
会場C  会議運営事務室１　第１日目　6月11日（水）
OS20-1 メッシュフリー法／粒子法の基礎および関連技術（1）　6月11日（水）　9：30～10：30

　【司会：浅井 光輝（九州大）】
C-1-1 A Simulation of Endolymph Flow Dynamics in the Human Semicircular Canals using the Moving

Particle Semi-implicit Method based on Magnetic Resonance Images
○Chieh Chen（The University of Tokyo），Takayuki Ookura（The University of Tokyo），Tasuku
Tamai（The University of Tokyo），Kazuya Shibata（The University of Tokyo），Seiichi  Koshizuka
（The University of Tokyo）

C-1-2 Least Squares Moving Particle Semi-implicit法による自由表面を伴う三次元非圧縮流れの解析
○玉井 佑（東京大），柴田 和也（東京大），室谷 浩平（東京大），越塚 誠一（東京大）

C-1-3 Investigation of sloshing load of LNG transporter by SPH method
○Hu Fangyuan（The University of Tokyo），Ruan Shilun（Dailian University of Technology），
Koshizuka Seiichi（The University of Tokyo）

C-1-4 階層型領域分割MPS陽解法を用いた多数の浮遊物が漂流する市街地津波遡上解析
○室谷 浩平（東京大），越塚 誠一（東京大），玉井 佑（東京大），柴田 和也（東京大），三目 直
登（東京大），吉村 忍（東京大），田中 覚（立命館大），長谷川 恭子（立命館大），藤澤 智光（プ
ロメテック・ソフトウェア）

OS20-2 メッシュフリー法／粒子法の基礎および関連技術（2）　6月11日（水）　10：45～11：45
　【司会：越塚 誠一（東京大）】

C-2-1 Simulation of Fluid-Structure Interaction using an Incompressible Smoothed Particle
Hydrodynamics
○Abdelraheem  M. Aly （Kyushu University，South Valley University），Mitsuteru Asai（Kyushu

C-2-2 SPH粒子法による粘性体の固化凝固シミュレーションの開発
○一宮 正和（福井大），白崎 実（横浜国立大），酒井 譲（横浜国立大）

C-2-3 浸透流を考慮したSPH法による流体-地盤連成解析
○森本 敏弘（九州大），浅井 光輝（九州大），笠間 清伸（九州大），園田 佳巨（九州大）

C-2-4 SPH法による磁性流体解析（第2報 ）
○アヒマテ ジャパル（横浜国立大），白崎 実（横浜国立大），酒井 譲（横浜国立大）

OS20-3 メッシュフリー法／粒子法の基礎および関連技術（3）　6月11日（水）　13：15～14：45
　【司会：白崎 実（横浜国立大）】

C-3-1 陰関数表現された障害物を含む空間での流体シミュレーション
○仲田 晋（立命館大），阪本 泰亮（立命館大），金築 康友（立命館大）

C-3-2 陰解法を用いた粒子法による高粘性流体の流動解析
○中川 知和（神戸製鋼所），山田 紗矢香（神戸製鋼所），関山 和秀（神戸製鋼所）

C-3-3 MPS法と分布点音源法による超音波浮揚液滴の扁平化シミュレーション
○和田 有司（成蹊大），弓削 康平（成蹊大），中村 良平（東京工業大），田中 宏樹（東京工業
大），中村 健太郎（東京工業大）

C-3-4 メッシュレス時間領域法における形状関数生成の高速化
○大井 祥栄（理化学研究所），伊東 拓（東京工科大），生野 壮一郎（東京工科大）

C-3-5 GPUによる大規模粒子法シミュレーションの実問題への適用
○都築 怜理（東京工業大），青木 尊之（東京工業大）

C-3-6 弾塑性SPH法の検討
○萩原 世也（佐賀大），府本 翔（佐賀大），武富 紳也（佐賀大），只野 裕一（佐賀大）

OS20-4 メッシュフリー法／粒子法の基礎および関連技術（4）　6月11日（水）　15：00～16：30
　【司会：萩原 世也（佐賀大）】

C-4-1 ハミルトニアンMPS法ならびにペナルティ法による壁境界条件を用いた弾性食品の圧縮シミュ
レーション
○菊地 貴博（武蔵野赤十字病院），道脇 幸博（武蔵野赤十字病院），越塚 誠一（東京大），神谷
哲（明治），長田 尭（明治），神野 暢子（明治），外山 義雄（明治）

C-4-2 ボクセル有限要素法の代替手法としての有限差分法による固体力学解析
○石山 将太（東京理科大），益田 一成（東京理科大），岡田 裕（東京理科大）

C-4-3 メッシュフリー法を用いた薄板中のき裂解析に関する研究
○鈴木 啓峻（広島大），田中 智行（広島大），貞本 将太（広島大），岡澤 重信（広島大）



C-4-4 メッシュフリー法を用いたシェル構造物の幾何学的非線形解析
貞本 将太（広島大），○田中 智行（広島大），岡澤 重信（広島大）

C-4-5 Over-Range選点法と選点法との比較解析
郭 永明（鹿児島大），○吉田 大祐（鹿児島大），矢川 元基（東京大），上谷 俊平（鹿児島大）

C-4-6 自然境界弱形式を有する選点法
郭 永明（鹿児島大），○堂脇 徹朗（鹿児島大），矢川 元基（東京大），上谷 俊平（鹿児島大）

OS02 ローオーダーCFDの新展開　6月11日（水）　16：45～17：45
　【司会：山本 誠（東京理科大）】

C-5-1 ローオーダーCFDに関する一考察　人工知能技術は使えるか？
○山本 誠（東京理科大）

C-5-2 渦理論を利用したキャビティ流れの低次解析
○山田 義博（新日鐵住金）

C-5-3 パラメータ同定を用いたCFDにおける自然風の再現検討
○近藤 彰（トヨタテクニカルディベロップメント），村松 英行（トヨタテクニカルディベロップメント），
栗原 芳勝（東日本旅客鉄道）

C-5-4 CFD共通基盤プログラムUPACSを用いたサンドエロージョンの数値計算
○畠谷 尊明（東京理科大），鈴木 正也（宇宙航空研究開発機構），山本 誠（東京理科大）



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）


