
会場E 3階小会議室303+304　第1日目　5月31日（火）

OS4-1 不確かさのモデリング・シミュレーション（1）　5月31日（火）　9：30～10：30

　【司会：高野 直樹（慶應義塾大）】
E-1-1 テキスタイルFRP積層板の確率的マルチスケールモデリング

○高野 直樹（慶應義塾大）

E-1-2 繊維配列のランダム性を考慮した平織積層板のミクロ／メゾ／マクロ弾-粘塑性解析
○松田 哲也（筑波大），岩下 結城（筑波大）

E-1-3 繰り返し変位を受けるエルボの弾塑性挙動に対する材料特性の不確かさの影響
○眞﨑 浩一（みずほ情報総研），宮本 裕平（みずほ情報総研），小坂部 和也（みずほ情報総研）

E-1-4 加力装置付きX線CTスキャナとvoxel FEM解析による粒状ゲルのヤング率同定
藤本 壮祐（岐阜大），○永井 学志（岐阜大），玉川 浩久（岐阜大）

OS4-2 不確かさのモデリング・シミュレーション（2）　5月31日（火）　10：45～11：45

　【司会：松田 哲也（筑波大）】
E-2-1 粒子充填構造とその安定性に対する粒子径のばらつきの影響

○上原 拓也（山形大）

E-2-2 微細パターン構造に生じるうねり変形の座屈後解析
○奥村 大（名古屋大），林 聡洋（名古屋大），田中 展（大阪大）

E-2-3 確率均質化法を用いたコーティング粒子分散型複合材料のミクロ構造ロバスト設計
○栗田 大地（慶應義塾大），Pin Wen（慶應義塾大），高野 直樹（慶應義塾大）

E-2-4 個別要素法に基づく空間分布を考慮した落石の確率論的リスク評価
○菅野 蓮華（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）

OS4-3 不確かさのモデリング・シミュレーション（3）　5月31日（火）　13：15～14：15

　【司会：奥村 大（名古屋大）】
E-3-1 確率論的破壊力学解析を用いた破損確率評価における決定論的指標の取扱に関する検討

○勝又 源七郎（みずほ情報総研），眞﨑 浩一（みずほ情報総研），下元 正義（みずほ情報総研），小坂部
和也（みずほ情報総研）

E-3-2 超細密プレートフィン構造体の応力集中に及ぼすランダムミスアライメントの影響の統計的調査
○山内 和真（筑波大），増子 智史（筑波大），松田 哲也（筑波大）

E-3-3 Stochastic Modeling of Geometrical Imperfection of Metal 3D Printed Porous Structure Using Micro-CT
○Paolo Realini（Keio University），Kenichiro Yokota（Keio University），Naoki Takano（Keio University），
Satoru Matsunaga（Tokyo Dental College），Shinichi Abe（Tokyo Dental College）

E-3-4 中間分解能モデルを用いる重合メッシュ法による海綿骨のバイオメカニクス解析
○西川 航矢（慶應義塾大），高野 直樹（慶應義塾大）

OS19 連成解析　5月31日（火）　15：00～16：15

　【司会：山田 知典（東京大）】
E-4-1 Flapping Edge Vortexの直接数値シミュレーション

○澤田 有弘（産業技術総合研究所），松本 純一（産業技術総合研究所）

E-4-2 3種類の羽ばたきモードを考慮した流体構造連成解析と飛行性能評価
○洪 基源（東京大），山田 知典（東京大），吉村 忍（東京大）

E-4-3 分離反復型流体構造連成解析の安定性向上
○山本 悠貴（東京大），洪 基源（東京大），山田 知典（東京大），吉村 忍（東京大）

E-4-4 多質点モデルと多相流解法による流体-柔軟構造物の連成計算
○廣岡 信行（富士ゼロックス），牛島 省（京都大）

E-4-5 流体構造連成解析と制御の統合に関する基礎的検討
○金子 栄樹（東京大），洪 基源（東京大），山田 知典（東京大），吉村 忍（東京大）
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会場E 3階小会議室303+304　第2日目　6月1日（水）

OS20 ベンダー・ユーザーセッション　〜市販ツール・サービスの可能性を探る〜　6月1日（水）　9：00～10：15

　【司会：石田 智裕（サイバネットシステム）】
E-5-1 プレス成形シミュレーションソフトのGPU化とその効果

○梅津 康義（JSOL），天石 敏郎（JSOL），永井 基一郎（G-DEP），勝山 佳代子（G-DEP），佐々木 竜一（G-
DEP）

E-5-2 流体撹拌抵抗の解析と評価について
○森見 俊幸（プロメテック・ソフトウェア），藤田 直裕（ユニバンス）

E-5-3 汎用ソフトを使用した解析ソリューションビジネスに関する弊社の取り組み
○大井 秀哉（プログレス・テクノロジーズ）

E-5-4 筋骨格モデリングツール：AnybodyTMの紹介―外骨格型ロボットの適用例 ―
○グルウ ジュリアン（テラバイト）

E-5-5 自動車用鋼板の破断予測ツールNSafe®-MAT/SPOTの紹介
○伊田 徹士（JSOL）

OS9 技術者の育成と計算工学　6月1日（水）　10：30～11：45

　【司会：菊地 厖（数値解析開発）】
E-6-1 計算工学教育に関する研究会の活動報告 (中間)

○菊地 厖（数値解析開発），長嶋 利夫（上智大），渡邊 浩志（エムエスシーソフトウエア），長谷川 浩志（芝
浦工業大），小林 卓哉（メカニカルデザイン）

E-6-2 講演取り下げ

E-6-3 ユーザーの視点に立った計算工学教材開発
○渡邉 浩志（エムエスシーソフトウエア）

E-6-4 人工物の複雑化とシミュレーション
○小林 卓哉（メカニカルデザイン）

E-6-5 技術者教育における計算力学入門
○登坂 宣好（東京電機大）

OS16 ソフトコンピューティングとその近傍領域　6月1日（水）　13：15～15：00

　【司会：入江 寿弘（日本大）】
E-7-1 防災性を考慮した市街地再開発の最適化

○高橋 俊貴（神戸大），谷 明勲（神戸大），山邊 友一郎（神戸大）

E-7-2 マルチエージェントによる避難シミュレーションを用いた経路形状毎の避難性能評価に関する研究
○谷 明勲（神戸大），兼原 一（神戸大），山邊 友一郎（神戸大）

E-7-3 マルチエージェントを用いた歩行時ストレスの研究－群衆密度と経路形状との関係性－
末石 朋熙（神戸大），○山邊 友一郎（神戸大），谷 明勲（神戸大）

E-7-4 変数間依存性のある多峰性関数のための群知能アルゴリズム
○杉本 大地（東京都市大），吉田 一貴（東京都市大），宇谷 明秀（東京都市大）

E-7-5 カメラと慣性センサーを用いた飛行ロボットの研究
○大山 裕通（日本大），黒田 晟一郎（日本大），入江 寿弘（日本大），新宮 清志（日本大）

E-7-6 深度センサーを用いた自律移動ロボット―ロボットの運動特性を考慮した効率的な最適経路生成―
○小室 優也（日本大），柴田 悠希（日本大），伊藤 仁志（日本大），入江 寿弘（日本大），新宮  清志（日本
大）

E-7-7 段差乗り越え可能な展開車輪を用いた移動ロボットの研究 －階段の形状に応じた車輪展開の制御－
○吹田 夏樹（日本大），成田 泰晟（日本大），入江 寿弘（日本大），新宮 清志（日本大）
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会場E 3階小会議室303+304　第3日目　6月2日（木）

OS22-1 インパクトバイオメカニクス，衝突安全・予防安全（1）　6月2日（木）　9：00～10：00

　【司会：岩井 信弘（ボッシュ）】
E-8-1 衝突シミュレーションデータを用いたデータマイニングによる結果予測に関する考察

○廣瀬 高明（日産自動車），小野 仁幹（日産自動車），井山 淳（日産自動車），原 聡（日本アイ・ビー・エ
ム），ルディー レイモンド（日本アイ・ビー・エム），井手 剛（日本アイ・ビー・エム）

E-8-2 圧縮を受ける平板の座屈が支配的な箱形断面梁の曲げ座屈
○古巣 克也（豊田中央研究所），尼子 龍幸（豊田中央研究所），中川 稔章（豊田中央研究所），浜辺 勉（トヨ
タ自動車），青木 典久（トヨタ自動車）

E-8-3 人体頭部多層構造を模した衝撃保護デバイスの開発
○渡邉 大（芝浦工業大），野原 大樹（芝浦工業大）

E-8-4 骨折評価のためのヒト足部モデルの開発
○鈴木 光（日本大），杉浦 隆次（日本大），西本 哲也（日本大），西形 里絵（福島県立医科大），藤川 達夫
（日本自動車研究所）

OS22-2 インパクトバイオメカニクス，衝突安全・予防安全（2）　6月2日（木）　10：30～11：30

　【司会：渡邉 大（芝浦工業大）】
E-9-1 くも膜嚢胞を有する頭部モデルの頭部衝撃の解析

○和田 有司（成蹊大），手嶋 真孝（成蹊大），弓削 康平（成蹊大），髙尾 洋之（東京慈恵会医科大），大橋
洋輝（東京慈恵会医科大）

E-9-2 子供モデルにおけるサッカーヘディングの頭部衝撃解析
○吉田 直人（成蹊大），金子 竜也（成蹊大），和田 有司（成蹊大），弓削 康平（成蹊大），髙尾 洋之（東京慈
恵会医科大），大橋 洋輝（東京慈恵会医科大），渡邉 大（芝浦工業大）

E-9-3 人体FEモデルを用いた4Hz上下振動時のシート着座乗員の腹部圧迫感に関する研究
高比良 与志樹（トヨタ自動車），○山田 勝徳（トヨタ自動車），北川 裕一（トヨタ自動車），安木 剛（トヨタ自動
車）

E-9-4 自動運転から手動運転への操作主権移動時におけるドライバの運転挙動特性
○阿部 晃大（芝浦工業大），伊東 敏夫（芝浦工業大）

OS5-1 PSE／計算科学・教育（1）　6月2日（木）　13：15～14：45

　【司会：松本 正己（米子高専）】
E-10-1 ネットワークコンテストのためのネットワーク機器設定の自動化について

○日置 慎治（帝塚山大）

E-10-2 模擬苗を用いた植物の生長検出
○眞鍋 保彦（沼津工専），宇佐見 仁英（玉川大），前田 太陽（埼玉工業大），川田 重夫（宇都宮大）

E-10-3 点群データによる育苗の生長検出の提案
○前田 太陽（埼玉工業大），福島 健太（埼玉工業大），佐藤 佑哉（埼玉工業大），眞鍋 保彦（沼津工専），宮
地 英生（東京都市大），宇佐見 仁英（玉川大），川田 重夫（宇都宮大）

E-10-4 交通流シミュレーションを提供するWebサービスの開発
○飯田 義之（東京大），藤井 秀樹（東京大），吉村 忍（東京大）

E-10-5 非同期連携処理による平面分割領域均一化方法の検討
○早勢 欣和（富山高専），中谷 俊彦（富山高専），新開 純子（富山高専）

E-10-6 ピース敷き詰め型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（津山工専），井上 泰仁（舞鶴工専），小保方 幸次（一関工専），藤田 悠（長野工専），伊藤 祥
一（長野工専），奥本 隼（豊橋技術科学大），若林 哲宇（早稲田大），猪田 陽介（グッドパッチ），奥田 遼介
（Preferred Networks），長尾 和彦（弓削商船高専），川田 重夫（宇都宮大）
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OS5-2 PSE／計算科学・教育（2）　6月2日（木）　15：00～16：15

　【司会：寺元 貴幸（津山高専）】
E-11-1 Webブラウザを用いたCAE問題解決環境の開発と有限要素解析への適用

○井原 遊（東京大），橋本 学（東京大），奥田 洋司（東京大）

E-11-2 点群イメージの品質評価
○宮地 英生（東京都市大），石田 智行（茨城大）

E-11-3 ビデオシースルーHMDを用いたデータ可視化の試み
○川原 慎太郎（海洋研究開発機構），陰山 聡（神戸大）

E-11-4 水環境流れ問題のためのマーカーレスAR可視化システムの構築
花立 麻衣子（中央大），菅田 大輔（中央大），○樫山 和男（中央大），宮地 英生（東京都市大），前田 勇司
（五洋建設），西畑 剛（五洋建設）

E-11-5 センサデータを用いたAR可視化支援システムの構築
○松本 正己（米子工専）
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