
会場C 3階中会議室302A　第1日目　5月31日（火）

OS26-1 地盤力学における数値解析（1）　5月31日（火）　9：30～10：30

　【司会：福元 豊（長岡技術科学大）】

C-1-1 埋め込み境界法を用いた地盤材料の土粒子スケール透水シミュレーション
○橘 一光（東北大），森口 周二（東北大），高瀬 慎介（東北大），寺田 賢二郎（東北大），神谷 浩二（岐阜
大），小高 猛司（名城大）

C-1-2 Darcy-Brinkman式を用いた乱流数値解析手法
○佐藤 真理（島根大），藤澤 和謙（京都大），村上 章（京都大）

C-1-3 空気～水～土骨格連成有限変形解析を用いた浸透破壊メカニズムに関する考察
○吉川 高広（名古屋大），野田 利弘（名古屋大），小高 猛司（名城大），崔 瑛（名城大）

C-1-4 熱弾粘塑性構成式を用いた数値解析による等方加熱試験の新たな解釈
○栗本 悠平（名古屋工業大），熊 勇林（同済大），張 鋒（名古屋工業大）

OS26-2 地盤力学における数値解析（2）　5月31日（火）　10：45～11：45

　【司会：張 鋒（名古屋工業大）】

C-2-1 Full-formulationに基づく水～土骨格連成有限変形解析コードの開発とその検証
○豊田 智大（名古屋大），野田 利弘（名古屋大）

C-2-2 化学-熱-力学連成動的解析手法を用いたガス生産過程におけるメタンハイドレート含有地盤の地震時挙動
の検討
○赤木 俊文（京都大），木元 小百合（京都大）

C-2-3 乾燥破壊現象における亀裂パターン形成のモデル化と数値解析
○廣部 紗也子（慶應義塾大），小國 健二（慶應義塾大）

C-2-4 講演取り下げ

OS26-3 地盤力学における数値解析（3）　5月31日（火）　13：15～14：30

　【司会：野田 利弘（名古屋大）】

C-3-1 地盤表層流れに伴う間隙圧に着目した洗掘現象に関するDEM-CFD解析
○山口 敦志（名古屋工業大），前田 健一（名古屋工業大），髙木 健太郎（名古屋工業大）

C-3-2 浸透流による土中の細粒分移動の粒子-流体連成シミュレーション
○福元 豊（長岡技術科学大），大塚 悟（長岡技術科学大）

C-3-3 堆積層のエネルギー吸収性能に着目した落石の運動挙動に関する個別要素法解析
○内藤 直人（名古屋工業大），前田 健一（名古屋工業大），牛渡 裕二（構研エンジニアリング），鈴木 健太
郎（構研エンジニアリング），川瀬 良司（構研エンジニアリング）

C-3-4 個別要素法による実大規模土砂流動実験の再現解析
○森口 周二（東北大），太田 勇真（東北大），高瀬 慎介（東北大），寺田 賢二郎（東北大），阿部 慶太（鉄道
総合技術研究所），青木 尊之（東京工業大）

C-3-5 ロックフィルダムの強震時変状の3次元個別要素法シミュレーション
○瓜谷 匠（長岡技術科学大），福元 豊（長岡技術科学大），大塚 悟（長岡技術科学大）
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OS28 ものづくりにおける計算工学活用　5月31日（火）　15：00～16：45

　【司会：佐々木 直哉（日立製作所）】

C-4-1 講演取り下げ

C-4-2 6面体をベースとしたアドバンシングフロント法によるソ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）

C-4-3 DICを利用した高精度樹脂材料計測とモデリング
○佐藤 維美（メカニカルデザイン,東北大），前田 隆世（メカニカルデザイン），村田 真伸（名古屋市工業研究
所），西脇 武志（名古屋市工業研究所），住山 琢哉（東洋紡），古市 謙次（東洋紡），寺田 賢二郎（東北大）

C-4-4 高機能樹脂を対象とした粘弾性計測の高度化
○横塚 智史（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）

C-4-5 有限要素法を用いた陶磁器の焼成変形予測
○齊藤 俊幸（LIXIL），進 博人（LIXIL）， 勝田 泰広（LIXIL）， 梅田 学（LIXIL）， 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）， 寺田 賢二郎（東北大），松原 成志朗（東北大）

C-4-6 有限要素解析を用いたゴルフボール内部構造に対する設計最適化問題に関する検討
○千野 剛（東京理科大），川辺 聖哉（東京理科大），松尾 健人（東京理科大），岡田 裕（東京理科大），遊佐
泰紀（東京理科大），市川 八州史（Nike Inc.），Aaron Bender（Nike Inc.），石井 秀幸（Nike Inc.）

C-4-7 運動する人体を対象とした衣服圧シミュレーション
○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），磯貝 悠美子（東洋紡），野々村 千里
（東洋紡），石丸 園子（東洋紡）

会場C 3階中会議室302A　第2日目　6月1日（水）

OS3-1 社会・環境・防災シミュレーション（1）【多元災害シミュレーション研究会との共同企画】

6月1日（水）　9：00～10：15

　【司会：磯部 大吾郎（筑波大）】

C-5-1 講演取り下げ

C-5-2 E-Simulatorによる引張ひび割れと圧縮破壊を考慮した拡張DP材料構成則を用いたCFT柱の詳細有限要素
解析
○田川 浩之（武庫川女子大），大崎 純（京都大），山下 拓三（防災科学技術研究所），宮村 倫司（日本大），
小檜山 雅之（慶應義塾大）

C-5-3 津波マルチスケール解析のための Boussinesq-type 方程式と Navier-Stokes 方程式を用いた片連成モデ
ル
○三目 直登（東京大），Aaron S. Donahue（University of Notre Dame），Joannes J. Westerink（University of
Notre Dame），吉村 忍（東京大）

C-5-4 安定化有限要素法による雪崩の流動解析
○山口 裕矢（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）

C-5-5 マルチスケール津波遡上解析に向けた仮想造波板
○江口 史門（九州大），浅井 光輝（九州大）

OS3-2 社会・環境・防災シミュレーション（2）【多元災害シミュレーション研究会との共同企画】　

6月1日（水）　10：30～11：45

　【司会：浅井 光輝（九州大）】

C-6-1 任意格子を用いた2次元・3次元ハイブリッド津波解析モデルの構築
○凌 国明（中央大），松本 純一（産業技術総合研究所），樫山 和男（中央大）

C-6-2 津波漂流物捕捉工を考慮した実務的な津波漂流物計算モデルの開発
○野島 和也（日本工営），櫻庭 雅明（日本工営）

C-6-3 有限被覆法に基づく浅水長波方程式を用いた津波漂流物の解析
○高瀬 慎介（東北大），森口 周二（東北大），寺田 賢二郎（東北大），野島 和也（日本工営），櫻庭 雅明（日
本工営）

C-6-4 有限要素法を用いた家具・什器の地震時挙動解析
○三浦 利季（筑波大），山下 拓三（防災科学技術研究所），磯部 大吾郎（筑波大）

C-6-5 津波避難ビルの損傷評価のための津波伝播解析
○田中 聖三（筑波大），荻野 弘明（筑波大），磯部 大吾郎（筑波大）
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OS3-3 社会・環境・防災シミュレーション（3）　6月1日（水）　13：15～14：45

　【司会：玉城 龍洋（沖縄工専）】

C-7-1 グラフオートマトンを利用した都市動態モデルの構築
○清水 一輝（東京大），藤井 秀樹（東京大），吉村 忍（東京大）

C-7-2 統合都市モデルを用いた都市動態シミュレーション
○山際 康平（東京大），藤井 秀樹（東京大），吉村 忍（東京大）

C-7-3 隊列走行における追い越しシミュレーション
坂本 浩規（名古屋大），佐藤 凌馬（名古屋大），○玉城 龍洋（沖縄工専），北 栄輔（名古屋大,神戸大）

C-7-4 VR技術を用いた鉄道騒音評価システムの構築
吉町 徹（中央大），浦野 宏太（中央大），○樫山 和男（中央大）

C-7-5 メゾスコピック交通流シミュレータの開発と性能評価
○池田 祐亮（東京大），藤井 秀樹（東京大），吉村 忍（東京大）

C-7-6 交通流シミュレータを組み込んだOD推定逆解析
○阿部 和規（東京大），藤井 秀樹（東京大），吉村 忍（東京大）

会場C 3階中会議室302A　第3日目　6月2日（木）

OS2 衝撃・崩壊　6月2日（木）　9：00～10：15

　【司会：磯部 大吾郎（筑波大）】

C-8-1 Development of Simulation Tools for Precisely Controlled Dynamic Demolition of Structures
○Koji Uenishi（The University of Tokyo），Hiroshi Yamachi（Sumitomo Mitsui Construction）

C-8-2 キーエレメント指標の分散を用いた建物の発破箇所選定方法に関する検討
○東 健太（筑波大），磯部 大吾郎（筑波大）

C-8-3 Aircraft Impact Analysis Using Smooth Particle Hydrodynamics for Modeling Non-Structural Components
and Fuel
○Manoj Madurapperuma（Terrabyte Corporation），Kazukuni Niwa（Terrabyte Corporation）

C-8-4 建物の設計強度と進行性崩壊の発生危険度との関連性
○我妻 光太（筑波大），磯部 大吾郎（筑波大）

C-8-5 構造形式に着目した鋼製透過型砂防堰堤の耐荷性能に関する解析的研究
○園田 佳巨（九州大），嶋 丈示（砂防・地すべり技術センター）

OS21-1 最適設計と積層造形（1）　6月2日（木）　10：30～11：45

　【司会：加藤 準治（東北大）】

C-9-1 位相最適化部材の3Dプリンタによる製作法に関する検討
○長島 孝昌（千葉工業大），大澤 達也（千葉工業大），秋田 剛（千葉工業大）

C-9-2 マルチマテリアル3Dプリンタとトポロジー最適化を用いた異方性熱収縮材料の開発
○竹澤 晃弘（広島大），小橋 眞（名古屋大），北村 充（広島大）

C-9-3 大変位問題に対する複合板のマルチスケールトポロジー最適化
○西 紳之介（東北大），寺田 賢二郎（東北大），加藤 準治（東北大）

C-9-4 靭性を最大化にする材料微視構造のトポロジー最適化
○小川 竣（東北大），干場 大也（東北大），加藤 準治（東北大），京谷 孝史（東北大）

C-9-5 トポロジー最適化における仮想的なポテンシャル場を用いた厚さ制約法
○佐藤 勇気（京都大），岸本 直樹（京都大），泉井 一浩（京都大），山田 崇恭（京都大），西脇 眞二（京都
大）
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OS21-2 最適設計と積層造形（2）　6月2日（木）　13：15～14：45

　【司会：竹澤 晃弘（広島大）】

C-10-1 マルチフェーズフィールド法による金属結晶構造の剛性最大化
○加藤 準治（東北大），加茂 純宜（東北大），高木 知弘（京都工芸繊維大），京谷 孝史（東北大）

C-10-2 仮想的なポテンシャル場を用いた遮蔽制約を考慮したトポロジー最適化法
○佐藤 綾美（京都大），山田 崇恭（京都大），泉井 一浩（京都大），西脇 眞二（京都大）

C-10-3 熱・構造非連成解析を対象としたマルチスケールトポロジー最適化
○稲葉 紅子（東北大），西澤 峻祐（東北大），加藤 準治（東北大），京谷 孝史（東北大），寺田 賢二郎（東北
大）

C-10-4 熱電素子ナノ構造のトポロジー最適化
○古田 幸三（京都大），泉井 一浩（京都大），松本 充弘（京都大），山田 崇恭（京都大），西脇 眞二（京都
大）

C-10-5 音響構造連成系における3次元波動変換メタサーフェスの最適設計
○野口 悠暉（京都大），山田 崇恭（京都大），泉井 一浩（京都大），西脇 眞二（京都大）

C-10-6 塑性散逸エネルギー最大化を目的とした経路依存トポロジー最適化
○干場 大也（東北大），加藤 準治（東北大），京谷 孝史（東北大）

OS21-3 最適設計と積層造形（3）　6月2日（木）　15：00～16：15

　【司会：秋田 剛（千葉工業大）】

C-11-1 Hybrid GAによるスティフナーレイアウトを考慮した構造最適化に関する研究
野波 諒太（広島大），○名田 彩夏（広島大），北村 充（広島大），竹澤 晃弘（広島大）

C-11-2 H 1 
勾配法による合成梁接触部欠陥同定問題に対する数値解法

○代田 健二（愛知県立大）

C-11-3 形状最適化が耐久性評価に及ぼす効果
○吉田 史郎（湘南技術開発），Neil Bishop（CAEfatigue）

C-11-4 逆問題解析として用いるフィルタリングアルゴリズムの基本特性－その１ 射影フィルタにおける基本特性－
○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）

C-11-5 逆問題解析として用いるフィルタリングアルゴリズムの基本特性－その２ 可変的パラメトリック射影フィルタへ
の適用－
○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）

4 ページ


