
平成 20 年春季講演会　講演プログラム

日　時：2007年 5月 29日（木），30日（金）
場　所：ウェルシティ長崎

5 月 29 日（木）
○講演者

時　　間 表　　題 著　　者
【第 1 会場】

9：00～12：00 一般講演（G1-1～G1-18）
9：00～ 9：15 CIP・直交格子法によるWigley船型に関する船体運動・抵抗増加の計算 ○胡　長洪，柏木　正
9：15～ 9：30 実船周りの流場の数値的推定法における乱流モデルの影響について ○金子　唯明，大森　拓也， 

越智　文俊
9：30～ 9：45 Linear forcingによる非等方乱流場の LES ○平林　紳一郎，佐藤　徹
9：45～10：00 段差隅切り形状による船舶居住区風抵抗低減効果の数値解析 ○中島　卓司，佐竹　信吾， 

土井　康明，陸田　秀実
10：00～10：15 CFDによる省エネデバイス付き船体周りの流場解析 ○牧野　功治，増田　聖始
10：15～10：30 休憩
10：30～10：45 防食板を有する舵の流力特性と省エネ配置の検討 ○三好　潤，新井　洋， 

土井　康明，川島　敏彦
10：45～11：00 浅水域における肥大船型の運行性能に関する実験的研究 ○谷上　明彦，山元　康博， 

新郷　将司
11：00～11：15 小氷片密集水路を航行する船舶にはたらく氷荷重の物理ベースモデリングによる評価 ○金野　祥久，吉本　和弘
11：15～11：30 流体海上輸送用袋状コンテナに関する基礎研究 ○原　純哉，土井　康明， 

陸田　秀実，中島　卓司
11：30～11：45 気泡吹き出し装置を有する実船周り流れの数値シミュレーション ○村上　麻子，川村　隆文， 

日夏　宗彦
11：45～12：00 空気泡による摩擦低減に及ぼす物体表面曲率の影響 牧野　雅彦，○児玉　良明， 

堀　利文，日夏　宗彦， 
川島　英幹，後藤　英信， 
塚田　健史

12：00～13：00 休憩
13：00～13：15 大型セメント運搬船を用いた空気潤滑法による省エネ実船実験（準備） ○日夏　宗彦，児玉　良明， 

堀　利文，川島　英幹， 
竹子　春弥，牧野　雅彦， 
大縄　将史，眞田　有吾， 
村井　祐一，太田　翔子

13：15～13：30 大型セメント運搬船を用いた空気潤滑法による省エネ実船実験（結果と解析） ○児玉　良明，日夏　宗彦， 
堀　利文，川島　英幹， 
竹子　春弥，牧野　雅彦， 
大縄　将史，眞田　有吾， 
村井　祐一，太田　翔子

13：30～13：45 チャインドライ航走時の滑走艇の浸水面形状と船底圧力分布の数値解析 ○勝井　辰博，片山　徹， 
望月　健司

13：45～14：00 超高速域における滑走艇に作用する流体力特性に関する基礎的研究 片山　徹，○重松　康平
14：00～14：15 海上「斎場・火葬船」構想について ○田中　圭，加戸　正治， 

古川　秀雄，高木　純一， 
大貫　伸，横田　睦， 
井上　文夫，八木沢　壮一， 
武田　至

14：15～14：30 休憩
14：30～14：45 ITTCの最近の活動と ITTC2008福岡に向けて ○木下　健，戸田　保幸， 

柏木　正，児玉　良明， 
土岐　直二，伊東　章雄

14：45～15：00 第 25期 ITTC2008の主要トピックス 木下　健，戸田　保幸， 
柏木　正，児玉　良明， 
○土岐　直二，伊東　章雄



【第 2 会場】
9：00～14：15 一般講演（G2-1～G2-16）
9：00～ 9：15 航行水域の波と風がデッドシップ状態における船舶の転覆確率に及ぼす影響について ○小川　剛孝
9：15～ 9：30 パラメトリック横揺れ防止装置としてのアンチローリングタンクの性能推定（第二報） ○橋本　博公，末吉　誠
9：30～ 9：45 翼型付加物による船舶の転覆防止に関する研究 （第 2報） 橋本　博公，○山谷　悠， 

松田　秋彦
9：45～10：00 高速多胴船の横揺れ減衰力に関する基礎的研究 片山　徹，○谷口　友基

10：00～10：15 追波・斜め追波中のトリマランの動的挙動 梅田　直哉，○荒木　元輝， 
橋本　博公

10：15～10：30 休憩
10：30～10：45 An Application of CFD for Advanced Broaching Prediction （2nd Report） ○ Hirotada Hashimoto，

Frederick Stern，Seyed 
Hamid Sadat Hosseini

10：45～11：00 荒天中操業する漁船の安全性評価に関する基礎的研究 ○片山　徹，甲滝　昌功， 
多羅尾　保允，松田　秋彦

11：00～11：15 漁船の有効波傾斜係数に関する模型実験 ○田口　晴邦，上野　道雄， 
塚田　吉昭，沢田　博史， 
佐藤　陽平

11：15～11：30 遺伝的アルゴリズムによる超大型浮体の弾性応答低減のための最適支持形式に関す
る研究

村井　基彦，○西　辰則

11：30～11：45 エアクッション型弾性浮体の波浪中応答低減効果に関する研究
─ゼロ喫水仮定下におけるエアクッション配置の影響─

○居駒　知樹，立花　葉子，
増田　光一，林　昌奎， 
前田　久明

11：45～12：00 風車の回転を考慮した SPAR型洋上風力発電施設の波浪中における安全性について ○村井　基彦，石川　恭平
12：00～13：00 休憩
13：00～13：15 Effects of Free-end Condition on Hydrodynamic Forces of a Flexible Hanging-off 

Circular Cylinder undergoing Vortex-induced Vibration
○ Rudi Walujo Prastianto, 
Koji OTSUKA,  
Yoshiho IKEDA

13：15～13：30 RESPONSE PREDICTION OF OSCILLATING FLEXIBLE RISERS AT LARGE 
VALUES OF KEULEGAN-CARPENTER NUMBER

○ Carlos RIVEROS， 
宇都宮　智昭，前田　克弥， 
伊藤　和彰

13：30～13：45 有限体積法による振動円柱に作用する流体力の解析 小崎　洋平， 
○宇都宮　智昭

13：45～14：00 高速航行中母船船尾からの搭載艇降下揚収新システムの開発研究（第 2報）
─波浪中における降下揚収試験─

○平川　嘉昭，平山　次清， 
高山　武彦

14：00～14：15 実船の積み付け記録の調査に基づく静水荷重の統計解析 ○河邉　寛，津金　正典

【第 3 会場】
9：00～14：30 一般講演（G3-1～G3-17）
9：00～ 9：15 海難事故データベースの構築と要因分析─大型船と漁船の衝突事故─ ○田村　由佳，篠田　岳思， 

山口　祐介
9：15～ 9：30 造船所における労働安全性評価のためのカオス解析の適用に関する研究（その 2） 

─歩行動作のゆらぎを利用した歩行安全評価─
○田中　太氏，篠田　岳思

9：30～ 9：45 浮体式波力発電装置“後ろ曲げダクトブイ”に働く流体力に関する研究 豊田　和隆，永田　修一， 
今井　康貴，○真子　祐輔

9：45～10：00 多重共振型波エネルギー吸収機構に関する実験（その 2）装置の改良 大澤　弘敬，居駒　知樹， 
伊藤　和彰，○富沢　祐也， 
増田　光一

10：00～10：15 ダリウス型水車のトルク性能向上に関する基礎的研究
─迎角制御によるトルク特性の変化─

○居駒　知樹，中田　春奈， 
藤尾　慎太郎，増田　光一， 
前田　久明，林　昌奎

10：15～10：30 休憩
10：30～10：45 光ファイバーを用いた回転機器のひずみ計測手法の開発 ○敷根　宏章，前田　正広， 

吉川　孝男
10：45～11：00 溶接止端部から発生する疲労き裂のモニタリング感度と検知 ○若林　祥平，勝田　順一， 

細見　直史，牛島　慎一， 
河野　和芳

11：00～11：15 疲労き裂伝播における遅延現象を評価するための新しい方法 ○勝田　順一，牛島　慎一， 
楠葉　貞治，河野　和芳

11：15～11：30 軟化域を伝播する疲労き裂の遅延現象に関する考察 ○古賀　脩平，勝田　順一， 
牛島　慎一，河野　和芳， 
楠葉　貞治

11：30～11：45 変動荷重下における溶接止端部からの疲労き裂発生・成長シミュレーション ○楠葉　貞治，勝田　順一， 
河野　和芳

11：45～12：00 Slice Synthesis Methodologyを用いた三次元き裂の応力拡大係数算定手法について ○永田　幸伸，後藤　浩二



12：00～13：00 休憩
13：00～13：15 き裂結合力モデルの切欠材への拡張に関する基礎的検討 後藤　浩二，○堤　慎之介
13：15～13：30 Bスプラインウェーブレット有限要素法を用いたき裂進展解析に関する研究 ○田中　智行，岡田　裕， 

岡澤　重信，藤久保　昌彦
13：30～13：45 溶接継手の延性特性予測シミュレーション ○今野　夕紀子，木原　弘隆，

岡澤　重信，木村　文映， 
木坂　有治，藤久保　昌彦， 
中村　智，馬場　則光

13：45～14：00 モルタル法を用いた領域分割型 FEM解析の収束性向上に関する研究 ○安澤　幸隆，江口　雄三
14：00～14：15 開発した世界初となる舶用機関・機器を含めた回転機械の RBMシステムの概要 ○椎原　裕美，黒澤　忠彦， 

西口　優美，酒井　信介， 
濱野　雅巳，松本　弘， 
田上　邦雄，富士　彰夫， 
弥富　政享，志村　義治

14：15～14：30 小笠原航路の検討 ○塩田　浩平

【第 4 会場】
9：00～ 9：45 一般講演（G4-1～G4-3）
9：00～ 9：15 内航船のエネルギー消費に関する調査─エネルギーフローの分析とモデリング─ ○波江　貞弘，加納　敏幸， 

伊藤　泰義
9：15～ 9：30 船舶運航時の燃料消費量簡易推定法について ○小林　充，加納　敏幸
9：30～ 9：45 燃料半減船の可能性について ○大内　一之
9：45～12：00 オーガナイズドセッション（OS1）：実海域性能とモニタリングデータ解析

オーガナイザー：箕浦　宗彦，辻本　勝
実海域性能とモニタリングデータ解析の現状 ○木村　校優，山本　敏明
自己組織化型状態空間モデルに基づく船舶の動揺パラメータの統計的推定に関する
研究─実船データによる検証─

○寺田　大介

船上計測データによる船速低下量の統計的推定 ○箕浦　宗彦，内藤　林， 
松田　浩一

大型コンテナ船の実海域での速力低下要因とその計算法について ○佐々木　紀幸，松原　知之，
吉田　泰三

コンテナ船の斜航抵抗に関する一考察 ○南　佳成，二村　正， 
上野　道雄，佐々木　紀幸，
深澤　良平

大型コンテナ船の風・波併存下自由航走模型試験 ○藤原　敏文，二村　正， 
南　佳成，佐々木　紀幸

確率海象を用いた航海シミュレーションによる航海時間と燃料消費量の予測 箕浦　宗彦，○長谷　成子，
長田　州平，内藤　林

短波長域の抵抗増加に影響を及ぼす要素について ○黒田　麻利子，辻本　勝，
藤原　敏文，大松　重雄

波浪中抵抗増加の実用的修正法 辻本　勝，柴田　和也， 
○黒田　麻利子

12：00～13：00 休憩
13：00～15：00 オーガナイズドセッション（OS2）：大型船の構造安全性 

オーガナイザー： 小川　剛孝
大型コンテナ船にはたらく波浪荷重についての実験的研究 ○岡　正義，小川　剛孝， 

戸澤　秀，岡　修二
超大型コンテナ船のスプリンギングによる流力弾性応答に関する実験的研究（第一報） ○三宅　竜二，松本　俊之， 

朱　庭耀，阿部　憲和
大型船にはたらく波浪荷重推定法についての検討 ○小川　剛孝，高木　健， 

岡　正義，戸澤　秀
変位ポテンシャル法を用いた船舶のスラミング衝撃計算法 高木　健，○小川　剛孝
設計不規則波と直接荷重解析法による最大応答推定～LNG船への適用 ○宮崎　智，深沢　塔一， 

佐藤　宏一
大型コンテナ船の応力と倉口変形量の実船計測 ○豊田　昌信，岡田　哲男， 

中島　喜之，前田　朝樹， 
松本　俊之

コンテナ船の曲げ捩り崩壊強度 
─縮小模型試験体による曲げ捩り崩壊試験─

○田中　義照，佐久間　正明， 
安藤　孝弘，穴井　陽祐， 
橋爪　豊，矢尾　哲也， 
藤久保　昌彦，飯島　一博

船舶の構造信頼性評価についての技術的課題 ○平方　勝，戸澤　秀， 
小川　剛孝



【第 5 会場】
9：00～ 9：45 一般講演（G5-1～G5-3）
9：00～ 9：15 海洋肥沃化装置の包括的環境影響評価 ○大塚　耕司，大内　一之
9：15～ 9：30 大阪湾内における漂流ゴミの実態計測（第 2報） ○山田　智貴
9：30～ 9：45 藻類増殖に対する人工湧昇の効果に関する数値的研究 林　君儒，○佐藤　徹
9：45～12：00 オーガナイズドセッション（OS3）：外洋上プラットフォーム（その 2） 

オーガナイザー： 石田　茂資
RESPONSE PREDICITON OF A FLOATING BODY BY USING A NAVIER-
STOKES SOLVER

Emma Patricia BANGUN， 
○宇都宮　智昭

水面近傍の水面下で振動するフィンに働く流体力と周辺流場に関する実験的研究 今井　康貴，永田　修一， 
豊田　和隆，○小田　純子， 
久池井　智成

粘性減衰力を考慮した風力発電用基盤浮体の動揺特性 ○大川　豊，飯島　一博
最適係留法の開発 ○大越　茂宏，関田　欣治， 

北　勝利，吉川　利夫， 
首藤　洋一，高津　尚之

外洋上プラットフォームの余寿命便益評価に基づく保守管理手法の検討 ○岩田　亮治，川村　恭己， 
浅　友紀

防食劣化を考慮した検査計画に関する一考察 ○丹羽　敏男，船山　嘉実， 
田中　義久

Spar型浮体式風車によるウィンドファームの風車漂流シナリオに関する研究 栗本　優，北原　悠， 
○鈴木　英之

調和設計プログラムの開発 ○矢後　清和，神田　雅光， 
三上　隆，日根野　元裕， 
金綱　正夫

外洋上プラットフォームの利活用について ○石田　茂資，國分　健太郎，
吉川　利夫，高木　儀昌， 
乾　悦郎

黒鉱型海底熱水鉱床採鉱プラットフォームの要求性能 ○山崎　哲生
12：00～13：00 休憩
13：00～15：00 オーガナイズドセッション（OS4）：油流出事故の対応に関する研究 

オーガナイザー： 原　正一
浮流重油自動追従ブイシステムの実海域実験 ○千賀　英敬，加藤　直三， 

伊藤　飛鳥，仁王　大樹， 
吉江　宗生，藤田　勇， 
五十嵐　和之，奥山　悦郎

氷海流出油回収装置の開発 金田　成雄，下田　春人， 
若生　大輔，瀧本　忠教， 
○泉山　耕

沈船からの油流出発生について 
─（1）腐食率推定と沈船強度の経年劣化─

○田中　義照，遠藤　久芳， 
穴井　陽祐

沈船からの油流出発生について 
─（2）座礁船の船体腐食解析─

○穴井　陽祐，小林　佑規，
田中　義照

Numerical simulation of benzene spill from a sunken ship ○ Shigeru Tabeta,  
Jungmo Yoo，Toru Sato，
Se-min Jeong

油処理剤散布時の流出油の 3次元挙動解析に関する研究 ○間島　隆博
水溶性画分における重油の経時変化について ○小島　隆志
油影響を考慮した海洋生態系シミュレーション ○中谷　直樹，桂樹　哲雄
流出油防除支援ツールの開発 ○黒田　貴子，原　正一

5 月 30 日（金）
○講演者

時　　間 表　　題 著　　者
【第 1 会場】

9：00～10：00 一般講演（G1-19～G1-22）
9：00～ 9：15 高速ネットワークを有する PCクラスタ上での粒子法プログラムの性能評価 ○末吉　誠，小池　藍
9：15～ 9：30 サーフェスプロペラの翼強度解析 ○姫井　弘平，板谷　芳樹
9：30～ 9：45 プロペラ単独性能に対するレイノルズ数の影響 ○川村　隆文，大森　拓也
9：45～10：00 DESによるプロペラ鳴音防止効果の評価 ○蓮池　伸宏，山崎　正三郎， 

安東　潤



13：00～14：30 一般講演（G1-23～G1-28）
13：00～13：15 翼先端近傍の荷重分布を変更したプロペラのキャビテーション試験　 

第 1報：翼先端近傍の荷重分布を変更したプロペラのキャビテーション性能
山崎　正三郎，○岡崎　全伯， 
右近　良孝，川並　康剛

13：15～13：30 翼先端近傍の荷重分布を変更したプロペラのキャビテーション試験　 
第 2報：プロペラ揚力面理論によるキャビテーションシミュレーションの改良

○山崎　正三郎，岡崎　全伯， 
右近　良孝，川並　康剛

13：30～13：45 簡便なパネル法による定常プロペラキャビテーションの計算 ○金丸　崇，安東　潤
13：45～14：00 キャビテーション変動圧試験法の比較検討 ○藤沢　純一，佐々木　紀幸， 

田中　一幸，金井　健， 
青木　伊知郎

14：00～14：15 プロペラキャビテーションによる船体表面圧力変動の数値シミュレーションに 
基づく予測

○川村　隆文，清川　哲之介

14：15～14：30 剛球及び水塊の水面落下時に発生する空中放射音特性について ○安藤　智子，田村　悠樹， 
甲斐　寿

【第 2 会場】
9：00～10：00 一般講演（G2-17～G2-20）
9：00～ 9：15 船速変化に適応する操縦性指数を利用したゲイン設定について ○岩本　才次
9：15～ 9：30 電気推進内航船「千祥」の操縦運動シミュレーション ○安川　宏紀，平田　法隆， 

田中　進，小瀬　邦治
9：30～ 9：45 首振り型推進器を有した船舶の操縦流体力特性 ○安川　宏紀，平田　法隆， 

田中　進，小瀬　邦治
9：45～10：00 水路を航行する船舶の操縦運動の推定に関する研究 （その 2） ○名切　恭昭，古川　芳孝， 

貴島　勝郎

13：00～14：45 一般講演（G1-21～G1-27）
13：00～13：15 3次元運動シミュレーションによる表面効果翼船の動特性評価 横田　季和，○秋元　博路
13：15～13：30 瀬戸内海における津波来襲時の船舶避難について ○小林　英一，池上　隆， 

斧田　康佑，大澤　輝夫， 
米田　翔太，越村　俊一， 
水ノ江　隆志

13：30～13：45 Gravity Waves Diffracted by an Open Dock（First Report for Open Circular Dock） ○増本　彰
13：45～14：00 Green 函数法による 3次元非定常波動場の数値解の性質について ○渡邊　巖
14：00～14：15 Validation of Hybrid Wave Absorbing Beach for Transient Wave Generation due to 

Wave Impact
何　広華，○柏木　正

14：15～14：30 左右非対称浮体による反射波・透過波の実験的検証 ○柏木　正，林　卓史， 
安永　誠

14：30～14：45 造波水路での強制動揺実験における 3次元影響 ○柏木　正，橋本　太久也， 
胡　長洪，安永　誠

【第 3 会場】
9：00～10：00 一般講演（G3-18～G3-21）
9：00～ 9：15 高サイクル疲労過程の繰返し応力─ひずみ関係の予測 ○堤　成一郎，村上　幸治， 

後藤　浩二，豊貞　雅宏
9：15～ 9：30 高サイクル疲労過程の塑性ひずみ発生に関するロジスティック解析 ○堤　成一郎，村上　幸治， 

後藤　浩二，豊貞　雅宏
9：30～ 9：45 遺伝的アルゴリズムならびにニューラルネットワークを適用した船体中央断面構造

の最適化について
○大岩根　慎也，横田　一平， 
森　茂博，前田　正広， 
吉川　孝男

9：45～10：00 信頼性解析に基づくバルクキャリアーのホールドフレーム構造の評価手法の検討 ○高山　尚之，川村　恭己

13：00～14：45 一般講演（G3-22～G3-28）
13：00～13：15 水平曲げにおける横断面の反りの影響を考慮した船体縦強度理論の新しい実用化に

関する研究
○野瀬　幹夫，奥村　一生

13：15～13：30 進水時盤木の支持反力分布及び二重底強度について ○深田　翔，深田　陽華， 
深田　富子

13：30～13：45 ローカル荷重が船体縦曲げ最終強度に与える影響に関する研究 ○石橋　公也，重見　利幸，
原田　実

13：45～14：00 仕切り板を有する矩形タンクの振動挙動に関する研究 ○豊田　真，桜井　朋樹
14：00～14：15 タンク構造における呼吸モード振動の解析法と防振対策法に関する研究 安澤　幸隆，岡田　崇， 

○佐野　敦司，柳　和久， 
豊田　真

14：15～14：30 中規模スケール実験による船体氷荷重の計測について ○瀧本　忠教，金田　成雄， 
下田　春人，若生　大輔， 
泉山　耕

14：30～14：45 水塊の衝突による衝撃圧力の発生過程 ○田中　健太郎，枝廣　哲也， 
青柳　悠一，岩本　勝美



【第 4 会場】
9：00～10：00 一般講演（G4-4～G4-7）
9：00～ 9：15 生物模倣型水中ロボットのための弾性体胸鰭アクチュエータの開発 ○有吉　友和，鈴木　博善， 

加藤　直三
9：15～ 9：30 人工筋肉を用いた水中ビークル用運動機構の開発 山口　悟，○須本 祐史， 

濱田　雄二，本田　淳士
9：30～ 9：45 急発進時の魚類の運動パラメターと推進力特性に関する研究 ○井上　寛文，桐本　兼輔， 

西尾　茂
9：45～10：00 ライザー管リエントリ作業のための訓練シミュレータの開発 ○小寺山　亘，梶原　宏之， 

中村　昌彦，松井　仁， 
乗富　賢蔵

13：00～14：45 一般講演（G4-8～G3-14）
13：00～13：15 船舶ブリッジにおけるチーム体制のシミュレーション評価に関する研究 ○角田　領，大和　裕幸， 

安藤　英幸
13：15～13：30 A study on marine inventory routing for petroleum products distribution ○ A.A.B. Dinariyana，

Hiroyuki Yamato，
Hiroshi Matsukura，
Udommahuntisuk Maytouch

13：30～13：45 配船契約モデルを利用した船腹需要の予測方法に関する研究 ○青山　和浩，寺岡　篤志， 
古賀　毅

13：45～14：00 Estimation of CO2 Reduction for Japanese Domestic Container Transportation 
Based on Mathematical Models

Maytouch 
Udommahuntisuk， 
○ Hiroshi Matsukura，
Hiroyuki Yamato， 
A.A.B. Dinariyana

14：00～14：15 船舶需要予測に基づく海運市況予測モデルの研究 又川　雄仁，田中　謙司， 
○秋元　博路，宮田　秀明

14：15～14：30 マルチエージェントシミュレーションを基にした日中間コンテナ輸送ネットワーク
の設計法

木村　哲也，○秋元　博路， 
宮田　秀明

14：30～14：45 コンテナターミナルにおけるトランスファークレーン方式の荷役データ分析に 
関する研究

篠田　岳思，田中　太氏， 
○西川　勝大，熊田　徹

【第 5 会場】
9：00～10：00 一般講演（G5-4～G5-7）
9：00～ 9：15 地磁気及び海底深度情報を用いた水中ロボットの長距離ナビゲーションの構築 ○浜田　大介，加藤　直三， 

鈴木　博善
9：15～ 9：30 波浪による ROVの旋回挙動に関する実験的研究 ○井上　朝哉，鈴木　博善， 

嶋村　剛士，中島　健護， 
塩路　元気

9：30～ 9：45 数式モデル構築のための自律型無人潜水機の実運動特性試験 ○百留　忠洋，中村　昌彦， 
月岡　哲，石川　暁久， 
澤　隆雄，吉田　弘， 
石橋　正二郎，中條　秀彦，
渡辺　耕二郎，石渡　隼也

9：45～10：00 長距離航行型水中機器の開発 ○安藤　義人，石川　暁， 
谷垣　信吉，山内　由章

13：00～14：45 一般講演（G5-8～G5-14）
13：00～13：15 ブルーオーシャン戦略の戦略キャンバスとアクションフレームワークを適用した 

造船産業の戦略樹立方法の研究
○張　允誠，青山　和浩

13：15～13：30 船舶主要目のロバスト最適化に関する研究 濱田　邦裕，北村　充， 
○高延　宣文，安井　聡一

13：30～13：45 ペトリネットを利用した河川物流のシミュレーション 濱田　邦裕，北村　充， 
○沖本　正行，空久保　宏

13：45～14：00 鋼板水切り・仕分け場の処理能力向上に関する研究 ○宮本　雄亮，中尾　洋一， 
梶原　宏之

14：00～14：15 ネットワークモデルを利用した大規模鋼構造物の解体計画に関する研究 青山　和浩，○石川　朝彦， 
松原　基行，古賀　毅

14：15～14：30 造船所におけるパネル工場の作業者のための Web 基盤安全管理システム構築に 
関する研究

○張　允誠，青山　和浩

14：30～14：45 工場内物流模擬実験による造船所における物流管理に関する研究 篠田　岳思，田中　太氏， 
○杉原　雅明，熊田　徹， 
渕口　敦哉


