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解析学における問題の計算機による解法
研 究集 会

京都大学数理解析研究所の共同事業の一つとして、下記のように研究集会を催
しますのて、ご案内申し上げます。

研究代表者 齋藤三郎 (群馬大学・工学部)

記

日時 2007年 3月 26日 (月)920{̃} 3月 27日 (火)1700
場所京都大学数理解析研究所 4階 420号室

京都市左京区北白川追分町
市ハス京大農学部前または北白川下車

プログラム

3月 26日 (月)

9 20-10 OO 齋藤三郎 (群弓大学工学部)

Reproduczng kernels and the Tikhonov regularization(再生核と Tlkhonov正則
化法)

10 00一一 11 OO Robert P Gilbert (Umversity of Delaware)

Interrogation of cancellous bone with ultrasound and its modeling using homog
enlzatlon

1110-1150 登坂宣好 (日大)、徐日教 (済州大学校)

ラプラス変換・境界積分方程式による可成熱弾性現象の近似解析

1150-1230 中川健治 (長岡技大)

Laplace変換の Tauber型定理とその確率分布への応用

14 OO-14 20 松浦勉 (群疇大学工学部), Abdulazlz Al Shuaib1(KFUPM)
藤原宏志 (京都大情報),齋藤三郎 (群馬大工)

Numencal Real lnversion Formulas of the Laplace Ttansform by using a IFYed-
holm integral equation of the second kind



14 20一一 14 40 松浦勉 (群弓大学工学部),Abdulazlz Al Shualb1(KFUPM)
藤原宏志 (京都大情報)齋藤三郎 (群弓大工)
杉原正顕 (東大工)

Nurnerical Redl Inverbion Formuldb of the Ldpldce ’Ttdnsforrn by d bmL rnethod

1440-1530 竹内知哉 (東大数理)

An mverse numencal method by reproducing kernel Hi1bert spaces and its ap-
plicationg

1540-1650 今井仁司 (徳島大工)

無限精度計算が切り開く応用解析・数値解析の未来

3月 27日 (火)

9 20-10 OO
本解法

10 OO一一 10 40

ついて 一

10 50一一一 11 30

ム株式会社)

11 40-12 30

式のための時間刻み 2次精度特性曲線有限要素スキーム

Numerical solution of the mtegral equation based on the DE formula

13 30-14 10
要素法

14 10一一 15 OO

15 10-16 30

16 30一一 17 OO

関連する数値計算

of the Laplace transform by multiple precision arithmetic and the DE formula

緒方秀教 (電通大) 1次元周期的 2次元 Stokes流に対する基

野津裕史 (九大数理),田端正久 (九大数理)Navier・Stokes方程
一 圧力項の離散化に

千葉文浩、牛島照夫 (電気通信大)、大關 雅己氏 (富士フィル

円外帰着波動問題の基本解近似解法の理論・実際・応用

Ahniyaz Nurmuhammad(東京電機大),森正武 (東京電機大)
杉原正顕 (東大工)

海津 聰 (茨城大) 最適形状問題、感度解析に適合する有限

今井仁司,坂口秀雄 (徳島大工) 熟伝導逆問題の初期値問題に

藤原宏志 (京大情報)Numerical analysis for the real inversion

総合的な討論、連絡
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