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日本応用数理学会 2013年研究部会連合発表会 

 

日程：2013年 3月 14日 (木)～15日 (金) 

会場：東洋大学白山キャンパス６号館２階 

 （〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 TEL:03-3945-7224（代）） 

交通アクセス：http://www.toyo.ac.jp/access/access_j.html 

後援：東洋大学計算力学研究センター 

   東洋大学大学院工学系研究科機能システム専攻 

 

会場と部屋割り  会場 [A]：６２１１教室（２４０名） 

会場 [B]：６２１０教室（３００名） 

会場 [C]：６２０１教室（１２０名） 

会場 [D]：６２０２教室（９０名）  

会場 [E]：６２０３教室（１２０名） 

会場 [F]：６２１８教室（１２０名） 

事務局・受付：６２１３教室 

休憩室：６２１２教室 

 

お願い：各部屋にはプロジェクターは用意されていますが，ＰＣは用意されてません．発表者または研

究部会が各自でご用意くださるようお願い申し上げます．また，館内はすべて禁煙です． 
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プログラム概略 

 

日 時間帯 A(240) B(300) C(120) D(90) E(120) F(120)

9：00 - 10：20

休息10分

10：30 - 11：50
行列・固有値問
題の解法とその
応用(1)

応用可積分系(1)
科学技術計算と
数値解析(1)

数理ファイナンス 数理政治学

昼休80分
数学・数理科学関係公
募説明会

JSIAM Letters 編
集委員会

13:10 - 14:30
行列・固有値問
題の解法とその
応用(2)

応用可積分系(2)
科学技術計算と
数値解析(2)

応用カオス(1) 数理設計(1)

休息10分

14:40 - 16:00
行列・固有値問
題の解法とその
応用(3)

産業における応
用数理(1)

離散システム(1) 応用カオス(2) 数理設計(2)

休息10分

16:10 - 17:30
行列・固有値問
題の解法とその
応用(4)

産業における応
用数理(2)

離散システム(2) 応用カオス(3)
連続体力学の数
理

研究部会連絡会

9：00 - 10：20

休息10分

10：30 - 11：50 ウェーブレット(1) 計算の品質(1)
数論アルゴリズム
とその応用(1)

数理医学

昼休80分

13:10 - 14:30 ウェーブレット(2) 計算の品質(2)
数論アルゴリズム
とその応用(2)

メッシュ生成・
CAE

数理的技法によ
る情報セキュリ
ティ(1)

折紙工学

休息10分

14:40 - 16:00 ウェーブレット(3) 計算の品質(3)
数理的技法によ
る情報セキュリ
ティ(2)

休息10分

15:40 - 16:40

休息10分

16:10 - 17:30

３月

14日
（木）

15日
（金）
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行列・固有値問題の解法とその応用【３ 月１４ 日 会場 A】 

行列・固有値問題の解法とその応用(1) 10:30～11:50 

座長 多田野 寛人（筑波大学） 

 

フィルタ対角化法のシミュレーションについて 

10:30～10:50  

 ○村上 弘（首都大学東京）  

 

totally nonnegative行列に対する dhTodaアルゴリズムのシフト戦略について 

10:50～11:10  

 ○福田 亜希子（東京理科大学），山本 有作（神戸大学/JST CREST），岩崎 雅史（京都府立大学），石

渡 恵美子（東京理科大学），中村 佳正（京都大学）  

 

ゲルシュゴリン集合の非線形固有値問題への拡張  

11:10～11:30  

 ○前田 恭行（筑波大学 M2），櫻井 鉄也（筑波大学，JST/CREST）  

 

ページランク計算に現れる固有値問題の解法について  

11:30～11:50  

 ○宮田 考史（名古屋大学），三森 浩平  

 

行列・固有値問題の解法とその応用(2) 13:10～14:30 

座長 伊藤 祥司（東京大学）  

 

重複固有値をもつ 3重対角行列が定める qd変数の漸近挙動について  

13:10～13:30 

 ○赤岩 香苗（京都大学 M2），近藤 弘一（同志社大学），岩﨑 雅史（京都府立大学），中村 佳正（京

都大学）  

 

逆反復に基づく並列固有ベクトル計算のブロック CGS2アルゴリズムの適用による高速化  

13:30～13:50 

 ○石上 裕之(京都大学 M2)，木村 欣司(京都大学)，中村 佳正(京都大学)  

 

Simultaneous Band Reduction of Two Symmetric Matrices  

13:50～14:10 
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 ○Lei DU (University of Tsukuba, CREST/JST), Akira Imakura (University of Tsukuba), 

Tetsuya Sakurai (University of Tsukuba, CREST/JST)  

 

タイル QRアルゴリズムの動的スケジューリング実装  

14:10～14:30 

 ○鈴木 智博 (山梨大学)  

 

行列・固有値問題の解法とその応用(3) 14:40～16:20 

座長 鈴木 智博（山梨大学）  

 

多重 Lanczos過程に基づく連立 1次方程式の数値解法  

14:40～15:00 

 ○小橋 昌明(東京大学 M2)，松尾 宇泰(東京大学)，杉原 正顯(東京大学)  

 

様々な前処理付き CGS法に対するクリロフ部分空間に注目した解析  

15:00～15:20 

 ○伊藤 祥司（東京大学），杉原 正顯（東京大学）  

 

BiCGStar法の提案と収束性検証  

15:20～15:40 

 ○藤野 清次(九州大学)，牛尾 恵浩（九州大学 B4），村上 啓一（九州大学 M2）  

 

下 3重対角行列向け oqds法の実装のための数理  

15:40～16:00 

 ○荒木 翔（京都大学M1），木村 欣司（京都大学），山本 有作（神戸大学），中村 佳正（京都大学）  

 

mdLVsアルゴリズムに関する数値安定性と計算量の改良  

16:00～16:20 

 ○永田 宗寛(中部精機株式会社)，岩﨑 雅史(京都府立大学)，木村欣司(京都大学)，中村佳正(京都大学)  
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応用可積分系【３ 月１４ 日 会場B】 

応用可積分系(1) 10:30～11:50 

座長 丸野健一（テキサス大学パンアメリカン校）  

 

p 進微分を用いた可積分方程式系について 

10:30～10:50 

○神谷亮（東大数理）、時弘哲治（東大数理） 

 

バレーボールにおける有効なブロック戦略 

10:50～11:10 

○生田元気(茨城大学)、柳澤大地(茨城大学) 

 

分布定数トムソンケーブルの出力の最良評価 

11:10～11:30 

○山岸弘幸（東京産技高専）、亀高惟倫（大阪大）、永井敦（日大）、渡辺宏太郎（防衛大）、武村一雄（日

大） 

 

非線形波動方程式に対するシンプレクティック数値積分法と保存則 

11:30～11:50 

○佐々 成正(日本原子力研究開発機構) 

 

 

 

応用可積分系(2) 13:10～14:30 

座長 佐々成正（日本原子力研究開発機構） 

 

 

ラングミュアーキネティックスを応用したバブル崩壊の CAモデル 

13:10～13:30 

○町島二千翔(茨城大学)、柳澤大地(茨城大学)、江崎貴裕(東京大学)、西成活裕(東京大学) 

 

有限体を用いた積に関する立体魔方陣構成法の拡張 

13:30～13:50 

○宮川文香(立教大学大学院)、筧三郎(立教大学) 
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p 進数体上の離散 KdV方程式 

13:50～14:10 

○神吉雅崇（東大数理）、時弘哲治（東大数理）、間田潤（日大生産工） 

 

特異性のある解を持つ非線形波動方程式の可積分離散化とゲージ不変性 

14:10～14:30 

○丸野健一 （テキサス大学パンアメリカン校） 
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産業における応用数理【３ 月１４ 日 会場B】 

産業における応用数理(1) 14:40～16:00 

座長 櫻井鉄也（筑波大学） 

 

大規模流体解析技術の産業応用  

14:40～15:00 

 ○山出吉伸(みずほ情報総研) 

 

建設業務における数値気流解析の活用  

15:00～15:20 

 ○挾間貴雅(鹿島建設) 

 

各種実問題に対する熱流体シミュレーションの現状と課題  

15:20～15:40 

 ○堀之内成明(豊田中央研究所) 

 

物質科学における量子力学的第一原理計算  

15:40～16:00 

 ○岩田潤一(東京大学) 

 

   休憩 10分 

 

産業における応用数理(2) 16:10～17:00 

座長 今村俊幸（理研） 

 

パネルディスカッション「応用数理から見た次世代スパコンの開発と利用」 

 モデレータ：今村（理研） 

 パネリスト：片桐（東大），藤澤（中央大）， 

       秋葉（アライドエンジニアリング），TBA 
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科学技術計算と数値解析【３ 月１４ 日 会場 C】 

科学技術計算と数値解析(1) 10:50～11:50 

座長 杉原 正顯(東京大学) 

 

有理関数の単純開曲線上の値からその極を求める奈良・安藤の方法に 

関する一注意 

10:50-11:10  

 ○伊藤伸志(東京大学 B4)，相島健助(東京大学)，杉原正顯(東京大学)，奈良高明(電気通信大学) 

 

FFTを用いた実軸全体における分布関数の高速高精度計算 

11:10-11:30  

  ○田中健一郎(はこだて未来大学) 

 

無段式ルンゲ--クッタ法とそのハミルトン系への応用 

11:30-11:50   

 ◯宮武勇登(東京大学 D1)，松尾宇泰(東京大学) 

 

 

数学・数理科学関係公募説明会（文科省）12:00～12:30 

司 会 加古 孝 

１． 文科省委託事業「数学・数理科学と諸科学・産業との協働によるイノベーション創出のための

研究促進プログラム」（略称：「数学協働プログラム」）について 

２．ＪＳＴ 戦略的創造研究推進事業「ビッグデータ領域」について 

 

 

 

 

科学技術計算と数値解析(2) 13:10～14:30 

座長 田中 健一郎（はこだて未来大学） 

 

２次の非線形項を持つ非線形シュレディンガー方程式系の差分近似 

13:10-13:30 

  ○佐々木多希子(埼玉大学M2) 

 

力学系の閉軌道を求めるニュートン・ラフソン・ミーズ法と樋脇・山本の方法について 
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13:30-13:50   

 ○貝ヶ石亘(東京大学 B4)，松尾宇泰(東京大学) 

 

吸収効果を伴う非線形拡散現象に現れる数値サポートの挙動について 

13:50-14:10  

  ○友枝謙二(大阪工業大学) 

 

摩擦型境界値問題に対する二つの数値計算法の比較：ニュートン法と Active/Inactive集合法 

14:10-14:30 

 ○柏原崇人(東京大学 D2) 
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離散システム【３ 月１４ 日 会場 C】 

離散システム(1) 14:40～16:00 

座長 宮本 裕一郎（上智大学） 

 

グラフの彩色多項式 14:40--15:00 

 ○中田有紗（お茶の水女子大学大学院），萩田真理子（お茶の水女子大学大学院） 

 

擬似乱数の評価方法の検証 15:00--15:20 

 ○高橋絢那（お茶の水女子大学大学院），萩田真理子（お茶の水女子大学大学院） 

 

情報理論的暗号理論について 15:20--15:40 

 ○四方順司（横浜国立大学） 

 

任意の制限がシェラブルな単体的複体と純骨格 15:40--16:00 

 ○八森正泰（筑波大学大学院），柏原賢二（東京大学大学院） 

 

離散システム(2) 16:10～17:30 

座長 萩田 真理子（お茶の水女子大学大学院） 

 

安定結婚問題における最大最適選好マッチングの端点集合の一意性 16:10--16:30 

 ○平川瑞樹，山内由紀子，来嶋秀治，山下雅史（九州大学） 

 

正規圧縮距離を用いたクラスタリング法の実装 16:30--16:50 

 ○久保浩平，山内由紀子，来嶋秀治，山下雅史（九州大学） 

 

一般のグラフにおける極大性をもつバリアの標準構造 16:50--17:10 

 ○喜多奈々緒（慶應義塾大学大学院） 

 

周期グラフの l1埋め込みについて 17:10--17:30 

 ○夫紀恵（東京大学大学院） 
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数理ファイナンス【３ 月１４ 日 会場 E】 

数理ファイナンス 10:30～11:50 

座長 石村 直之（一橋大学） 

 

離散確率過程での金利モデルについて  

10:30～10:50 

 ○石村直之(一橋大学) 

 

Occupation time credit risk models with incomplete information  

10:50～11：10 

 ○周怡(一橋大学 D3) 

 

最小二乗確率的分類器による信用格付の判別  

11:10～11:30 

 ○中村(東京大学M2), 杉原正顯(東京大学) 

 

ファイナンスモデルにおけるマルチフラクショナルブラウン運動  

11:30～11:50 

 ○成田清正(神奈川大学） 
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応用カオス【３ 月１４ 日 会場E】 

応用カオス(1)  13:10～14:30 

座長 梅野健（京都大学） 

 

Fermi-Pasta-Ulam格子における Discrete Breatherの存在と安定性 

13:10-13:30  

○吉村和之(NTTコミュニケーション科学基礎研究所) 

 

近接場光の時空間ダイナミクスとその応用 

13:30～13:50 

○成瀬誠(情報通信研究機構) 

 

カオス共振器レーザー 

13:50～14:10 

○篠原 晋(NTTコミュニケーション科学基礎研究所) 

 

レーザカオスによる量子ノイズ増幅と物理乱数生成 

14:10-14:30 

○砂田哲（金沢大学）、新井賢一（NTT コミュニケーション科学基礎研究所)、篠原晋(NTT コミュニケ

ーション科学基礎研究所)、 

原山卓久（東洋大学） 

 

応用カオス(2)  14:40～16:00 

座長 梅野健（京都大学） 

 

レーザーカオスによるテラヘルツ波の広帯域化に対する印加電圧の影響 

14:40-15:00 

○桑島史欣(福井工業大学)、白尾拓也(福井工業大学）、山下雄大（福井工業大学）、谷正彦（福井大学）、

栗原一嘉（福井大学）、山本 晃司（福井大学）、萩行正憲（大阪大学）、長島健（大阪大学）、岩澤宏（福

井大学） 

 

離散フーリエ変換に基づく乱数検定について 

15:00-15:20 

○尾崎亮輔（京都大学），梅野健（京都大学） 
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拡張プロトグラフから構成された性能限界に迫る低密度パリティ検査符号 

15:20-15:40 

○吉村玄太（京都大学），五十嵐顕人(京都大学)， 梅野健(京都大学） 

 

パワー一定カオス拡散符号を用いたＣＤＭＡ通信システムの性能評価：ルベーグスペクトラムフィルタ

の適用 

15:40-16:00 

○猶原僚也（京都大学）， 梅野健（京都大学） 

 

応用カオス(3)  16:10～17:30 

座長 梅野健（京都大学） 

 

スパイク応答型神経回路網におけるカオス同期について 

16:10-16:30 

○山口明宏（福岡工業大学）, 西村和樹(福岡工業大学) 

 

粘菌の時空間ダイナミクスに着想を得た充足可能性判定問題ソルバー 

16:50-17:10 

○青野真士（理化学研究所）金成主（理化学研究所）若林政光（東京工業大学）原正彦（理化学研究所） 

 

Random Dynamics From Time Series 

17:10-17:30 

○佐藤譲（北海道大学） 

 

原子時系発生システムの安定化と高度化についての研究 

17:10-17:30 

○亀山慎吾（京都大学）、梅野健（京都大学） 
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数理政治学【３ 月１４ 日 会場F】 

数理政治学  10:30～11:50 

座長 大山達雄（政策研究大学院大学） 

 

タクシー車両配分計画に関する一考察 

10:30～10:50 

 ○坂井教人（筑波大学）, 繁野麻衣子 （筑波大学） 

 

２大政党制に関する一考察 

10:50～11:10 

 ○岸本一男（筑波大学） 

 

議員定数配分とダイバージェンス 

11:10～11:30 

 ○一森哲男（大阪工業大学） 
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数理設計【３ 月１４ 日 会場 F】 

数理設計(1)  13:10～14:30 

座長 畔上 秀幸（名古屋大学） 

 

有限要素法を用いた Navier-Stokes 方程式による随伴方程式の安定化  

13:10～13:30 

 ○松本純一（産業技術総合研究所） 

 

流体を対象としたトポロジー最適化問題におけるボルツマン方程式に基づく感度解析手法の考察  

13:30～13:50 

 ○矢地謙太郎（京都大学），山田崇恭（京都大学），吉野正人（信州大学），松本敏郎（名古屋大学），

泉井一浩（京都大学），西脇眞二（京都大学） 

 

感度解析を用いた計算の不確かさ推定  

13:50～11:10 

 ○村井大介（豊田中央研究所），近藤継男（豊田中央研究所），川本敦史（豊田中央研究所），松森唯益

（豊田中央研究所） 

 

運転操作を対象とした筋活動の数理モデリング  

14:10～14:30 

 ○加藤大地，天野真輝（豊田中央研究所），服部義和（豊田中央研究所），畔上秀幸（名古屋大学） 

 

数理設計(2)  14:40～16:00 

座長 松本 純一（産業技術総合研究所） 

 

位相最適化問題の可解性と密度分布手法における状態方程式の有限要素近似  

14:40～15:00 

 ○海津聰（日本大学） 

 

一般 J積分を用いた特異点に対する形状微分の評価について  

15:00～15:20 

 ○畔上秀幸（名古屋大学），大塚厚二（広島国際学院大学），木村正人（九州大学） 

 

ブレーキ鳴き現象に対する形状最適化問題の解法  

15:20～15:40 
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 ○新谷浩平（名古屋大学），畔上秀幸（名古屋大学） 

 

静電容量式センサに対する形状最適化問題の構成法  

15:40～16:00 

 ○佐竹正義（日本自動車部品総合研究所），前田登（日本自動車部品総合研究所），福井伸治（日本自

動車部品総合研究所），畔上秀幸（名古屋大学） 
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連続体力学の数理【３ 月１４ 日 会場 F】 

連続体力学の数理  16:10～17:10 

座長 大塚 厚二（広島国際学院大学） 

 

粒子法 Moving Particle Semi-implicit における圧力 Poisson 方程式への考察  

16:10～16:30 

 ○服部元史,(神奈川工科大学), 殿岡芳規,(神奈川工科大学),  

    中島祐貴(神奈川工科大学), 柴田和也(東京大学), 越塚誠一(東京大学) 

 

バネ・ブロックモデルにおけるバネ定数の対称性と正値性についての考察  

16:30～16:50 

○木村正人（九州大学マス・フォア・インダストリ研究所）, 野津裕史（早稲田大学高等研究所） 

 

FreeFem++による最適形状設計問題の解法 

16:50～17:10 

   ○大塚 厚二 (広島国際学院大学) 
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ウェーブレット【３ 月１５ 日 会場A】 

ウェーブレット(1-a)  10:30～11:10 

座長：藤ノ木 健介(大島商船高専) 

 

On the invariant cycles and constructions of band-limited wavelets 

10：30 - 10：50 

福田 尚広(筑波大学 D2), 木下 保(筑波大学), ○上原 伊音(筑波大学 D1) 

 

補間スケーリング関数を用いた偏微分方程式の数値解法 

10：50 - 11：10 

○福田 尚広(筑波大学 D2) 

 

ウェーブレット(1-b)  11:10～11:50 

座長：戸田 浩(豊橋技術科学大学) 

 

３次元繰り返し構造の拘束条件を用いた結晶の種類の推定法 

11：10 - 11：30 

○遠藤 智子（東京電機大学） 

 

曲面上でのウェーブレットの構成について 

11：30 - 11：50 

○藤ノ木 健介(大島商船高専) 

 

ウェーブレット(2)  13:30～14:30 

座長：木下 保（筑波大学） 

 

３ダイレーション正規直交ウェーブレット基底 

13:30 - 13:50 

○戸田 浩(豊橋技術科学大学)，章 忠(豊橋技術科学大学)，今村 孝(豊橋技術科学大学) 

 

N分木離散ウェーブレット変換に基づいた電子透かし 

13:50 - 14:10 

○池邊 和馬（大阪教育大学 B4）・石田 理人（大阪教育大学）・大島 悠司（大阪教育大学）・辰巳 基（大

阪教育大学）・辻 仁志（大阪教育大学）・守本 晃（大阪教育大学） 
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Gabor関数族とWavelet係数の畳み込みによる複数分解能 Gabor Wavelet変換の計算量削減 

14:10 - 14:30 

○ 鎌田 朋洋 (東京都市大学大学院 M2), 荒井 秀一 (東京都市大学) 

 

ウェーブレット(3)  14:40～15:40 

座長：藤田 景子（佐賀大学） 

 

特別講演 

ガボール変換とその周辺 

14:40 - 15:40 

○吉野 邦生（東京都市大学） 
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計算の品質【３ 月１５ 日 会場B】 

計算の品質(1)  10:30～11:50 

座長 木村 拓馬（早稲田大学） 

 

Kolmogorov問題の計算機援用証明における最大値ノルム評価の改善について 

10:30-10:50 

渡部 善隆（九州大学）, 小林 健太（一橋大学） 

 

計算機援用解析を用いた楕円型境界値問題に対する解曲線の追跡 

10:50-11:10 

高安 亮紀（早稲田大学）, 大石 進一（早稲田大学） 

 

高精度な補間関数の誤差定数の評価について 

11:10-11:30 

劉 雪峰（早稲田大学）, 大石 進一（早稲田大学） 

 

逆作用素ノルム評価を用いた楕円型 Neumann境界値問題の解に対する精度保証付 

き数値計算 

11:30-11:50 

田中 一成（早稲田大学）, 高安 亮紀（早稲田大学）, 劉 雪峰（早稲田大学）, 大石 進一（早稲田大学） 

 

計算の品質(2)  13:10～14:30 

座長 荻田 武史（東京女子大学） 

 

[特別講演]  

Fast and accurate bounds for the solution of least squares  

problems and underdetermined linear systems 

13:10-13:50 

Siegfried M. Rump (Hamburg University of  

Technology) 
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区間連立一次方程式に対する精度保証付き事後誤差評価法 

13:50-14:10  

南畑 淳史（早稲田大学）, 関根 晃太（早稲田大学）, 荻田 武史 

（東京女子大学）, 大石 進一（早稲田大学） 

 

精度保証に特化された行列積ルーチンの作成と効果について 

14:10-14:30  

尾崎 克久（芝浦工業大学），荻田 武史（東京女子大学），大石 

進一（早稲田大学） 

 

計算の品質(3)  14:40～16:00 

座長 山中 脩也（早稲田大学） 

 

浮動小数点数で近似されたデータに対する凸包の精度保証アルゴリズムについて 

14:40-15:00  

太田 悠暉（芝浦工業大学），尾崎 克久（芝浦工業大学） 

 

対数的特異性をもつ積分に対する tanh則・DE公式の定数を明示的に表した誤差評価 

15:00-15:20  

岡山 友昭（一橋大学） 

 

常微分方程式の周期解の自動検証について 

15:20-15:40  

樋脇 知広（電気通信大学）, 井内 大介（電気通信大学）, 山本野人（電気通信大学） 

 

半群理論を用いた非斉次熱方程式の全離散近似解に対する事前誤差評価 

15:40-16:00  

水口 信（早稲田大学），久保 隆徹（筑波大学），高安 亮紀（早稲田大学），大石 進一（早稲田大学） 

 

  



23 

 

数論アルゴリズムとその応用【３ 月１５ 日 会場C】 

数論アルゴリズムとその応用(1)  10:30～11:50 

座長 青木美穂 (島根大学) 

 

GF(p^12) 上の離散対数問題に対する数体篩法の計算機実験 

10:40-11:00 

   ○早坂健一郎(九州大学), 青木和麻呂(NTT), 小林鉄太郎(NTT), 

    高木剛(九州大学) 

 

楕円 DH問題と計算量的に等価な問題について 

11:00-11:20 

   ○鑓水淳一(首都大学東京), 内山成憲(首都大学東京) 

 

 GF(p)上の超特異楕円曲線における HashToPointの高速化(11:20--11:40) 

   ○富田琢巳(日立製作所/九州大学), 高木剛(九州大学) 

 

数論アルゴリズムとその応用(2)  13:20～14:30 

座長 小松亨 (東京理科大学) 

 

奇数の完全数の最大素因子について 

13:20-13:50 

   ○石井大輔(岡山理科大学), 青木美穂(島根大学), 澤江隆一(岡山理科大学), 

    森義之(岡山理科大学) 

 

Woodall数の素数判定について 

13:50-14:10 

   ○浅見和輝(首都大学東京), 内山成憲(首都大学東京) 

 

Ramification of Artin-Scherier extensions of surface over 

algebraically closed field of characteristic p 

14:10-14:30 

   ○大井理生(京都大学) 
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数理医学【３ 月１５ 日 会場D】 

数理医学 10:30～11:50 

鈴木 貴（大阪大学） 

 

Noise reduction method for magnetospinography signal  

10:30～10:50 

 ○Nuanprasert Somchai （大阪大学M2), 佐藤真（大阪大学 D3)  

 

血管新生制御作用に基づいた腫瘍休眠状態の数理モデリングと数値シミュレーション  

10:50～11:10 

 ○胡 毓瑜（大阪大学M2） 

 

MT1-MMPによるMMP2活性化機構のパスウェイ方程式の解析 

11:10～11:30 

 ○川崎 秀二(岩手大学), Minerva Dhisa（大阪大学M2） 

 

膜微小ドメインへの局在化を介したシグナル伝達制御機構  

11:30-11:50 

 ○齋藤 卓（大阪大学） 
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メッシュ生成・ＣＡＥ【３ 月１５ 日 会場D】 

メッシュ生成・ＣＡＥ  13:10～13:50 

片岡一朗（日立製作所） 

 

領域分割型並列構造解析コードの GPU 対応 

13:10～13:30 

○秋葉博（アライドエンジニアリング） 

 

"Compact line-based data structure for region -growing mesh segmentation" 

13:30～13:50 

Bo Yu, Maria Savchenko, Ichiro Hagiwara, MIMS, Meiji University. 
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数理的技法による情報セキュリティ【３ 月１５ 日 会場E】 

数理的技法による情報セキュリティ(1) 13:10～14:30 

座長 米山一樹（NTT） 

 

ProVerifによる Bluetoothのセキュアシンプルペアリングに 

対する形式的な安全性検証 

13:10～13:30 

  ○井上博之（東京理科大学大学院理工学研究科），荒井研一（東京理科大学），金子敏信（東京理科大

学） 

 

量子暗号のためのプロトコル等価性検証ツール 

13:30～14:00 

  ○久保田貴大（東京大学大学院情報理工学系研究科），角谷良彦（東京大学大学院情報理工学系研究科），

加藤豪（NTT），河野泰人（NTT），櫻田英樹（NTT） 

 

暗号プリミティブに基づく機密データフロー解析 

14:00～14:30 

  ○林良太郎（株式会社東芝研究開発センター），中西福友（株式会社東芝研究開発センター），橋本幹

生（株式会社東芝研究開発センター） 

 

数理的技法による情報セキュリティ(2) 14:40～15:40 

座長 櫻田英樹（NTT） 

 

確定的，またはヘッジ暗号における強識別不可能ハッシュ関数の 

適用について 

14:40～15:10 

  内藤祐介（三菱電機），○米山一樹（NTT） 

 

形式化手法を利用した暗号プロトコル評価の適用拡大に向けて 

15:10～15:40 

  松尾真一郎(NICT)，宮崎邦彦(日立製作所)，○大塚玲(産業技術総合研究所)，手塚悟(東京工科大学) 
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折紙工学【３ 月１５ 日 会場F】 

折紙工学  13:10～14:50 

座長 杉山 文子（京大） 

 

半径方向円筒折畳法の開発とその応用  

13:10～13:30 

 ○石田祥子(明大)，野島武敏（㈱アートエクセル折紙工学研究所）、萩原一郎（明大） 

 

段差付き折紙メンバーの圧潰特性の最適設計   

13:30～13:50 

  ○楊陽（明大）、趙希禄（埼玉工大）、萩原一郎（明大） 

 

折紙工法によるトラスコアの成形法    

13:50～14:10 

 ○グエン タイ タット ホアン（明大）、寺田耕輔（明大）、戸倉直（明大）、萩原一郎（明大） 

 

Grasshopperを用いたインタラクティブかつリアルタイムな有限要素解析インターフェースの開発 

14:10～14:30 

 ○三木優彰（東大） 

 

角不変条件追加によるトラス剛体折りモデル   

14:30～14:50 

 ○渡邉尚彦（岐阜高専） 

 

 

 


