
会場F  会議運営事務室４　第１日目　6月11日（水）
OS32-1  地盤力学における数値解析（1）　6月11日（水）　9：30～10：30

　【司会：村上 章（京都大）】
F-1-1 低背圧下の非排水せん断における密詰め「飽和」砂供試体の不飽和化

○吉川 高広（名古屋大），野田 利弘（名古屋大）

F-1-2 ジオテキスタイル補強土を用いた盛土の地震応答解析
○酒井 崇之（名古屋大），中野 正樹（名古屋大），野田 利弘（名古屋大），辻 慎一朗（前田工
繊）F-1-3 3D dynamic FEM analysis on seismic enhancement effect of partial-ground-improvement
method for existing pile foundation
○Kheradi Hamayoon（Nagoya Institute of Technology），Oka Ryosuke（Nagoya Institute of
Technology），Kojima Takahiro（Nagoya Institute of Technology），Zhang Feng（Nagoya Institute
of Technology）

F-1-4 有限変形FEMを用いた数値実験によるデコルマ形成メカニズムに関する研究
○栗本 悠平（名古屋工業大），山本 由弦（海洋研究開発機構），阪口 秀（海洋研究開発機構），
張 鋒（名古屋工業大）

OS32-2  地盤力学における数値解析（2）　6月11日（水）　10：45～11：45
　【司会：張 鋒（名古屋工業大）】

F-2-1 拡張下負荷面モデルを用いた繰り返し弾塑性有限要素解析における時間域均質化法の適用
○紅露 一寛（新潟大），大窪 和輝（新潟大），阿部 和久（新潟大）

F-2-2 直交異方性を有する地盤の支持力問題に関する剛塑性有限要素解析
○小林 俊一（金沢大），川口 美咲（金沢大），西藤 潤（京都大），松本 樹典（金沢大）

F-2-3 A proposal for a new macro-element method considering well resistance phenomena of vertical
drains
○Nguyen Hon Son（Nagoya University），Shotaro Yamada（Nagoya University），Mutsumi
Tashiro（Nagoya University），Toshihiro Noda（Nagoya University）

F-2-4  マクロエレメント法を用いた間隙水圧消散工法の水～土連成解析
○野中 俊宏（名古屋大），山田 正太郎（名古屋大），野田 利弘（名古屋大），矢藤 彰悟（名古屋
大）

OS32-3  地盤力学における数値解析（3）　6月11日（水）　13：15～14：15
　【司会：野田 利弘（名古屋大）】

F-3-1 球要素DEMを用いた落石挙動予測におけるモデル化誤差
○森口 周二（東北大），橘 一光（東北大），寺田 賢二郎（東北大），高瀬 慎介（東北大），京谷
孝史（東北大），加藤 準治（東北大）

F-3-2 個別要素法の粒子配置に基づく透水解析手法の提案
○片桐 淳（産業技術総合研究所）

F-3-3 土の浸透破壊現象へのDEM-LBM連成計算の適用
○福元 豊（京都大），藤名 端耀（京都大），阪口 秀（海洋研究開発機構），村上 章（京都大）

F-3-4 改良型粒子法の精度検証と地盤の変形解析への適用性
○野々山 栄人（名古屋大），中野 正樹（名古屋大），野田 利弘（名古屋大）

OS21-1  ソフトコンピューティングとその近傍領域（1）　6月11日（水）　15：00～16：30
　【司会：新宮 清志（日本大）】

F-4-1 発見的多点探索法(GA, DE, IA, PSO,ABC, FA, CS)によるグリッドシェル構造の形状 適化と解
探索特性
○山口 洋平（鹿児島大），本間 俊雄（鹿児島大），横須賀 洋平（鹿児島大）

F-4-2 ホタルアルゴリズムによる連続体シェル構造の形状 適化と計算パラメータの設定
 ○田中 奈津希（鹿児島大），本間 俊雄（鹿児島大），横須賀 洋平（鹿児島大）

F-4-3 部材長一様化と断面種別を考慮した自由曲面グリッドシェル構造の優良解
○西森 裕人（鹿児島大），本間 俊雄（鹿児島大），横須賀 洋平（鹿児島大）

F-4-4 PSOにおける探索性能の向上に関する検討
○曽我部 博之（愛知工業大）

F-4-5 発見的手法を用いた鋼構造建物の柱配置及び部材断面 適化に関する研究
上野 修平（神戸大），○山邊 友一郎（神戸大），谷 明勲（神戸大）



F-4-6 構造物の応答速度とアクチュエータのストロークに基づくAMD制御式の 適化
谷原 康介（神戸大），○谷 明勲（神戸大），山邊 友一郎（神戸大）

OS21-2  ソフトコンピューティングとその近傍領域（2）　6月11日（水）　16：45～18：00
　【司会：谷 明勲（神戸大）】

F-5-1 無線センサネットワークの長寿命化を目的とした効率的なフラッディング送信電力設計・運用法
に関する研究
○永井 佑樹（東京都市大），森田 郁也（東京都市大），宇谷 明秀（東京都市大），山本 尚生（東
京都市大）

F-5-2 集団的降下法のためのアダプティブ領域探索法の提案
○荒井 邦晴（ネオリウム・テクノロジー），飯野 敦資（ネオリウム・テクノロジー），上野 雄太（日
東紡績），平山 紀夫（日東紡績），寺田 賢二郎（東北大）

F-5-3 講演取り下げ

F-5-4 深度センサを用いた自律移動ロボットの研究
○伊藤 仁志（日本大），池田 隆志（日本大），猪原 知俊（日本大），入江 寿弘（日本大），新宮
清志（日本大）

F-5-5 VANETにおける車群構成・ルーティングアルゴリズムに関する研究
○小林 龍太郎（東京都市大），相川 直人（東京都市大），宇谷 明秀（東京都市大）



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）


