-2 厚板に対するトポロジー 適化を用いた非破壊検査での損傷特定手法
○西津 卓史（広島大），竹澤 晃弘（広島大），北村 充（広島大）

F-9-3 遺伝的アルゴリズムによる大型構造物の補強材レイアウト 適化に関する研究
○野波 諒太（広島大），北村 充（広島大），竹澤 晃弘（広島大），平川 真一（ジャパンマリンユナ
イテッド）

F-9-4 応答曲面法の非線形力学モデルの 適化への適用事例
○寺本 美保（岐阜大），藤井 文夫（岐阜大），尼子 龍幸（豊田中央研究所）

OS05-2  適設計（2）　6月13日（金）　10：30～11：30
　【司会：竹澤 晃弘（広島大）】

F-10-1 誘起電荷電気浸透流を利用したマイクロ流路デバイスのレベルセット法に基づくトポロジー 適
化
○田中 隆太（京都大），矢地 謙太郎（京都大），山田 崇恭（京都大），泉井 一浩（京都大），西脇
眞二（京都大）

F-10-2 地震入力と構造特性の不確定性に対する第k順序統計量を用いた 悪応答解析
○山川 誠（東京電機大），大崎 純（広島大），朝山 秀一（東京電機大）

F-10-3 超弾性複合材のミクロ構造トポロジー 適化手法の検討
○谷地 大舜（東北大），加藤 準治（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）

F-10-4 弾塑性複合材料のトポロジー 適化および解析的感度の精度検証
○干場 大也（東北大），加藤 準治（東北大），寺田 賢二郎（東北大），京谷 孝史（東北大）

OS28-1  PSE/計算科学・教育（1）　6月13日（金）　13：15～14：45
　【司会：寺元 貴幸（津山高専）】

F-11-1 植物工場における生長不良個体の検出
○眞鍋 保彦（沼津高専），宇佐見 仁英（玉川大），川田 重夫（宇都宮大）

F-11-2 植物工場における栽培管理のための知的問題解決環境
○宇佐見 仁英（玉川大），眞鍋 保彦（沼津高専），川田 重夫（宇都宮大）

F-11-3 植物形状データ収集のための問題解決環境の開発
○佐藤 佑哉（埼玉工業大），根岸 宣明（埼玉工業大），眞鍋 保彦（沼津高専），宇佐見 仁英（玉
川大），川田 重夫（宇都宮大），前田 太陽（埼玉工業大）

F-11-4 ユビキタスIsogeometric解析学習支援システム
○大石 篤哉（徳島大），一ノ瀬 翼（徳島大），岡本 崇志（徳島大），木戸 大展（徳島大）

F-11-5 WAPSEによる非同期分散連携システムの特性に関する検討
○早勢 欣和（富山高専），川田 重夫（宇都宮大）

F-11-6 センサ・ネットワークを用いた環境管理支援システムの構築
○松本 正己（米子高専）



OS28-2  PSE/計算科学・教育（2）　6月13日（金）　15：00～16：30
　【司会：松本 正己（米子高専）】

F-12-1 Twitterを対象としたインターネット・リテラシーレベル評価のための問題解決環境の開発
○細田 尚志（埼玉工業大），香川 秀忠（埼玉工業大），前田 太陽（埼玉工業大）

F-12-2 Processingによるプログラミングとその応用
○王 竜梅（埼玉工業大），植竹 裕一（埼玉工業大），井門 俊治（埼玉工業大）

F-12-3 3次元CGと可視化を活用した教材開発
○井門 俊治（埼玉工業大）

F-12-4 操作間の時間間隔に基づくVR可視化操作の抽出手法
○川原 慎太郎（海洋研究開発機構），荒木 文明（海洋研究開発機構）

F-12-5 サイコロ通信ゲームへの参加による実践的プログラミング教育
○寺元 貴幸（津山高専），森川 一（旭川高専），松野 良信（有明高専），中道 義之（エグジット
チューンズ），鈴木 貴樹（東北大），奥田 遼介（東北大），小保方 幸次（一関高専），千田 栄幸
（一関高専），井上 泰仁（舞鶴高専），川田 重夫（宇都宮大）

F-12-6 融合可視化の非構造格子データへの適用
○宮地 英生（サイバネットシステム）



会場G  会議運営事務室５　第３日目　6月13日（金）
OS04-1  技術者の育成と計算工学（1）　6月13日（金）　9：00～10：15

　【司会：山村 和人（新日鐵住金）】
G-4-1 日産自動車におけるCAE活用と人材育成

○荒木 敏弘（日産自動車）

G-4-2 設計技術者の育成と社内製品を用いたV&V教育
○多田 真和（ホンダロック），直井 正則（ホンダロック），川口 博史（サイバネットシステム）

G-4-3 位相・形状 適化と3D-Printerを活用した技術者教育
○吉田 史郎（湘南技術開発），佐橋 直樹（構造計画研究所），長井 武津夫（ディアイスクエア）

G-4-4 実験屋と計算屋の融合の仕掛け
○手塚 明（産業技術総合研究所）

G-4-5 偏微分方程式ベースモデリング環境を利用した有限要素解析
○橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）

OS04-2  技術者の育成と計算工学（2）　6月13日（金）　10：30～11：45
　【司会：渡邉 浩志（エムエスシーソフトウェア）】

G-5-1 技術者の育成の面からみた商用ソフトウエアの功罪
○菊地 厖（日鉄住金テクノロジー）

G-5-2 応力テンソルの表現
○登坂 宣好（東京電機大）

G-5-3 シミュレーションを遂行する力
○小林 卓哉（メカニカルデザイン）

G-5-4 工学解析における計算力学の役割と人材育成
○山村 和人（新日鐵住金）

G-5-5 計算力学教育における大学とベンダーの役割
○渡邉 浩志（エムエスシーソフトウエア）

OS01  基礎と応用現場を直結・直行させる計算工学　6月13日（金）　13：15～14：45
　【司会：菊地 厖（日鉄住金テクノロジー）】

G-6-1 工学解導出のためのシミュレーションベースト・エンジニアリングの教育と研究
○渋谷 陽二（大阪大）

G-6-2 計算「力学」と材料強度
○中曽根 祐司（東京理科大）

G-6-3 棒鋼・線材圧延FEM解析システム
○柳本 潤（東京大），浅川 基男（早稲田大）

G-6-4 フェーズフィールド法に軸足をおいた基礎・応用連携のための計算工学
○小山 敏幸（名古屋工業大）

G-6-5 個別要素法による粉末の金型充填シミュレーション
○山中 秀作（横浜国立大），吉田 周平（横浜国立大），山田 貴博（横浜国立大），浅井 浩（日立
オートモティブシステムズ），小林 卓哉（メカニカルデザイン），佐藤 維美（メカニカルデザイン）

G-6-6 Interdisciplinary Collaboration for Industry and Academia Based on Mathematics
○Junichi Nakagawa（Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation）



OS06 自由移動境界問題　6月13日（金）　15：00～16：30
　【司会：高瀬 慎介（東北大）】

G-7-1 一般化有限要素法による自由表面流れ解析に関する研究
○渡邉 義仁（茨城大），遠藤 重紀（茨城大），阿部 俊逸（茨城大），車谷 麻緒（茨城大）

G-7-2 一般逆行列を用いた非圧縮性流体の自由移動境界問題の解法について
○横須賀 洋平（鹿児島大），松澤 照男（北陸先端科学技術大）

G-7-3 安定化有限要素法による3次元固体流体連成解析
○上田 浩央（広島大），渡部 亮（広島大），岡澤 重信（広島大），田中 智行（広島大）

G-7-4 密度関数法を用いた段落ち流れの3次元計算
○朝位 孝二（山口大），渡辺 勝利（徳山高専）

G-7-5 講演取り下げ

G-7-6 安定化有限要素法を用いた津波遡上の2D-3Dハイブリッド計算
○高瀬 慎介（東北大），加藤 準治（東北大），森口 周二（東北大），寺田 賢二郎（東北大），京谷
孝史（東北大），野島 和也（日本工営），桜庭 雅明（日本工営），車谷 麻央（茨城大），浅井 光輝
（九州大），樫山 和男（中央大）


