日本機械学会

第 27 回計算力学講演会

講演プログラム

主催
(社)日本機械学会
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岩手大学

会場：岩手大学工学部
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オーガナイズドセッション
1. 電子デバイス・電子材料と計算力学 （22日（土）午前 23番講義室）
池田徹（鹿児島大），○小金丸正明（ふくおかIST）

2. 計算電磁気学と関連話題 （23日（日）午後 22番講義室）
○田上大助（九大），杉本振一郎（諏訪東理大）， 武居周（苫小牧高専），金山寛（日本女大）

3. 半導体産業を牽引する数値シミュレーション ―結晶製造からデバイスの最先端技術まで― （24日（月）午前 12番講義室）
○末岡浩治（岡山県大），青木竜彦（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｳｪﾊｰｽﾞ）， 辛 平（東芝医用システム）

4. 企業におけるCAEおよび産学官連携・医工連携の事例 （23日（日）午前・午後 12番講義室）
平野徹（ダイキン情報），辛 平（東芝医用システム）， 石井英二（日立），飯塚幹夫（RIST），上原拓也（山形大）， ○高野直樹（慶大）

5. 次世代CAD/CAM/CAE/CG/CSCW/CAT/C-Control （23日（日）午後 12番講義室）
○田辺誠（神奈工大），萩原一郎（明治大）， 趙希禄（埼玉工大）

6. データマイニングと可視化 （24日（月）午前 13番講義室）
○竹島由里子（東北大）

7. 先進的データ同化手法の異分野への展開 （23日（日）午後 17番講義室）
○三坂孝志（東北大），斉藤正也（統数研）， 加藤博司（JAXA）

8. 進化計算による多目的最適化 （23日（日）午前 13番講義室）
○下山幸治（東北大），金崎雅博（首都大）， 佐々木大輔（金沢工大），千葉一永（北科大）

9. 計算力学と最適化 （23日午後・24日午前 13番講義室）
○多田幸生（神戸大），北栄輔（名大），轟章（東工大）， 西脇眞二（京大），北山哲士（金沢大）

10. 逆問題解析とデータ同化の最前線 （22日（土）午前 22番講義室）
○井上裕嗣（東工大），松本敏郎（名大）， 阪上隆英（神戸大），天谷賢治（東工大）

11. 流れ問題における形状･トポロジー最適化 （22日（土）午前 22番講義室）
◯松本敏郎（名大）, 吉野正人（信州大）, 山田崇恭（京大）

12. 境界要素法の高度化と最新応用 （24日（月）午前 22番講義室）
◯松本敏郎（名大）, 西村直志（京大）, 天谷賢治（東工大）

13. 周期構造とシミュレーション技術 （23日（日）午前 22番講義室）
◯松本敏郎（名大）, 西村直志（京大）, 鶴田健二（岡山大）

14. 社会・環境・防災シミュレーション （24日（月）午前 25番講義室）
吉村忍（東大），酒井譲（横国大）， 藤井秀樹（東大），○北栄輔（名大）

15. 医工学および感性工学における計算工学 （24日（月）午前 17番講義室）
○太田 信(東北大)，吉田宏昭(信州大)，安西眸(東北大)

16. 大規模並列・連成解析と関連話題 （24日（月）午前 23番講義室）
○荻野正雄（名大），塩谷隆二（東洋大）， 堀江知義（九工大）

17. 複合・連成現象の解析と力学 （23日（日）午前・午後 23番講義室）
○堀江知義（九工大），石原大輔（九工大）， 山田知典（東大）

18. ゴムの計算力学と関連話題 （22日（土）午前・午後 テクノホール）
○小石正隆（横浜ゴム），山辺純一郎（九大）， 藤川正毅（琉球大）

19. 破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション （23日（日）午前・午後 24番講義室）
○岡田裕（東理大），長嶋利夫（上智大）， 河合浩志（東大），藤本岳洋（神戸大）

20. 材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス （22日（土）午前・午後 17番講義室）
○奥村大（名大）, 中曽根祐司（東理大）, 志澤一之（慶大）, 大橋鉄也（北見工大）
※「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」との合同ポスターセッションを開催 (23日（日）午後 16番講義室)

21. 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 （23日（日）午前・午後 17番講義室）
○屋代如月（神戸大）, 下川智嗣（金沢大）, 香山正憲（産総研）, 渋谷陽二（阪大）
※「材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス」 との合同ポスターセッションを開催 (23日（日）午後 16番講義室)

22. フェーズフィールド法の新潮流 （23日（日）午前・午後 テクノホール）
○高木知弘（京工繊大）, 小山敏幸（名工大）, 上原拓也（山形大）, 高田尚樹 （産総研）

23. 数値シミュレーションの原子力への応用 （24日（月）午前 24番講義室）
○高瀬和之（原子力機構）

24. メッシュフリー／粒子法とその関連技術 （22日午後・23日午前・午後 25番講義室）
○萩原世也（佐賀大），白崎実（横国大）， 越塚誠一（東大）

25. 原子・分子スケールの熱流動シミュレーション （22日（土）午後 23番講義室）
○徳増崇，米村茂，菊川豪太

26. 流体の数値計算手法と数値シミュレーション （23日（日）午後 24番講義室）
登坂宣好（東電大），○近藤典夫（日大）

27. 流体機械内部流解析の最先端 （22日（土）午前 24番講義室）
○船崎健一（岩大），山田和豊（九大），古澤卓（東北大）， 谷口英夫（岩大），加藤大雅（岩大）

28. 航空宇宙分野圧縮性流体の高次精度計算法とその応用 （24日（月）午前 テクノホール）
○澤田恵介（東北大），嶋英志（JAXA）

29. 衝撃・崩壊問題 （22日（土）午後 22番講義室）
○磯部大吾郎（筑波大），小笠原永久（防衛大），山田浩之（防衛大）

一般セッション
GS1 （22日（土）午後 13番講義室）
GS2 （22日（土）午後 24番講義室）
GS3 （22日（土）午後 25番講義室）

フォーラム
F-1 オープンソースＣＡＥの適材適所 （22日（土）午後 12番講義室）
企画： 辰岡正樹（ｱﾙｺﾞｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ），◯柴田良一（岐阜高専）

F-2 企業におけるCAE活用 （22日（土）午前・午後 12番講義室）
企画： 片野圭二（アイカムスラボ），辰岡正樹（ｱﾙｺﾞｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ），高野直樹（慶大），◯平野徹（ダイキン情報）

■タイムテーブル

第27回計算力学講演会（cmd2014）
at 岩手大学工学部

(2014年10月27日版)
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特別講演

講師 大林 茂 （東北大学）
演題 「Beyond CFD ― 最適化技術が切り拓く新たな世界」
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※昼食について・・・11月22日(土) は、岩手大学生協中央食堂を利用することができます。工学部食堂は閉店しております。
11月23日(日) は、岩手大学生協工学部食堂を利用することができます。中央食堂は閉店しております。
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第1日目：2014年11月22日(土)

午前～午後(1)

1階 テクノホール

9:00
9:15

9:30

1階 12番講義室
フォーラム2「企業におけるＣＡＥ活
用」-1 [座長:片野圭二(アイカムスラ
ボ)]
F201 ペリスタリックポンプのチュー
ブの挙動に関するシミュレー
ションの活用, 鈴木順（アイカ
ムス・ラボ）, 上山忠孝, 西村
文仁（岩手大）

1階 13番講義室

OS10「逆問題解析とデータ同化の最前
線」, OS11「流れ問題における形状・
トポロジー最適化」-1 [座長:阪上隆英
(神戸大)]
1001 非線形逐次ベイズ推定のための
効率的なグリッドフィルタの開
発, ○綾見優斗(東工大), 大西
有希, 天谷賢治

F202 電子部品設計における試作レス
最適化設計の取り組みについて,
星野久（アルプス電気）

9:45

10:00

1101 格子ボルツマン法による3次元流
れ場のトポロジー最適化, ○原
彰宏(名古屋大), 松本敏郎, 山
田崇恭(京都大), 高橋徹(名古屋
大), 飯盛浩司
F203 アルパインにおける試作レスに
向けた取り組みについて, 木下
佳久（アルパイン）

1002 腐食モニタリングにおける曖昧
な先験情報を活用した逆解析手
法, ○平岡泰明(東工大), 天谷
賢治, 大西有希

10:15

10:30

2階 22番講義室

1003 熱応力評価のためのコーティン
グを有するパイプの外面からの
内部温度変化の推定, ○久保司
郎(摂南大), 山本優樹
フォーラム2-2 [座長:高野直樹(慶大)]
F204 ものづくりにおけるシミュレー
ション活用の現状とデータマネ
ジメント, 後藤彰（荏原製作
所）, 岡本秀伸
OS10, OS11-2 [座長:井上裕嗣(東工
大)]
1004 非点収差オフセットを持つス
ポット像からの収差解析, ○大
友暢寛(東工大), 天谷賢治, 大
西有希

10:45

OS18「ゴムの計算力学と関連話題」-1
[座長:小石正隆(横浜ゴム)]
11:00 1801 ポリウレタン発泡材料の微視構 F205 知的資産としてのシミュレー
造を考慮した2次元均質化解析,
ション・データの蓄積と分析に
○安高啓貴(筑波大院), 嶋津龍
ついて, 工藤啓治（ダッソー・
弥, 松田昭博(筑波大)
システムズ）

1102 格子ボルツマン法を用いた熱流
体デバイスのレベルセット法に
基づくトポロジー最適化, ○矢
地謙太郎(京大), 山田崇恭, 吉
野正人(信大), 松本敏郎(名大),
泉井一浩(京大), 西脇眞二

11:15 1802 ポリウレタン発泡材料を対象と
した超弾性有限要素モデルの3次
元均質化解析, ○嶋津龍弥(筑波
大院), 安高啓貴, 松田昭博(筑
波大)

1005 逆解析によるディスクブレーキ
の圧力分布同定, ○鯨井孝典(東
工大), 大西有希, 天谷賢治

11:30 1803 ゴムOリングのシール性能へ及ぼ F206 ものづくり」におけるCAE活用と
す圧縮荷重の影響, ○磯崎孝寛
特許出願戦, 安武健司（アステ
(筑波院), 小林航太郎, 堀康彦
ロイドリサーチ）
(電中研), 水谷嘉伸, 松田昭博
(筑波大)

1006 逆問題解析を援用したコーティ
ング下の応力測定, ○飯野恵斗
(神戸大), 阪上隆英, 塩澤大輝

11:45 1804 粘性の温度依存性を考慮した非
線形粘弾性体のニトリルゴムOリ
ングへの適用, ○小林航太郎(筑
波大), 磯崎孝寛, 堀康彦(電中
研), 水谷嘉伸, 松田昭博(筑波
大)

1007 フォトンカウンティングX線ＣＴ
におけるX線減衰係数及び人体組
織の同時推定, ○中田健人(東工
大), 天谷賢治, 田口克行(JHU)

12:00

昼食

13:00

14:15

OS18-2 [座長:山辺純一郎(九大)]
14:30 1805 伸張性積層デバイスの有限曲げ
変形解析, ○森本卓也(島根大),
芦田文博, 山根大介(島根大院)

フォーラム2-3 [座長:平野徹(ダイキン
情報)]
F207 中空糸型逆浸透モジュールの流
動解析, 古市謙次（東洋紡）,
公門えつこ, 野々村千里, 熊野
淳夫, 丸井一成
GS1「一般セッション1」-1 [座長:西村 OS29「衝撃・崩壊問題」-1 [座長:小笠
文仁(岩手大)]
原永久(防衛大)]
G101 静的陰解法大変形弾塑性有限要 2901 Peridynamics破壊力学を用いた
素解析における増分間変形の評
板ガラスの破壊解析に関する基
価法が解に及ぼす影響, ○鴫原
礎的検討, ○柴田良一(岐阜高
雄(山形大・院), 黒田充紀
専)
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2階 23番講義室

1階 17番講義室

2階 24番講義室

午前～午後(1)

2階 25番講義室

9:00
9:15
OS20「材料の組織・強度に関するマル
OS1「電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ・電子材料と計算力 チスケールアナリシス」-1 [座長:奥村 OS27「流体機械内部流解析の最先端」学」-1 [座長:小金丸正明(福岡IST)]
大(名大)]
1 [座長:山田和豊(九大)]
0101 保存積分を用いた三次元異材接 2001 アルミニウム合金板の二軸引張 2701 エンジンファン着氷における氷
合体の特異応力場の評価, ○横
変形の均質化結晶塑性有限要素
の離脱現象の数値的研究, ○林
山洸幾(長岡技大院), 古口日出
解析と実験検証, ○橋本圭右(農
亮輔(東理大院), 山本誠(東理
男(長岡技大)
工大), 山中晃徳, 川口順平, 櫻
大)
井健夫(神戸製鋼所), 桑原利彦
(農工大)
0102 異種材界面における高耐熱樹脂
のはく離評価解析, ○中井戸宙
(住べ), 畑尾卓也, 山下勝志,
尾崎佑衣, 池田徹(鹿大), 尾崎
秋子

2002 Mg基LPSO相単結晶における変形 2702 作動点が少ない羽根枚数を有す
の初期方位依存性に関する転位るシロッコファンの舌部周りの
結晶塑性FEM解析と実験結果との
流れ場に及ぼす影響, ○蓮池一
比較, ○池田恵子(慶大[学]),
樹(富山大院), 高田和幸, 川口
上田亮(慶大[院]), 志澤一之(慶
清司(富山大), 渡辺大輔
大)

9:30

9:45

0103 パワーデバイスにおける封止樹 2003 超微細粒金属材料の破壊に及ぼ
脂と基板の界面はく離強度評価,
す転位挙動の影響, ○魚路知生
○池田徹(鹿大), 尾崎秋子, 寺
(東北大(院)), 青柳吉輝(東北
元祐貴(東大), 宮崎則幸(京大),
大)
畑尾卓也(住べ)

2703 3DSFS+BCを用いた任意形状流路
内の超臨界水流動解析, ○古澤
卓(東北大情報), 斉士博, 山本
悟

10:00

0104 熱履歴による物性変化を考慮し 2004 パーライトコロニーにおける弾
た模擬PoPパッケージの反りヒス
塑性の有限要素解析, ○ロスラ
テリシス解析, ○尾崎秋子(鹿
ンリディアナ(北見工大), 大橋
大), 池田徹, 畑尾卓也(住べ),
鉄也, 安田洋平
中井戸宙

2704 コーティング翼におけるサンド
エロージョン現象の数値予測,
○岩下広明(東理大院), 山本誠
(東理大)

10:15

0105 ポアソン比の時間緩和挙動の計
測と粘弾性構成則への反映, 三
原康子(メカニカルデザイン),
○小林卓哉, 榎本利章(ナミック
ス), 佐藤敏行, 島田宏地(芝浦
工業大学), 苅谷義治

10:30

OS20-2 [座長:志澤一之(慶大)]
2005 ドライエッチング中における真
性応力に起因する微細パターン
構造のうねり座屈予測, ○田中
展(東大), 日高貴弘(東大院),
井上優, 泉聡志(東大), 酒井信
介

OS27-2 [座長:古澤卓(東北大)]
2705 ロックアップクラッチ機構を含
むトルクコンバータの作動特性,
○城戸裕季(九工大), 山口健(ア
イシンAW), 田中和博(九工大),
渕脇正樹

OS1-2 [座長:池田徹(鹿児島大)]
0106 位相シフトサンプリングモアレ 2006 2次均質化法におけるひずみエネ 2706 異なる翼端間隙高さを有する遷
法を用いた樹脂封止半導体チッ
ルギーの評価手法の検討, ○内
音速ファン流れに周方向溝型
プの残留応力評価の検討, ○小
田真(大阪市大・工), 兼子佳久
ケーシングトリートメントが及
金丸正明(ふくおかIST), 内野正
ぼす影響, ○佐久間康典(東大),
和(福岡工技セ), 池田晃裕(九州
渡辺紀徳, 姫野武洋, 加藤大
大), 浅野種正
(IHI), 室岡武, 周藤由香里

10:45

11:00

0107 銅薄膜配線におけるストレスマ
イグレーションの微細組織依存
性, ○鈴木研(東北大), 三浦英
生

2007 結晶塑性均質化法による静水圧
依存塑性変形のマルチスケール
解析, ○徐宇霆(佐賀大), 只野
裕一, 萩原世也

2707 半開放形プロペラファンの大規
模数値流体解析への格子ボルツ
マン法の適用, ○山田和豊(九
大), 草野和也(日立), 古川雅人
(九大)

11:15

0108 半径方向ひずみ負荷によるカー
ボンナノチューブの電気伝導特
性変化, ○大西正人(東北大),
鈴木研, 三浦英生

2008 円孔を有するゲル膜の膨潤誘起
パターン変態に及ぼす予ひずみ
の影響, ○奥村大(名大), 稲垣
貴裕(名大院), 大野信忠(名大)

2708 流れ制御デバイスを用いたフィ
ルム冷却構造の最適化～流れ角
の効果～, ○川端浩和(岩手大),
船崎健一, 田川久人(MHPS), 堀
内康広

11:30

0109 グラフェンナノリボン電気特性
に及ぼすひずみの影響, ○楊猛
(東北大), 大西正人, 鈴木研,
三浦英生

2009 ダンボールの面外圧縮剛性に及
ぼす板紙の弾性異方性と予剥離
の影響, ○林聡洋(名大院), 曽
我将孝, 奥村大(名大), 大野信
忠

2709 ロケットエンジン用超音速衝動
タービン段流れ場の三次元非定
常解析, ○加藤大雅(岩手大),
徳山雄己(岩手大院), 船﨑健一
(岩手大)

11:45

昼食

12:00
13:00

OS20-3 [座長:中曽根祐司(東理大)]
2010 寸法依存性とコーナー効果を考
慮した大ひずみ弾塑性理論, ○
黒田充紀(山形大)

GS2「一般セッション2」-1 [座長:上野 GS3「一般セッション3」-1 [座長:三好
和之(岩手大学)]
扶(岩手大)]
G201 深いキャビティ流れを対象とし G301 膜型音響メタマテリアルの有限 14:15
た非圧縮性流体解析のための音
要素解析, ○橋口真宜(計測エン
響共鳴モデルの開発, ○井澤博
ジニアリング)
子(東北大・院), 西尾悠(東北
大・工), 伊澤精一郎, 福西祐

OS25「原子・分子スケールの熱流動シ
ミュレーション」-1 [座長:菊川豪太
(東北大)]
2501 架橋を有するエポキシ樹脂の反 2011 フェライト/セメンタイト微細積 G202 弾性壁間における粘性流体の自 G302 座標変換を施した熱伝導方程式 14:30
応粗視化分子動力学解析, ○杉
層構造のサイズ効果に関する結
由表面の不安定性, ○宗高大和
に基づく熱クロークの有限要素
井泰介(日立), Michael
晶塑性解析 ： 転位の運動方向
(長岡技大院), 古口日出男(長岡
解析, ○橋口真宜(計測エンジニ
Langeloth(TUD), Michael C.Bö
と層厚さの影響を考慮した場合
技大)
アリング)
hm, Florian Müller-Plathe
のフェライトの力学特性, ○安
田洋平(北見工大), 大橋鉄也
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午後(2)

1階 テクノホール

1階 12番講義室
1階 13番講義室
2階 22番講義室
フォーラム2「企業におけるＣＡＥ活
OS18「ゴムの計算力学と関連話題」-2 用」-3 [座長:平野徹(ダイキン情報)] GS1「一般セッション1」-1 [座長:西村 OS29「衝撃・崩壊問題」-1 [座長:小笠
[座長:山辺純一郎(九大)] 続き
続き
文仁(岩手大)] 続き
原永久(防衛大)] 続き
14:45 1806 平滑化有限要素法による四面体 F208 ビル用マルチエアコン室外機の G102 静的陰解法を用いた大ひずみ弾 2902 隣接建築物の適切な棟間距離算
要素を用いたゴムの大変形解析,
準静的変形解析への動的陽解法
塑性有限要素解析における弾性
定のための棟間衝突解析, ○高
○大西有希(東工大), 天谷賢治
の適用, 劉継紅（ダイキン）
構成式の選択が解に及ぼす影響,
寺健太(筑波大院), 磯部大吾郎
○長澤勇貴(山形大・院), 黒田
(筑波大)
充紀
15:00 1807 充填ゴム微小構造を考慮した大
規模有限要素法解析, ○門脇弘
(ブリヂストン), 橋本学(東大),
奥田洋司, 瀬田英介(ブリヂスト
ン), 平郡久司

G103 板厚変化を考慮したシェル要素
による大変形解析, ○山本剛大
(横国大), 山田貴博, 松井和己

15:15 1808 粗視化分子動力学法を用いた
フィラー充填ゴムにおける高分
子鎖の解析, ○森田裕史(産総研
ナノシステム), 萩田克美(防衛
大)

G104 レーザー照射を受ける薄板の熱 2904 発泡体の動的圧縮変形と塑性波
弾塑性解析 （重ね照射における
伝播に関する数値的検討, ○谷
一点目以降の照射方法につい
垣健一(阪大), 伊堂寺徹, 堀川
て）, 加藤保之(日大), ○小林
敬太郎, 小林秀敏, 小川欽也(SD
フォーラム1「オープンソースＣＡＥの
晃貴
研)
適材適所」-1 [座長:柴田良一(岐阜高
専), 辰岡正樹(ｱﾙｺﾞｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ)]
F101 大規模並列CAEコードADVENTURE
の最近の実績と成果, ○吉村忍
（東京大）

15:30 1809 カーボンブラック充てんSBR の
超弾性構成則の検討, ○藤川正
毅(琉大), 前田成人(琉大院),
山辺純一郎(九大水素セ), 児玉
勇司(横浜ゴム), 小石正隆
15:45

F102 大規模並列CAEコードADVENTURE
の最近の開発の動向, ○吉村忍
（東京大）

OS18-3 [座長:藤川正毅(琉球大)]
16:00 1810 周波数一定／温度分散の動的粘 F103 FrontFlow/red の最近の開発動
弾性試験結果から線形粘弾性材
向, ○大島伸行（北大）
料のマスター曲線を予測する方
法, ○前田成人(琉大院), 藤川
正毅(琉大), 山辺純一郎(九大水
素セ), 児玉勇司(横浜ゴム), 小
石正隆

2903 建物の発破解体計画と残存物形
態との関係, ○日下善輝(筑波大
院), 磯部大吾郎(筑波大)

GS1-2 [座長:脇裕之(岩手大)]
OS29-2 [座長:磯部大吾郎(筑波大)]
G105 逐次摂動法によるGFRPの繊維配 2905 マイクロインデンテーションに
置のばらつきに対するマルチス
おける押込速度とひずみ速度場
ケール確率解析, ○鳥越到(近大
の関係, ○堀田緑(防大), 山田
院), 坂田誠一郎(近畿大)
浩之, 小笠原永久
G106 合わせガラスの衝撃破壊挙動に 2906 全変形速度対応型ロードセルの
関する陽解法有限要素解析, ○
開発および評価, ○山田浩之(防
真田和昭(富山県大), 乾成裕(積
衛大), 小笠原永久, 立山耕平,
水化学), 林善永
梅田晃樹(立命館), 渡辺圭子

16:15 1811 ゴムの粘弾性ダメージモデル材 F104 自動車設計へのFrontFlow/red
料定数の実数値ＧＡによる同定,
応用事例（仮）, ○橋爪祥光
○生出佳(メカニカル), 佐藤維
（スズキ ）
美, 吉田純司(山梨大), 杉山俊
幸

G107 ピラードグラフェンナノ構造体 2907 電磁成形解析によるコイル高速
の熱的特性解析, ○利府学(電通
圧縮変形挙動の検討, ○竹越邦
大院), 新谷一人
夫(テラバイト)

16:30 1812 カーボンブラック充てんゴムの F105 OpenFOAMの最近の開発動向・関
疲労き裂進展特性に及ぼす試験
連活動, ○今野雅（OCAEL）
温度の影響, ○山辺純一郎(九大
水素セ)

G108 コロネン内包カーボンナノ
チューブの形成過程, ○阪根嘉
成(電通大院), 新谷一人

16:45 1813 アタッチメント付搬送用歯付ベ
ルトの疲労寿命評価, ○矢動丸
裕介(山形大院), 吉野琢也
(NOK), 牛島慎二, 飯塚博(山形
大)

フォーラム1-2 [座長:柴田良一(岐阜高
専), 辰岡正樹(ｱﾙｺﾞｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ)]
F106 OpenFOAMのV&V・応用解析事例,
○今野雅（OCAEL）

17:00

F107 接触解析におけるCode_Asterと
商用ソフトの計算速度比較, ○
前田研吾（CAE懇話会SalomeMeca活用研究会）

17:15

F108 Salome-Mecaカスタマイズ ～
ウィザード作成で世界が広がる
構造系オープンソースCAE～, ○
杉本健（CAE懇話会Salome-Meca
活用研究会）

17:30

F109 Salome-Meca活用研究会報告, ○
辰岡正樹(アルゴグラフィック
ス）

17:45

〜以降、会場との意見交換
(18:30頃まで)

18:00

2908 ネッキング発生後の３軸応力成
分を含む準静的真応力－真ひず
み曲線の応力補正法の検討, ○
津田徹(CTC), 阿部淳, 林寛幸
(AUT), 谷村眞治
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午後(2)

2階 23番講義室
1階 17番講義室
2階 24番講義室
2階 25番講義室
OS25「原子・分子スケールの熱流動シ OS20「材料の組織・強度に関するマル
ミュレーション」-1 [座長:菊川豪太 チスケールアナリシス」-3 [座長:中曽 GS2「一般セッション2」-1 [座長:上野 GS3「一般セッション3」-1 [座長:三好
(東北大)] 続き
根祐司(東理大)] 続き
和之(岩手大学)] 続き
扶(岩手大)] 続き
2502 液滴の同種液体表面における浮 2012 分散強化型2相合金の粒子体積分 G203 高速液滴衝突におけるキャビ
G303 平面上の放射音圧分布の測定に 14:45
上現象に関する研究, ○鈴木章
率と粒子直径による強度寸法依
テーション気泡の発生に関する
よる衝撃力と衝撃位置の同定,
大(東北大), 小田智也, 米村茂
存性の結晶塑性解析, ○奥山彫
数値解, ○佐々木 裕章(東北
○八尋祥吾(中大院), 辻知章(中
夢(北見工大院), 大橋鉄也(北見
大), 落合直哉, 伊賀由佳
大), 土屋右騎(中大院)
工大)
2503 PEFC触媒層アイオノマーにおけ
る酸素透過性の分子論的解析,
○栗原祐也(東北大院), 馬渕拓
哉, 徳増崇(流体研)

2013 高次勾配結晶塑性有限要素法を
用いた多結晶材料の変形解析,
○長岡佑磨(山形大・院), 黒田
充紀

2504 微細液滴-固体壁面間に働く摩擦 2014 多結晶塑性解析における鋼の結
力の流路幅依存性に関する分子
晶粒による寸法効果の検討, 中
論的研究, ○福島啓悟(東北大流
曽根祐司(東理大工), ○鈴木淳
体研), 美馬俊喜(東大院工), 杵
平(東理大[院])
淵郁也, 徳増崇(東北大流体研)

G204 数値解析によるサーマルプリン G304 モーションキャプチャーシステ 15:00
タの用紙加熱過程における熱物
ムとBlenderを用いた組立構造模
性値の影響分析, ○福江高志(岩
型システムの検討, ○信夫直大
手大), 寺尾博年(アルプス電
(鶴岡高専), 三村泰成
気), 廣瀬宏一(岩手大), 和宇慶
知子(アルプス電気), 星野久
G205 曲線境界を含む重合メッシュ解
析における連成項の高精度数値
積分法, ○山東篤(徳山高専)

15:15

GS3-2 [座長:三好扶(岩手大)]
G305 非定常不規則入力を受ける摩擦
振動系の不規則振動応答特性
（最大応答に対する検討）, ○
青木繁(都立産技高専), 栗田勝
実

2505 ナノ多孔質内部における気体分
子の拡散過程の数値解析, ○小
川将平(東大院), 杵淵郁也, 高
木周

OS20-4 [座長:大橋鉄也(北見工大)]
GS2-2 [座長:水野雅裕(岩手大)]
2015 ポリマーの劣化挙動のマルチス G206 応用現場からみた教育としての G306 先端質量を有し時間とともに長
ケールモデリング, ○工藤正和
計算力学, ○菊地厖(日立住金テ
さの変わるロープの有限要素振
(旭化成), 高橋順一, 山本敏治,
クノ)
動解析, ○橋本良夫(香川高専)
内田真(府大), 冨田佳宏
OS25-2 [座長:杵淵郁也(東大)]
2506 DNA分子を固定した半導体/バイ
オインターフェイス構造の分子
動力学法による解明, ○前川侑
毅(東大院工), 澁田靖, 坂田利
弥

2016 単軸引張りにおけるポリプロピ G207 NC工作機械におけるＬＡＮＣ言 G307 ラッチ機構に用いられる運動学
レンの応力ひずみ応答に関する
語プログラミング, ○東義隆(神
的カップリングの最良な配置の
高分子塑性シミュレーション,
戸高専), 稲垣欽一(（有）ラン
検討, ○伊藤智哉(大同大), 篠
○井上敦(東北大), 笹山俊貴(豊
クコーポレーション), 梶滋
原主勲, 石村康生(JAXA), 荻芳
田中研), 井上良徳, 青柳吉輝
(（社）二紀会)
郎(東大), 田中宏明(防大), 松
(東北大)
本康司(JAXA)

15:30

15:45

16:00

2507 分子動力学計算系におけるバル 2017 FEMシミュレーションによるシリ G208 逆問題解析を用いた機械的表面 G308 ヤモリ足の繊毛構造を模倣した 16:15
ク液体の自己拡散係数に対する
カ充填ゴムのモデル化と力学特
改質を施したジュラルミンの降
傾斜マイクロピラー構造体の接
計算系形状の影響, ○鈴木城(東
性評価, ○本馬剛徳(神戸大),
伏応力の評価, 上野祐幸(東北大
着異方性解析, ○山本陽治(キヤ
北大), 菊川豪太, 安藤翔太郎,
屋代如月, 冨田佳宏(同志社大)
[院]), ○祖山均(東北大)
ノン), 佐藤元, 加藤孝久(東大
成毛陽一(東北大院), 小原拓(東
工), 古口日出男(長岡技大)
北大)
2508 分子動力学法による鎖状アルカ 2018 介在物破壊を考慮した楕円空孔 G209 修正した基準面積を用いたイン G309 有松・鳴海絞ロボットの信頼性 16:30
ン液体の熱伝導解析：分岐鎖の
モデルによるフェライト-パーラ
デンテーション法によるクリー
評価, ○伊藤悠馬(大同大), 篠
影響, ○松原裕樹(東北大), 菊
イト鋼における延性破壊予測,
プ特性評価, ○瀧田敦子(北大
原主勲, 杉山卓也(名南機械),
川豪太, 別所毅(トヨタ自動車),
○小森和武(大同大)
院), 佐々木克彦(北大), 大口健
西堀賢司(大同大/名産研), 西堀
山下征士, 小原拓(東北大)
一(秋田大)
研人(名大)

2509 AOT逆ミセル内における水の構造 2019 パンチングメタルのマクロ降伏
および動的挙動の分子動力学解
曲面における孔配置の影響, ○
析, ○夛田彩乃(阪大), 山口康
瀧澤英男(日本工大)
隆, 由井宏治(東理大)

OS20-5 [座長:黒田充紀(山形大)]
2020 多結晶体内の水素拡散および水
素脆化き裂進展連成解析, ○新
宅勇一(東北大), 村松眞由, 堤
成一郎(阪大), 寺田賢二郎(東北
大), 京谷孝史, 加藤準治, 森口
周二, 高瀬慎介

16:45

OS24「メッシュフリー／粒子法とその
関連技術」-1 [座長:白崎実(横国大)]
2401 くりこみ群分子動力学法による 17:00
摺動の計算機実験, ○廣瀬良太
(SHI), 市嶋大路, 高橋寛明
2402 磁気ビーズ法による誘導磁場解
析精度向上に関する研究, ○宮
崎修司(SHI), 市嶋大路

17:15

2021 HCP金属の成形限界解析における
集合組織の影響, ○只野裕一(佐
賀大), 平田彰太郎, 萩原世也

2403 ボクセル有限要素法の代替手法 17:30
としてのオイラー型有限差分法
による大変形固体力学解析, ○
石山将太(東理大院), 岡田裕(東
理大), 益田一成

2022 多結晶塑性解析における弾性異
方性の弾塑性挙動に及ぼす影響,
中曽根祐司(東理大工), ○鈴木
淳平(東理大[院])

2404 ウェーブレットガラーキン法に
よる三次元構造のアダプティブ
解析, ○甲野宏明(東理大), 岡
田裕, 田中智行(広島大)

2023 改良9Cr鋼溶接材のクリープ損傷
を考慮した多結晶弾粘塑性解析,
○中曽根祐司(東理大工), 鈴木
淳平(東理大[院]), 岡見篤史(元
東理大[院)

17:45

18:00

第9版(2014.10.28)

第2日目：2014年11月23日(日)
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1階 テクノホール
OS22「フェーズフィールド法の新潮
流」-1 [座長:小山敏幸(名工大)]

1階 12番講義室
OS4「企業におけるCAEおよび産学官連
携・医工連携の事例」-1 [座長:辛平
(東芝医用システム)]
9:00 2201 非平衡界面フェーズフィールド 0401 重合メッシュ法による海綿骨の
モデルの安定化手法, ○野本祐
マルチスケール応力解析, ○波
春(CTC), 瀬川正仁(農工大), 山
多野恭平(慶大院), 高野直樹(慶
中晃徳
大), 月野誠(くいんと), Michel
Adrien(UPE), Haiat Guillaume

1階 13番講義室

2階 22番講義室

OS13「周期構造とシミュレーション技
術」-1 [座長:松本敏郎(名大)]
1301 ルリビタキの羽の構造色の光学
特性解析, ○藤井雅留太(信大
工), 森本元(山階鳥研), 林佑樹
(信大工), 中村正行, 植田毅(慈
恵医大)

9:15 2202 非平衡MPFモデルによる多元合金 0402 マイクロCTを用いて計測したBMD
鋼のγ→α変態シミュレーショ
分布に基づく不均質性を考慮し
ン, ○瀬川正仁(農工大), 山中
た下顎骨の応力解析, ○大森淳
晃徳, 野本祐春(CTC)
也(慶應大院), 高野直樹(慶應
大), 中納治久(昭和大), 槇宏太
郎

OS8「進化計算による多目的最適化」-1
[座長:下山幸治(東北大)]
9:30 2203 動的フェライト変態のマルチ
0403 FEMによる変形する人体への着衣 0801 分割に基づく進化型多目的最適 1302 圧電周期構造を用いた音響ダイ
フェーズフィールドモデリング,
シミュレーション, ○大井秀哉
化における効果的な並列評価法
オードの設計, ○岩崎裕平(岡大
○山中晃徳(農工大)
(ﾒｶﾆｶﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ), 小林卓哉, 磯貝
に関する検討, ○佐藤寛之(電通
院自然), 石川篤, 鶴田健二
悠美子(東洋紡), 野々村千里,
大)
石丸園子
9:45 2204 GPGPUを用いたMulti-phase0404 電動ピペットにおけるハンド
fieldモデルおよび転位-結晶塑
ウォーミング影響の改善, 上山
性モデルに基づく動的再結晶シ
忠孝(アイカムス), 永松俊一,
ミュレーション, ○鯨井翔 (慶
千葉英重, ○佐藤健太, 廣瀬宏
大[学]), 御園生大介(慶大
一(岩手大)
[院]), 志澤一之(慶大)

0802 3段式ハイブリッドロケットの概 1303 圧電性半導体薄膜における弾性
念設計最適化における実行不可
波伝搬・制御の大規模分子動力
能解の有効活用に関する一検討,
学シミュレーション, ○樋片亮
○宮川みなみ(電通大), 佐藤寛
(岡大院自然), 石川篤, 鶴田健
之, 金森文男(首都大), 金崎雅
二
博

10:00 2205 Multi-phase-field法による粒成 0405 STENTのDog-Boning緩和対策, ○ 0803 ＣＦＤにおける数値誤差を考慮 1304 新マルチスケール解析SDM(1):
長シミュレーションの高精度化,
吉田史郎(湘南R&D)
した設計空間探査とロケットエ
不均質材料の定常熱伝導解析,
○三好英輔(京工繊大), 高木知
ンジンタービンへの応用, ○角
○鈴木良郎(東工大)
弘
舘薫哉(岩手大院), 加藤大雅(岩
手大), 船﨑健一

10:15 2206 Multi-phase-fieldクラックモデ 0406 Development of Oral Implant
ルによる複雑な微視組織内のき
Surgery Training Simulator
裂進展計算, ○森真也(京工繊),
Using Stochastic Multiscale
高木知弘
Finite Element Analysis of
Drilling Force, ○M.BIN
KAMISAN(慶大院), M.NAGAHATA,
N.TAKANO(慶大),
H.KINOSHITA(東歯大), S.ABE,
Y.YAJIMA

0804 計算論的システムリハビリテー
ションにおける動作解析のため
の進化型多目的最適化, ○日下
純也(首都大), 大保武慶, 久保
田直行

10:30

1305 FDTD法を用いたグラフェン周期
構造のテラヘルツ波応答解析,
○矢通拓実(岡大院自然), 石川
篤, 鶴田健二

1306 水を充填した導波路の内壁構造
が弾性波伝搬に与える影響, ○
坪内和也(岡大院自然), 田所正
昭, 藤森和博, 石川篤, 鶴田健
二, 深野秀樹

OS22-2 [座長:高田尚樹(産術研)]
OS4-2 [座長:平野徹(ダイキン情報)]
OS8-2 [座長:金崎雅博(首都大)]
10:45 2207 Phase-field法による神経突起成 0407 掃除機向け小型遠心ブロワの騒 0805 超大規模集団サイズの進化計算
長モデルの検討, ○桑本彰文(京
音とディフューザ内部圧力変動
を用いた多数目的最適化, ○立
工繊), 高木知弘, 仲町英治(同
に関する研究, ○本多武史(日
川智章(ISAS/JAXA), 渡辺毅,
志社大)
立), 坂上誠二, 船崎健一(岩手
Lopez Antonio, 大山聖
大)
(ISAS/JAXA), 藤井孝藏
OS13-2 [座長:鶴田健二(岡山大)]
11:00 2208 GPUスパコンTSUBAME2.5によるデ 0408 バグフィルター用逆洗空気増幅 0806 高効率EHVI計算を用いたKriging 1307 周期単位の一部に乱れを有する
ンドライト一方向凝固のphase装置配管の適正化, ○戎崎遼(電
モデルベース多数目的最適化,
構造による波動散乱問題の高速
fieldシミュレーション, ○高木
気化学), 向永治郎, 中里洋一
○Luo Chang(東北大), 下山幸
解法, 野瀬大一郎(京大), 新納
知弘(京工繊大), 大野宗一(北
(アクロス商事), 實川勝, 門田
治, 大林茂
和樹, ○西村直志
大), 下川辺隆史(東工大), 青木
健次(電気化学)
尊之
11:15 2209 複数材料最適配置のmulti0409 連続型インクジェットプリンタ 0807 遺伝的プログラミングによる航 1308 制約付きデローニ法による均質
phase-fieldトポロジー最適化シ
のインク粒子飛翔・印字シミュ
空機概念設計情報の抽出 －航
化法解析モデルの自動生成, ○
ミュレーション, ○片山雄太(京
レーション, ○池川正人(日立日
空機システムの考慮－, ○前泊
土屋勇貴(東理大院), 岡田裕(東
工繊), 高木知弘, 加藤準治(東
研), 石井英二, 原田信浩(日立
倫(東大院), 李家賢一(東大工航
理大), 河合浩志(諏訪理科大)
北大)
産機), 高岸毎明
空)
11:30 2210 フェーズフィールド法によるマ 0410 キャスタブル耐火物の乾燥過程
ルチスケールトポロジー最適化
における三次元シミュレーショ
手法の提案, ○加藤準治
ン, ○富永陽介(佐賀大院), 萩
(IRIDeS), 加茂純宜, 高木知弘,
原世也(佐賀大), 武富紳也, 只
寺田賢二郎(IRIDeS), 京谷孝史
野裕一
11:45 2211 フェーズフィールド法による電
極/電解液界面構造の数値計算,
○山川俊輔(豊田中研)

0411 冷媒と潤滑油の相溶性評価への
分子動力学法の適用, ○杉井泰
介(日立), 石井英二, Florian M
üller-Plathe

12:00
13:00
14:00

0808 多目的最適化問題のための説明
変数と目的関数の連携可視化,
久保田真季(お茶大), ○伊藤貴
之, 大林茂(東北大), 竹島由里
子

1309 新マルチスケール解析SDM (3):
不均質材構造の線形弾性解析,
○中村圭亨(東工大), 鈴木良郎

1310 Maxwell方程式の周期問題に対す
る体積積分方程式法における 反
復解法の高速化について, ○三
澤亮太(京都大学), 西村直志,
童美松(同済大学)

昼食
特別講演: 「Beyond CFD

―

最適化技術が切り拓く新たな世界」 大林茂（東北大）
部門表彰式

（会場：テクノホール）

（会場：テクノホール）

部門表彰式
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第2日目：2014年11月23日(日)
2階 23番講義室

1階 17番講義室

午前～午後(1)

2階 24番講義室
2階 25番講義室
OS19「破壊力学とき裂の解析・き裂進 OS24「メッシュフリー／粒子法とその
展シミュレーション」-1 [座長:長嶋利 関連技術」-2 [座長:萩原世也(佐賀
夫(上智大)]
大)]
1901 分離型連成解法を用いた構造物 2405 ＳＰＨ法による超接触問題の解 9:00
の弾塑性破壊解析, ○遊佐泰紀
析, ○田中直也(三洋電機), 佐
(東大), 吉村忍
藤満, 小志田一喜(A&Sｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ), 渡邉隆之(SPH研), 酒井譲

1902 テトラ要素による相互積分法を
用いた混合モード応力拡大係数
の計算とき裂進展解析（キンク
を有するき裂の解析）, ○若島
由樹(理科大), 岡田裕, 河合浩
志(諏訪理科大)

2406 Multi-QDEMシミュレーションに 9:15
よるバラスト軌道の衝撃応答試
験, ○西浦泰介(JAMSTEC), 阪口
秀, 相川明(RTRI)

1903 Peridynamicsを用いた動的き裂
進展シミュレーション, ○北風
慎吾(CAE学会)

2407 SPH法粘弾性解析による義歯安定 9:30
剤モデルの解析, ○平山大輔(東
医歯大), 水口俊介, 秋葉徳寿,
金澤学, 酒井譲(横国大)

1904 損傷モデルを用いた不連続面進
展解析, ○杉山裕文(横国大),
松井和己, 遠藤拓弥, 山田貴博

2408 SPH法を用いた構造弾塑性シミュ 9:45
レーション, ○白濱智大(佐賀大
院), 萩原世也(佐賀大), 武富紳
也, 只野裕一, 田中智行(広島
大)

1905 無次元特異応力場の強さを用い 2409 メッシュフリー法を用いた陰関 10:00
た板状接合試験片に対する界面
数曲面による心臓形状の再構成,
上の平均はく離応力の推定, ○
○風間正喜(富士通), 中川真智
倉橋貴彦(長岡技科大), 大島知
子
士(長岡高専), 伊部和貴, 渡邊
裕太郎(長岡高専専攻科), 近藤
俊美(長岡高専), 古口日出男(長
岡技科大)
1906 切欠寸法効果の考え方と切欠疲
労問題への応用, ○松野博(一心
庵材力研)

10:15

OS17「複合・連成現象の解析と力学」1 [座長:山田知典(東大)]
OS24-3 [座長:山本誠(東理大)]
1701 高性能タービン翼設計のための
2410 水面の品質と計算速度のための 10:30
大規模片方向FSI解析, ○橋本学
流体シミュレーションと可視化,
(東大), 奥田洋司, 田沼唯士(帝
○胡方源(東大), 室谷浩平, 柴
京大), 福井義成(JAMSTEC), 奥
田和也, 越塚誠一
OS21「電子・原子・マルチシミュレー
野研一(東芝), 佃知彦, 渋川直
ションに基づく材料特性評価」-1 [座
紀
長:屋代如月(岐阜大)]
OS19-2 [座長:岡田裕(東理大)]
1702 Geometric porosityを解像した 2101 分子動力学法によるバンプと基 1907 疲労き裂進展数値シミュレー
2411 自由境界Navier-Stokes方程式数 10:45
リングセールパラシュートの流
板の界面特性評価, ○平澤勇気
ションの課題, ○菊池正紀(東京
学理論による粒子法MPSの検討
体解析, ○筒井雄樹(早大), 藤
(長岡技大院), 古口日出男(長岡
理科大)
第１報, ○服部元史(KAIT), 柴
成美, 寺原拓哉, 滝沢研二,
技大)
田和也(東大), 越塚誠一
Tayfun E.Teduyar(Rice)
1703 流体構造連成解析による複数材
料弾性羽ばたき翼の性能評価,
○塚原慎也(東大), 片岡俊二,
山田知典(東大), 吉村忍

2102 FeSi合金の局所体積弾性率の第 1908 内部疲労き裂進展に関する研究, 2412 Least Squares Moving Particle 11:00
一原理計算, ○香山正憲(産総
須賀一博(諏訪東理大), ○芹澤
Semi-implicit法の離散化スキー
研), Bhattacharya Somesh(京大
良輔(東理大院), 菊池正紀(東理
ムを用いたPoisson方程式の収束
ESISM), 田中真悟(産総研), 椎
大)
性に関する研究, ○玉井佑(東
原良典(東大生産研)
大), 越塚誠一

1704 流体構造連成相似実験の計算に
よる補完と昆虫飛行解析への適
用, ○石原大輔(九工大), 堀江
知義, 二保知也

2103 第一原理分子動力学法による
1909 XFEM解析システムと複合材料積
ZrO2 表面上でのプロトン輸送機
層板の応力解析への応用, ○長
構の解明, ○佐藤龍平(東大),
嶋利夫(上智大)
澁田靖, 下條冬樹(熊大), 山口
周(東大)

1705 剥離流れによって励起されるド
アミラ－鏡面の振動に関する研
究, ○尾川茂(呉高専), 竹田淳
平, 川手大樹, 大森一徹

2104 分子動力学法による高分子材料 1910 重合メッシュ法を用いた複合材 2414 階層型領域分割MPS-FEM流体構造 11:30
の融点の予測, ○森本海(デン
料のき裂進展解析, 小林慎治(東
連成解析のための最適なロード
ソー), 新間敦, 田原靖容, 後藤
理大), ○佐藤真行, 和田義孝
バランスの検討, ○室谷浩平(東
伸哉
(近畿大), 菊池正紀(東理大)
京大学), 越塚誠一, 柴田和也,
三目直登, 吉村忍, 藤澤智光(プ
ロメテック)

2413 粒子法における攪拌槽解析のた 11:15
めの気泡モデルの開発, ○皆藤
彰吾(東京大学), 越塚誠一, 菊
地康晴(三菱化学), 久次米正博,
石羽恭(MCHC), 堀口晶夫

1911 Joukowski写像を利用した一様流 2415 圧力ポアソン方程式への部分構 11:45
束中の内部欠陥に対する静磁場
造反復法の実装とその性能検証,
XFEM解析, ○中住昭吾(産総研),
○本橋佑一(東京大学), 室谷浩
鈴木隆之
平, 柴田和也, 越塚誠一, 荻野
正雄(名古屋大学), 田上大助(九
州大学)
12:00

昼食
特別講演: 「Beyond CFD

―

最適化技術が切り拓く新たな世界」 大林茂（東北大）
部門表彰式

（会場：テクノホール）

（会場：テクノホール）

13:00
14:00

第9版(2014.10.28)

第2日目：2014年11月23日(日)

午後(2)

1階 テクノホール

1階 12番講義室
1階 13番講義室
OS4「企業におけるCAEおよび産学官連
OS22「フェーズフィールド法の新潮 携・医工連携の事例」-3 [座長:石井英
流」-3 [座長:山中晃徳(東京農工大)]
二(日立)]
14:45 2212 A phase-field lattice
0412 日本機械学会上級アナリストと
Boltzmann method for
NAFEMS PSEの国際相互認証, ○
predicting dendritic growth
吉田有一郎(東芝I.S.)
and motion in solidification
of binary alloys, ○Rojas
Roberto(京工繊大), Takaki
OS9「計算力学と最適化」-1 [座長:北
Tomohiro
山哲士(金沢大)]
15:00 2213 固液気三相流シミュレーション 0413 技術革新におけるスーパーコン 0901 グラフィックスハードウエアを
のためのphase-fieldモデルの検
ピューティングの効力, ○飯塚
用いた高速位相最適化に関する
討, ○榊原徹哉(京工繊大), 高
幹夫(RIST)
研究, ○亀崎浩輝(早大), 宮下
木知弘, 倉田正輝(原子力機構)
朋之

15:15 2214 テクスチャ表面上での流体粒子
挙動のフェーズフィールドモデ
ルシミュレーション, ○高田尚
樹(産総研), 松本純一, 松本壮
平

2階 22番講義室

0414 SEM画像の統計処理に基づく多孔 0902 レベルセット法による形状表現
質ジルコニア溶射皮膜の3次元ミ
を用いた音響クローキングのト
クロ構造モデリングとマルチス
ポロジー最適化, ○野口悠暉(京
ケールシミュレーション, ○鈴
大院), 山田崇恭, 乙守正樹(ア
木智洋(慶大院), 高野直樹(慶
イシンAW), 泉井一浩(京大院),
大), 宮内勇馬(マツダ)
西脇眞二

OS2「計算電磁気学と関連話題」-1 [座
長:武居周(宮崎大)]
15:30 2215 気泡関数要素安定化法を用いた 0415 有限要素法による金属粉末射出 0903 トポロジー最適化を用いたハイ 0201 SOFCスタックの高効率運転に向
Phase-Fieldモデル自由表面問題
成形の焼結変形予測法の研究,
パーレンズの最適設計に関する
けた多成分流れの数値解析, ○
における陰的有限要素解析, ○
○プルージョリス(IHI), 津乗充
研究, ○上西慧(京大院), 乙守
立川雄也(九大), 高田将, 白鳥
松本純一(産総研), 高田尚樹
良
正樹(アイシンAW), 山田崇恭(京
祐介, 佐々木一成
大院), 泉井一浩, 西脇眞二
15:45 2216 伝熱促進に向けた沸騰解析手法
の構築, ○福多将人(（株）東
芝), 山本泰

0416 溶接施工から破壊力学的強度評 0904 蟻の歩行特性を用いた機械構造
価までの一気通貫CAE解析, ○天
物のトポロジー最適化, ○伊藤
野聖(東理大), 門脇聖, 岡田裕,
雄佑(芝浦工大), 長谷川浩志
村川英一(阪大), 芹澤久, 柴原
正和(府大), 田中智行(広島大),
千葉晃司(日産)

16:00 2217 定常伝搬する予混合火炎のレベ
ルセット法モデルの定式化につ
いて, ○大島伸行(北大工)

0417 塩水膜環境におけるガルバニッ
ク腐食に対するマルチフィジッ
クスシミュレーション, ○増谷
浩一(東工大), 大西有希, 西條
康彦(ホンダ), 渡邉恵里子, 天
谷賢治(東工大)

0905 IPMモータの効率向上のためのレ 0203 モデル縮約を用いたカオス振動
ベルセット法に基づく構造最適
発電の数値連成解析, ○佐藤孝
化, ○眞鍋匡利(京大), Lim
洋(北大), 佐藤佑樹, 五十嵐一
Sunghoon(Hanyang Univ.), Min
Seungjae, 山田崇恭(京大), 泉
井一浩, 西脇眞二

16:15

0418 Microstructure design by

0906 感性を考慮したトポロジー最適
化, ○柴﨑翔吾(芝浦工大), 長
谷川浩志

OS22-4 [座長:高木知弘(京工繊大)]
16:30 2218 FePdにおけるバリアントの選択
的成長に及ぼす初期相分布の影
響, ○上島伸文(東北大), 吉矢
真人(阪大), 安田秀幸(京大)
16:45 2219 Mg合金のGPゾーン硬化に対する
フェーズフィールド組織特性解
析, ○紅谷祐貴(名工大), 小山
敏幸, 塚田祐貴

stochastic multiscale simulation
considering geometrical
fluctuation at microscale and
uncertainty in constituent
material property, ○W.Pin(Keio),
T.Naoki, M.Yumi(Mazda)

0202 固有直交分解を用いたモデル縮
約法による電磁機器の有限要素
解析, ○下谷俊人(北大), 佐藤
佑樹, 五十嵐一

0204 RPIMを用いたメッシュレス法に
よる過渡渦電流解析の検討, ○
田中義和(広大), 渡邊稍(広大
院), 八川晃一

OS5「次世代
CAD/CAM/CAE/CG/CSCW/CAT/C-Control」
[座長:田辺誠(神奈工大)]
OS9-2 [座長:長谷川浩志(芝浦工大)]
OS2-2 [座長:田上大助(九大)]
0501 クラウドコンピューティングに 0907 SMAワイヤによる構造形状調整の 0205 回転機の磁界解析における時間
よるCAEプロセスの効率化, ○井
ための最適化法について, ○花
分割型並列有限要素法の有効性
原遊(東大), 橋本学, 奥田洋司
原和之(神戸大), 多田幸生
検証, ○高橋康人(同大), 徳増
正(東芝), 藤原耕二(同大), 岩
下武史(北大), 中島浩(京大)

17:00 2220 Sm-Co磁石の組織形成に対する
0502 地震時の新幹線車両と線路構造 0908 Michell Cantilever : SHELL要
フェーズフィールド解析とイ
物間の脱線を含む連成振動解析,
素でモデル化した場合の理論解
メージベース磁気特性計算, ○
○原佑輔(神奈工大院), 田辺誠
との比較, ○吉田史郎(湘南
青木 昂平(名工大), 小山敏幸,
(神奈工大)
R&D), Quinn Gary(VR&D)
塚田祐貴

0206 代数マルチカラーオーダリング
による並列化前処理付き線形解
法に基づく回転機の高速有限要
素解析, ○圓谷友紀(宇大), 岡
本吉史, 里周二

17:15 2221 Ti-Nb-O合金における拡散変位型 0503 モーダル法による新幹線車両の 0909 文法進化における遺伝子型の解 0207 静磁場問題の領域分割解析にお
変態のフェーズフィールドシ
高速走行時の線路構造物の振動
析 , ○丸田峻也(名大), 杉浦秀
けるBDD前処理の適用, ○金山寛
ミュレーション, 山本啓太(名工
騒音解析, ○菅原康平(神奈工大
幸, 北栄輔
(日女大), 荻野正雄(名大), 杉
大), ○小山敏幸
院), 田辺誠(神奈工大)
本振一郎(諏訪東理大)
17:30 2222 三次元フォーム構造のフェーズ
フィールドモデル解析, ○上原
拓也(山形大)

0504 衝突時における荷重伝達経路を 0910 自己組織化マップを用いた解析 0208 階層型領域分割法を用いた時間
活用した車両設計に関する研究,
結果の予測, ○増田正人(CCMR),
調和渦電流解析の収束性改善,
○森崎陽平(早大), 宮下朋之
中林靖(東洋大), 田村善昭
○杉本振一郎(諏訪東理大)

17:45

0505 円筒折紙構造のハイドロフォー
ミング工程の最適設計, ○孔呈
海(埼工大), 趙希禄, 萩原一郎
(明治大)

0911 不確定荷重に対する骨組構造の
ロバスト形状最適化, 永野智大
(豊工大), ○下田昌利

0209 ボクセルメッシュモデルを用い
る高精度有限要素電磁界シミュ
レーション, ○武居周(宮崎大),
室谷浩平(東大), 三好昭生(イン
サイト), 山田知典(東大), 吉村
忍

第9版(2014.10.28)

第2日目：2014年11月23日(日)
2階 23番講義室

1階 17番講義室
2階 24番講義室
OS21「電子・原子・マルチシミュレー OS19「破壊力学とき裂の解析・き裂進
OS17「複合・連成現象の解析と力学」- ションに基づく材料特性評価」-2 [座 展シミュレーション」-3 [座長:河合浩
2 [座長:石原大輔(九工大)]
長:下川智嗣(金沢大)]
志(諏訪東理大)]
1706 超磁歪FEMに対する非線形弾性構 2105 電子論に基づくFe-Si合金中のら 1912 き裂開閉挙動を考慮した疲労き
成則, ○永井学志(岐大), 五藤
せん転位と固溶Siの相互作用の
裂の板厚貫通挙動, 須賀一博(諏
秀樹
評価, ○譯田真人(阪大院), 尾
訪東京理科大), ○圓道貴文(東
方成信
京理科大[院]), 菊池正紀(東京
理科大)

午後(2)

2階 25番講義室

14:45

OS24「メッシュフリー／粒子法とその
関連技術」-4 [座長:越塚誠一(東大)]
1913 塑性変形に伴う損傷を考慮した 2416 GPUスパコンにおける動的負荷分 15:00
結合力モデルの提案, ○新宅勇
散を用いた粒子法による大規模
一(東北大), 村松眞由, 堤成一
流体シミュレーション, ○都築
郎(阪大), 寺田賢二郎(東北大),
怜理(東工大), 青木尊之
京谷孝史, 加藤準治, 森口周二,
高瀬慎介

1707 Subloading Phasetransformation Model, ○
Hashiguchi Koichi(阪大),
Okamura Kazuo

2106 原子シミュレーションによる金
属単結晶中の転位生成に対する
垂直応力の影響の定量的評価,
○浦長瀬正幸(京大工), 松本龍
介

1708 鋼の連続鋳造における鋳片相変
態時の変形・応力解析, ○磯部
浩一(秋田高専), 鐙丈, モハマ
ドハニフ

2107 第一原理計算による新規ペロブ 1914 接触を考慮した繰り返しねじり
スカイト型酸化物の機能評価,
荷重下の弾塑性き裂進展解析,
○大門頼満(阪工大), 上辻靖智,
○和田義孝(近大)
槌谷和義(東海大)

2417 壁面での各種境界条件を考慮し 15:15
たMPSポリゴン壁境界モデルの改
良, ○三目直登(東京大学), 吉
村忍, 室谷浩平, 山田知典

1709 マルチスケール接触電気抵抗解 2108 第一原理計算によるLSPO構造の
析に基づく抵抗スポット溶接シ
溶質濃化層間の相互作用に関す
ミュレーション, ○倉前宏行(阪
る解析, ○松中大介(阪大工),
工大), 楠本陸(九工大[院]), 二
渋谷陽二
保知也(九工大), 堀江知義

2418 固気液三相流を予測するための 15:30
MPS法コードの開発, ○高橋亮平
(東理大院), 山本誠(東理大)

1710 モルフォトロピック相境界にお
ける強誘電体のマルチスケール
非線形解析, ○岡達也(阪工大),
上辻靖智, 倉前宏行, 槌谷和義
(東海大)

2419 最適化問題解法による粒子の再 15:45
配置を適用したSPH法の開発, ○
九里真弘(阪大), 山口康隆
OS26「流体の数値計算手法と数値シ
ミュレーション」-1 [座長:近藤典夫
(日大)]
2601 液膜／基板系の照射加熱問題に 2420 ある一般化粒子法に用いる近似 16:00
おける光干渉の影響, ○佐伯文
作用素の打ち切り誤差解析とそ
浩(津山高専)
の応用, ○井元佑介(九大数理),
田上大助(九大IMI)

1711 酸化物固体燃料電池の起動停止
を想定した多孔質電極の電気化
学・変形連成解析, ○村松眞由
(東北大), 高橋健(東北大[院]),
高瀬慎介(東北大), 川田達也,
寺田賢二郎

2602 壁面の凹凸によって生じる磁場
下導電性流体の流れ, ○及川直
輝(岩手大), 上野和之
OS17-3 [座長:倉前宏行(大阪工大)]
1712 FBRプラント設計教育用トータル
シミュレーションコードの開発,
○笠原直人(東大), 高橋忠男
(FBR研)

2603 関数投影を用いた近傍問題法,
○山田貴博(横浜国大)

16:15

OS24-5 [座長:白崎実(横国大)]
2421 安定化ISPH法による地表面流と
浸透流の統一解法, ○野上智隆
(九大), 浅井光輝, 森本敏弘,
Aly Abdelraheem

1713 境界条件が柔軟発電体の振動特
性に与える影響について, ○尾
古卓也(広大院), 田中義和, 陸
田秀美

OS7「先進的データ同化手法の異分野へ
の展開」 [座長:三坂孝志(東北大)]
0701 アジョイント法による余効すべ
り発生域の摩擦パラメータの推
定, ○加納将行(東大地震研),
宮崎真一(京大理), 石川洋一
(JAMSTEC), 日吉善久, 伊藤耕介
(琉球大), 平原和朗(京大理)

1714 歩行者頭部加速度の発生要因と
制御, ○尾川茂(呉高専), 中澤
裕基

0702 インフルエンザ流行パターンを
再現する都道県間ネットワーク
の推定, ○斎藤正也(統数研)

1715 複雑アセンブリ構造物のネット
ワーク可視化, ○山田知典(東
大), 金子栄樹, 淀薫(インサイ
ト), 吉村忍(東大)

0703 データ同化を用いた乱流解析,
○加藤博司(JAXA)

1716 反応界面の形状変化を考慮した
流れ場の腐食解析, ○須賀一博
(諏訪東理大), 菊池正紀(東理
大)

0704 データ同化を用いた3次元翼の非 2606 自由表面流れに対する移動格子 2425 コールドスプレーにおける衝突
線形空力解析, ○方辰(東北大流
有限体積法, ○石原定典(京工繊
粒子付着プロセスの数値解析,
体研), 三坂孝志(東北大), 菊地
大院), 松野謙一(京工繊大), 山
○岡野晴行(東理大院), 山本誠
亮太(東北大流体研), 大林茂,
川勝史
(東理大)
浅井圭介(東北大), 加藤博司
(JAXA), 安保巧(東北大), 沼田
大樹

1717 物理的整合性を考慮したフィー
ドバック制御によるデータ同化
血流解析手法の提案, ○伊井仁
志(阪大基), 和田成生

0705 データ同化による多孔質体の抵
抗パラメータ推定, ○三坂孝志
(東北大), 下山幸治, 大林茂,
山川寛展(日立日立研)

2422 容器の口から流れる液だれの数
値シミュレーション, ○後藤恵
理子(明星大), 瀬田陽平, 矢川
元基(東洋大), 横山真男(明星
大)
OS26-2 [座長:山田貴博(横国大)]
2604 流れ場における移流拡散問題の 2423 溶融液滴における堆積現象の数
ための格子‐粒子ハイブリッド
値シミュレーション, ○中本尚
型手法の開発, ○松永拓也(東京
吾(東理大院), 山本誠(東理大)
大学), 柴田和也, 室谷浩平, 越
塚誠一

16:30

16:45

17:00

2605 ニューラルネットワークを用い 2424 MPS法を用いたNACA翼における
17:15
た流れ場の不連続面同定の解適
SLD着氷シミュレーション, ○結
合格子への応用, ○井ノ本健(京
城光司(東理大院), 山本誠(東理
工繊大), 松野謙一, 山川勝史
大)

2607 並列２円柱の渦励振に質量比が
及ぼす影響について, ○近藤典
夫(日大), 田中裕基

17:30

2426 SPH法による磁性流体のモデリン 17:45
グ, ○アヒマテジャパル(横国
大), 白崎実, 酒井譲
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1階 テクノホール
1階 12番講義室
1階 13番講義室
2階 22番講義室
OS28「航空宇宙分野圧縮性流体の高次 OS3「半導体産業を牽引する数値シミュ
精度計算法とその応用」 [座長:澤田恵 レーション―結晶製造からデバイスの
介(東北大)]
最先端技術まで―」-1 [座長:末岡浩治 OS9「計算力学と最適化」-3 [座長:花
OS12「境界要素法の高度化と最新応
(岡山県大)]
原和之(神戸大)]
用」-1 [座長:西村直志(京大)]
9:00 2801 有限体積法における面積分高次 0301 固溶体溶液成長連続体力学モデ 0912 GAを用いた湾曲熱変形の拘束付 1201 三重相反境界要素法による不均
精度化の検証, ○玉置義治(東大
ル別解の可能性, ○諏澤寛源(自
きブレード補強複合材構造の最
質材のメッシュレス熱応力解析,
院), 今村太郎
宅)
適設計, ○轟章(東工大), 小沢
○落合芳博(近畿大)
匠(東工大院)
9:15 2802 Hybrid格子を用いたSpectral
0302 縦型低圧CVD炉におけるSiCエピ 0913 多目的逐次近似最適化を用いた
Volume法の検討, ○澤木悠太(東
タキシャル成長に関する数値解
プラスチック射出成形のプロセ
北大学), 芳賀臣紀(JAXA), 荻野
析, ○金子公寿(富士電機、
スパラメータ設計 （射出時間
要介(東北大学), 澤田恵介
FUPET), 山本勉, 河田泰之, 大
と保圧時間の影響の検討）, ○
内潔(日立、FUPET), 大野俊之,
夏目慎二(金沢大院), 北山哲士
石田夕起(産総研), 武井学(富士
(金沢大)
電機、FUPET)

1202 境界要素法とレベルセット法を
用いた2次元電磁波動問題におけ
る多目的トポロジー最適化, ○
北林達也(名大), 飯盛浩司, 高
橋徹, 松本敏郎

9:30 2803 空間4次精度非構造格子法による 0303 真空蒸着膜厚分布の有限要素解 0914 深絞り加工における耳最小化を
翼まわり圧縮性粘性流体解析,
析, ○橋口真宜(計測エンジニア
目的とした初期ブランク形状と
○淺田啓幸(東北大), 保江かな
リング), 永山達彦
可変ブランクホルダー力の同時
子(JAXA), 荻野要介(東北大),
最適化, ○齊京真里奈(金沢大
澤田恵介
院), 北山哲士(金沢大)

1203 高速直接境界要素法を用いた2次
元電磁波動問題のトポロジー感
度解析について, ○飯盛浩司(名
大院), 高橋徹, 松本敏郎

9:45 2804 高次精度保存型FR法での一様流 0304 Si酸化膜とSi窒化膜中における 0915 マルチマテリアル構造の界面強
保持におけるエイリアシング誤
金属原子の安定性に関する第一
度問題に対する最適設計手法,
差の除去, ○阿部圭晃(東大院),
原理解析, ○柴田大生(岡山県大
○劉陽(阪大), 渋谷陽二
芳賀臣紀(JEDI/JAXA), 野々村拓
院), 小林駿介, 末岡浩治(岡山
(ISAS/JAXA), 藤井孝藏
県大)

1204 ２次元境界要素法に関する高速
多重極型直接解法の実装と性能
評価, ○高橋徹 (名大院), 飯盛
浩司, 松本敏郎

10:00 2805 高次精度非構造FR-LAD法の構築
と超音速ジェット空力音響解析
への適用, ○芳賀臣紀(JAXA),
堤誠司, 河合宗司(JAXA/ISAS),
高木亮治, 嶋英志(JAXA)
10:15 2806 極超音速乱流場解析に向けた
WENO法に基づくLESコード開発,
○石原知明(東北大院), 荻野
要介(東北大工), 大西直文, 澤
田惠介, 丹野英幸(JAXA)
10:30

0305 第一原理計算によるSi単結晶中
のゲッタリングサイトの探索,
○白澤渉(岡山県大院), 末岡浩
治(岡山県大)

1205 異方性を有する飽和多孔質体中
の波動散乱解析のための周波数
領域境界要素法の開発, ○古川
陽(東工大), 斎藤隆泰(群馬大),
廣瀬壮一(東工大)
OS6「データマイニングと可視化」 [座
長:竹島由里子(東北大)]
0601 ビジュアルデータマイニングの
ための設計空間の平滑化, ○小
石正隆(横浜ゴム)

OS3-2 [座長:青木竜彦(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｳｪｰﾊ
ｽﾞ)]
0306 半導体の設計・製造プロセスに 0602 階層型テンソル分解によるボク
おけるSTAR-CCM+の活用, ○掛川
セル解析結果の多重精度表現,
千賀(CD-adapco), 松本州作
○馮益祥(日立)

OS12-2 [座長:天谷賢治(東工大)]
1206 波動問題のBurton-Miller型積分
方程式に関するアイソジオメト
リック境界要素法の開発, ○榛
葉祐太(名大院), 高橋徹, 林慎
一(デンソー), 坂部遥輝(名大
院), 飯盛浩司, 松本敏郎

10:45

0307 製造工程のクリーン化を目的と
した数値シミュレーション, ○
諏訪好英(芝浦工大)

0603 力学モデルと空間充填モデルに
よる可視化手法のアプリケー
ション, ○伊藤貴之(お茶大)

11:00

0308 半導体プロセス用埋め込み型石
英ヒーターの最適化設計, ○穂
積葉子(CV), 天野正実

0604 大規模科学的データ解析のため 1208 2次元Helmholtz方程式の周期境
の情報可視化, ○宮村浩子(原子
界値問題における高速直接解法
力研), 河村拓馬, 鈴木喜雄, 井
について, 松本安弘(京大), 新
戸村泰宏, 武宮博
納和樹, ○西村直志

11:15

0309 太陽電池用Ge結晶におけるIV族 0605 粒子ベースボリュームレンダリ
添加元素の安定性に関する第一
ングを利用した遠隔可視化シス
原理解析 (2), ○松谷亮(岡山県
テムにおける多変量データ向け
大), 末岡浩治, 神山栄治
粒子生成処理の高速化, ○河村
拓馬(JAEA), 井戸村泰宏, 宮村
浩子, 武宮博

1209 2次元異方性弾性波動解析に対す
るKIFMBEM, ○斎藤隆泰(群馬
大), 下田瑞斗, 古川陽(東工大)

11:30

0310 太陽電池用IV族混晶半導体のエ
ネルギーバンド構造に関する基
礎検討（２）, ○須和亮(岡山県
大院), 末岡浩治, 神山栄治

1210 低周波問題に対応したMaxwell方
程式に対する境界積分方程式の
離散化について, ○新納和樹(京
大), 西村直志

11:45

終了

1207 GPU統合型CPUを用いた二次元ヘ
ルムホルツ方程式に対する境界
要素法の高速化, ○大澤尚希(名
大院), 高橋徹, 吉田翔太, 飯盛
浩司, 松本敏郎

OS16-2 [座
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2階 23番講義室

1階 17番講義室

2階 24番講義室

2階 25番講義室

OS15「医工学および感性工学における OS23「数値シミュレーションの原子力
OS16「大規模並列・連成解析と関連話
計算工学」-1 [座長:吉田宏昭(信州
への応用」 [座長:高瀬和之(原子力機
OS14「社会・環境・防災シミュレー
題」-1 [座長:小野寺直幸(東工大)]
大)]
構)]
ション」-1 [座長:北栄輔(名大)]
1601 DDMソルバライブラリ
1501 動脈瘤を含む脳動脈分岐部まわ 2301 粒子法相変化シミュレーション 1401 広域性と精緻性をそなえた交通 9:00
LexADV_TryDDMを用いたBDD前処
りの応力の評価, ○小田健太郎
に及ぼす表面張力と粘性の影響,
流シミュレータのための経路探
理構築支援に関する研究, 荻野
(東工大院), 高橋航圭(東工大),
○永武拓(原子力機構), 吉田啓
索の並列化, ○三田尚貴(東大),
正雄(名大), ○坂将
因幡和晃, 大島修造
之, 高瀬和之
藤井秀樹, 吉村忍
1602 大規模解析のための多階層領域 1502 脈拍の組織内伝搬速度分布の可 2302 超臨界流体中に存在するスペー
分割法の基礎的検討, ○淀薫(イ
視化に関する基礎検討, ○長岡
サまわりの伝熱流動に関する数
ンサイト), 塩谷隆二(東洋大),
亮(東北大学大学院 医工学),
値解析, ○北村竜明(RIST), 坂
荻野正雄(名大), 室谷浩平(東大
荒川元孝, 小林和人(本多電子),
本健作(JAEA), 高瀬和之
院)
吉澤晋(東北大学大学院 医工
学), 梅村晋一郎, 西條芳文

1402 大規模微視的交通流シミュレー 9:15
ションの効率化, ○藤井秀樹(東
大), 吉村忍

1603 高精細可視化ライブラリLexADV- 1503 超音波ドプラ法による血流ベク 2303 二流体モデルに基づくテストブ 1403 広域での安全施策評価が可能な
VSCGへの断面可視化手法の実装,
トル推定法に関する研究, ○大
ランケットモジュール内水侵入
交通流シミュレータの開発, ○
○和田義孝(近大), 河合浩志(諏
森愛子(東北大), 中島博行, 小
事象解析, ○小瀬裕男(YSE), 谷
久保恒太(東大), 藤井秀樹, 吉
訪東理大), 荻野正雄 (名大),
林和人(本田電子), 西條芳文(東
川尚(JAEA), 榎枝幹男
村忍
室谷浩平(東大), 塩谷隆二(東洋
北大)
大)

9:30

1604 アクセラレーター向け最適化
1504 実形状海綿骨内の数値流体力学 2304 JUPITERコードによる過酷時燃料 1404 多台参照追従モデルによる速度
コード自動生成DSL開発, ○河合
解析, ○佐久間航(東北大), 中
要素内の温度分布と溶融移行挙
制御を用いた隊列走行実験につ
浩志(諏訪東理大), 谷村景貴(東
山敏男(鶴岡高専), 安西眸(東北
動に関する数値的検討, ○山下
いて, ○坂本浩規(名大), 朝比
洋大), 塩谷隆二
大), 中村修二(JIMRO), 佐渡克
晋(原子力機構), 高瀬和之, 吉
奈鋼司, 脇田佑希子, 玉城龍洋
行, 高川浩和, 太田信(東北大)
田啓之
(沖縄高専), 北 栄輔(名大)

9:45

1605 複雑形状モデルにおけるDDMソル
バーの性能ベンチマーク, ○河
合浩志(諏訪東理大), 荻野正雄
(名大), 塩谷隆二(東洋大), 山
田知典(東大), 吉村忍

10:00

2305 機器・配管系の耐震設計におけ 1405 ベイジアンネットワークを用い
る残留剛体応答の影響について,
た電力需要予測について, ○北
○田井浩一(MNEC)
栄輔(名大), 武井健悟

OS15-2 [座長:安西眸(東北大)]
1505 FEM解析を用いた座面硬さと座り 2306 多入力時刻歴モーダル解析法の
心地の関係に関する調査, ○山
原子力配管系耐震設計への適用
口穂高(信大院・総工), 吉田宏
性について, ○高橋永(MNEC),
昭(信大・繊維), 上條正義(信大
田井浩一
院・総工)
OS16-2 [座長:荻野正雄(名大)]
1606 ユーザ開発コードと汎用解析
コードを組み合わせた連成解析
方法の提案, ○二保知也(九工
大), 堀江知義

1607 ピンポン玉の乱流中での浮遊の
大規模流体構造連成解析, ○小
野寺直幸(東工大), 青木尊之,
泉田康太

1506 カテーテルの変形挙動と強度に 2307 多入力応答スペクトル解析法
関する研究 （引張と捩りの複合
（ＣＣＦＳ法）の原子力配管系
荷重のステップ応力下で得られ
耐震設計への適用性について,
るクリープ変形挙動について）,
○廣内悟(ＭＮＥＣ), 田井浩一
加藤保之(日大), ○小山佳佑

1507 有限要素解析に基づいたベッド
マットレスの寝心地に関する研
究, ○吉田宏昭(信州大), 上條
正義

10:15

OS14-2 [座長:藤井秀樹(東大)]
1406 3次元粒子法を用いた橋梁流失の 10:30
再現解析, ○宮川欣也(九大),
浅井光輝, 田邊将一

1407 津波漂流物の衝突解析による津
波避難ビルの安全性評価, ○荻
野弘明(筑波大院), 磯部大吾郎
(筑波大)

10:45

1608 EFMMを用いた流体-構造連成解析 1508 有限要素法による衛生用品の装
と実験結果との比較, ○長岡慎
着状態の推定, ○堀場洋輔(信州
介(東洋大学), 中林靖, 田村善
大), 宮尾駿吾, 乾滋
昭, 矢川元基

1408 外部空気流がある部分開放空間
内の漏洩水素の流動解析, ○月
川久義(九大), 井上雅弘, 金山
寛(日本女子大), 田島正喜(九
大)

11:00

1609 MPCを考慮したBDD法の性能評価,
○宮村倫司(日大工)

1409 海中防波堤による津波抑制の数
値的研究, ○堀内久史(東理大
院), 山本誠(東理大)

11:15

1610 領域分割型並列処理による
Isogeometric解析, ○大石篤哉
(徳島大)

11:30

終了

11:45
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OS20「材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス」
OS21「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」 合同

ポスターセッション
［会場：北側共通講義棟 1階 16番講義室］
オーガナイザー：奥村大(名大), 屋代如月(岐阜大)
講演
発表題目，氏名・所属
番号
2024 転位論に基づく単結晶構成式モデルによるマイクロピラーのサイズ効果, ○潘渤(阪大院), 澁谷陽二
土中爆発現象の数値シミュレーション －土壌特性の違いが一次破片飛散挙動に及ぼす影響－, ○比嘉吉一(沖縄高専), 源河朝陽, 下
2025
嶋賢, 井山裕文(熊本高専), 伊東繁(沖縄高専)
2026 ジルコニウムの塑性変形挙動の結晶塑性有限要素解析, ○落合祥平(農工大), 山中晃徳, 橋本圭右
ULSI素子内の転位蓄積シミュレーションと電気的特性評価, 佐藤満弘(北見工大), 大橋鉄也, ○高橋陽祐, 丸泉琢也(東京都市大), 島
2027
田健太, 糟谷勇太(トヨタ東日本)
2028 原子モデルを用いたMg-Zn-Y系の10H型積層LPSO相の変形解析, ○西岡祐一郎(京大院), 松本龍介(京大工), 浦長瀬正幸
2029 リッジ形キンク構造の漸近応力場と境界値問題の解析, LEI Xiao-Wen (大阪大), ○中谷彰宏
2030 微視的テンセグリティ構造を持つ変形体の擬弾性挙動に関する研究, ○松本卓紘(大阪大), 土井祐介, 中谷彰宏
2031 超細密プレートフィン構造体の弾-粘塑性特性に対するモンテカルロシミュレーション, ○山中優輝(筑波大院), 松田哲也(筑波大)
平織積層板のマクロ／メゾ／ミクロ非弾性解析手法の開発と実験的評価, ○大出航平(筑波大院), 松田哲也(筑波大), 後藤圭太(筑波
大院)
2033 微視的離散構造を有する界面における摩擦挙動の有限要素解析, ○王孝汝(阪大院), 土井祐介(阪大工), 中谷彰宏
2032

2034 マイクロポーラ理論における内部構造を反映した材料定数のひずみエネルギー等価性に基づく導出, ○石丸知英(阪大工), 中谷彰宏
SOFCカソード表面における酸素吸着・電荷移動反応の第一原理分子動力学法シミュレーション, ○杉浦進弥(東大), 澁田靖, 下條冬樹
(熊大), 山口周(東大)
2110 離散転位によるき裂表現を用いた粒界き裂進展解析, ○吉田圭佑(東理大), 高橋昭如
第一原理計算と修正パイエルス-ナバロモデルに基づくパイエルス応力評価：結晶構造およびすべり系の影響に関する検討, ○大澤峰
2111
生(東大院工), イスカンダルアルベルト(東大生研), 梅野宜崇, 久保淳(東大院工)
2112 格子欠陥のゲージ理論に基づいた転位－粒界相互作用の評価, ○稲葉築(阪大), 垂水竜一, 渋谷陽二
2109

2113 準線形超音波共鳴振動理論の構築, ○山口悠太(阪大院), 垂水竜一(阪大), 渋谷陽二
2114 Al-Cu合金中の整合析出物における短・中範囲相互作用の第一原理解析, ○中上雄史(阪大院), 君塚肇(阪大), 尾方成信
2115 β-Snの双晶境界構造と安定性に関する第一原理計算, ○木下佑介(名大工), 加藤祥太(名大院), 大野信忠(名大工)
2116 応力および熱負荷プロセスによる金属ガラスの機械特性制御についての原子論的研究, ○宮崎成正(阪大), 譯田真人, 尾方成信
ｂｃｃ鉄モードI型き裂先端における局所格子不安定性の分子動力学シミュレーション, ○屋代如月(神戸大・工), 片山寛(神戸大・
院)
水素存在下におけるAlとNiの一般化積層欠陥エネルギーの第一原理解析, ○竹内宏和(阪大院), 富松宏太(新日鐵住金（株）), 大村朋
2118
彦, 尾方成信(阪大)
2119 LPSO構造におけるRidge形キンクの生成と伝ぱ挙動の分子動力学解析, ○松本龍介(京大工), 浦長瀬正幸
2117

2120 分子動力学法による多層カーボンナノチューブの曲げ変形解析, ○西村正臣(信州大), 野口直希
2121 原子論に基づくMg-Y合金中の転位とY原子の相互作用の評価, ○奥田龍(阪大院), 君塚肇(阪大), 尾方成信
2122 応力が作用したα鉄における水素誘起超多量空孔生成の発生条件の第一原理的評価, ○藤原健(京大院), 松本龍介(京大工)
2123 分子動力学シミュレーションにおける間欠的な塑性変形のスケーリング特性, ○新山友暁(金沢大), 下川智嗣
複合組織材料の力学特性に対する整合・半整合界面の影響(P), ○森貴志(金沢大・自然科学（院）), 下川智嗣(金沢大・理工), 喜成
2124
年泰
粒界転位源を有するナノ構造体の延性特性に関する分子動力学解析, ○宮木智也(金沢大・自然科学（院）), 下川智嗣(金沢大・理
2125
工), 喜成年泰
原子シミュレーションによるフェライト・セメンタイト異相界面近傍の塑性変形の検討, ○岡部雅史(金沢大・自然科学（院）), 下川
2126
智嗣(金沢大・理工), 喜成年泰
塑性変形の伝ぱに対する粒内転位源と粒界の役割：原子モデルによる検討, ○北田荘也(金沢大・自然科学(院)), 下川智嗣(金沢大・
2127
理工), 喜成年泰
2128 方程式フリー法を用いた変形体の動弾性解析, ○宮外佳範(大阪大), 土井祐介, 中谷彰宏
分子動力学法による伸線加工のナノレベル解析 ～パーライト鋼の微視界面での原子挙動～, ○鮫島洋平(関西大院), 齋藤賢一(関西
2129
大工), 宅間正則, 高橋可昌
2130 低次元カーボン材料のための格子欠陥論に関する基礎的研究, LEI Xiao-Wen (大阪大), ○中谷彰宏
分子動力学法によるコラーゲン分子の力学応答解析 ―引張・圧縮変形にらせん状微視構造が及ぼす影響―, ○白花拓也(関大院), 齋
2131
藤賢一(関大工), 宅間正則, 高橋可昌
2132 Magnetic Bond Order Potential によるBCC鉄中らせん転位芯構造の解析, ○森英喜(産技短大), 井土貴文
2133 結晶中のエネルギー局在構造の伝ぱ特性の数値解析, ○土井祐介(大阪大), 中谷彰宏

コアタイム１ 【11月23日(日) 16:00～17:00】 講演番号が奇数番号のポスター
コアタイム２ 【11月23日(日) 17:00～18:00】 講演番号が偶数番号のポスター
設営時間 11月23日(日) 9:00～15:30，撤収時間 11月23日(日) 18:00～18:15
ポスター用パネルサイズ 幅 約 90 cm，高さ 約 165 cm
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日本機械学会 第27回計算力学講演会
主催
共催
協賛
会場
開催日

一般社団法人日本機械学会 計算力学部門
国立大学法人 岩手大学
特定非営利活動法人CAE懇話会
岩手大学工学部 （〒020-8551 岩手県盛岡市上田4-3-5）
2014年11月22日(土)～24日(月)

日本機械学会 第27回計算力学講演会 実行委員会
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幹事
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委員

補助

船﨑 健一
上野 和之
西村 文仁
廣瀬 宏一
山口 昌樹
水野 雅裕
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佐藤 淳
吉原 信人
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岩手大学前

大学正門

行きのバスについて

農学部

帰りのバスについて

弓道場

詳しくは岩手県交通ホームページをご覧ください.
食堂の営業日について
営業日が異なります.ご注意ください.
中央食堂 ：土曜日営業
工学部食堂：日曜日営業

盛岡駅方面
(徒歩)

のバス

旧門番所
(重要文化財)

動物飼育舎

面から

（２）舘坂橋バス停から盛岡駅へ向かう方へ
盛岡駅を経由しないバスがあります．盛岡駅行き
または盛岡駅経由のバスにお乗りください．

学生寮

ター方

（１）上田二丁目北バス停から盛岡駅へ向かう方へ
盛岡バスセンター行きは盛岡駅を経由しません．
盛岡駅行きにお乗りください.

スセン

情報処理
センター

（２）舘坂橋バス停で降車される方へ
盛岡駅東口バスターミナル⑨乗場からご乗車ください．

駅・バ

（１）上田四丁目・工学部東口バス停で降車される方へ
盛岡駅東口バスターミナル⑪乗場からご乗車ください．

