
会場E  会議運営事務室３　第１日目　6月11日（水）
OS31-1 マルチスケール解析（1）　6月11日（水）　9：30～10：30

　【司会：松井 和己（横浜国立大）】
E-1-1 転位-析出物相互作用におけるカッティング-オロワン機構遷移の転位動力学解析

○宮城 雅樹（東京理科大），高橋 昭如（東京理科大）

E-1-2 FCC金属中のすべり面間相互作用の３次元転位動力学解析
○河手 遥（東京理科大），高橋 昭如（東京理科大）

E-1-3 温度制御したFrenkel-Kontorova 摩擦原子論モデルの摩擦相図
○伊藤 伸（岐阜大），平野 元久（法政大）

E-1-4 分子動力学法による水素と刃状転位の相互作用に関する解析
○西村 憲治（産業技術総合研究所），三宅 晃司（産業技術総合研究所）

OS31-2 マルチスケール解析（2）　6月11日（水）　10：45～11：45
　【司会：高橋 昭如（東京理科大）】

E-2-1 固体酸化物形燃料電池電解質および燃料極の原子モデリング
○梅野 宜崇（東京大），久保 淳（東京大），A.M. Iskandarov（東京大）

E-2-2 変形双晶の体積分率を考慮したマルチスケール材料モデリング
○只野 裕一（佐賀大），萩原 世也（佐賀大）

E-2-3 新メッシュフリーマルチスケール解析SDMによる線形弾性解析
○鈴木 良郎（東京工業大）

E-2-4 新メッシュフリーマルチスケール解析SDMによる定常温度場解析
○鈴木 良郎（東京工業大），曽我 宏輔（東京工業大），中村 圭亨（東京工業大）

OS31-3 マルチスケール解析（3）　6月11日（水）　13：15～14：30
　【司会：只野 裕一（佐賀大）】

E-3-1 オーバーサンプリング法を応用した非均質材に対する二段階数値解析
○中村 圭亨（東京工業大），鈴木 良郎（東京工業大），轟 章（東京工業大），水谷 義弘（東京工
業大）

E-3-2 均質化法を用いた非破壊検査シミュレーションの基礎的検討
○河西 亮輔（東北大），加藤 準治（東北大），高瀬 慎介（東北大），京谷 孝史（東北大），寺田
賢二郎（東北大）

E-3-3 制約付きデローニ法による複合材料の解析モデルの自動生成
○土屋 勇貴（東京理科大），飯田 拓也（東京理科大），岡田 裕（東京理科大）

E-3-4 非均質膜構造に対するマルチスケールアイソジオメトリック解析手法の提案
○松原 成志朗（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），藤井 文夫（岐阜大），Ilker Temizer（Bilkent
University），平山 紀夫（日東紡績）

E-3-5 マーカ積分有限要素法を用いたマルチスケール解析
○柴田 翔太郎（横浜国立大），松井 和己（横浜国立大），山田 貴博（横浜国立大）

OS18-1 非線形構造／固体解析（1）　6月11日（水）　15：00～16：30
　【司会：山田 貴博（横浜国立大）】

E-4-1 ばね鋼と低降伏点鋼を用いた弾塑性ダンパーの数値解析モデル提案・検討
○田畑 正幸（東京電機大），山川 誠（東京電機大），立花 正彦（東京電機大），深澤 協三（中央
技術研究所），二瓶 光希（TDU建築設計事務所），中村 拓造（中村物産）

E-4-2 歪速度依存弾塑性構成則におけるパラメータの 適化手法による同定
○瀬戸山 雄（富士通九州システムズ），岡澤 重信（広島大），松田 英紀（広島大），山王丸 将吾
（広島大），山田 弦（広島大），田中 智行（広島大）

E-4-3 大ひずみの制御に着目した鋼製ラーメン橋脚の地震後の使用性向上に関する制震解析
○丸山 陸也（名城大），葛 漢彬（名城大）

E-4-4 大変形問題に対する四面体要素を用いたロッキングフリー選択的平滑化有限要素法
○大西 有希（東京工業大），天谷 賢治（東京工業大）

E-4-5 理想化構造要素法を用いた波浪中船体の運動・構造崩壊連成解析システムの開発
○藤久保 昌彦（大阪大），裵 智勇（武漢理工大），飯島 一博（大阪大），岡澤 重信（広島大），田
中 智行（広島大），矢尾 哲也（常石造船）



E-4-6 Subloading surface model formulation by unified nonlinear anisotropic hardening rule and
refinement of translation rule of elastic-core
○Koichi Hashiguchi（ Osaka University）

OS18-2 非線形構造／固体解析（2）　6月11日（水）　16：45～18：00
　【司会：大西 有希（東京工業大）】

E-5-1 単軸可塑化スクリュ性能の理論解析と検証
○中川 一馬（日本製鋼所）

E-5-2 LS-DYNAを用いた水面衝撃問題に関する流体構造連成解析
○高見 朋希（海上技術安全研究所），岡 正義（海上技術安全研究所），山田 安平（海上技術安
全研究所）

E-5-3 板厚変化を考慮したシェル要素の開発と評価
○山本 剛大（橫浜国立大），山田 貴博（橫浜国立大），松井 和己（橫浜国立大）

E-5-4 内点法接触解析による電子機器の装置圧迫解析
○稲垣 和久（東京大），橋本 学（東京大），奥田 洋司（東京大）

E-5-5 FRP部材におけるボルト支圧接合部の耐力評価解析
○北根 安雄（名古屋大），Mohammad Abdul Kader （名古屋大），伊藤 義人（名古屋大）



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）


