
日      時：2007年11月12日（月），13日（火）

場      所：大阪大学コンベンションセンター

１１月１２日（月）

○講演者　　　

№ 表　　　　題 著    者

【第１会場】

11:00 ～ 17:30

【第２会場】

14:00 ～ 15:15

2007K-G1-14:00 ～ 14:25 Implementation of Dynamic System Simulation and Geographic Information
System for Large Passenger Vessel Evacuation

○Trika Pitana, Eiichi Kobayashi,
Kousuke Onoda, Rusmanto

2007K-G1-14:25 ～ 14:50 Study on Tanker Ship Evacuation Simulation due to Oil Spill Accident in
Indonesia

○Rusmanto, Trika Pitana,
Eiichi Kobayashi

2007K-G1-14:50 ～ 15:15 備讃瀬戸海域における津波来襲時の船舶避難に関する研究 小林英一, ○斧田康佑, 大澤輝夫,
池上 隆, 米田翔太, 越村俊一

15:30 ～ 16:30

資源リスクを克服して日本が生き残る道 ○山崎哲生

【第３会場】

14:00 ～ 15:15

2007K-G2-14:00 ～ 14:25 防撓材の捩れ座屈を考慮した防撓パネルの弾性大たわみ解析 ○柳原大輔, 藤久保昌彦

2007K-G2-14:25 ～ 14:50 二重底の座屈塑性崩壊挙動に関する研究 ○井上雄滋

2007K-G2-14:50 ～ 15:15 縦曲げ荷重下における船体桁の崩壊挙動に関する研究 ○山本将士, 藤井康成, 飯島一博,
矢尾哲也

１１月１３日（火）

○講演者　　　

№ 表　　　　題 著　　者

【第１会場】

9:30 ～ 11:00

13:00 ～ 16:10 一般講演

2007K-G4-13:00 ～ 13:25 大阪湾内における漂流ゴミの実態計測の試み
- GPS携帯電話を使用した計測システムについて -

○山田智貴

2007K-G4-13:25 ～ 13:50 環境修復技術の包括的環境影響評価
- 神戸空港人工海浜の事例 -

○澤田高侑, 大塚耕司

2007K-G4-13:50 ～ 14:15 海域モニタリングのためのDIN連続計測手法 新井 励, 奥野武俊, 中谷直樹,
○夛田康司

－　休　　　憩　－

2007K-G4-14:30 ～ 14:55 西部熱帯太平洋海域における植物プランクトン鉛直分布の推定 ○中谷直樹, 養父 碧, 奥野武俊

2007K-G4-14:55 ～ 15:20 西部熱帯太平洋海域における大気-海洋間炭素フラックスの変動メカニズムの解明 ○中谷直樹, 濱宮大智, 奥野武俊

2007K-G4-15:20 ～ 15:45 密度界面の計算方法の改良 ○池田麻由, 浦部英一郎, 馬場信弘

2007K-G4-15:45 ～ 16:10 海洋における砂輸送に関する研究（第2報）
- 有限体積法による砂粒子の挙動に関する計算 -

○浦部英一郎, 池田麻由, 馬場信弘

時　　間

ポスターセッション

平成19年関西支部秋季講演会　講演プログラム

時　　間

ポスターセッション (16:30～17:30 コアタイム）

一般講演

特別講演

一般講演



【第２会場】

9:30 ～ 12:00

2007K-OS2-1 気象海象数値予報の実際と展望 村山貴彦, ○松浦邦明, 宇都宮好博,
松藤絵理子, 三嶋宣明

2007K-OS2-2 海洋を伝播する海象の確率モデル（第3報）
- 波浪統計資料に基づいた海象時系列の再現 -

○箕浦宗彦, 内藤 林

2007K-OS2-3 帆装型洋上風力発電浮体の最適航行に関する研究 ○辻本 勝, 植弘崇嗣, 内山政弘,
江嵜宏至, 木下 健, 高木 健,
田中 進, 山口弘志, 岡村秀夫,
佐藤増穂, 南 佳成

2007K-OS2-4 外航海運会社向け船舶管理支援サービス ○長 康平

2007K-OS2-5 マルコフ過程に基づく遭遇海象と船速低下量の統計的推定 箕浦宗彦, ○松田浩一, 長谷成子,
内藤 林

13:00 ～ 16:10

2007K-G5-13:00 ～ 13:25 バルクキャリアハッチカバーの青波衝撃に対する信頼性評価 ○佐々木悠二, 矢尾哲也, 飯島一博

2007K-G5-13:25 ～ 13:50 設計基準の変遷に応じた船体縦曲げ崩壊に対する安全性の変化 ○藤井康成, 飯島一博, 長瀬裕一,
矢尾哲也

2007K-G5-13:50 ～ 14:15 厚板T継手の脆性き裂伝播停止挙動に対する鋼材Kcaの影響 ○田村栄一, 中川知和, 堤 一之,
古川直宏

－　休　　　憩　－

2007K-G5-14:30 ～ 14:55 扁平マルテンサイト二相鋼内のき裂伝播挙動に関する一考察 大沢直樹, ○下池 亮, 橋本聖史,
中島清孝

2007K-G5-14:55 ～ 15:20 嵐モデル自動生成システムの構築 大沢直樹, 橋本聖史, 六反田晃伸,
澤村淳司, ○岡田翔太

2007K-G6-15:20 ～ 15:45 高潮流を伴う南海トラフでのライザーレス掘削におけるドリルパイプの強度検討 ○井上朝哉, 西垣 亮, 攝田浩司,
寺田 伸, 尾崎雅彦

2007K-G6-15:45 ～ 16:10 群知能水中ロボットの最適経路計画シミュレーション ○冨士雄介, 有馬正和

【第３会場】

9:30 ～ 9:55 一般講演

2007K-G3- 9:30 ～ 9:55 損傷客船の帰港時における船長へのガイダンスに関する一提案 ○川原佑来, 池田良穂

9:55 ～ 12:00

2007K-OS1-1 大波高中におけるウェーブピアシング型高速フェリーの運動特性について ○前川和也, 桃木 勉, 山本直人,
池田良穂

2007K-OS1-2 規則向波中を高速航走するウェーブピアシング型双胴船に現れる不規則船体運動
について

○山本直人, 池田良穂

2007K-OS1-3 多胴船の横揺れ減衰力に関する実験的研究 片山 徹, 甲滝昌功, ○谷口友基

2007K-OS1-4 近海域コンテナ輸送の超高速化への提案 ○塩田浩平

13:00 ～ 16:10 一般講演

2007K-G7-13:00 ～ 13:25 高速複胴船型の最適設計を目的としたSBDシステムの開発と応用 田原裕介, ○高井智祐

2007K-G7-13:25 ～ 13:50 実用型滑走艇の航走シミュレーション ○勝井辰博, 片山 徹

2007K-G7-13:50 ～ 14:15 可変ピッチプロペラの空気吸込みによる空洞形成と起振力 内田 誠, ○手島克典, 若松丈裕,
洲上卓也

－　休　　　憩　－

2007K-G7-14:30 ～ 14:55 ２次元層流境界層に関する積分方程式の固有関数展開法について ○松村清重, 杉村友生, 斉藤良裕

2007K-G7-14:55 ～ 15:20 水面反射画像を用いた航走波計測
- 画像計測と線形理論による推定 -

○浜地佐知子, 真田有吾, 村本龍馬,
戸田保幸

2007K-G8-15:20 ～ 15:45 小型外洋セーリングヨットの風圧によるローリング特性と転覆の可能性について ○増山 豊, 深沢塔一, 大西隆志

2007K-G8-15:45 ～ 16:10 漂流ブイに働く粘性流体力に関する実験的研究 片山 徹, ○樋口誉英, 麻生裕司

オーガナイズドセッション（OS2）：実海域性能と海象気象
オーガナイザー： 箕浦宗彦、辻本 勝

オーガナイズドセッション（OS1）：マルチハル
オーガナイザー： 池田良穂

一般講演


