
株式会社 JSOL
2014 年 10月29日（水）・30日（木）
ANAクラウンプラザホテル
　　　　　　　グランコート名古屋
名古屋市中区金山町 1-1-1　TEL：052-683-4111
［電車でのアクセス］

350 名
ユーザー様：無料
一般：￥50,000（税抜）
※詳細は担当営業または事務局までご確認ください。

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

弊社ではユーザー様の情報交換および親睦の場として
『LS-DYNA & JSTAMP フォーラム 2014』を開催いたします。

開催当日は、LS-DYNA を始め JSTAMP、THUMS、Jvision 
など、JSOL の CAE ソリューションユーザー様から CAE の
活用事例や解析事例をご紹介いただきます。また、
LS-DYNA の開発元である LSTC 社や当社からは CAE ソ
リューションの開発計画や活用テクニックなど、最新のト
ピックスをご紹介いたします。

皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げております。

主 催

日 程

会 場

定 員

参加費用

LS-DYNA & JSTAMPフォーラム 2014

ANAクラウンプラザホテル
グランコート名古屋

○ JR・名鉄・地下鉄「金山」駅南口すぐ 
○ 中部国際空港より名鉄電車で約 25分 
○ 栄駅より地下鉄で 約 10 分

お申込み・お問い合わせ

下記 WEB サイトにアクセスし、左側の Event Menu『お申し込み』ボタンからお申し込みください。

株式会社 JSOL   エンジニアリングビジネス事業部　LS-DYNA & JSTAMP フォーラム 2014 事務局
TEL：03-5859-6020　E-mail：event@sci . jsol .co. jp［受付時間］ 9：00 ～ 17：45 （土日祝日を除く）

in
NAGOYA

http://cae.jsol.co.jp/events/uf/ または　『 JSOLフォーラム 2014 』で検索

ANAクラウンプラザホテル
グランコート名古屋

LS-DYNA & JSTAMP
フォーラム 2014
2014.10.29 Wed. ー 30 Thu.   ANA CROWNE PLAZA HOTEL GRAND COURT NAGOYA.

講演会

テクニカル
セッション

一般企業
展示

JSOL
プロダクト
展示

ポスター



10/29（水）

10/30（木）

10:00 ー11:00

11:00 ー12:00

13:00 ー13:45

14:00 ー14:30

14:40 ー15:10

15:20 ー15:50

16:20 ー16:50

17:00 ー17:30

17:40 ー18:10

10:00 ー10:30

10:40 ー11:10

11:20 ー11:50

13:00 ー13:30

13:40 ー14:10

14:20 ー14:50

15:20 ー15:50

15:50 ー16:50

基調講演 衝突安全解析 FEモデルの精度と確率論的性能予測
トヨタ自動車株式会社 車両 CAE 部 第 2 衝突安全開発室　　岡 幸雄 氏

基調講演 繊維強化プラスチックにおける変形・損傷・破壊に関する数値シミュレーション
東北大学 大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻　　岡部 朋永 氏

全体講演 JSOL CAEソリューションのロードマップ
株式会社 JSOL　宮地 岳彦

基調講演 LS-DYNA Status & Development Plan
Livermore Software Technology Corporation　John Hallquist 氏

招待講演 発泡樹脂の力学的挙動解析におけるSimpleware の適用事例
株式会社アシックス スポーツ工学研究所　　西脇 剛史 氏

生産技術

株式会社 JSOL　
杉友 宣彦

アイダエンジニアリング株式会社 
開発本部 成形技術センター　井上 浩之 氏

いわてデジタルエンジニア育成センター　
田村 昌人 氏

生産技術

MFRC Corporation, Mechanical Engineering　
ManSoo Joun 氏

八千代工業株式会社 BPⅡプロジェクト　
樋高 徹 氏

株式会社 JSOL　
劉 栄豊

自動車

富士重工業株式会社 スバル技術研究所　
池田 聡 氏

日野自動車株式会社 CAD・CAE 技術部　石灰 伸好 氏
電気通信大学 情報理工学研究科　石川 晴雄 氏

解析技術

ダイキン工業株式会社 環境技術研究所　
劉 継紅 氏

鳥取県教育委員会事務局（公益財団法人
史跡鳥取藩主池田家墓所保存会） 文化財課
歴史遺産室　大川 泰広 氏

Simpleware 技術交流会
Metal flow line predictions and its 
application to metal forming 
process design

複合材料を用いた
エネルギー吸収部材の研究

エアコンの構造設計における
CAE の活用 既存技術情報と

最新バージョン新機能のご紹介
株式会社 JSOL　
宮崎 美季スプリングバック計算の

安定化設定について
セットベース設計手法による
ボデー骨格部材の衝突特性のための
最適断面形状の決定（仮）

史跡鳥取藩主池田家墓所における
正室墓の墓石転倒解析について

今後のバージョンアップの主要機能
及び開発計画
Simpleware Ltd.　
Simon Richards 氏

16:20 ー17:00

17:10 ー18:00

JSTAMP 海外拠点への展開 自動車業界におけるCAEを用いた
ばらつき評価手法
株式会社 JSOL　
岡村 昌浩

熊本大学 大学院 自然科学研究科　
中西 義孝 氏

千葉工業大学 工学部 機械サイエンス学科　
鈴木 浩治 氏

株式会社 JSOL　石井 亮

自動車 現物融合 CAE

JSTAMP 最新機能・開発計画 整形外科領域におけるCAD、FEA、
RPおよび CAMの連携活用事例

IIHS Small Overlap 衝突への
対応技術
株式会社本田技術研究所 
四輪 R&D センター　大中 涼 氏

サ－ボプレスでのスライド停止
を活用する工法開発

衝撃損傷した CFRP 積層複合材の
X 線 CT 撮像観察

最適化エンジンとモーフィング技術
を用いたエアバッグの形状検討
オートリブ株式会社 開発部 システム開発室　
齋藤 博之 氏

AFDEX による冷間鍛造
シミュレーションの活用事例

測定データを活用した LS-DYNA
によるリバースエンジニアリング
解析事例のご紹介

Automatic processing of LS-DYNA 
models according to EuroNCAP 
and other protocols
Arup, Advanced Technology & Research　
Richard Taylor 氏

乗員安全

株式会社ヒューマネティクス・イノベーティブ・
ソリューションズ・ジャパン CAE　李 仁澤 氏

株式会社 JSOL　林　信哉

株式会社 JSOL　
一ノ瀬 規世

トヨタ自動車株式会社 車両 CAE 部 
生体工学グループ　北川 裕一 氏

株式会社豊田中央研究所 
機械 2部 衝撃工学研究室　岩本 正実 氏

株式会社 JSOL　
宮地 岳彦

解析技術 THUMS

株式会社 JSOL　
石井 亮

株式会社 JSOL　
伊田 徹士

テクニカル
新しい衝突安全性アセスメントに
対する統合 H350 ダミーモデルと
THOR-M LS-DYNAモデル開発状況

人体 FEモデルTHUMS を用いた
交通事故時の傷害メカニズムに
関する研究

LS-DYNAによる周波数応答解析の
使い方と今後の展望

Opportunities for innovation in metal 
forming simulation through hierarchical 
multi-scale material modelling
KU Leuven (University of Leuven), Materials 
Engineering (MTM)　Philip Eyckens 氏

シミュレーションベース手法エアバッグ
折り畳みシステム JFOLD Version 2　
- 新機能と折り畳み事例の紹介

人体有限要素モデルTHUMS の開発と
検証：側突時の肩部の挙動・傷害解析
 (THUMS:Total Human Model for Safety)

ゴム材料の基礎とLS-DYNAに
おける適用事例

粒子法 CAEソフトウェア Particleworks
（MPS法）とLS-DYNAを利用した
流体 - 構造連成解析
プロメテック・ソフトウェア株式会社 
西日本支社　川上 浩 氏

シート設計支援ツール 
JSOL Seat Designer のご紹介 THUMSセッションの開催にあたり

株式会社 JSOL　
石田 修一

LS-DYNA 計算エラーの対処と
安定性

Jvision による作業効率化

株式会社 JSOL　
勝田 孝紀

材料

株式会社神戸製鋼所 機械研究所 マルチ
マテリアル構造・接合研究室　内藤 純也 氏

株式会社 JSOL　
西 正人

新日鐵住金株式会社 利用技術研究部　
相藤 孝博 氏

（同時通訳）

名古屋大学 工学研究科機械理工学専攻　
伊藤 大輔 氏

東京都市大学 大学院 工学研究科
機械工学専攻　天羽 啓太 氏

株式会社 JSOL　
一ノ瀬 規世

生産技術 THUMS テクニカル

GISSMOによる薄板金属材料の
破断予測解析

人体 FEモデルを用いた自動車対
自転車乗員衝突シミュレーション

株式会社 JSOL　
清水 則雄

LS-DYNAにおける要素技術

NUMISHEETと JSTAMP の
研究開発事例のご紹介
株式会社 JSOL　
天石 敏郎、新井 真陽

繊維強化複合材料の
プレス成形シミュレーション

高速引張試験における豚肝臓の
経時劣化及びひずみ速度依存性の
影響に関する検討

株式会社 JSOL　
大平 博道

LS-DYNAのコンタクト機能と
近年の開発状況

生産技術部門における
CAE 解析の活用
株式会社ミツバ 加工技術センター 
金型開発課　三田 智彦 氏

超高強度鋼板の破断予測技術 LS-DYNAによるシミュレーション
ベースTHUMS ポジショニング

株式会社 JSOL　
齊藤 啓

LS-DYNAにおける
破断・破壊現象のモデル化

薄板成形の適用事例

株式会社オギハラ 技術部技術課
荻原 利之 氏

懇親会

昼食 ／ 展示・ポスター（12:00 ー13:00）

昼食／ 展示・ポスター（11:50 ー13:00）

プログラムLS-DYNA & JSTAMPフォーラム 2014


