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1 号館： チュートリアル会場
2 号館： 受付・講演会場
7 号館： 特別講演 表彰式会場
学生ホール食堂棟： 昼食・懇親会会場
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■ 2 号館 1 階～2 階

2019 年 9 月 16 日（月・祝）～9 月 18 日（水）

受付・講演会場見取り図

1

フォーラムおよび OS 企画一覧

号
館

第4室

ホール 1

第3室

第2室

第1室

■ 7 号館 2 階 特別講演会・表彰式会場見取り図
機器展示

口

機器展示
ドリンク
【2 号館

休憩室

1 階】

2101：第 1 室
2102：第 2 室

受付

2103：第 3 室

ポスターセッション

2104：第 4 室
ホール１：機器展示・ドリンク

ホール 2

2105：機器展示
2106：休憩室
ホール２：受付・ポスターセッション
7 号館

入口

口

第8室

第7室

第6室

第5室

【2 号館 2 階】
2202：第 5 室
2203：第 6 室
2204：第 7 室
2205：第 8 室
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特別講演会・表彰式会場見取り図

特別講演
表彰式
表彰式

■ 1 号館 3 階

チュートリアル会場見取り図

【1 号館 3 階】
1307：チュートリアル会場

チュートリアル会場
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OS12: 逆問題とデータ同化の最新展開

フォーラムおよび OS 企画一覧

天谷 賢治（東京工業大学） ,大林 茂 （東北大学） ,

◆フォーラム

加藤 博司（宇宙航空研究開発機構） ,倉橋 貴彦

F01. IoT、AI、5G 実装のための革新的 CAE 活用

（長岡技術科学大学） ,松本 敏郎（名古屋大学） ,三

平野徹（ダイキン情報システム）

坂 孝志（東北大学）

F02. 企業におけるオープン CAE の活用

OS13: ペリダイナミクス・シミュレーション

辰岡正樹（アルゴグラフィックス）, 柴田良一（岐阜工

柴田 良一（岐阜工業高等専門学校） ,椎原 良典

業高等専門学校）, 藤岡 照高 （東洋大学）

（豊田工業大学） ,高東 洋一（AGC）
OS14: 直交格子法・ＡＭＲ法

◆OS

今村 太郎 （東京大学） ,青木 尊之 （東京工業大

OS01: フェーズフィールド法の深化と拡大

学） ,高橋 俊

高木 知弘（京工繊大学）, 小山 敏幸（名古屋大学）,
上原 拓也（山形大学）, 高田 尚樹（産業技術総合

業大学）
OS15: 材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス

研究所）

垂水 竜一 (大阪大学) ,奥村 大

OS02: 電子デバイス・電子材料と計算力学
池田 徹

（東海大学） ,佐々木 大輔（金沢工

(名古屋大学) ,平

方 寛之 (京都大学) ,志澤 一之 (慶應義塾大学)

（鹿児島大学） , 小金丸 正明（鹿児島大

OS16: 電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特性

学）

評価

OS03: 計算バイオメカニクス

下川 智嗣（金沢大学） ,渋谷 陽二（大阪大学） ,屋

今井 陽介（神戸大学） ,滝沢 研二（早稲田大学）

,

伊井 仁志（首都大学東京）

代 如月（岐阜大学）
OS17: メッシュフリー／粒子法とその関連技術

OS04: 複合・連成現象の解析と力学

萩原 世也（佐賀大学） ,越塚 誠一（東京大学） ,浅

山田 知典（東京大学） ,石原 大輔（九州工業大
学） , 堀江 知義（九州工業大学）

井 光輝（九州大学）
OS18: 大規模並列・連成解析と関連話題

OS05: 流体の数値計算手法と数値シミュレーション

荻野 正雄（名古屋大学） ,塩谷 隆二（東洋大学） ,

近藤 典夫 (日本大学)

二保 知也（九州工業大）

OS06: 計算力学と最適化

OS19: 深層学習と機械学習

下田 昌利（豊田工業大学） ,北 栄輔 （名古屋大

中林 靖 （東洋大学）, 和田 義孝（近畿大学）, 荻

学） ,北山 哲士（金沢大学） ,泉井 一浩（京都大学）

野 正雄（大同大学）, 三好 昭生（インサイト）

OS07: CAE/CAD/CAM/CG/CAT/CSCW
趙 希禄

OS20: 計算電磁気学と関連話題

（埼玉工業大学） ,長谷川 浩志（芝浦工

田上 大助

(九州大学), 杉本 振一郎 (八戸工業

業大学） ,鈴木 浩治 （千葉工業大学） ,田辺 誠

大学), 武居 周

（神奈川工科大学） ,萩原 一郎 （明治大学）

女子大学)

OS08: 固体と構造体の非線形・衝撃・不安定解析フロンティ

(宮崎大学), 金山 寛

(日本

OS21: 破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション

ア

岡田 裕 （東京理科大学）, 長嶋 利夫（上智大学）,

磯部 大吾郎（筑波大学） ,山田 浩之 （防衛大学）

藤本 岳洋（神戸大学）, 河合 浩志（東洋大学）, 和

尾崎 伸吾 （横浜国立大学） ,奥村 大（名古屋大
学）

田 義孝（近畿大学）
OS22: 社会・環境・防災シミュレーション

OS09: 境界要素法の高度化と最新応用

吉村 忍

高橋徹（名古屋大学）, 西村直志（京都大学）, 天谷賢
治（東京工業大学）, 植田毅（東京慈恵会医科大学）
OS10: 周期構造とシミュレーション技術 【応用物理学会 合同

（東京大学）, 磯部 大吾郎（筑波大学）,

浅井 光輝 （九州大学）, 藤井 秀樹 （東京大学）,
北 栄輔

（名古屋大学）

OS23: ゴムの計算力学と関連話題【日本ゴム協会 合同 OS】

OS】

藤川 正毅 （琉球大学）, 小石 正隆 （横浜ゴム株

高橋徹（名古屋大学）, 西村直志（京都大学）, 鶴田

式会社）, 山辺 純一郎（九州大学水素エネルギー国

健二（岡山大学）, 植田毅（東京慈恵会医科大学）

際研究センター）

OS11: 市販 CAE ソフトを用いた難問題のモデリング・シミュレ

OS24: 企業における CAE および産学官連携の事例

ーション

池田 徹 （鹿児島大学）, 萩原 世也（佐賀大学）,

高野 直樹（慶應大学） ,永井 亨 （エムエスシーソフ

畔上 秀幸（名古屋大学） , 大竹 泰弘（IHI), 谷江

トウェア） ,功刀 厚志（JSOL） ,新関 浩 （日本イー

尚史（日立製作所）, 西村 憲治（産業技術総合研究

エスアイ） ,工藤 淑文（アルテアエンジニアリング） ,

所）, 畑尾 卓也（住友ベークライト）, 永井 亨（エム

橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）

エスシーソフトウェア）
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■フォーラムおよびOS企画⼀覧
F01 ＩｏＴ、ＡＩ、５Ｇ実装のための⾰新的ＣＡＥ活⽤
F02 企業におけるオープンCAEの活⽤
OS01 フェーズフィールド法の深化と拡⼤
OS02 電⼦デバイス・電⼦材料と計算⼒学
OS03 計算バイオメカニクス
OS04 複合・連成現象の解析と⼒学
OS05 流体の数値計算⼿法と数値シミュレーション
OS06 計算⼒学と最適化
OS07 CAE/CAD/CAM/CG/CAT/CSCW
OS08 固体と構造体の⾮線形・衝撃・不安定解析フロンティア
OS09 境界要素法の⾼度化と最新応⽤
OS10 周期構造とシミュレーション技術【応⽤物理学会合同OS】
OS11 市販CAEソフトを⽤いた難問題のモデリング・シミュレーション
OS12 逆問題とデータ同化の最新展開
OS13 ペリダイナミクス・シミュレーション
OS14 直交格⼦法・ＡＭＲ法
OS15 材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス
OS16 電⼦・原⼦・マルチシミュレーションに基づく材料特性評価
OS15&16 OS15，OS16合同セッション
ポスターOS15，OS16ポスターセッション
OS17 メッシュフリー／粒⼦法とその関連技術
OS18 ⼤規模並列・連成解析と関連話題
OS19 深層学習と機械学習
OS20 計算電磁気学と関連話題
OS21 破壊⼒学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション
OS22 社会・環境・防災シミュレーション
OS23 ゴムの計算⼒学と関連話題【⽇本ゴム協会合同OS】
OS24 企業におけるCAEおよび産学官連携の事例
■併催
⽇韓シンポジウム

－8－

日本機械学会 第 32 回計算力学講演会(CMD2019)

2019 年 9 月 16 日（月・祝）～9 月 18 日（水）

講演プログラム
■特別講演

■一般講演

題目： 東洋大学ブランディング研究～オリンピックパラリンピッ

発表者の記載について

ク 2020 東京に向けて～

○：発表者

講師： 加藤 和則（東洋大学理工学部生体医工学科 教授）

<正>：日本機械学会 正員

日時：2019 年 9 月 16 日（月）13：00-14：00

<学>：日本機械学会 学生員

場所：東洋大学 川越キャンパス 7 号館 2 階 721 教室

<協>：協賛団体会員
<協学>：協賛団体会員

題目：「超音速旅客機研究に携わってー過去・現在・未来ー」
講師：吉田 憲司（独立行政法人宇宙航空研究開発機構

【2019 年 9 月 16 日(月)】

航空技術部門 航空システム研究ユニット 特任担当役）
日時：2019 年 9 月 17 日（火）13:00-14:00

9 月 16 日(月) 第 1 室

場所：東洋大学 川越キャンパス 7 号館 2 階 721 教室

第 1 室, 9:45-10:45
OS05-1:流体の数値計算手法と数値シミュレーション

■フォーラム

座長：渡邊 則彦（崇城大）
183 近接したくい違い 2 円柱の流れ方向と流れ直交方向の

F01. IoT、AI、5G 実装のための革新的 CAE 活用

流力振動解析

司会：平野 徹(ダイキン情報システム)

○<学>植田 翔(日大), 近藤 典夫(日大)

開催日時：2019 年 9 月 17 日（火） 14:45～16:45
開催場所：第 1 室

126 高レイノルズ数における２次元円柱の流れ方向と流れ直

講演 F01-1「CAE と AI の融合によるデジタルツイン開発とス

交方向の振動解析

マートサービスのモデル化」 平野 徹 (ダイキン情報シ

○<学>山田 涼介(日大), 近藤 典夫(日大)

ステム)
講演 F01-2「Sequential Model-Based Optimization による流体

079 大型円筒貯槽タンクにおける非線形スロッシングの数値

解析結果の最適化」 片山 達也 (ダイキン工業)

解析

講演 F01-3「5G 関連特許の技術評価および５G 実装に関す

○<学>櫻井 郁斗(日大), 近藤 典夫(日大)

る拡張 CAE の適用について」安武 健司 (アステロイドリ
サーチ(株))

157 加振外力の変化による円筒形タンク内のスロッシング解

講演 F01-4「IoT, 5G 時代の高速通信ケーブル用フッ素樹脂

析

ペレットの形状最適化」 劉 継紅(ダイキン工業)

○<学>遠藤 優太(日大), 近藤 典夫(日大)

F02. 企業におけるオープン CAE の活用

第 1 室, 11:00-11:45

司会：柴田 良一（岐阜工業高等専門学校）、藤岡 照高（東

OS05-2:流体の数値計算手法と数値シミュレーション

洋大学）

座長：近藤 典夫（日大）

開催日時：2019 年 9 月 16 日 14:45～16:45

073 ALE 法を用いた 2 次元スロッシング解析における安定性

開催場所：第 1 室

向上の検討

F02-1

○<学>小島 拓人(九工大), 河野 晴彦(九工大)

酒井 秀久（富士通アドバンストテクノロジ（株））
「FrontISTR や OpenFOAM の富士通グループでの活
用状況」

F02-2

109 配管内旋回流れ解析への固有直交分解法の適用

松原 大輔（NPO 法人 CAE 懇話会） 「Elmer 活用

○<正>矢敷 達朗((株)日立製作所), 橋本 学(東大), 奥

研究会報告」
F02-3

田 洋司(東大)

柴田 良一（岐阜工業高等専門学校）「オープン
ＣＡＥを有効活用するための様々な試みの報告」

026 設計応用のための効率的な空力音予測法の検討

全体討議：（参加者全員）

○<正>渡邊 則彦(崇城大)
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第 2 室, 14:15-15:30
OS15-3:材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス

9 月 16 日(月) 第 2 室

座長：平方 寛之（京大）

第 2 室, 9:45-10:45

282 複数の応力経路下における工業用純チタンの結晶塑性

OS15-1:材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス

解析

座長：垂水 竜一（阪大）

○<正>只野 裕一(佐賀大), 壱岐尾 湧介(佐賀大), 萩

232 硬質ゲル膜に生じるディンプルパターンの発生と発達の

原 世也(佐賀大)

分岐座屈解析
○<正>奥村 大(名大), 三好 宏明(名大院)

244 微細粒アルミニウムの微視組織情報に基づく巨視的降
伏挙動に関する検討

230 ゲル膜の表面不安定から誘起される立体構造構築にお

○<学>小林 亮太(東北大学), 相樂 篤志(東北大学),

ける影響因子解析

青柳 吉輝(東北大学)

○<学>菱田 湧士(名大院), 河合 遼太(名大院), 奥村
大(名大), 伊田 翔平(滋賀県立大), 田中 展(阪大), 内

120 動的再結晶を考慮したマルチスケール結晶塑性有限要

田 真(大阪市立大)

素法による Al 合金板材の熱間圧延解析
○<正>倉前 宏行(阪工大), 仲町 英治(同志社大)

226 ハイドロゲルの膨潤に関する速度形構成式の定式化
○<正>内田 真(大阪市大), 仙石 達也(大阪市大), 森

153 FTMP 場の理論に基づく転位壁の解析および統一的評

田 隼平(大阪市大), 兼子 佳久(大阪市大), 奥村 大

価

(名大), 田中 展(阪大), 伊田 翔平(滋賀県立大)

○<正>井原 史朗(神戸大), 長谷部 忠司(神戸大)

253 熱可塑 CFRP 材料のマルチスケール成形シミュレーショ

046 環境温度変化を考慮したＭｕｌｔｉ－ｐｈａｓｅ－ｆｉｅｌｄモデル

ン

および転位－結晶塑性モデルに基づく純Ｎｉに対する動

○<正>吉川 暢宏(東大生研), 小笠原 朋隆(東大生研),

的再結晶シミュレーション

森田 直樹(東大生研), 呉 奇(東大生研)

○<正>鯨井 翔(慶應大), 志澤 一之(慶應大)

第 2 室, 11:00-12:00

第 2 室, 15:45-16:45

OS15-2:材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス

OS15-4:材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス

座長：奥村 大（名大）

座長：只野 裕一（佐賀大）

241 代替アプローチを使用した平板型固体酸化物形燃料電

208 クローズドセル発泡体の衝撃圧縮と塑性波の伝播挙動

池のマルチスケール解析

○<正>谷垣 健一(阪大), 堀川 敬太郎(阪大), 小林 秀

○<正>佐藤 維美(メカニカルデザイン), 村松 眞由(慶

敏(阪大)

應大), 西 紳之介(東北大), 寺田 賢二郎(東北大), 川
田 達也(東北大)

204 重合メッシュ法による不均質材料のランダムな介在物位
置変動を考慮した確率応力解析

132 時系列データクラスタリング法 K-Shape を用いた材料安

○<学>新井 悠希(近大院), 坂田 誠一郎(近畿大)

定性のマルチスケール解析
○<学>高木 拓弥(神戸大院), 長谷部 忠司(神戸大)

188 FTMP 場の理論に基づくラスマルテンサイト組織のクリー
プ破断過程における相互作用場の各種パラメータにつ

242 多結晶 α チタンにおけるひずみ局所化機構のイメージ

いての検討

ベース結晶塑性解析

○<正>松原 康高(神戸大（院）), 長谷部 忠司(神戸大)

○<正>河野 義樹(北見工大), 大橋 鉄也(北見工大),
眞山 剛(熊大), 田中 將己(九大), 佐藤 満弘(北見工

197 FTMP 場の理論に基づくミルフィーユ構造におけるキンク

大)

形成とエネルギ解放特性に関するマルチスケール シミ
ュレーション

020 Dual-phase 鋼の 3 次元マルチスケール強度解析におけ

○<正>長谷部 忠司(神戸大), 名和 佑太(神戸大)

るミクロ組織のユニットセルサイズ影響
○<正>黒澤 瑛介(神鋼)

9 月 16 日(月) 第 3 室
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(名大), 米村 光治
第 3 室, 9:45-10:45
OS01-1:フェーズフィールド法の深化と拡大

147 鉄鋼の Q&P プロセスにおける炭素分配のフェーズフィー

座長：小山 敏幸（名大）

ルドシミュレーション

091 複数材料構造物のトポロジー最適化 MPF モデルの検討

○<学>副田 凌雅(名大), 塚田 祐貴(名大), 小山 敏幸

○<正>橋間 弘明, 高木 知弘(京工大)

(名大)

024 液相流動と固体運動を伴うデンドライト成長の複数 GPU

045 炭素鋼 δ-γ massive 的変態において不均質性が核生

並列 AMR phase-field 計算

成・粒成長に及ぼす影響

○<学>坂根 慎治(京工繊大), 高木 知弘(京工繊大),

○<協学>黒津 啓太(大阪大学), 吉矢 真人(大阪大学),

大野 宗一(北大), 澁田 靖(東大), 青木 尊之(東工大)

安田 秀幸(京都大学)

040 等軸晶予測のための MPF-LB モデルの高精度化の検討

247 Sn-Cu 合金における金属間化合物成長の非平衡マルチ

○<学>山中 波人(京工繊大), 坂根 慎治(京工繊大),

フェーズフィールドシミュレーション

高木 知弘(京工繊大)

○<正>瀬川 正仁(CTC), 野本 祐春(CTC), 山中 晃徳
(農工大)

056 フェーズフィールドモデルに用いる逐次データ同化手法
の推定精度評価

034 多結晶型超伝導材料における固相焼結過程の材料組

○<学>前田 悠里(東京農工大), 庄司 香織(東京農工

織形成の 3 次元フェーズフィールドシミュレーション

大), 山中 晃徳(東京農工大)

○<学>石井 秋光(東京農工大), 山中 晃徳(東京農工
大), 岡田 雄輝(東京農工大), 山本 明保(東京農工大)

第 3 室, 11:00-12:00
OS01-2:フェーズフィールド法の深化と拡大

第 3 室, 15:45-17:00

座長：上原 拓也（山形大）

OS01-4:フェーズフィールド法の深化と拡大

060 局所アンサンブル変換カルマンフィルタを用いた合金凝

座長：高木 知弘（京工繊大）

固シミュレーションのデータ同化

210 二体間相互作用とフェーズフィールドによる粒子凝着過

○<学>高橋 和希(農工大), 庄司 香織(農工大), 山中

程のシミュレーション

晃徳(農工大)

○<正>上原 拓也(山形大)

115 保存則を考慮したデータ同化アルゴリズムのフェーズフィ

211 時間並列計算法のフェーズフィールド法への応用

ールド法への適用

○<協>飯塚 幹夫(RIIT), 小野 謙二(RIIT)

○<正>佐々木 健吾(構造計画研究所), 山中 晃徳(農
工大)

169 形状記憶合金に対する有限変形フェーズフィールドモデ
ル

049 粒界物性の異方性を考慮した大規模 multi-phase-field

○<正>野本 祐春(名大), 山崎 敏広(CTC), 小山 敏幸

粒成長計算

(名大)

○<正>三好 英輔(京工繊大), 高木 知弘(京工繊大),
大野 宗一(北大), 澁田 靖(東大), 坂根 慎治(京工繊

283 保存形拡散界面モデル移流方程式への格子ボルツマン

大), 青木 尊之(東工大)

法の適用について
○<正>高田 尚樹(産総研)

143 CCT 線図と連携させた鉄鋼の溶接組織に対するフェー
ズフィールドシミュレーション

104 圧縮性流れにおける界面近似方程式の導出と火炎モデ

○<学>坂下 修梧(名大), 小山 敏幸(名大), 塚田 祐貴

ルへの適用

(名大), 大野 宗一(北大), 山中 晃徳(東京農工大)

○<正>大島 伸行(北大)

第 3 室, 14:15-15:30

9 月 16 日(月) 第 4 室

OS01-3:フェーズフィールド法の深化と拡大
座長：高田 尚樹（産総研）

第 4 室, 9:45-10:45

114 鉄鋼の加熱過程における炭化物成長および合金元素拡

OS11-1:市販 CAE ソフトを用いた難問題のモデリング・シミュレ

散のシミュレーション

ーション

○<学>近藤 祥介(名大), 塚田 祐貴(名大), 小山 敏幸

座長：高野 直樹（慶應大）
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051 外力による運転者バイタルサイン検出用センサーの変形

○<正>橋口 真宜(KESCO), 米 大海(KESCO)

が計測精度に及ぼす影響の検討
○<正>大森 潔(アルテアエンジニアリング)

016 短繊維強化複合材料の確率的マルチスケール解析のた
めのモデリングツール

177 超高磁場生成手法の数値解析による検討

○<正>中村 伸也(インサイト), 三好 昭生(インサイト),

○<正>竹越 邦夫(テラバイト)

高野 直樹(慶應大)

019 蒸気タービンの動翼から飛散する液滴の数値解析

第 4 室, 15:30-16:15

○<協>榎並 義晶(富士電機)

OS11-4:市販 CAE ソフトを用いた難問題のモデリング・シミュレ
ーション

148 ガスタービンエンジンを対象とした全系非定常解析の効
率化手法

座長：永井 亨（エムエスシーソフトウェア）
131 メッシュレス手法と従来の有限要素法解析のモデル作

○<協>檜垣 真也(ＮＵＭＥＣＡジャパン), 岡 新一(ＮＵ

成・計算・結果処理時間および解析結果の比較

ＭＥＣＡジャパン)

○<正>藤田 拓生(アルテアエンジニアリング)

第 4 室, 11:00-12:00

222 固体力学における数値的検証手法の商用コードへの適

OS11-2:市販 CAE ソフトを用いた難問題のモデリング・シミュレ

用

ーション

○<正>山田 貴博(横浜国大)

座長：橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）
187 有限要素法を用いた相変態シミュレーション

006 口腔インプラント周囲新生骨の SHG イメージベース・ダウ

○<正>永井 亨(MSC)

ンスケーリング FEM 解析
○<正>高野 直樹(慶應大), 松永 智(東歯大)

009 鋼材成分のばらつきを考慮した焼入れプロセスシミュレ
ーションにおける感度解析
○<学>古川 達也(慶應大大学院), 高野 直樹(慶應大),

9 月 16 日(月) 第 5 室

杉本 剛(日産自動車), 木島 秀弥(ユーイーエス・ソフト
ウェア・アジア), 田村 茂之(伊藤忠テクノソリューション
ズ)

第 5 室, 9:45-10:45
OS14-1: 直交格子法・ＡＭＲ法

096 AlSi10Mg 合金粉末を用いたレーザ積層造形の数値シミ

座長：高橋 俊（東海大）

ュレーション
○<正>生出 佳(株式会社メカニカルデザイン), 小林 卓

124 階層型直交格子法を用いた二次元 NACA0012 翼型周り

哉(株式会社メカニカルデザイン), 高田 尚記(名大), 小

の直接音響解析

橋 眞(名大)

○<正>今村 太郎(東大), Xavier Chanteux(Art & Metiers
Paris Tech)

057 多セグメント型異方性降伏関数の板成形解析への適用
○<協>天石 敏郎(JSOL), 蔦森 秀夫(大同大)

215 低レイノルズ数領域におけるコルゲート翼の数値解析
○<学>山口 裕也(金沢工大), 佐々木 大輔(金沢工大),

第 4 室, 14:15-15:15

岡本 正人(金沢工大)

OS11-3:市販 CAE ソフトを用いた難問題のモデリング・シミュレ
ーション

119 ゴーストセルの風上内挿によるビルディングキューブメソ

座長：工藤 淑文（アルテアエンジニアリング）

ッドの高精度化

062 鉄-アルミのための機械接合解析技術

○<正>Srikanth Surendranath(東大院), 大山 聖

○<正>北風 慎吾(JSOL), 林 信哉(JSOL)

(ISAS/JAXA), 高木 亮治(ISAS/JAXA)

025 繊維強化プラスチックの製造工程における影響を考慮し

209 IB 法を用いたバックステップ流れの解析

た構造解析

○<学>大内 健太郎(金工大院), 佐々木 大輔(金工大)

○<正>新関 浩(日本 ESI), 松岡 秀樹(日本 ESI), 井上
雅夫(日本 ESI)
第 5 室, 11:00-12:00
196 多層シェル連成問題のシミュレーション

OS14-2: 直交格子法・ＡＭＲ法
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座長：青木 尊之（東工大）
068 サイクロンセパレータ内における 100 億規模の並列粒子

173 界面に適合する AMR 法による液膜シミュレーション

追跡

○<学>松下 真太郎(東工大), 青木 尊之(東工大)

○<正>小野 謙二(九大), 宗像 瑞恵(熊大), 渡辺 孝司
(静岡プラント), 鶴丸 惇(熊大)

116 Adaptive Mesh Refinement を用いた階層型直交格子によ
る遷音速旅客機形態周り流れ場の 3 次元定常乱流解析

130 Building Cube Method を用いた FOM/ROM ハイブリッド

○<協学>周 健文(東大), 玉置 義治(東北大), 今村 太

計算

郎(東大)

○<正>三坂 孝志(産総研)
260 観測データを適用した局所細分化格子ボルツマン法に

9 月 16 日(月) 第 6 室

よるトレーサー拡散解析
○<協>小野寺 直幸(原子力機構), 井戸村 泰宏(原子
力機構), 河村 拓馬(原子力機構), 中山 浩成(原子力

第 6 室, 9:45-10:45

機構), 下川辺 隆史(東大), 青木 尊之(東工大)

OS19-1:深層学習と機械学習
座長：荻野 正雄（大同大）

259 局所細分化格子ボルツマン法における GPU 間相互接続
技術を活用した高速化手法の検討
○<正>長谷川 雄太(原子力機構), 小野寺 直幸(原子

011 ベイズ最適化を利用したランダム粒子パッキングにおけ

力機構), 井戸村 泰宏(原子力機構)

る充填率最大化の検討
○<正>三好 昭生(インサイト), 中村 伸也(インサイト),
荻野 正雄(大同大)

第 5 室, 14:15-15:15
OS14-3: 直交格子法・ＡＭＲ法

021 深層学習に基づくアダプティブ有限要素解析

座長：今村 太郎（東大）

○<正>大石 篤哉(徳島大), 南 省伍(徳島大), 瀬川 陽

179 格子ボルツマン法による不規則粗面壁の乱流熱流動解

平(徳島大), 矢川 元基(東大・東洋大)

析
○<正>桑田 祐丞(阪府大)

041 機械学習と第一原理計算に基づいた形状記憶合金の変
態温度

047 A weakly compressible Navier-Stokes solver coupled with

南 大地(大阪府大), ○<正>上杉 徳照(大阪府大), 瀧

LBM phase-field model for two-phase flows on complex

川 順庸(大阪府大), 東 健司(大阪府大)

boundary
○<協学>Yang Kai(東工大), Aoki Takayuki(東工大)

054 講演取り下げ

203 Sharp interface 法に基づく混相流解析のエンジンオイル

055 深層学習による集合組織に依存したアルミニウム合金板

挙動予測への応用

材の変形特性の高速推定

○<正>川本 裕樹(東海大), 蔵本 結樹(東海大), 高橋

○<学>上條 龍之介(農工大), 肥沼 康太(農工大), 庄

俊(東海大), 落合 成行(東海大)

司 香織(農工大), 山中 晃徳(農工大)

270 気液二相流解析を応用したヒートパイプ内部の流動予測

第 6 室, 11:00-12:00

○<学>竹村 薫(東海大学), 長島 弘明(東海大学), 川

OS19-2:深層学習と機械学習

本 裕樹(東海大学), 高橋 俊(東海大学), 近藤 愛実

座長：三好 昭生（インサイト）

(東海大学), 河内 明子(東海大学), 岡崎 峻(JAXA),

061 アルミニウム合金のミクロ組織設計に資する条件付き敵

福家 英之(JAXA)

対的生成ネットワークの構築
○<学>肥沼 康太(農工大), 上條 龍之介(農工大), 庄

第 5 室, 15:30-16:15

司 香織(農工大), 山中 晃徳(農工大)

OS14-4: 直交格子法・ＡＭＲ法
座長：三坂 孝志（産総研）

145 粒子初期配置のための重心ボロノイ分割の効率化

146 界面に適合する AMR 法を用いた自由界面流れの大規
模 GPU 計算

○<正>荻野 正雄(大同大), 長谷川 颯(名古屋大), 大
島 伊織(大同大)

○<正>渡辺 勢也(東工大), 青木 尊之(東工大)
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150 畳み込みニューラルネットワークによる部材に生じるモー
メント評価

第 7 室, 11:00-12:00

○<正>豊吉 巧也(立命館大学), 塩澤 成弘(立命館大

OS13-2:ペリダイナミクス・シミュレーション

学), 奥田 辰雄(日本車いすフェンシング協会)

座長：柴田良一（岐阜高専）
246 Peridynamics を用いたき裂伝播停止に関する研究

190 機械学習を用いた交通流モデルのパラメータ同定

○<正>井町 美智也(広島大), 田中 智行(広島大)

○<協学>奥山 理奈(東大), 三目 直登(筑波大), 内田
英明(東大),藤井 秀樹(東大), 山田 知典(東大), 吉村

249 Peridynamics を用いた硬質膜と基材の応力解析

忍(東大)

○<正>佐藤 知広(関西大), 栗林 大樹(関西大院), 齋
藤 賢一(関西大), 宅間 正則(関西大), 高橋 可昌(関

第 6 室, 14:15-15:15

西大)

OS19-3:深層学習と機械学習
座長：和田 義孝（近畿大）

256 Peridynamics と MD シミュレーションよる SiC 材料の弾塑

194 機械学習によるスピノーダル分解のコンディション付き予

性と破壊現象の考察

測

○<正>齋藤 賢一(関西大), 麻生 和輝(関西大), 今村

○<協学>平山 健太(慶應大), 遠藤 克浩(慶應大), 泰

祐亮(関西大院), 西村 憲治(産総研), 佐藤 知広(関西

岡 顕治(慶應大), 村松 眞由(慶應大)

大), 宅間 正則(関西大), 高橋 可昌(関西大)

272 自己組織化マップを用いた新しい可視化手法

281 Peridynamics を用いた準脆性破壊モデルの開発および

○<正>田村 善昭(東洋大), 増田 正人(東大)

その検討
井町 美智也(広島大), ○<学>高橋 大樹(広島大), 田

285 機械学習により二次元形状の層流剥離を判定する分類

中 智行(広島大)

器に関する検討
○<協学>深沢 拓人(東大), 今村 太郎(東大)

第 7 室, 14:15-15:00
OS16-1:電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特性

287 機械学習を用いた血中アミノ酸組成による高品質食肉の

評価

生産に関する研究

座長：下川智嗣（金沢大）

○<正>増田 正人(東大), 鄭 宏杰(東洋大), 中林 靖

050 第一原理計算を用いた有限温度における 4H-SiC の積

(東洋大), 伯野 史彦(東大), 高橋 伸一郎(東大)

層欠陥エネルギーの算出
○<協学>榊間 大輝(東大), 高本 聡(東大), 波田野 明
日可(東大), 泉 聡志(東大)

9 月 16 日(月) 第 7 室

250 点欠陥を有する a 鉄の炭素拡散挙動の原子論的解析
○<協>Nguyen Tien Quang(大阪大), Ho Noc Nam(日越

第 7 室, 9:45-10:45

大), 佐藤 和則(大阪大), 渋谷 陽二(大阪大)

OS13-1:ペリダイナミクス・シミュレーション
座長：椎原 良典（豊田工大）

074 分子動力学解析に基づく Ni 基超合金粒界強度支配因

018 DCDC 法によるガラス亀裂進展に関する NOSBPD での

子の検討

Peridynamics シミュレーションの基礎的検討

○<学>菊池 涼(東北大) , 鈴木 亘(東北大), 鈴木 研

○<正>柴田 良一(岐阜高専), 藤田 耕平(豊橋技科大),

(東北大) , 三浦 英生(東北大)

浦田 新吾(AGC), 高東 洋一(AGC)
128 講演取り下げ
065 ガラス材料開発への Peridynamics 計算の応用
○<正>高東 洋一(AGC), 浦田 新吾(AGC)

第 7 室, 15:30-16:45
OS16-2:電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特性

141 並列化 NOSB 定式ペリダイナミクスによる衝突解析例

評価

○<学>森田 隼太(豊田工大), 椎原 良典(豊田工大)

座長：屋代如月（岐阜大）
037 くりこみ群分子動力学法による超音速凝集ノズル流れの

168 直交異方性弾塑性体におけるペリダイナミクスシミュレー
ション

局所ズーミング解析
○<正>松村 裕也(住友重機械)

○<学>増田 和之(豊田工大), 椎原 良典(豊田工大)
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107 仮想粒子を用いた低粘度流体

する研究

○<協>松宮 就章(住友重機械), 廣瀬 良太(住友重機

○<学>野平 大貴(工学院大学大学院), 何 建梅(工学

械)

院大学大学院)

085 遷移金属を含む液体ナトリウム表面上の水蒸気反応の

172 バラスト材の弾塑性挙動の空間的ばらつきを考慮したス

量子化学的考察

ペクトル確率有限要素・繰り返し変形解析

○<協>鈴木 愛(東北大), 宮野 正之(東北大), 三浦 隆

○<協学>上平 健太(新潟大), 紅露 一寛(新潟大), 阿

治(東北大)

部 和久(新潟大)

193 第一原理計算用いてダンベル型グラフェンナノリボンの

225 トンネル突入時の架線・パンタグラフ挙動の解析

二元性電気伝導特性の解明

○<正>小山 達弥(鉄道総研), 長尾 恭平(鉄道総研)

○<学>張 秦強, 工藤 拓也, 鈴木 研, 三浦 英生
136 医療用メッシュステントの実用化に向けたメッシュ構造の
181 グラフェン上へのガス吸着特性に及ぼすひずみの影響：

設計検討

第一原理解析

○<学>河栗 康志(工学院大), 何 建梅(工学院大)

○<学>管 一兆(東北大), 鈴木 研(東北大), 喬 向宇
(東北大), 張 秦強(東北大)

【2019 年 9 月 17 日（火）】
9 月 16 日(月) 第 8 室
9 月 17 日(火) 第 1 室
第 8 室, 14:15-15:15

第 1 室, 9:15-10:45

GS-1:一般セッション

OS09-1:境界要素法の高度化と最新応用

座長：何 建梅（工学院大）

座長：植田 毅（慈恵医大）

138 講演取り下げ

140 2 次元 Helmholtz 方程式の 1 周期境界値問題の境界要
素法とその応用

152 全視野ひずみ計測手法の面積ベースの光むらを考慮し

○<学>中島 寛也(名大), 飯盛 浩司(名大), 松本 敏郎

た誤差低減手法の開発

(名大), 高橋 徹(名大)

○<学>中村 優志(近畿大), 和田 義孝(近畿大)
189 1 次元波動方程式に対する space-time 境界要素法につ
166 ゆらぎを応用した製品の設計製作に関する研究

いて

○<正>東 義隆(神戸高専), 稲垣 欣一((有)ランクコーポ

○<学>森 理人(京大), 新納 和樹(京大), 西村 直志

レーション), 多田 稔((有)ランクコーポレーション)

(京大)

231 分散ひび割れモデルと線形弾性－ぜい性破壊モデルを

221 超音波スピーカーにより生成される指向性の強い音場に

用いた有限要素解析の収束性

関する数値解析

○<学>黒佐 晃平(明石高専), 柳谷 一行(神戸製鋼),

○<協>吉川 仁(京大), 若原 孝浩(日本 HP), 谷川 将

黒澤 瑛介(神戸製鋼), 三好 崇夫(明石高専)

規(清水建設)

151 ハニカム構造を用いる複合パネルの座屈特性に関する

228 フレネルゾーンプレートを参照とするトポロジー最適化を

検討

用いた超音波集束に関する研究

○<学>張 銘航(工学院大), 何 建梅(工学院大)

○<学>齋藤 優里(名大), 高橋 徹(名大), 植田 毅(慈
恵医大), 飯盛 浩司(名大), 松本 敏郎(名大)

第 8 室, 15:30-16:45
GS-2:一般セッション

251 3 次元音響問題用アイソジオメトリック境界要素法による

座長：横山 真男（明星大）

形状最適化

123 軽量アラミドハニカムを用いた複合パネル構造の高性能

○<学>佐藤 大輔(名大), 高橋 徹(名大), 松本 敏郎

評価

(名大), 飯盛 浩司(名大)

○<学>黒澤 慶也(工学院大), 何 建梅(工学院大)
252 ３次元波動方程式に対する境界要素法の時間基底、安
144 異なる接着方法による複合パネルの接着強度向上に関
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○<正>高橋 徹(名大)

ェロイック特性に関する第一原理解析
○<正>嶋田 隆広(京都大), 荒木 康光(京都大), Xu

第 1 室, 11:00-11:45

Tao(京都大), 北村 隆行(京都大), 平方 寛之(京都大)

OS10-1:周期構造とシミュレーション技術【応用物理学会合同
OS】

191 第一原理計算を用いた LPSO 構造 Mg 合金のフォノン状

座長：高橋 徹（名大）

態の解析

219 脳梗塞の治療に向けた音響レンズの基礎的設計

○<正>松中 大介(信州大)

○<協学>糸賀 響(東薬大), 植田 毅(慈恵医大)
185 格子欠陥を有するグラファイトのナノ積層構造の変形解
234 トポロジカル相界面を用いたフォノニック音響導波路のエ

析

ッジ特性とロバスト性評価

○<正>Lei Xiao-Wen(福井大), 清水 俊吾(槌屋ティスコ

○<協学>奥野 兼至(岡山大), 鶴田 健二(岡山大)

（元福井大）), 中谷 彰宏(阪大)

235 複数共鳴膜音響メタ表面による広帯域吸音デバイスの設

213 原子弾性剛性による異種金属界面の界面強度評価

計

○<正>屋代 如月(岐大), 棚橋 直哉(岐大院), 中村 和

○<協学>渡辺 敬太(岡山大), 藤田 幹也(岡山大), 鶴

康(岐大院), 内藤 圭史(岐大)

田 健二(岡山大)
139 微分幾何学を用いた転位のモデル化と応力場の数値解
析
○<正>小林 舜典(阪大), 垂水 竜一(阪大), 鈴木 厚

9 月 17 日(火) 第 2 室

(阪大), 荻野 正雄(大同大)

第 2 室, 9:15-10:15

106 分子動力学法による圧延中の結晶方位変化に対する初

OS15-5:材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス

期欠陥依存性の評価

座長：青柳 吉輝（東北大）

○<正>木下 惠介(日本製鉄（株）)

243 均質化 Microcontinuum を用いたマルチスケールモデリ
ングの提案

第 2 室, 14:45-16:00

○<正>渋谷 陽二(大阪大), 増田 滉也(大阪大), 田中

OS02-1:電子デバイス・電子材料と計算力学

展(大阪大)

座長：苅谷 義治（芝浦工大）
001 パワーデバイス の強度信頼性評価への非線形破壊力

032 メカニカルメタマテリアルにおける引張応力誘起収縮現

学の適用

象とノーマルモード

宍戸 信之(GRIK), 葉山 裕(GRIK), 萩原 世也(佐賀大),

○<正>山口 哲生(九大院工), 張 鶴鳴(九大院工)

○<正>宮崎 則幸(GRIK)

105 拡張アイソジオメトリック解析を用いた転位ループのモデ

063 パワーモジュール用ワイヤボンド部の熱疲労寿命評価指

ル化と数値計算

標の検討

○<学>山田 翔(阪大), 小林 舜典(阪大), 垂水 竜一

○<学>大迫 徹(鹿大), 瀬戸口 慶樹(鹿大), 宍戸 信之

(阪大), 鈴木 厚(阪大), 荻野 正雄(大同大)

(北九州環エレ研), 小金丸 正明(鹿大), 池田 徹(鹿大),
葉山 裕(北九州環エレ研), 宮崎 則幸(北九州環エレ

078 Micropolar モデルに基づく回位密度に対する結晶塑性

研)

有限変形理論
○<正>木村 祐一(慶應大), 志澤 一之(慶應大)

214 パワーモジュール中における熱サイクル疲労と機械的疲
労下での封止樹脂ー金属基板界面き裂の進展挙動
○<学>長尾 元気(鹿児島大), 池田 徹(鹿児島大), 小

第 2 室, 10:30-12:00

金丸 正明(鹿児島大), 加々良 剛志(住友ベークライト),

OS15 材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス

中井戸 宙(住友ベークライト), 畑尾 卓也(住友ベークラ

&OS16 電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料

イト)

特性評価
座長：志澤 一之（慶応大）

075 SOI-MOS デバイスの寄生バイポーラ領域における機械
的応力効果のデバイスシミュレーション

200 ペロブスカイト型酸化物における格子欠陥誘起マルチフ

－ 16 －
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明(鹿大), 松本 聡(九工大), 池田 徹(鹿大), 宮崎 則

089 傾斜機能材料中のき裂問題に対する三次元相互積分法

幸(北九州環エレ研)

による応力拡大係数計算法の検討
Omar Tabaza(東理大), ○<正>岡田 裕(東理大), 遊佐

第 2 室, 16:00-17:00

泰紀(東理大)

OS02-2:電子デバイス・電子材料と計算力学
座長：小金丸 正明（鹿児島大）

092 極低サイクル疲労下におけるき裂進展条件式の提案の

186 電力半導体ダイアタッチ部の鉛直方向破壊解析

ための相当塑性ひずみと応力三軸度の評価 および ΔJ

○<学>杉本 大成(芝浦工大(院)), 苅谷 義治(芝浦工大

評価の検討

(工)), 花田 隆一郎(三菱電機), 伊藤 悠策(三菱電機),

○<学>上田 魁人(近畿大), 和田 義孝(近畿大)

横山 吉典(三菱電機), 曽田 真之介(三菱電機)
095 表面き裂から貫通き裂へ進展する溶接継手の X-FEM 疲
070 組織変化を考慮した BGA パッケージはんだ接合部の熱

労き裂解析

疲労寿命予測

○<正>前田 研吾(広島大), 田中 智行(広島大), 西口

○<学>師岡 弘一(芝浦工大（院）), 苅谷 義治(芝浦工

航平(広島大)

大（工）)
098 講演取り下げ
069 層間絶縁膜用ポリイミド膜/Cu 界面の剥離靱性評価
○<学>大野 堅太(芝浦工大（院）), 苅谷 義治(芝浦工

110 極異方性圧縮コイルばね中の表面き裂の応力拡大係数

大（工）)

○<正>中曽根 祐司(東理大)

067 有限要素法を用いた紫外線硬化性接着剤の硬化収縮

第 3 室, 14:45-15:45

解析の検討

OS21-3:破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション

○<学>佐藤 雄河(芝浦工大(院)), 苅谷 義治(芝浦工大

座長：岡田裕（東京理科大学）

(工))

134 短いき裂進展と摩耗の競合モデルのレール頭部への適
用
○<正>赤間 誠(阪産大)

9 月 17 日(火) 第 3 室

137 衝突下の三点曲げぜい性金属破壊の数値シミュレーショ

第 3 室, 9:30-10:30

ン

OS21-1:破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション

○<学>王 芳怡(神戸大（院）), 安福 弘規(神戸大（院）),

座長：藤本岳洋（神戸大学）

藤本 岳洋(神戸大)

035 延性破壊における数値解析のための破壊靭性試験

155 シャルピー衝撃破壊の三次元移動有限要素解析

○<学>小澤 暦世(近畿大), 和田 義孝(近畿大)

○<学>林 湧也(神戸大（院）), 藤本 岳洋(神戸大)

052 単調増加荷重下での大規模降伏下における応力三軸

161 CFRP 積層板の QSI 試験解析におけるマトリクス割れの

度と相当塑性ひずみ分布の評価

モデル化の影響

○<学>光増 夕佳(近畿大), 和田 義孝(近畿大)

○<協学>王 晨宇(上智大院), 長嶋 利夫(上智大)

077 低サイクル疲労下における破壊クライテリオン確立に対

第 3 室, 16:00-17:00

するパラメータ検討

OS21-4:破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション

○<学>大林 雄人(近畿大), 和田 義孝(近畿大)

座長：和田義孝（近畿大学）

083 XFEM による三次元熱応力解析ソフトウェアの開発

170 XFEM による接触を考慮した三次元停留き裂解析

○<正>長嶋 利夫(上智大)

○<協学>眞藤 紗菜(上智大院), 長嶋 利夫(上智大)
182 連続体損傷モデルを用いた CFRP 積層板の OHT 試験

第 3 室, 10:45-11:45

解析

OS21-2:破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション

○<協学>和久井 一穂(上智大院), 長嶋 利夫(上智大)

座長：長嶋利夫（上智大学）
199 破壊力学解析のためのメッシュ生成手法の検討
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○<正>河合 浩志(東洋大)
263 自動運転を想定した運転者の顔表情から集中度を予測
212 勾配法を用いた弾塑性損傷モデルのパラメータ同定

するための検討

○<協学>神田 寛明(筑波大), 新宅 勇一(筑波大)

○<正>萩原 一郎（明治大）, 安部 博枝（明治大）, ルイ
ス ディアゴ（明治大）

9 月 17 日(火) 第 4 室

266 折り紙演奏のロボット強化学習のためのシステムの開発
○<正>萩原 一郎（明治大）, Luis Diago（明治大）,

第 4 室, 9:15-10:30

Liudmila Rodriguez（Northwest Polytechnical Univ）,

OS07-1:CAE/CAD/CAM/CG/CAT/CSCW

Yang Yang（明治大）

座長：田辺 誠（神工大）
158 電気レーシングカートの走行性能と動的特性の測定シス

第 4 室, 14:45-15:45

テム開発

OS17-1:メッシュフリー／粒子法とその関連技術

○<学>侯 峻夫(埼玉工大), 廉 杰(埼玉工大), 趙 希禄

座長：萩原 世也（佐賀大）

(埼玉工大)

097 非圧縮 SPH 粒子法の周期境界条件下における解析手
法の比較検討

160 ランダム波浪環境における双安定システムの検討

○<学>大山 元夢(工学院大), 金野 祥久(工学院大)

○<学>廉 杰(埼玉工大), 趙 巍(アクシス), 呉 瓊(埼玉
工大), 王 岐峰(埼玉工大), 趙 希禄(埼玉工大)

129 MPFI 法の実用化に向けた検証
○<正>室園 浩司（オフィス室園）

164 並進型双安定振動による振動発電システムの検討
尹 相然(埼玉工大), 趙 巍(アクシス), 廉 杰(埼玉工大),

059 直交型部分領域メッシュレス法による非線形問題の解析

○<正>趙 希禄(埼玉工大)

○<正>郭 永明(鹿児島大), 矢川 元基(東大・東洋大),
上谷 俊平(鹿児島大)

233 厳密積分法による地震時の新幹線車両と線路構造間の
脱線を含む連成動解析

015 粒子法を用いた二軸押出機内の高粘性流れのシミュレ

○<正>田辺 誠(神奈工大)

ーション
○<正>松永 拓也(東大), 越塚 誠一(東大), 石羽 恭

257 折紙工学援用による折り畳みペットボトルに関する検討

(三菱ケミカル), 菊地 康晴(三菱ケミカル), 松田 欣也

○<学>楊 陽(研究・知財戦略機構), 陳 暁詩(研究・知

(三菱ケミカル), 竹中 一博(三菱ケミカル)

財戦略機構), 奈良 知恵(研究・知財戦略機構), 萩原
一郎(研究・知財戦略機構)

第 4 室, 16:00-17:00
OS17-2:メッシュフリー／粒子法とその関連技術

第 4 室, 10:45-12:00

座長：越塚 誠一（東大）

OS07-2:CAE/CAD/CAM/CG/CAT/CSCW

030 粒子法による海洋浮体物の波浪挙動解析

座長：趙 希禄（埼工大）

○<学>池下 佳輝(佐賀大), 福田 雅之(佐賀大), 萩原

258 折紙工法で得られる輸送箱の検討－切隅トラスコア及び

世也(佐賀大), 田中 智行(広島大大学院), 武富 紳也

振動遮断

(佐賀大), 只野 裕一(佐賀大)

○<正>阿部 綾(研究・知財戦略機構), 崎谷 明恵(研
究・知財戦略機構), 屋代 春樹(研究・知財戦略機構),

271 ETI 法を用いた流体剛体連成シミュレーションによる地滑

寺田 耕輔, 萩原 一郎(研究・知財戦略機構)

り型津波の再現解析
○<学>西田 浩清（九大院工）, Li Yi（九大院工）, 浅井

261 イチゴ輸送箱の一考察

光輝（九大院工）

○<正>萩原 一郎（明治大）, 崎谷 明恵（明治大）, 阿
部 綾（明治大）, 寺田 耕輔（福島高専）, 篠田 淳一

135 SPH-DEM 連成解析による洗掘現象シミュレーションにお

（明治大）

ける乱流の影響
○<学>藤井 孟大(九大), 浅井 光輝(九大)

262 日本伝統の扇の数理科学から折紙工学の新しい芸術的
側面の創出研究

022 3 次元曲面疲労き裂進展の SPH 解析および実験による

○<正>萩原 一郎（明治大）, 山崎 桂子（明治大）, 阿

検証

部 富士子（明治大）

○<正>田添 広喜(ヤンマー), 岡 正徳(ヤンマー), 矢川
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元基(東大、東洋大)

○<正>津田 徹(CTC), 阿部 淳(CTC), 三村 耕司(大
阪府大), 陸 偉(大阪府大), 北村 繁明(イイダ産業), 谷
村 眞治(大阪府大名誉教授，愛知工科大名誉教授)

9 月 17 日(火) 第 5 室

102 低速衝撃を受けるガラス板の数値解析モデル
○<正>小島 朋久(中大), 鈴木 将弘(明大), 田尻 祐太

第 5 室, 9:15-10:30

(明大), 納冨 充雄(明大)

OS08-1:固体と構造体の非線形・衝撃・不安定解析フロンティ
ア

176 津波漂流物大型流木の鉄筋コンクリート防潮堤への衝突

座長：山田 浩之（防衛大）

に関する検討

072 DEM による粉体層崩壊の前兆現象の観測

○<正>川鍋 知晃（(株)テラバイト）, Madurapperuma

○<学>亀谷 洋大(九工大), 堺 崇志(九工大), 梅景 俊

Manoj（(株)テラバイト）, 堀口 朋裕, 丹羽 一邦（(株)テラ

彦(九工大)

バイト）

087 不整地モデリング手法の提案とテラメカニクス解析へのシ
ームレス化

第 5 室, 14:45-15:30
OS08-3:固体と構造体の非線形・衝撃・不安定解析フロンティ

○<正>鈴木 裕敬(横国大), 尾崎 伸吾(横国大)

ア
座長：磯部 大吾郎（筑波大）

163 分子動力学法を用いた高ひずみ速度下における界面強

236 自己治癒セラミックスの有限要素解析: wedge test の解

度評価

析

○<学>鳥海 柊人(中央大院), 池嶋 大貴(中央大院),

○<学>渡部 愛子(横浜国立大), 長田 俊郎(NIMS), 尾

米津 明生(中央大)

崎 伸吾(横浜国立大)

198 分子動力学法を用いたグラフェンのひずみ誘起ナノポー

237 膨潤エラストマーの線形弾性特性解析に及ぼす負荷条

ラス化に関する検討

件

○<学>古谷 拓己(中大院), 田中 智康(中大), 米津 明

○<学>川端 宏典(名大院), 奥村 大(名大)

生(中大)
240 弾塑性構成則とクリープ構成則を組み合わせるためのフ
112 ねじのゆるみを考慮した電子装置用ラックの地震時挙動

レームワークの開発

再現解析

○<正>宮村 倫司(日大), 遊佐 泰紀(理科大), 殷 峻

金野 圭祐(アプリクラフト), 山下 拓三(防災科研), ○<

(ASTOM), 小池 邦昭(ASTOM), 池田 貴(ASTOM), 山

正>磯部 大吾郎(筑波大)

田 知典(東大)

第 5 室, 10:45-12:00

第 5 室, 15:45-17:00

OS08-2:固体と構造体の非線形・衝撃・不安定解析フロンティ

OS20-1:計算電磁気学と関連話題

ア

座長：田上 大助（九大）

座長：尾崎 伸吾（横国大）

066 静磁場の領域分割解析におけるマルチパート処理 第２

149 ポリカーボネートにおける破断ひずみの応力三軸度依存

報

性の調査

○<正>金山 寛（日本女子大）, 荻野 正雄（大同大）,

○<正>阿部 淳(CTC), 秋田 麗佳(CTC), 津田 徹

杉本 振一郎（八戸工業大）, 淀 薫（インサイト（株））

(CTC), 三村 耕司(大阪府大), 陸 偉(大阪府大), 畑尾
卓也, 谷村 眞治

280 並列 A-φ 法における部分領域問題への直接法導入
武居 周(宮大院・農工), ○<協学>水間 健仁(宮大院・

099 損傷力学モデルを用いた延性破壊挙動の亀裂進展に対

農工)

するひずみ速度の影響
○<正>高澤 秀一(日立・防衛大（院）), 岩松 史則(日立),

206 1,300 億自由度の高周波電磁界解析

宮崎 克雅(日立), 山田 浩之(防衛大), 小笠原 永久

○<正>杉本 振一郎(八工大), 武居 周(宮崎大), 荻野

(防衛大)

正雄(大同大)

167 PA66 ナイロンのひずみ速度と SD 効果を考慮した検証シ

207 周期境界条件を考慮した階層型領域分割法での回転機

ミュレーション

解析
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○<正>杉本 振一郎(八工大)

(住友重機械プロセス機器)

043 EV 用非接触給電の磁気コアのトポロジー最適化

224 熱伝導シミュレーションコードによるシングルボードコンピ

○<協学>大友 佳嗣(北大), 五十嵐 一(北大)

ュータの性能評価
○<正>荻野 正雄(大同大), 今井 信之介(大同大), 奥
村 星南(大同大), 杉山 淳(大同大), 丹羽 至考(大同
大)

9 月 17 日(火) 第 6 室

133 講演取り下げ
第 6 室, 9:15-10:30
OS18-1:大規模並列・連成解析と関連話題

154 星座を任意角度から観測するシミュレーションソフト

座長：荻野 正雄（大同大）

○<正>塩谷 隆二(東洋大), 星 龍太(東洋大), 河合

029 領域分割法を用いたマルチパス溶接シミュレーションの

浩志(東洋大)

検討
○<正>遊佐 泰紀(東理大), 村上 悠真(東理大), 岡田

第 6 室, 15:45-17:00

裕(東理大)

OS23-1:ゴムの計算力学と関連話題【日本ゴム協会 合同
OS】

227 抵抗スポット溶接の接触変形・電流・熱伝導 3 連成解析
における変形効果の重要性

座長：山辺 純一郎（福岡大）
082 粘弾性モデルによる工業用ゴムの応力緩和履歴の予測

○<正>二保 知也(九工大), 易 新宇(九工大), 石原 大

○<正>藤川 正毅(琉球大), 新垣 達郎(琉球大), 比嘉

輔(九工大), 堀江 知義(九工大)

勇斗(琉球大), 山辺 純一郎(福岡大), 前田 成人(横浜
ゴム), 小石 正隆(横浜ゴム)

273 音響-構造連成振動における相反性
○<正>吉田 史郎(湘南 R&D)

086 量子化学計算に基づくポリテトラメチレンオキサイドエラス
トマーの誘電特性の可視化

084 分離型連成解析ツール preCICE による流体構造連成解

○<協>鈴木 愛（東北大）, 宮野 正之（東北大）, 三浦

析に関する基礎的研究

隆治（東北大）

○<学>小林 祐也(岐阜高専), 柴田 良一(岐阜高専)
165 担当体積に平滑化を施した 10 節点四面体平滑化有限
100 鉄筋コンクリート構造のひび割れを考慮した大規模非線

要素による微圧縮大変形解析

形解析の検討

○<正>大西 有希(東工大)

○<協>田中 栄次(清水建設)
239 CT スキャンデータを用いた FEM 解析による軟質ポリウレ
第 6 室, 10:45-12:00

タンフォームの微視的な変形挙動の評価

OS18-2:大規模並列・連成解析と関連話題

○<学>上山 竜之介(筑波大大学院), 松田 昭博(筑波

座長：二保 知也（九工大）

大), 加藤 和人(日本発条), 佐藤 利春(日本発条)
255 非線形 CAE 協会におけるゴム材料の汎用コードへの組

108 3-D 転位動力学と有限要素法の大規模並列連成解析

み込みとその実用例

○<正>鄭 宏杰(東洋大), 塩谷 隆二(東洋大), 河合 浩

○<正>伊田 徹士（(株)JSOL）, 井上 友景（(株)メカニカ

志(東洋大), 高橋 昭如(東理大)

ルデザイン）, 吉田 純司（山梨大）

038 磁気ビーズ法を基礎とした磁性粉粒体の磁場・流体連成
解析

9 月 17 日(火) 第 7 室

○<協>宮崎 修司(住友重機械), 市嶋 大路(住友重機
械), 西澤 信也(住友重機械ファインテック), 杉山 陽介
(住友重機械ファインテック)

第 7 室, 9:15-10:30
OS06-1:計算力学と最適化

064 くりこみ群分子動力学法による高分子の計算機実験

座長：下田 昌利（豊田工大）

○<協>廣瀬 良太(住友重機械), 市嶋 大路(住友重機

036 光学定理を用いた散乱断面積の最小化によるクローキン

械), 堀口 洋郎(住友重機械プロセス機器), 前田 直孝
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○<学>山本 遼(名大), 飯盛 浩司(名大), 松本 敏郎

川本 英貴(新日本造機), 岩本 和也(新日本造機)

(名大), 高橋 徹(名大)
229 形状最適化計算におけるパラメータチューニング
003 流体構造連成を考慮した構造体の形状最適化

○<学>下元 翼(名大), 時田 恵一郎(名大), 畔上 秀幸

○<学>豊場 亮太(長岡技科大), 片峯 英次(岐阜高専)
023 圧力荷重を受ける構造体の形状・トポロジー同時最適化

(名大)
第 7 室, 16:00-17:00

手法

OS03-1:計算バイオメカニクス

○<学>原田 直人(崇城大), 劉 陽(崇城大), 下田 昌利

座長：今井 陽介（神戸大）

(豊田工大)

192 歯根膜の力学的機能理解にむけた計算力学モデリング：
歯根膜線維群の配向分布の影響

268 加工精度と生産性の向上を目的としたスライド速度と背

○<正>大谷 智仁(阪大基), 古賀 泰樹(阪大基), 野崎

圧荷重の多目的最適化

一徳(阪大歯病), 小林 洋(阪大基), 田中 正夫(阪大基)

○<学>樋口 翼(金沢大), 北山 哲士(金沢大), 高野 昌
宏, 小林 昭夫, 藤井 和正

274 T-spline による僧帽弁のモデリング
○<学>南原 恵(早大), 寺原 拓哉(早大), 滝沢 研二

005 流体構造連成を考慮した粘性流れ場の形状最適化

(早大), Tezduyar Tayfun

○<学>三宅 悠暉(金沢大), 片峯 英次(岐阜高専)
094 ネットワーク構造と液体膜の連成計算
第 7 室, 10:45-11:45

○<学>谷口 悠(阪大), 石田 駿一(神戸大), 今井 陽介

OS06-2:計算力学と最適化

(神戸大), 武石 直樹(阪大), 横山 直人(阪大), 和田

座長：北山 哲士（金沢大）

成生(阪大)

002 流速分布を最大化する非定常自然対流場の形状決定
○<学>青木 崇(長岡技科大), 片峯 英次(岐阜高専)

031 組織形態形成における多様性と安定性の理解に向けた
非線形連続体力学に基づくエネルギー地形アプローチ

044 ３次元剛塑性体の塑性仕事最小化を目的とするノンパラ

の提案

メトリック形状最適設計

○<正>亀尾 佳貴(京大), 竹田 宏典(京大), 安達 泰治

○<学>北河 正洋(豊田工大), 下田 昌利(豊田工大)

(京大)

004 揚力最大化を目的とした非定常粘性流れ場の形状最適
化

9 月 17 日(火) 第 8 室

○<学>村山 大騎(名工大), 片峯 英次(岐阜高専)
008 Grammatical Swarm の改良について

第 8 室, 9:30-10:30

○<正>北 栄輔(名大), 内山 敦史(名大), 山本 梨紗子

OS04-1:複合・連成現象の解析と力学

(名大)

座長：山田 知典（東大）
028 環状流路内における進行磁場により駆動される電磁流

第 7 室, 14:45-15:45

体流れの３次元数値解析

OS06-3:計算力学と最適化

○<正>牟禮 良晃(九工大), 河野 晴彦(九工大)

座長：片峯 英次（岐阜高専）
071 現場・現物最適化の考え方と適用事例

103 正方形ダクト内における交流磁場下の 3 次元電磁流体

○<正>北山 哲士(金沢大), 河本 基一郎(コマツ産機)

流れ解析
○<学>坂井 駿介(九工大), 牟禮 良晃(九工大), 河野

012 骨組構造体の過渡応答設計問題に対する分布系形状

晴彦(九工大)

最適化手法
○<正>下田 昌利(豊田工大), 若狭 守, 劉 陽

276 構造-圧電-回路連成現象に対する有限要素解析手法
の提案

127 モデルベース開発と最適化技術の組み合わせによる蒸

○<学>高田 黎(九工大), 石原 大輔(九工大),

気タービンの設計最適化

Ramegowda P.C.(九工大), 二保 知也(九工大), 堀江

○<協>今山 慎太郎(住友重機械), 申 ライ(住友重機

知義(九工大)

械), 菊地 知希(住友重機械), 前野 亮一(新日本造機),
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279 Finite-element modeling of flexible piezoelectric energy

第 8 室, 16:00-17:00

harvester operating in air

GS-4:一般セッション

Ramegowda P.C.(九工大), ○<正>石原 大輔(九工大),

座長：金川 哲也（筑波大）

高田 黎(九工大), 二保 知也(九工大), 堀江 知義(九

156 メッシュ構造を適用した医療用メッシュプレートの高性能

工大)

検討 ～メッシュ基本形状によるメッシュプレートの引張
特性評価～

277 講演取り下げ

○<学>佐々木 柾那(工学院大), 何 建梅(工学院大)
118 オープンソースソフトウェアーを用いた大動脈解離の流

第 8 室, 10:45-11:45

体構造連成解析

OS04-2:複合・連成現象の解析と力学

○<学>陳 俊男(北大), 佐々木 克彦(北大), 本田 真也

座長：石原 大輔（九工大）

(北大), 武田 量(北大), 大島 伸行(北大), 黒田 明慈

265 直交基底気泡関数要素を用いた Darcy-Brinkman 式に

(北大), 横山 博一(旭医), 李 辰宇(AIS 北海道), 高嶋

おける有限要素解析

英厳(AIS 北海道)

○<正>松本 純一(産総研), 澤田 有弘(産総研)
010 気泡を含む水中を伝播する非線形圧力波のソリトン発展
058 多孔質体内流れに対する 3 スケール均質化法の開発

○<学>鮎貝 崇広(筑波大院), 金川 哲也(筑波大)

○<学>手塚 惇平(筑波大), 長岡 央磨(筑波大), 澤田
有弘(産総研), 松本 純一(産総研), 松田 哲也(筑波大)

201 レーザー照射を受ける薄板の熱弾塑性解析 (重ね照射
の照射回数と照射間隔が残留モーメントの分布に及ぼ

267 ２スケール多孔体の内部流れに対する３スケール漸近展

す影響)

開均質化法

加藤 保之(日大), ○<学>瀧澤 賢太朗(日大院)

○<正>澤田 有弘(産総研), 手塚 惇平(筑波大), 松田
哲也(筑波大), 松本 純一(産総研)

【2019 年 9 月 18 日（水）】

184 Fatigue Life Estimation of a 5MW Wind Turbine Blade
under Wind Loads

9 月 18 日(水) 第 1 室

○<正>Chen Shunhua(The University of Tokyo), 吉村
忍(The University of Tokyo), 淀 薰（Insight, Inc.）, 三目
直登（University of Tsukuba）, 遊佐 泰紀（Tokyo

第 1 室, 9:15-10:15

University of Science）, 山田 知典（The University of

OS22-1:社会・環境・防災シミュレーション

Tokyo）

座長：藤井秀樹（東大）
007 確率推定モデルを用いた株価予測手法

第 8 室, 14:45-15:45

○<正>北 栄輔(名大), 神野 悦太郎(名大), 城之内 奈

GS-3:一般セッション

(名大)

座長：加藤 保之（日大）
017 応答曲面最適化法を利用した 3D プリンタ樹脂材料モデ

101 都市型水害被害予測のための高詳細非構造格子を用

ルの同定

いた排水シミュレーション

○<正>上森 大誠(和工技センター)

○<学>植木 裕人(九大), 浅井 光輝(九大), 川崎 重紀
(（株）ハイドロ総研), 川崎 浩司(（株）ハイドロ総研)

093 円孔の応力集中に関する数値解析的基礎研究
○<学>岩井 亨介(工学院), 菱田 博俊(工学院)

113 吊り天井脱落解析技術の高精度化および天井耐震化に
関する数値解析的検討

286 Subloading-crystal plasticity model

○<協学>大村 浩之(筑波大), 山下 拓三(防災科研),

○<正>Koichi Hashiguchi (MSC Software, Ltd.), Kazuo

磯部 大吾郎(筑波大)

Okamura (Nipponsteel Corporation)
142 粒子法による津波発生から陸地への遡上までのマルチ
162 椎間板欠損に用いる純チタン製メッシュプレートの引張

スケール津波解析

疲労特性評価

○<学>槇野 泰河(九大), 浅井 光輝(九大), 古市 幹人

○<学>緒方 悠亮(工学院大), 何 建梅(工学院大)

(JAMSTEC), 西浦 泰介(JAMSTEC)

－ 22 －

日本機械学会 第 32 回計算力学講演会(CMD2019)

2019 年 9 月 16 日（月・祝）～9 月 18 日（水）

第 1 室, 10:30-11:30

OS12-2:逆問題とデータ同化の最新展開

OS22-2:社会・環境・防災シミュレーション

座長：倉橋貴彦（長岡技科大)

座長：磯部大吾郎（筑波大）

248 切削加工プロセスにおけるデータ同化に向けて

171 多目的最適化を用いた効率的な航空交通流のための下

○<正>三坂 孝志(産総研), Herwan Jonny(産総研),

降区間距離の影響評価

Ryabov Oleg(産総研), 加納 誠介(産総研), 澤田 浩之

○<学>松本 千尋(東理大), 関根 將弘(東理大), 立川

(産総研), 笠島 永吉(産総研), 古川 慈之(産総研)

智章(東理大), 藤井 孝藏(東理大)
269 観測データに基づいた自動車空調機用熱交換器の熱
180 住み替えを考慮した電力消費シミュレーション

流動解析モデルの高精度化

○<学>田原 智史(東大), 内田 英明(東大), 藤井 秀樹

○<学>佐藤 良雄(東北大 流体研), 下山 幸治(東北大

(東大), 吉村 忍(東大)

流体研), 小野寺 淳(ケーヒン 栃木開発センター), 劉
軍(ケーヒン 栃木開発センター)

223 高齢者施設におけるマルチエージェントシミュレーション
○<学>紫安 勇成（東大）, 内田 英明（東大）, 藤井 秀

284 トポロジー最適化を用いた音響問題における逆解析につ

樹（東大）, 吉村 忍（東大）

いて
○<学>鈴木 淳仁(名大), 飯盛 浩司(名大), 高橋 徹

254 シミュレーションに基づくライドシェアサービスのための配

(名大), 松本 敏郎(名大)

車アルゴリズムの評価
○<正>藤井 秀樹(東大), 吉塚 裕生(東大), 内田 英明

9 月 18 日(水) 第 3 室

(東大), 吉村 忍(東大)

第 3 室, 9:15-10:15
OS03-2:計算バイオメカニクス

9 月 18 日(水) 第 2 室

座長：伊井 仁志（首都大）
159 生物を規範とした羽ばたき翼と回転翼の外乱応答

第 2 室, 9:15-10:15

○<学>田中 友己(千葉大), 野田 龍介(関東学院大),

OS12-1:逆問題とデータ同化の最新展開

中田 敏是(千葉大), 劉 浩(千葉大)

座長：天谷賢治（東工大)
013 水際線の移動を考慮したカルマンフィルタ FEM に基づく

202 細胞膜を模した多種混合リン脂質二重膜の力学的負荷

浅水域の流況推定解析

による破断に関する分子動力学シミュレーション

○<学>峯村 孝征(長岡技科大), 倉橋 貴彦(長岡技科

○<正>重松 大輝(阪大), 越山 顕一朗(徳大), 清野 健

大), 剱地 利昭(函館高専)

(阪大)

014 ポアソン方程式による感度分布の平滑化を用いたひず

278 血管分岐を伴う赤血球流れの数値解析

みエネルギー最小化構造に対するトポロジー最適化解

○<正>呉 東益(東大), 高木 周(東大), 伊井 仁志(首

析（ステント構造モデルを想定したトポロジー最適化）

都大)

○<学>高橋 陽也(長岡技科大), 吉原 健太(長岡技科
大), 倉橋 貴彦(長岡技科大), 大塚 雄市(長岡技科大),

275 心臓弁を含む左心室の解析

笹崎 淳

○<正>寺原 拓哉(早稲田), 塩崎 健介(早稲田), 小林
遼太郎(早稲田), 津島 敦史(早稲田), 滝沢 研二(早稲

076 パーティクルフィルタを用いた海中測定器の位置と犠牲

田), Tezduyar Tayfun E.(Rice)

陽極の出力電流の同時推定
○<正>斎藤 達哉（日本防蝕工業(株)）, 田代 賢吉（日

第 3 室, 10:30-11:30

本防蝕工業(株)）, 天谷 賢治(東工大)

OS03-3:計算バイオメカニクス
座長：滝沢 研二（早稲田大）

090 デジタル画像相関法を用いた逐次データ同化による材

216 脳血管網モデリングと全脳循環血流場の数値計算

料パラメータと境界条件推定

○<正>石田 駿一(神戸大), 北出 宏紀(阪大), 伊井 仁

○<正>綿引 壮真(㈱構造計画研究所), 佐々木 健吾

志(首都大), 今井 陽介(神戸大), 和田 成生(阪大)

(㈱構造計画研究所)
238 大脳動脈の被験者個別モデルを用いた大規模血流解
第 2 室, 10:30-11:15

析
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○<学>小林 維磨(阪大), 石田 駿一(神戸大), 武石 直

置とメッシュ作成方法

樹(阪大), 今井 陽介(神戸大), 和田 成生(阪大)

○<協>大西 良孝(住友重機械)

264 血流輸送効率に着目した大動脈血行動態の推定
○<学>島村 駿輔(早大), 小宮 賢士(早大), 佐々木 崇
史(早大), 滝沢 研二(早大), Tezduyar Tayfun E, 玉井

■ポスターセッション

佑(早大)
OS15 および 16 合同ポスターセッション
205 カテーテルの 1 段階の剪断のステップ歪下で得られる粘

企画：垂水 竜一 (大阪大学：OS15)

弾塑性挙動について

奥村 大

○<学>太田 仁来(日大院), 加藤 保之(日大)

平方 寛之 (京都大学：OS15)

(名古屋大学：OS15)

志澤 一之 (慶應義塾大学：OS15)
下川 智嗣（金沢大学：OS16）
渋谷 陽二（大阪大学：OS16）

9 月 18 日(水) 第 4 室

屋代 如月（岐阜大学：OS16）

第 4 室, 9:30-10:15

日時：2019 年 9 月 17 日(火) 14:45-17:15

OS24-1:企業における CAE および産学官連携の事例

場所：2 号館 1 階 ホール 2

座長：池田 徹（鹿児島大）

2019 年 9 月 17 日（火）

048 MRI 装置用超電導磁石の振動磁場解析
○<正>今村 幸信(研究開発グループ), 藤川 拓也(ヘル

ホール 2,14:45-17:15

スケアビジネスユニット), 八尾 武(ヘルスケアビジネスユ

OS15 材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス

ニット), 黒目 明(ヘルスケアビジネスユニット), 星野 伸

および OS16 電子・原子・マルチシミュレーションに基づ

(ヘルスケアビジネスユニット)

く材料特性評価 合同ポスターセッション

111 パワーデバイス用封止樹脂の熱サイクル試験におけるは

080 SrTiO3 中の余剰電子 Polaron が創る単一原子フェロトロ

く離信頼性評価解析

イディシティに関する第一原理解析

○<正>加々良 剛志(住友ベークライト), 中井戸 宙(住

○<学>市木 佑樹(京大), 藤本 弦(京大), 嶋田 隆広

友ベークライト), 畑尾 卓也(住友ベークライト), 長尾 元

(京大), 平方 寛之(京大)

気(鹿大), 小金丸 正明(鹿大), 池田 徹(鹿大)
081 余剰電子/ホールをドープした共有結合性材料の第一原
理理想強度解析

033 ベイズ最適化を利用した連続式インクジェットプリンタ向
け帯電制御最適化技術の開発

○<学>坂口 竣平(京大), 萩原 洋平(京大), 嶋田 隆広

○<正>佐藤 孝磨(日立), 高岸 毎明(日立産機), 加藤

(京大), 平方 寛之(京大)

学(日立産機)
125 Riemann 多様体上の弾性論を用いた不均一変形のモデ
ル化と数値解析

027 講演取り下げ

○<学>丹治 大輝(阪大), 堀川 由人(阪大), 小林 舜典
(阪大), 垂水 竜一(阪大)

第 4 室, 10:30-11:15
OS24-2:企業における CAE および産学官連携の事例

178 CFRP の層間引張試験に対する非弾性ツースケール解

座長：畑尾 卓也（住友ベークライト）

析

053 大規模構造解析を用いた射出成形機型締装置の試作レ
ス化への取組み

○<学>栗田 大和(筑波大院), 松田 哲也(筑波大), 北

○<協>坂井 公則(住友重機械), 森谷 知寛(住友重機

條 正弘(JAXA)

械)
088 Ni-O-H 系の反応力場構築と NiO 還元反応の分子動力
学解析

042 大規模構造解析を用いた形状最適化システムの開発と
活用事例

○<学>淺利 孟弘(東大) ,久保 淳(東大) , 上野 尊史

○<協>菊地 知希(住友重機械), 坂井 公則(住友重機

（ヤンマー(株)）, 梅野 宜崇（東大）

械)
117 第一原理ビッグデータに基づいた BCC 鉄原子間ポテン
039 くりこみ群分子動力学法の複雑形状への展開 - 分子配
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○<正>森 英喜(産技短大), 尾崎 泰助(東大物性研)
121 スピノーダル分解した Fe-Cr 合金中の G 相と転位の相互
作用の転位動力学解析
○<協学>佐藤 亮太(東理大), 高橋 昭如(東理大)
122 転位動力学による繰り返し変形解析の基礎的検討
○<協学>松本 侑樹(東理大), 高橋 昭如(東理大)
174 ナノ構造化金属表面における境界潤滑の粗視化分子動
力学解析
○<正>久保 淳(東大), 梅野 宜崇(東大)
175 グラフェンシートを用いたナノ質量センサーの振動特性
への格子欠陥の影響
○<学>袋井 賢(福井大), LEI Xiao-Wen(福井大), 中谷
彰宏(阪大)
195 HMD と VR を用いた分子動力学シミュレーションの対話
的可視化に関する研究
○<正>齋藤 賢一(関西大), 平松 直人(関西大), 佐藤
知広(関西大), 宅間 正則(関西大), 高橋 可昌(関西大)
217 バイモーダル材の変形と強度に関する原子シミュレーシ
ョン
○<学>長谷川 達也(金沢大), 新山 友暁(金沢大), 下
川 智嗣(金沢大)
218 固体材料に内在する統計的性質と力学特性の関係
○<学>園田 郁未(金沢大), 新山 友暁(金沢大), 下川
智嗣(金沢大)
220 転位組織の崩壊によるアコースティックエミッションの解
析
○<学>谷野 公亮(金沢大), 新山 友暁(金沢大), 下川
智嗣(金沢大)

－ 25 －

日本機械学会 第 32 回計算力学講演会(CMD2019)

■チュートリアル

2019 年 9 月 16 日（月・祝）～9 月 18 日（水）

■機器展示
エムエスシーソフトウェア 株式会社

タイトル：クラウドを活用したオープン CAE 実習コース

弊社では、材料特性、成形加工プロセス、接合、組立など生

企画者：柴田良一(岐阜工業高等専門学校)

産工程の影響、強度・剛性・振動・音響、マルチボディダイナミ

小川貴士(アマゾン ウェブ サービス ジャパン)

クス、流体、それらを連成させた Co-Simulation を含めた複合

辰岡正樹(アルゴグラフィックス)

領域ソリューションを展開しています。今回の展示では、ジェ

場所：1 号館 3 階 1307 号室

ネレーティブデザインによりモデル構築時間を大幅に短縮、
統合ソルバーによる迅速な設計改善を可能にする次世代
CAE プラットフォーム MSC Apex をご紹介します。ブースにて
裸眼立体視ディスプレイ、Looking Glass で 3D ホログラムをご
体験ください！

株式会社 インサイト
◆ブースにて裸眼立体視ディスプレイ、Looking Glass で 3D ホ
ログラムをご体験ください！
◇アプリ：Meshman_ParticlePacking◇

■ランチョンセミナー

＊離散要素法（DEM）ソルバー用粒子の初期配置をラ
ンダム生成

株式会社 CAE ソリューションズ

＊粉体充填を数値実験する活用法にも注目
＊データサイエンスで充填率最適化

日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ株式会社
株式会社 HPC テック

＊最先端をカスタマイズ
◇CAE のためのデータサイエンス勉強会◇
＊ 粉体解析にもデータサイエンス
＊テキスト好評発売中

株式会社 Reseablic

株式会社 HPC テック
コンピュータシュミレーション・データサイエンス・AI・機械学習
などの分野は最も技術革新の激しく今後更なる成長が期待さ
れる分野です。HPC テックではハードウェア・ソフトウェア分野
の最新動向をご紹介させて頂きます。

株式会社 エルザジャパン
エルザジャパンはこの度の計算力学講演会に、今秋販売開
始を予定している Max-Q 対応で Quadro RTX を搭載する
Mobile Workstaion “ELSA VELUGA“を出展 いたします。
ノート型でありながらワークステーションとして利用できる計算
性能を持った逸 品です。
また、製品開発中の Supermicro をベースとするミドルタワー型
の水冷ワークス テーション “ELSA EISBOOST”を参考出展
いたします。
CPU と 2 枚の GeForce を本格的な水冷システムで冷やし安定
した高速演算性能の提 供を目指しています。是非ご覧くださ
い。
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株式会社 構造計画研究所
構造計画研究所は、デジタル画像相関法を用いて面単位で

■カタログ展示

3D の変位・速度・加速度・ひずみを計測するサービス・装置を
ご紹介させていただきます。従来手法では計測できなかった

日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ株式会社

面単位のひずみを非接触で計測することができますので、落

「弊社では、汎用数値計算ライブラリ及び Fortran コンパイラの

下衝撃や爆発時の容器変形や、回転中のファンやタイヤなど

販売・サポート及び、数値計算を行うユーザ様に役立つ各種

の変形・ひずみを計測することが可能になりました。面単位で

サービスをご提供いたしております。

計測が可能ですので、構造解析妥当性検証にもご活用いた

ユーザコードの高速化及び並列化

だけます。

Fortran コンサルティング
カスタムアルゴリズム開発
自動微分ソリューション

株式会社 CAE ソリューションズ

９月１６日のランチョンセミナーでは、弊社サイト「Fortran 入門」

CAE ソリューションズは、くるまから医療まで CAE 活用を推進す

のご利用状況やお問い合わせ等から、皆様にお役立ていた

る大塚商会グループの解析専門企業です。商用 CAE ソフトウェ

だけそうな、Fortran Tips をご紹介いたします。お気軽にご参

アの販売サポートと併せて、オープンソース CFD、ADJOINT 最

加下さい。」

適化、CFDEM、クラウド CAE、実験データ処理自動化、AI/DL
などのサポート、アプリ開発にも力を入れています。CAE 設計者
展開、複雑な解析コンサル等ご用命いただければ幸いです。

サイバネットシステム 株式会社
簡単に可視化をしたい。しかし、既存のパッケージ・ソフトウェ
アでは物足りない。
そんな方に AVS/Express
AVS/Express はモジュール同士をマウス操作で組み合わせる
だけで、意のままの可視化を実現します。高度な可視化も可
能です。標準の機能だけでは足りない場合には、機能を追加
できます。2 次元画像、流体解析、構造解析、磁場解析、気象、
地質、地形、医用画像、計算化学、3 次元幾何形状、各種実
験・計測など、様々なデータに対応しております。

みずほ情報総研 株式会社
みずほ情報総研では「ものづくり」、「エネルギー」、「材料・化
学・バイオ」、「防災・インフラ」を主柱事業領域として、「マルチ
フィジックス解析」、「設計者 CAE」、「モデルベース開発」、
「AI・データ解析」等のお客様の課題に対し、最適なソフトウェ
ア・システム化の提案や、解析に要求されるモデル開発・カス
タマイズ、開発・設計に役立つ運用までのコンサルティングを
行っております。

バルコ 株式会社
新製品 Barco Dual Eye Point Solution
2 視点立体映像同時表示プロジェクタ
2 視点立体映像を同時表示により、仮想空間に 2 人で入り込み
それぞれの角度から同じものを見て、これを可能にしているのが
UDX-4K プロジェクタです。240Hz というハイフレームレートをサ
ポートすることで別々の映像を表示します。高輝度、高解像度に
よる明るい場所で臨場感のある３D 映像を御覧頂く事が可能で
す。
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