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会場案内図
■名古屋大学 東山キャンパス（ 西地区）
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■工学部・工学研究科 2 号館（ 第 1〜4 室）
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■ IB 電子情報館（ 第 5〜8 室）
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■フォーラムおよび OS 企画一覧
◆フォーラム

OS11: 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
[電子原]
下川智嗣 (金沢大), 香山正憲 (産総研), 渋谷陽二
(阪大), 屋代如月 (岐阜大)

F01: オープンソース構造解析システム FrontISTR の
様々な活用 〜企業実践報告と活用支援開発〜
柴田良一 (岐阜工専), 辰岡正樹 (アルゴグラフィッ
クス)

OS12: フェーズフィールド 法の新潮流
[フェーズ ]
高木知弘 (京工繊大), 小山敏幸 (名大), 上原拓也
(山形大), 高田尚樹 (産総研)

F02: 企業における革新的設計のための CAE 活用
平野徹 (ダ イキン情報システム), 岩田進吉 ( イワタ
システムサポート ), 高野直樹 (慶應大), 辰岡正樹
(アルゴグラフィックス)

OS13: メッシュフリー／粒子法とその関連技術
[ メッシュ]

白崎実 (横国大), 萩原世也 (佐賀大), 越塚誠一
(東大)

F03: 固体・構造体に生じる不安定変形
奥村大 (阪大), 森本卓也 (島根大), 田中展 (阪大)

OS14: 大規模並列・連成解析と関連話題
[大規模]
荻野正雄 (名大), 塩谷隆二 (東洋大), 堀江知義 (九
工大)

◆ OS

OS15: 流体の数値計算手法と数値シミュレーション
[流体]

OS 名に続くカッコ [ ] は，次頁のタイムテーブルに記し
近藤典夫 (日大), 登坂宣好 (東京電機大)

た OS 略称を表す．

OS16: 破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーショ
ン
[破壊]
岡田裕 (東理大), 長嶋利夫 (上智大), 藤本岳洋 (神
戸大), 河合浩志 (東大), 和田義孝 (近畿大)

OS01: 逆問題解析とデータ同化の最前線
[逆問題]
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)

OS17: アイソジオメト リック解析の基礎と応用 [アイソ]
高橋徹 (名大)

OS02: ゴムの計算力学と関連話題
[ゴ ム]
小石正隆 (横浜ゴム), 山辺純一郎 (九大), 藤川正毅
(琉球大)
OS03: 電子デバイス・電子材料と計算力学
小金丸正明 (鹿大), 池田徹 (鹿大)

OS18: 設計に活かすデータ同化
[同化]
加藤博司 (宇宙航空研究開発機構), 三坂孝志 (東
北大)

[電子デ ]

OS04: 計算力学と最適化
[最適化]
北栄輔 (名大), 多田幸生 (神戸大), 北山哲士 (金沢
大), 泉井一浩 (京大)

OS19: 次世代 CAD/CAM/CAE/CG/CSCW/
CAT/C-Control
[次世代]
趙希禄 (埼工大), 萩原一郎 (明大), 田辺誠 (神奈
工大)

OS05: 社会・環境・防災シミュレーション
[社会]
北栄輔 (名大), 吉村忍 (東大), 磯部大吾郎 (筑波
大), 浅井光輝 (九大), 藤井秀樹 (東大)

OS20: 直交格子法ベースの数値流体解析手法 [直交格]
今村太郎 (東大), 佐々木大輔 (金沢工大), 高橋俊
(東海大)

OS06: 計算電磁気学と関連話題
[電磁気]
田上大助 (九大), 杉本振一郎 (諏訪東理大), 武居周
(宮崎大), 金山寛 (日本女子大)

OS21: 企業における CAE および産学官連携の事例
[企業]

萩原世也 (佐賀大), 西村憲治 (産総研), 大竹泰弘
(IHI), 岩崎富生 (日立製作所)

OS07: 複合連成現象の解析と力学
[複合]
堀江知義 (九工大), 石原大輔 (九工大), 山田知典
(東大)

OS22: 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 ─[半導体]
青木竜彦 (グルーバルウェーハズジャパン ), 末岡
浩治 (岡山県大), 辛平 (東芝メデ ィカルシステム
ズ ), 塚田佳紀 (STR Japan), 穂積葉子 (クアーズ
テック)

OS08: 市販ソフトウェアによる難問題のモデリング・シ
ミュレーション
[市販]
高野直樹 (慶應大), 芝野真次 (アルテアエンジニ
アリング ), 橋口真宜 (計測エンジニアリングシス
テム), 宮田覚二 (日本イーエスアイ), 一ノ瀬規世
(JSOL)

OS23: 格子ボルツマン法と関連技術
[格子ボ ]
吉野正人 (信州大), 瀬田剛 (富山大), 鈴木康祐 (信
州大)

OS09: 衝撃・崩壊問題
[衝撃]
磯部 大吾郎 (筑波大), 小笠原永久 (防衛大), 山田
浩之 (防衛大)

OS24: 境界要素法の高度化と最新応用
[境界要]
松本敏郎 (名大), 西村直志 (京大), 天谷賢治 (東
工大)

OS10: 材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリ
シス
[材料]
奥村大 (阪大), 中曽根祐司 (東理大), 志澤一之 (慶
應大), 大橋鉄也 (北見工大)

OS25: 周期構造とシミュレーション技術
[周期]
松本敏郎 (名大), 西村直志 (京大), 鶴田健二 (岡
山大)
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日本機械学会第 29 回計算力学講演会 (CMD2016)

2016 年 9 月 22〜24 日 名古屋大学

講演プログラム
※ 本内容は 2016 年 9 月 6 日現在のものです。最新版は http://www.jsme.or.jp/conference/cmdconf16/

doc/program.html をご覧下さい。

■特別講演

造解析環境の構築」
稲垣和久（ 富士通アド バンストテクノロジ株

題目

「高齢化社会のための自動運転技術」

講師

二宮 芳樹 特任教授 （ 名古屋大学未来社会

式会社）

——– 休憩（ 5 分） ——–

創造機構）
日時

2016 年 9 月 22 日 (祝・木) 13:00〜14:00

場所

名古屋大学 IB 電子情報館 大講義室

F01-4 15:55〜16:25
「並列構造解析 OSS FrontISTR のクラウド
展開」

題目
講師

「巨大地震を前にしたレジリエンス社会構

奥田洋司（東京大学大学院 新領域創成科学研

築のための減災研究の社会実装」

究科 人間環境学専攻）

福和 伸夫 教授（ 名古屋大学減災連携研究

F01-5 16:25〜16:55
「 FrontISTR が容易に操作できる EasyISTR
の紹介」

センター）
日時
場所

2016 年 9 月 23 日 (金) 13:00〜14:00
名古屋大学 IB 電子情報館 大講義室

藤井成樹

F01-6 16:55〜17:25
「 FrontISTR+EasyISTR を基盤とする実践構

■フォーラム

造解析システムの開発」
柴田良一（岐阜工業高等専門学校 建築学科）

F01. オープンソース構造解析シ ステム FrontISTR の様々な活用 〜企業実践報告と活用支援

全体討議 17:25〜17:45

開発〜
企画 柴田良一（ 岐阜工業高等専門学校）
辰岡正樹（アルゴグラフィックス）
日時
場所

F02. 企業における革新的設計のための CAE 活用
企画 平野徹（ダ イキン情報システム）

2016 年 9 月 22 日 (祝・木) 14:15〜17:45
第 2 室 (222)

岩田進吉（ イワタシステムサポート ）
高野直樹（ 慶應義塾大学）

趣旨説明 14:15〜14:20

辰岡正樹（アルゴグラフィックス）

柴田良一，奥田洋司

F01-1 14:20〜14:50
「 FrontISTR を用いた建屋 - 地盤連成モデル
の地震応答解析」
高橋容之（ 鹿島建設株式会社

原子力部）

日時

2016 年 9 月 23 日 (金)
9:45〜12:00 および 15:00〜16:45

場所

第 1 室 (221)

司会：平野徹（ダ イキン情報システム）

F01-2 14:50〜15:20
「 FrontISTR による半導体パッケージ基板熱
変形の大規模 FEM 解析」

F02-1 9:45〜10:15
「 インダ ストリー４、IoT 時代の製品開発に
おける CAE の役割」

中澤信司（ 新光電気工業（ 株）開発統括部

平野徹（ CAE 懇話会/ダイキン情報システム）

基盤技術開発部）

F02-2 10:15〜10:45

F01-3 15:20〜15:50
「 FrontISTR カスタマイズによる電子機器構

「 自動車産業における開発プロセスの変革、
量から質・量へ」
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沢田龍作（サワダ技研）

F03-1 9:20〜9:50
「建物に生じる不安定変形」

——– 休憩（ 15 分）——–

磯部大吾郎（ 筑波大学）

F02-3 11:00〜11:30
「エレクトロニクス産業における革新的設計
のためのＣＡＥと関連技術の融合」

F03-2 9:50〜10:20
「すべり摩擦に生じる不安定現象とその制御」
中野健（ 横浜国立大学）

安武健司（アステロイド リサーチ）

F03-3 10:20〜10:50

F02-4 11:30〜12:00
「動的陽解法による樹脂ペレットの流動性向

「すべり摩擦に生じる不安定現象の有限要素

上のための形状最適化」

解析」

劉継紅（ダ イキン工業）

尾崎伸吾（ 横浜国立大学）

——– 休憩（ 5 分） ——–

——– 昼休み等 ——–

F03-4 10:55〜11:25

司会：岩田進吉（ イワタシステムサポート ）

「摩擦攪拌接合を利用したポーラスアルミニ

F02-5 15:00〜15:30
「家電製品における動的陽解法の積極的活用
による設計完成度向上」

ウムの開発とその変形挙動」
半谷禎彦（ 群馬大学）

F03-5 11:25〜11:55
「ゲル材料に生じる膨潤誘起不安定変形」

小方弘成（パナソニックエコシステムズ ）

F02-6 15:30〜16:00

奥村大（ 大阪大学）

「革新的燃焼技術のためのレシプロエンジン
用 CFD ソフトの開発」
溝渕泰寛（ JAXA ）,

2016 年 9 月 24 日 (土) 9:00〜11:45
司会：田中展（ 大阪大学）

菱田学（ 菱友システ

ムズ ）

F03-6 9:00〜9:30

——– 休憩（ 15 分） ——–

「微視的局所不安定変形で記述されるマルチ

司会：高野直樹（ 慶應義塾大学）

スケール力学特性」

F02-7 16:15〜17:00【キーノート講演】
「弾塑性力学の発展とそれに基づく工業力学

○中谷彰宏（ 大阪大学），Lei Xiao-Wen（ 福
井大学），小川隆樹（ JSOL ）

設計の抜本的改善に向けて」

F03-7 9:30〜10:00

橋口公一（ 九州大学名誉教授）

「おりがみと多重折畳み周期構造の (摂動) 分
※連名の場合，

印が登壇者を表します．

岐点」
有尾一郎（ 広島大学）

F03. 固体・構造体に生じる不安定変形
企画 奥村大（ 大阪大学）
森本卓也（ 島根大学）
日時
場所

F03-8 10:00〜10:30
「楕円性崩壊をクライテリアとした立方晶系

田中展（ 大阪大学）

金属材料の力学的安定性解析」

2016 年 9 月 23 日 (金) 9:15〜12:00

垂水竜一（ 大阪大学）

および 9 月 24 日 (土) 9:00〜11:45

——– 休憩（ 5 分） ——–
F03-9 10:35〜11:05

第 6 室 (IB013)

「形状記憶合金におけるマルテンサイト変態

2016 年 9 月 23 日 (金) 9:15〜12:00
司会：森本卓也（ 島根大学）

組織の形成と変形」
稲邑朋也（ 東京工業大学）

趣旨説明

9:15〜9:20
○奥村大，森本卓也，田中展

F03-10 11:05〜11:35
「ソフトマテリアルの積層化によるモーフィ
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ング 」

153 吹き出し 角によるサイクロンセパレータの空
力騒音特性の考察

森本卓也（ 島根大学）

木原太郎 (アルテアエンジニアリング ), 芝

全体討議 11:35〜11:45

野真次 (アルテアエンジニアリング )

187 ターボチャージャーの複合領域最適化設計に
ついて
檜垣真也 (NUMECA ジャパン ), 岡新一

■一般講演
【 2016 年 9 月 22 日 (木・祝) 】

(NUMECA ジャパン )

第 1 室 (221)

14:15-15:15 (第 1 室)

9:45-10:45 (第 1 室)

OS08-3

市販ソフトウェアによる難問題のモデ

OS08-1

市販ソフトウェアによる難問題のモデ

リング・シミュレーション (3)
座長：新関浩（ 日本イーエスアイ）

リング・シミュレーション (1)
座長：高野直樹（ 慶應大）

172 フリーメッシュ法を用いた計測データからの

102 ユーザー起因の難問題に 対する汎用ソフト
（ LS-DYNA ）の取り組み

高精度 3D モデリングアプリケーション
小林陽介 (テクノスター), 村上恭子 (テク

清水則雄 (JSOL), 一ノ瀬規世 (JSOL)

ノスター), 稲葉正和 (テクノスター), 矢川元

035 母材の熱影響を考慮したスポット溶接の破断

基 (日本学術会議/東大/東洋大)

シミュレーション

239 有限要素法による骨格筋収縮シミュレーション
の数値安定化

新関浩 (日本イーエスアイ), 井上雅夫 (日
本イーエスアイ)

大森潔 (アルテアエンジニアリング )

129 ALE-FEM-CFD を用いた車線変更を伴う先行

040 裾野分布に注目したモンテカルロ RTM プロ

車追い越し時の動的車両空力特性

セスシミュレーション

工藤淑文 (アルテアエンジニアリング )

石島慎太郎 (慶應大), 高野直樹 (慶應大)

182 マルチボデ ィダ イナミクスにおける接触反力
の精度検討

055 形状最適化が耐久性評価に及ぼす効果
吉田史郎 (湘南 R&D), Neil Bishop (CAE-

荒井太一 (アルテアエンジニアリング )

fatigue)

11:00-12:00 (第 1 室)

15:30-16:30 (第 1 室)

市販ソフトウェアによる難問題のモデ

OS08-2

OS08-4

リング・シミュレーション (2)
座長：一之瀬規世（ JSOL ）

市販ソフトウェアによる難問題のモデ

リング・シミュレーション (4)
座長：橋口真宜（ 計測エンジニアリングシステム）

013 プラズマにおける周波数領域の電磁場と時間
158 攪拌時の連続体 CFD と粒子法 CFD の比較研

領域の荷電粒子の連成計算

究（ 第一報）

トンリチュ(計測エンジニアリングシステ

増渕正博 (アルテアエンジニアリング )

ム)

205 有限要素法と粒子法の亀裂含む破壊解析への
適用

228 マイクロ波化学におけるシミュレーションの
適用

田井秀人 (アルテアエンジニアリング )

藤井知 (沖縄高専), 具志堅匠 (沖縄高専), 椿
俊太郎 (東工大), 鈴木栄一 (東工大), 和田雄二

162 DEM-SPH 連成手法による粉体の圧縮成形お

(東工大)

よび焼結解析
山縣延樹 (SPH 研), 酒井譲 (横国大), 山崎
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隆司 (三菱日立ツール ), 小林弦幸 (三菱日立

064 適合格子細分化法を導入した格子ボルツマン
法の GPU 計算による自転車競技の空力解析

ツール ), 出口豊 (三菱日立ツール )

長谷川雄太 (東工大), 青木尊之 (東工大), 小

041 金属 3D 造形による構造体の造形不良を考慮し
た均質化解析

林宏充 (慶応大)

宮川悠咲 (慶應大), Paolo Realini (慶應大),

146 爆風による破片飛散の大規模シミュレーション
黄遠雄 (東工大), 青木尊之 (東工大), 杉山
暁洋

高野直樹 (慶應大)

16:45-18:00 (第 1 室)
OS21-1

288 壁関数・埋め込み境界法を用いた 30P30N 周
りの DDES 解析

企業における CAE および産学官連携

の事例
座長：萩原世也（ 佐賀大）

玉置義治 (東大), 原田基至 (東大), 今村太
郎 (東大)

039 歯科インプラント手術における海綿骨ド リリ
ング荷重の確率的予測と力覚体感装置の開発

312 LWACM のマクロ変数での計算機への実装と
そのアルゴ リズム理解（ 第一報）

高野直樹 (慶應大), 井元健二 (井元製作所),

大西 順也 (東大), 阿部圭晃 (東工大), 野々

松永智 (東歯大), 本間慎也 (東歯大), 矢島安朝

村拓 (宇宙研), 青野光 (東理大)

(東歯大)
081 ケーブルを対象とした疲労寿命解析技術の開
発と製品への適用

11:00-12:00 (第 3 室)
直交格子法ベースの数値流体解析手

OS20-2

森本淳 (東芝), 木下晴美 (東芝), 新田渉 (東

法 (2)
座長：佐々木大輔（ 金沢工大）

芝), 谷川真也 (東芝), 久野功二 (東芝ライフス
タイル ), 池田恭雄 (東芝ライフスタイル )

089 保存型 IDO 法を用いた Phase-Field 法による
界面捕獲手法の検討
松下真太郎 (東工大), 青木尊之 (東工大), 高

204 マルチフィデリティ全体統合解析を用いた自
動車燃料ポンプの弁挙動予測
王宇 (日立), 草野和也 (日立), 野中紀彦 (日

木知弘 (京工繊大), 相原慎太郎 (京工繊大)

立), 山川寛展 (日立)

090 履歴依存性を考慮した電着塗装シミュレーショ
ン

190 Sharp-interface 法による埋め込み境界法を用

志村彩夏 (東工大), 大西有希 (東工大), 天

川本裕樹 (東海大), 高橋俊 (東海大), 佐々木

いた気液二相流解析

谷賢治 (東工大)

竜一 (東海大), 内田泉 (東海大), 井上拓哉 (東
海大)

198 電子ビーム溶融式金属積層造形の温度シミュ
レーション
北村優太 (IHI), 津乗充良 (IHI), 毛利雅志

106 埋め込み境界法を用いた複数微粒子が壁に衝
突する非圧縮流体の 3 次元直接数値解析

(IHI), 根崎孝二 (IHI)

水野裕介 (東海大), 井上拓哉 (東海大), 高
橋俊 (東海大), 福田紘大 (東海大)

134 埋め込み境界法による流体構造連成解析の検
討
北風慎吾 (JSOL)

第 2 室 (222)

14:15-17:45 フォーラム F01
第 3 室 (242)

9:45-10:45 (第 3 室)
OS20-1

14:15-15:30 (第 3 室)

直交格子法ベースの数値流体解析手

OS20-3

法 (1)
座長：高橋俊（ 東海大）

直交格子法ベースの数値流体解析手

法 (3)
座長：今村太郎（ 東大）
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109 埋め込み境界法を用いた不等間隔直交格子に
よる球周りの高解像度解析

17:00-18:00 (第 3 室)
OS15-2

浜潟勇輝 (東海大), 水野裕介 (東海大), 高

流体の数値計算手法と数値シミュレー

ション (2)
座長：山田貴博（ 横国大）

橋俊 (東海大), 野々村拓 (ISAS/JAXA), 福田
絋大 (東海大)

059 近接した直列 2 角柱のギャロッピング振動解
析

118 直交格子積み上げ法を用いた低レ イノルズ数
域における翼型の数値計算

守川耀 (日大), 近藤典夫 (日大)

飯岡大樹 (金工大), 福田和希 (金工大), 岡

076 ナノ粒子の磁気特性を利用した薄膜形成過程

本正人 (金工大), 佐々木大輔 (金工大)

のシミュレーション

176 埋め込み境界法を用いた衝突・付着を伴う流
れの数値シミュレーション
保坂衛 (東海大), 永田貴之 (東海大), 高橋

早坂良 (和歌山高専), 榎本明来 (九工大), 大
村高弘 (和歌山高専)

157 血管壁面動作を考慮した大動脈弁流体解析

俊 (東海大), 福田紘大 (東海大)

寺原拓哉 (早大), 滝沢研二 (早大), Tayfun
Tezduyar (Rice University)

188 壁面モデルと埋め込み境界法を用いた直交格
子による乱流境界層の数値計算の試行

278 フィルターを含む排気システムのマルチスケー
ル流体解析

高橋俊 (東海大), 野々村拓 (宇宙研)

145 BCM フレームワークに基づく解適合格子細分
化
三坂孝志 (東北大), 大林茂 (東北大)

大原崇裕 (早大), 乙黒雄斗 (早大), 滝沢研
二 (早大), Tayfun Tezduyar (ライス大)

第 4 室 (243)

15:45-16:45 (第 3 室)
OS15-1

流体の数値計算手法と数値シミュレー

10:30-12:00 (第 4 室)

ション (1)
座長：近藤典夫（ 日大）

OS23-1 格子ボルツマン法と関連技術
座長：吉野正人（ 信州大）, 瀬田剛（ 富山大）

180 混合型移流項に基づく超高次精度流束再構築

156 LBM を用いた散逸エネルギーを最大にする流
路構造のトポロジー最適化

法の安定化とその検証計算
阿部圭晃 (東工大), 森中一誠 (横国大), 芳賀

根市裕太朗 (名大), 坂部孝良, 飯盛浩司 (名

臣紀 (JEDI/JAXA), 野々村拓 (ISAS/JAXA),

大), 高橋徹 (名大), 吉野正人 (信州大), 松本敏

宮路幸二 (横国大)

郎 (名大)

222 ケーシング内の二円板間の複雑流れの数値解
析と実験による可視化
上西亮輔 (同志社大), 津川昇平 (同志社大),

303 格子ボルツマン法を用いた流れ場のトポロジー

渡辺崇 (名大), 上坂守彦 (名大), 谷川博哉 (舞

050 Cahn-Hilliard 方程式に対する格子ボルツマン
法の精度評価
瀬田剛 (富山大), 内山知実 (名大), 高野登

最適化法の開発
謝素チョン (名大)

鶴高専), 平田勝哉 (同志社大)

279 タイヤ空力解析による接地面付近の流れの理
解
倉石孝 (早大), 滝沢研二 (早大), Tay-

(富山大)
315 格子ボルツマン法による T 字管内の液液二相
スラグ流解析
飯田峻也 (信州大), 森口巧海 (信州大), 吉

fun Tezduyar (Rice University)
250 非圧縮体に対する創成解の構成について
山田貴博 (横国大)

野正人 (信州大), 鈴木康祐 (信州大)
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246 改良 bounce-back 法を適用した移動境界流れ
の二相系格子ボルツマン法の妥当性検証

078 板厚変化を考慮したシェル要素の弾塑性問題
に対する性能評価

松永克樹 (信州大), 吉野正人 (信州大), 鈴

山本剛大 (横国大), 山田貴博 (横国大), 松

木康祐 (信州大)

井和己 (横国大)

316 応力テンソルの不連続性を用いた新しい埋め

244 相関を有する複数変動を考慮した粒子強化複
合材料の重み付き最小二乗法による近似確率

込み境界−格子ボルツマン法
鈴木康祐 (信州大), 吉野正人 (信州大)

均質化解析
大石駿佑 (近畿大), 坂田誠一郎 (近畿大)

14:15-15:30 (第 4 室)
GS-1
一般セッション (1)
座長：永井学志（ 岐阜大）

第 5 室 (IB011)

9:45-10:45 (第 5 室)

021 鞭打ち傷害値低減に向けたヘッドレ スト特性

OS04-1 計算力学と最適化 (1)
座長：北栄輔（ 名大）

研究
川口雄大 (呉高専), 尾川茂 (呉高専)

114 クプラに付着した小耳石を離脱する方法開発

007 文法差分進化の改良について
山本梨紗子 (名大), 葉清爽 (名大), 杉浦秀
幸 (名大), 左毅 (名大), 北栄輔 (名大)

のための基礎研究
関和馬 (工学院大), 菱田博俊 (工学院大), 大
塚康司 (東医大)

313 押し 込みによる生体軟組織内部の異物予知に

122 血流を考慮した肝臓の損傷解析モデルの構築
内田祐一 (名大), 伊藤大輔 (名大), 水野幸

関する基礎的研究

Zhu Jing (名大), 村瀬晃平 (名大), 松本健

治 (名大)

郎 (名大)

252 カテーテルの曲げと捩りの複合荷重における
1 段のステップ応力下で得られるクリープ変

014 可変ブランクホルダー力を用いたプレ ス成形
加工における初期ブランク形状の最適化

形に関する数値解析について
加藤保之 (日大),

小山浩季 (金沢大), 北山哲士 (金沢大), 河本

小早川馨 (日大), 小山佳

基一郎 (コマツ産機), 宮坂卓嗣 (コマツ産機),

佑 (日大)

山道顕 (コマツ産機), 野田拓也 (コマツ産機)

314 ブラジャー着用による整容と振動抑制の有限
要素解析

036 Loading criterion in return-mapping for
subloading surface model
Koichi Hashiguchi (MSC Software)

村瀬晃平 (名大), Zhu Jing (名大)

15:45-16:45 (第 4 室)

11:00-12:00 (第 5 室)

GS-2
一般セッション (2)
座長：後藤圭太（ 名大）

OS04-2 計算力学と最適化 (2)
座長：多田幸生（ 神戸大）

042 鉄筋コン クリート 部材の弾性解析に おけ る
V&V の適用

053 熱弾性場の多目的形状最適化
新井雄斗 (豊橋技大), 片峯英次 (岐阜高専)

和田健介 (清水建設), 櫻井英行 (清水建設),

054 自然対流場の多目的形状最適化

滝本和志 (清水建設), 田中博一 (清水建設)

石井航平 (豊橋技大), 今井伸哉 (長岡技大),

071 高効率な熱変形補正を目的としたモジュール
型展開アンテナのデザインの検討
庄司香織 (筑波大), 磯部大吾郎 (筑波大), 臼

片峯英次 (岐阜高専)

112 Zwicker のラウドネスモデルに基づく音響構造

井基文 (JAXA)

連成メタサーフェスのトポロジー最適化
宮田康平 (京大), 野口悠暉 (京大), 山田崇
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恭 (京大), 泉井一浩 (京大), 西脇眞二 (京大)

古木謙人 (名大), 畔上秀幸 (名大)

297 構造最適化による鉄道車両構体の検討

113 形状最適化に基づく波長選択放射体設計法
折井将彦 (京大), 矢地健太郎 (阪大), 泉井一

高垣昌和 (鉄道総研)

浩 (京大), 山田崇恭 (京大), 西脇眞二 (京大),
安田英紀 (京大), 鈴木基史 (京大)

第 6 室 (IB013)

9:45-10:45 (第 6 室)

14:15-15:15 (第 5 室)

OS10-1

OS04-3 計算力学と最適化 (3)
座長：泉井一浩（ 京大）

材料の組織・強度に関するマルチスケー

ルアナリシス (1)
座長：奥村大（ 阪大）

120 ケーブル膜構造の形状決定と形状最適化

020 Multi-phase-field 理論および転位-結晶塑性論

史金星 (豊田工大), 下田昌利 (豊田工大)

に基づく LPSO 型 Mg 二相合金に対する動的

130 講演取り下げ

再結晶シミュレーション
鯨井稍 (慶大), 井上貫太郎 (慶大), 志澤一

200 直交異方性シェル構造の材料配向角と形状の

之 (慶大)

最適化

074 メッシュフリー法を用いた高次勾配結晶塑性

村松吉晃 (豊田工大), 池谷賢一 (豊田工大),

解析へのアプローチ

下田昌利 (豊田工大)

只野裕一 (佐賀大), 萩原世也 (佐賀大)

245 微視的ばらつきを考慮した一方向繊維強化複
合積層材料の最適設計に関する研究
中埜幸紘 (近畿大), 坂田誠一郎 (近畿大)

138 バウシンガー効果測定を用いた超微細結晶粒
材料の粒界効果の推定
小泉隆行 (山形大), 黒田充紀 (山形大)

286 多層シェルの多目的設計問題に対する形状−
トポロジー同時最適化
中山展空 (豊田工大), 下田昌利 (豊田工大)

299 延性破壊素過程に対するマルチスケール解析
松井和己 (横国大), 井波真悟 (横国大), 杉
山裕文 (横国大), 山田貴博 (横国大)

15:30-16:45 (第 5 室)

11:00-12:00 (第 6 室)

OS04-4 計算力学と最適化 (4)
座長：北山哲士（ 金沢大）

OS10-2

材料の組織・強度に関するマルチスケー

ルアナリシス (2)
座長：中曽根祐司（ 東理大）

038 大規模並列計算を用いた複数車体構造の同時
設計最適化
小平剛央 (マツダ ), 大山聖 (JAXA), 立川

127 熱可塑性ポリマ用分子鎖塑性モデルの熱硬化
性ポリマへの適用可能性に関する基礎的検討

智章 (東理大), 渡辺毅 (JAXA), 釼持寛正 (マ

萩原康仁 (慶大), 原英之 (慶大), 青柳吉輝

ツダ )

(東北大), 志澤一之 (慶大)

203 強度設計問題に対する骨組構造体の形状最適

148 拡張 Flory-Rehner モデルを用いた膨潤誘起不
均質変形の解析

設計法
下田昌利 (豊田工大), 久富圭 (豊田工大)

清水章司 (名大), 奥村大 (阪大), 大野信忠
(名産研)

206 線形弾性体の密度型位相最適化問題における平
均コンプライアンスの 2 階微分と H1 Newton

164 分子動力学シミュレーションによる自由体積
および分子鎖配向がポリプロピレンの巨視的
力学特性に与える影響の評価

法
福岡福治 (名大), 畔上秀幸 (名大)

207 線形弾性体の形状最適化問題における平均コ
ンプライアンスの 2 階微分と H1 Newton 法

柘植洋太 (東北大), 青柳吉輝 (東北大)
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242 FDM 法により作成された樹脂部材のマルチス
ケール確率応力解析

277 GFRP の複数本の繊維配置変動に対する相互
影響を考慮したマルチスケール確率応力解析

山田晃 (近畿大), 坂田誠一郎 (近畿大)

石田善紀 (近畿大), 坂田誠一郎 (近畿大)

14:15-15:30 (第 6 室)

第 7 室 (IB014)

材料の組織・強度に関するマルチスケー

OS10-3

ルアナリシス (3)
座長：大橋鉄也（ 北見工大）

10:30-12:00 (第 7 室)
OS19-1

次 世 代 CAD/CAM/CAE/CG/

CSCW/CAT/C-Control (1)
座長：田辺誠（ 神奈工大）

142 固体酸化物燃料電池材料 LSCF の相変態-変形
連成シミュレーション
村松眞由 (東北大), 八代圭司 (東北大), 川

028 地震発生時における洋上プラント TMD 制振
装置の反応速度に関する検討

田達也 (東北大), 寺田賢二郎 (東北大)

236 不安定性理論を基礎とするキリガミ周期構造

呉チュン (埼工大), 鄭仁成 (東大), 何帥 (埼

体の変形解析

工大), 趙希禄 (埼工大)

中谷彰宏 (阪大), Xiao-Wen Lei (福井大),

029 反転ねじり型円筒折紙構造の衝突エネルギー
吸収性能に関する検討
孔呈海 (埼工大), 趙希禄 (埼工大), 萩原一

松永慎太郎 (デンソー), 土井祐介 (阪大)

268 デジタル画像相関法により評価した不均一変
形のモデル化に関する研究

郎 (明治大)

内田真 (大阪市大), 兼子佳久 (大阪市大)

030 繊維強化プラスチック製の軽量化パネル構造

079 微細パターン構造のうねり座屈解析における

の振動特性に関する検討

エッチングプロセスの影響

何帥 (埼工大), 趙希禄 (埼工大)

杉浦順哉 (名大), 奥村大 (阪大), 田中展 (阪

031 多段階板金プレ ス法によるトラスコアパネル

大)

成形過程における中間モデルの検討

080 不均質場理論を用いたポーラスゲル膜の座屈
モード 解析

田志磊 (埼工大), 孔呈海 (埼工大), 何帥 (埼
工大), 趙希禄 (埼工大)

春日井彰志 (名大), 奥村大 (阪大), 大野信

317 多層ニューラルネットワークによる癒し 構造

忠 (名産研)

の深層学習による検討
安部博枝 (明大), ルイス デ ィアゴ (明大),

15:45-16:45 (第 6 室)
OS10-4

萩原一郎 (明大)

材料の組織・強度に関するマルチスケー

318 ホログラフィックニューラルネットワークによ
る癒し構造の深層学習による検討

ルアナリシス (4)
座長：志澤一之（ 慶應大）

ルイス デ ィアゴ (明大), 安部博枝 (明大),

194 楕円空孔モデルによる据込み加工時の延性破

萩原一郎 (明大)

壊評価
小森和武 (大同大)

14:15-15:00 (第 7 室)

211 改良 9Cr-1Mo 鋼溶接板のクリープ挙動に関す
る損傷力学・多結晶弾粘塑性力学連成解析
中曽根祐司 (東理大),
松下日出彦 (東理大)

OS06-1 計算電磁気学と関連話題 (1)
座長：田上大助（ 九大）

227 種々の織構造を有する織物複合材料のマルチ
スケール損傷進展シミュレーション

108 電磁誘導型振動発電機の広帯域化のための設
計最適化

久保凱 (筑波大), 松田哲也 (筑波大)

杉澤健 (北大), 五十嵐一 (北大)
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167 電波吸収体構造のトポロジー最適化
上原雅広 (北大), 五十嵐一 (北大)

107 ベイズ推定を用いた実験とシミュレーション
による高精度解析
島村雅彦 (東洋大), 江澤良孝 (東洋大), 田

189 誘導結合プラズマ問題におけるネデレック要
素と接点要素の比較

村善昭 (東洋大), 高清水聖 (東洋大), 佐藤大亮

(カネパッケージ )

宮下大 (住重), 杉本振一郎 (諏訪東理大), 金
山寛 (日本女子大)

第 8 室 (IB015)

15:15-16:15 (第 7 室)

9:45-10:45 (第 8 室)

OS06-2 計算電磁気学と関連話題 (2)
座長：武居周（ 宮崎大）

OS16-1

破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュ

レーション (1)
座長：岡田裕（ 東理大）

301 静磁場問題に対するマルチグリッド BDD 法の
数値解析

196 低サイクル疲労による弾塑性き裂進展解析
和田義孝 (近大)

田上大助 (九大), 杉本振一郎 (諏訪東理大)

209 部分領域を直接法で解く場合のインターフェ

210 損傷モデルを用いた延性材料の不連続面進展
シミュレーション

イス問題の反復法について
金山寛 (日女大), 淀薫 ( インサイト ), 鄭宏

杉山裕文 (横国大), 松井和己 (横国大), 山

杰 (東洋大), 杉本振一郎 (諏訪東理大), 荻野正

田貴博 (横国大)

雄 (名大)

220 主桁が疲労損傷した二主桁橋の残存耐荷性能
の評価に関する研究

173 階層型領域分割法での移動体の考慮
杉本振一郎 (諏訪東理大)

林健治 (大阪工大)

309 領域分割法に基づく並列電磁界解析手法の高
性能化

024 弾完全塑性体の標準化降伏域成長曲線にもと
づく降伏域区分型寸法効果則の提案： 平滑，
切欠およびき裂材に関する統一理論

武居周 (宮崎大)

松野博 (一心庵材力研)

16:30-17:45 (第 7 室)
OS19-2

次 世 代 CAD/CAM/CAE/CG/

11:00-12:00 (第 8 室)

CSCW/CAT/C-Control (2)
座長：趙希禄（ 埼工大）

OS16-2

破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュ

レーション (2)
座長：和田義孝（ 近畿大）

016 地震時の脱線を含む新幹線車両と線路構造間
の連成動的解析

086 衝突体中の動的破壊における打撃端形状依存
性に関する研究

平井智大 (神奈工大), 田辺誠 (神奈工大), 林
直樹 (神奈工大)

石川貴大 (神戸大), 小椋隆寛 (神戸大), 藤

017 鉄道車両走行によるバラスト軌道の動的現象

本岳洋 (神戸大)

の解析

159 3 次元異材接合体の界面端近傍における特異応
力場解析

石田貴大 (神奈工大), 田辺誠 (神奈工大), 林
直樹 (神奈工大)

桑 嶋 隆 (長 岡 技 大),

Chonlada Luangarpa (長岡技大), 古口日出男 (長岡技大)

018 5 節点ソリッド 接触要素の開発
池田昌平 (神奈工大), 田辺誠 (神奈工大)

163 傾斜機能材料の J 積分評価に関する研究
岡田裕 (東理大), 門脇聖 (元東理大), 遊佐

019 有限要素メッシュの結合技術の開発
浅野大地 (神奈工大), 田辺誠 (神奈工大)

泰紀 (東理大)
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272 複素べき乗関数による XFEM 磁場解析の屈曲
き裂問題への適用

【 2016 年 9 月 23 日 (金) 】
第 1 室 (221)

中住昭吾 (産総研), 原田祥久 (産総研)

9:45-12:00 フォーラム F02(1)
14:45-16:45 フォーラム F02(2)

14:15-15:15 (第 8 室)
OS16-3

破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュ

第 2 室 (222)

レーション (3)
座長：長嶋利夫（ 上智大）

9:45-10:45 (第 2 室)
メッシュフリー／粒子法とその関連技

OS13-1

125 疲労き裂成長抑止・緩和法に関する数値シミュ

術 (1)
座長：萩原世也（ 佐賀大）

レーション
藤本岳洋 (神戸大), 島田光平 (神戸大)

033 Meshless point collocation method によるコ
ンクリートの破壊解析

161 破壊力学解析のための残留応力マッピング（要
素・点群探索の高速化）
大野雅広 (東理大), 鈴木力 (東理大), 遊佐

田中栄次 (清水建設)

270 メッシュフリー法を用いた曲面を有する板構

泰紀 (東理大), 岡田裕 (東理大)

造物の座屈解析に 関する研究

171 へき開面における原子間分離に基づく異方性
損傷構成則
新宅勇一 (筑波大), 寺田賢二郎 (東北大), 堤

谷口王洋 (広大), 田中智行 (広大), 貞本将
太 (広大)

269 Peridynamics を用いた混合モード 動的応力拡
大係数評価に関する研究

成一郎 (阪大)

267 熱応力を受ける多層膜コーティングのき裂発
生条件の理論的予測と検証
河合江美 (東大), 梅野宜崇 (東大)

井町美智也 (広大), 田中智行 (広大)

234 ペリダ イナミクス粒子法を用いた繊維樹脂界
面強度評価法に関する基礎的検討
椎原良典 (豊田工大), 吉川暢宏 (東大)

15:30-16:30 (第 8 室)
OS16-4

破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュ

11:00-12:00 (第 2 室)

レーション (4)
座長：藤本岳洋（ 神戸大）

メッシュフリー／粒子法とその関連技

OS13-2

術 (2)
座長：田中智行（ 広大）

217 XFEM を用いた自由表面を有する薄肉構造物
の応力解析

045 多直線近似構成則を用いた SPH 法による弾塑

長嶋利夫 (上智大), 金内優介 (上智大)

性解析

229 X-FEM を用いた曲面形状表面き裂から貫通き
裂への進展解析
前田研吾 (広大), 田中智行 (広大), 竹井隆

甲斐千尋 (佐賀大), 萩原世也 (佐賀大), 武
富紳也 (佐賀大), 只野裕一 (佐賀大), 田中智行

(広大)

朗 (広大)

183 SPH 法によるせん断加工シミュレーションの

243 結合力モデルを用いた準三次元 XFEM による

検討

CFRP 積層板の損傷進展解析
島崎紗緒里 (上智大), 長嶋利夫 (上智大)

呂学龍 (横国大), 松野崇 (鳥取大), 酒井譲
(SPH 研)

247 横荷重を受ける CFRP 積層板の損傷進展解析
手法に関する検討

218 非斉次 Neumann 境界条件を含む Poisson 方程
式に対する粒子法の誤差評価とその応用

宮脇雄大 (上智大), 長嶋利夫 (上智大)

井元佑介 (東北大), 三目直登 (東大)
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193 高次精度メッシュフリー法を用いた非一様な
熱伝導率を持つ熱拡散方程式の解析

274 A large-scale SPH Two-Phase Flow Simulation using Multiple GPUs

玉井佑 (東大), 越塚誠一 (東大)

Michael Gestrich (Tokyo Inst. Tech.),
Takayuki Aoki (Tokyo Inst. Tech.), Stefan
Adami (Technische Universitaet Muenchen),

14:45-16:00 (第 2 室)
OS13-3

Thomas Indinger (Technische Universitaet
Muenchen)

メッシュフリー／粒子法とその関連技

術 (3)
座長：白崎実（ 横国大）

216 界面張力を考慮した粒子法による容器口から
流れる液垂れの数値シミュレーション

068 MPS 法を用いた脱揮シミュレーション：気泡
モデルの開発

瀬田陽平 (中大), 横山真男 (明星大), 牧野
光則 (中大), 矢川元基 (東大/東洋大)

松永拓也 (東大), 越塚誠一 (東大), 真

160 SPH 法による皮膚上の水滴挙動解析

木晶 (MCHC), 石羽恭 (MCHC), 堀口晶夫

アヒマテジャパル (横国大), 勝山智祐 (資

(MCHC), 菊地康晴 (三菱化学), 久次米正博

生堂), 白崎実 (横国大), 酒井譲 (SPH 研)

(三菱化学)

104 燃料インジェクタ内の流動解析のための MPS
法による簡易キャビテーションモデルの開発

069 MPS 法を用いた脱揮シミュレーション：撹拌
槽解析への適用

関根章裕 (東大), 越塚誠一 (東大), 吉村一

平山慶 (東大), 松永拓也 (東大), 越塚誠一

樹 (日立), 石井英二 (日立)

(東大), 真木晶 (MCHC), 石羽恭 (MCHC), 堀
口晶夫 (MCHC), 菊地康晴 (三菱化学), 久次
米正博 (三菱化学)

第 3 室 (242)

103 粒子法による流体剛体連成解析法による橋梁
流失シミュレーションと V&V

9:15-10:30 (第 3 室)

大屋朋子 (九大), 浅井光輝 (九大), 伊津野

OS03-1 電子デバイス・電子材料と計算力学 (1)
座長：巨陽（ 名大）

和行 (立命館大), 磯部大吾郎 (筑波大)

093 SPH-DEM カップリング法による流体-土粒子
混相流解析手法の開発

255 グラフェンの電子状態と電気伝導特性に及ぼ
すひずみの影響
楊猛 (東北大), 大西正人 (東北大), 鈴木研

原崎健輔 (九大), 浅井光輝 (九大)

065 LBM-DEM の直接相互作用計算による流動層
の大規模シミュレーション

(東北大), 三浦英生 (東北大)
150 折れ曲がりサブ ミクロン電子配線におけるエ
レクトロマイグレーション損傷しきい電流密

渡辺勢也 (東工大), 青木尊之 (東工大), 長
谷川雄太 (東工大)

度の評価
水科拓己 (弘前大), 笹川和彦 (弘前大), 藤

16:15-17:30 (第 2 室)
OS13-4

崎和弘 (弘前大)

メッシュフリー／粒子法とその関連技

208 電子デバイスにおけるローパスフィルターと

術 (4)
座長：浅井光輝（ 九大）

してのコネクターの形状最適化

230 動的負荷分散を実装した粒子法に対する通信

総研), 畔上秀幸 (名大)

酒井乾 (名大), 佐竹正義 (日本自動車部品

と計算のオーバーラップによる効果

032 数結晶粒よりなる微細すず試験片内のひずみ
測定と変形挙動解析
柳瀬篤志 (鹿大), 池田徹 (鹿大), 小金丸正

西浦泰介 (JAMSTEC), 古市幹人 (JAM-

STEC), 都 築 怜 理 (JAMSTEC), 阪 口 秀

明 (鹿大)

(JAMSTEC)
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105 保存積分を用いた 3 次元ピエゾ接合体の界面
角部近傍の応力特異線上の特異応力解析

221 大規模 multi-phase-field 計算に基づく理想粒
成長過程の考察

Chonlada Luangarpa (長岡技大), 古口日出
男 (長岡技大)

三好英輔 (京工繊大), 高木知弘 (京工繊大),
坂根慎治 (京工繊大), 大野宗一 (北大), 澁田靖

(東大), 青木尊之 (東工大)
275 大変形有限要素法と multi-phase-field 法の連
成モデルの検討
高木知弘 (京工繊大), 三好英輔 (京工繊大)

10:45-12:00 (第 3 室)
OS03-2 電子デバイス・電子材料と計算力学 (2)
座長：笹川和彦（ 弘前大）

256 連続的核生成が炭素鋼δ-γ massive 的変態に
及ぼす可能性

232 熱疲労を受けるナノワイヤ面ファスナーの接
続強度および電気的特性の評価

藤原弘樹 (阪大), 吉矢真人 (阪大), 柳楽知

徳悠葵 (名大), 野田修二 (名大), 森田康之

也 (阪大), 安田秀幸 (京大)

(名大), 巨陽 (名大)

135 ニッケル基超合金のクリープ 中断材における

276 電子部品における高耐熱樹脂のはく離信頼性
評価解析

ミクロ組織変化
塚田祐貴 (名大), 小山敏幸 (名大), 村田純

畑尾卓也 (住友ベークライト ), 中井戸宙 (住

教 (名大), 近藤義宏 (防衛大)

友ベークライト ), 中元亜耶 (住友ベークライ
ト ), 池田徹 (鹿大), 尾崎秋子 (鹿大)

10:45-12:00 (第 4 室)

027 パワーデバイス中の封止樹脂のはく離強度評

OS12-2 フェーズフィールド 法の新潮流 (2)
座長：高木知弘（ 京工繊大）

価
井上航太朗 (鹿大), 池田徹 (鹿大), 小金丸
正明 (鹿大), 畑尾卓也 (住友ベークライト ), 中

184 積層造形凝固の熱力学データベース連携マル

井戸宙 (住友ベークライト )

チフェーズフィールド

025 パワーモジュール中の熱応力による封止樹脂
のはく離解析
川下隼介 (鹿大), 池田徹 (鹿大), 小金丸正

下野祐典 (伊藤忠テクノソリューションズ ),
野村裕子 (伊藤忠テクノソリューションズ ), 野
本祐春 (伊藤忠テクノソリューションズ )

明 (鹿大)

087 Fe-C-Mn-Si 合金におけるγ→α変態のマルチ

026 パワーモジュール中の銅基板と封止樹脂のは
く離強度評価
七藏司優斗 (鹿大), 池田徹 (鹿大), 小金丸

フェーズフィールド モデリング
瀬川正仁 (農工大), 山中晃徳 (農工大), 野
本祐春 (伊藤忠テクノソリューションズ )

正明 (鹿大)

073 ５元系ステンレ ス鋼２相凝固に対する熱力学
データベース連携フェーズフィールド モデル
の MPI 並列プログラム開発

第 4 室 (243)

野本祐春 (伊藤忠テクノソリューションズ ),

9:15-10:30 (第 4 室)

森一樹 (伊藤忠テクノソリューションズ ), 瀬

OS12-1 フェーズフィールド 法の新潮流 (1)
座長：上原拓也（ 山形大）

川正仁 (農工大), 山中晃徳 (農工大)

096 Ti-Nb-O 系合金における組織形成と力学応答
のフェーズフィールド シミュレーション

223 多結晶凝固のための簡便な multi-phase-field
モデルの検討
相原慎太郎 (京工繊大), 高木知弘 (京工繊

石黒雄也 (名大), 塚田祐貴 (名大), 小山敏
幸 (名大)

大)

092 フェーズフィールド 法を用いた合金ナノ粒子
の粒子形態解析
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山川俊輔 (豊田中研)

佐々木健吾 (農工大), 山中晃徳 (農工大)

044 材料インフォマティクスにおけるフェーズフ
ィールド 法の役割

14:45-16:00 (第 4 室)

小山敏幸 (名大), 塚田祐貴 (名大)

OS12-3 フェーズフィールド 法の新潮流 (3)
座長：小山敏幸（ 名大）

第 5 室 (IB011)

061 デンド ライト沈降現象の phase-field 格子ボル
ツマンシミュレーション

9:15-10:30 (第 5 室)

坂根慎治 (京工繊大), 高木知弘 (京工繊大),

OS25-1 周期構造とシミュレーション技術 (1)
座長：山田崇恭（ 京大）

大野宗一 (北大), 澁田靖 (東大), 下川辺隆史

(東工大), 青木尊之 (東工大)

116 2 次元 Helmholtz 方程式の 2 周期境界値問題
におけるトポロジー最適化について

034 DIM を用いた回転する液体噴流の数値シミュ
レーション

釜堀瑞生 (名大), 飯盛浩司 (名大), 高橋徹

下西薫 (三重大), 辻本公一 (三重大), SHY-

(名大), 松本敏郎 (名大)

OUTA KEENI (三重大), 社河内敏彦 (三重
大), 安藤俊剛 (三重大)

095 強磁場下における磁性微粒子の薄膜形成に関

298 拡散界面モデルシミュレーションによるテク
スチャ表面上の液滴挙動の研究

するブラウン動力学シミュレーション

高田尚樹 (産総研), 栗原一真 (産総研), 穂

サン (福井大), 大村高弘 (和歌山高専)

早坂良 (和歌山高専), ズル

苅遼平 (産総研), 松本壮平 (産総研), 松本純一

ファズリハッ

179 マルチスケール解析 SDM を用いた周期構造の
時間発展解析
高橋正人 (東工大), 鈴木良郎 (東工大)

(産総研)
266 粘性解に拡張されたレベルセット方程式（ 相
変化流体界面への応用）

058 メタ表面構造を用いた吸音およびエナジーハー
ベスティングデバイスの設計
小林祐太 (岡山大), 鶴田健二 (岡山大), 石

大島伸行 (北大)

289 球表面上のパターン形成解析と分割領域の幾
何学的特徴

川篤 (岡山大)

上原拓也 (山形大)

123 太陽光照射下における高効率放射冷却デバイ
スの設計
須一貴啓 (岡山大), 鶴田健二 (岡山大), 石

16:15-17:15 (第 4 室)

川篤 (岡山大)

OS12-4 フェーズフィールド 法の新潮流 (4)
座長：高田尚樹（ 産総研）

10:45-12:00 (第 5 室)

261 粒界移動と粒回転のフェーズフィールド クリ

OS25-2 周期構造とシミュレーション技術 (2)
座長：鶴田健二（ 岡山大）

スタルシミュレーション
山中晃徳 (農工大), Peter Voorhees (North-

western University)

048 高次均質化法に基づく非均質周期材料の波動
分散特性に関する検討
山田崇恭 (京大), Gregoire Allaire (エコー

133 変分原理に基づく定量的フェーズフィールド・
モデルの定式化

ル・ポリテクニーク)

大野宗一 (北大), 高木知宏 (京工繊大), 澁
田靖 (東大)

168 2 次元 Helmholtz 方程式の 2 周期 Transmission 問題における境界要素法に基づく SS 法

273 2 次元フェーズフィールドシミュレーションに
おけるアンサンブルカルマンフィルタを用い

の性能評価

たデータ同化

杉原宗一郎 (名大), 飯盛浩司 (名大), 高橋
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徹 (名大), 松本敏郎 (名大)

009 仮想領域有限要素法による翼断面形状の最適
設計に対する Kriging 応答曲面手法の適用

240 表面プラズモンを利用した太陽電池の高効率
化のための周期構造の最適設計

寺門幸宏 (長岡技大), 倉橋貴彦 (長岡技大),
山崎渉 (長岡技大), 佐々木大輔 (金沢工大)

山本達郎 (名大), 高橋徹 (名大), 飯盛浩司

(名大), 松本敏郎 (名大)

010 カルマンフィルタ FEM による浅水域の流れ場
推定結果に対する境界条件の影響

292 CMA-ES を用いたトポロジー最適化と光デバ
イス応用
高橋正幸 (信州大), 藤井雅留太 (信州大), 秋

吉荒太一 (長岡技大), 倉橋貴彦 (長岡技大),
小林泰秀 (長岡技大)

本洋平 (信州大), 中村正行 (信州大)

011 熱的探傷試験データに基づく樹脂構造体内の
空洞形状の同定解析に対する平滑化手法の適

310 3 次元 Helmholtz 方程式の周期境界値問題に

用

おける周期多重極法と SSM を用いた固有値

丸岡宏太郎 (長岡科大), 倉橋貴彦 (長岡技

解析
山本貴也 (京大), 新納和樹 (京大),

大), 井山徹郎 (長岡高専)

西村直

志 (京大)

第 6 室 (IB013)

14:45-15:45 (第 5 室)
OS01-1 逆問題解析とデータ同化の最前線
座長：井上裕嗣（ 東工大），天谷賢治（ 東工大）

9:15-12:00 フォーラム F03(1)

263 赤外線サーモグラフィを用いたコンクリート
材の内部剥離の深さ評価

14:45-16:15 (第 6 室)
OS11-1

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
座長：下川智嗣（ 金沢大）

新岡琢也 (東工大), 徳永翔吾 (東工大), 黒
川悠 (東工大), 入江庸介 (パナソニック), 井上
裕嗣 (東工大)

219 第一原理計算に基づく鉄中のらせん転位運動
に対する炭素原子の影響解析

181 逆解析を用いた制動中のブレーキパッド‐ロー
タ間接触面圧分布同定

譯田真人 (阪大), 尾方成信 (阪大)

井上正則 (曙ブレーキ工業), 天谷賢治 (東

237 鉄粒界の sp 元素偏析の第一原理局所エネル
ギー解析

工大), 大西有希 (東工大), 鯨井孝典 (東工大),
羽鳥公一 (曙ブレーキ工業)

Somesh Bhattacharya (産総研),
香山正憲
(産総研), 田中真悟 (産総研), 椎原良典 (豊田
工大)

185 逆解析を用いたデ ィスクブレーキの内外面圧
力分布の個別同定
中川裕喜

(東工大), 井上正則 (東工大), 天
谷賢治 (東工大), 大西有希 (東工大)

235 格子欠陥を有するナノ炭素材料のエネルギー
地形と構造安定性に関する研究

155 自動微分を利用した，気象データの同化

Xiao-Wen LEI (福井大), 中谷彰宏 (阪大)

堀端康善 (法政大)

248 格子欠陥付与により発現する二次元材料のア
イソメトリック変形の解析

16:00-17:15 (第 5 室)

鈴木修 (阪大), Xiao-Wen Lei (福井大), 土

OS18-1 設計に活かすデータ同化
座長：加藤博司（ JAXA ）

井祐介 (阪大), 中谷彰宏 (阪大)

311 粗視化分子シミュレーションにおける動的せ
ん断特性を再現するための散逸粒子動力学法
小林敬之 (名大), 張賀東 (名大), 福澤健二

143 データ同化における可観測性と可制御性の検
討
三坂孝志 (東北大), 大林茂 (東北大)

(名大), 伊藤伸太郎 (名大)
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126 マルチスケールシミュレーションのための機
械特性パラメータの研究

輝 (九大)

場一輝 (伊藤忠テクノソリューションズ ), 山

259 スーパーコンピュータ京を用いた 3 次元大規
模並列 MPS-FEM 流体構造連成解析
鄭宏杰 (東洋大), 塩谷隆二 (東洋大)

中晃徳 (農工大), 野本祐春 (伊藤忠テクノソ

022 耐航性能シミュレーションのための GPU クラ

森一樹 (伊藤忠テクノソリューションズ ), 大

リューションズ )

スタを用いた粒子法の動的負荷分散手法の開
発
河村昂軌 (海技研), 小野寺直幸 (海技研)

16:30-18:00 (第 6 室)

082 GPU を用いた格子ボルツマン法による船舶周

OS24-1 境界要素法の高度化と最新応用
座長：繁田岳美（ 昭薬大）

りの自由表面流解析の高速化
小野寺直幸 (海技研), 大橋訓英 (海技研)

241 3 次元音響-構造連成系におけるトポロジー最
適化について
飯盛浩司 (名大), 近藤豊大 (名大), 花田萌

296 高精度フリーメッシュ法の並列解析手法につ
いて
長岡慎介 (東洋大), 中林靖 (東洋大), 田村

美 (名大), 高橋徹 (名大), 松本敏郎 (名大)

善昭 (東洋大), 矢川元基 (東洋大)

178 非有界領域における Stokes 方程式に対する基
本解近似解法

10:45-12:00 (第 7 室)

繁田岳美 (昭薬大)

OS14-2 大規模並列・連成解析と関連話題 (2)
座長：長岡慎介（ 東洋大）

304 トポロジー導関数を用いた２次元スカラー波
動場におけるクラック決定解析について

254 CUDA Fortran における並列リダ クションの
実装について

服部潤也 (京大), 吉川仁 (京大)

307 Hdiv 内積を用いて離散化された電界型積分方
程式の前処理について
新納和樹 (京大), 赤木稍 (京大), 西村直志

出川智啓 (元長岡技大)

295 テンソルおよび行列演算ライブラリＡｕｔｏ
ＭＴのＳＩＭＤベクトル化

(京大)

河合浩志 (諏訪東理大), 塩谷隆二 (東洋大)

308 乱れを含む導波路に対する境界積分方程式法
について
福田哲史 (京大), 三澤亮太 (京大), 西村直

043 大規模有限要素解析における DDM 圧縮及び
適応 JHPCN-DF 圧縮の開発
劉麗君 (名大), 荻野正雄 (名大), 萩田克美

志 (京大)

(防衛大)

115 境界要素法を用いた 3 次元静弾性問題におけ
るトポロジー最適化について
吉光一 (名大), 飯盛浩司 (名大), 高橋徹 (名

257 2 人プレ イ用ノベルゲームアプリ開発
塩谷隆二 (東洋大), 中林靖 (東洋大), 松澤
柊子 (東洋大), 太田実里 (東洋大), 小山川萌

大), 松本敏郎 (名大)

(東洋大)
197 高精細可視化ライブラリ LexADV VSCG のイ

第 7 室 (IB014)

ンタラクティブ可視化ビューア対応
和田義孝 (近大), 荻野正雄 (名大), 室谷浩

9:15-10:30 (第 7 室)

平 (東大), 河合浩志 (諏訪東理大), 塩谷隆二

OS14-1 大規模並列・連成解析と関連話題 (1)
座長：二保知也（ 九工大）

(東洋大)

14:45-16:00 (第 7 室)

057 粒子法コード と汎用有限要素法コード による
片方向 FSI 解析に関する検討

OS14-3 大規模並列・連成解析と関連話題 (3)
座長：荻野正雄（ 名大）

岩間拓也 (名大), 荻野正雄 (名大), 浅井光
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051 くりこみ群分子動力学法による撹拌槽の大規
模計算機実験

128 非線形解法に基づく領域分割法を用いた並列
弾塑性有限要素解析の検討

廣瀬良太 (住友重機), 市嶋大路 (住友重機),

遊佐泰紀 (東理大), 岡田裕 (東理大), 吉村

矢嶋崇昭 (住友重機械プロセス機器)

忍 (東大)

224 組み立て時の製品変形を考慮した公差解析手
法

第 8 室 (IB015)

玉置斉 (三菱重工), 慶川源太 (三菱重工), 渡
辺和英 (三菱重工オートモーティブサーマル

9:15-10:30 (第 8 室)

システムズ ), 桑原孝幸 (三菱重工オートモー

OS02-1 ゴムの計算力学と関連話題 (1)
座長：小石正隆（ 横浜ゴ ム）

ティブサーマルシステムズ )

202 深層学習を用いた連成解析結果予測
増田正人 (東洋大), 中林靖 (東洋大), 田村
善昭 (東洋大)

072 大変形下におけるカーボンブラック充てん SBR
の粘弾性挙動に及ぼすひずみ振幅，平均ひず
みおよびひずみ速度の影響

049 磁気ビーズ法を基礎とした電動機の磁場・機
構・温度場連成解析

山辺純一郎 (九大), 藤川正毅 (琉大), 小石
正隆 (横浜ゴ ム)

264 ミクロスケール接触電気抵抗解析とマクロス
ケール弾塑性接触・電流・熱伝導 3 連成解析

121 主要な超弾性構成則のカーボンブラック充て
んＳＢＲへの適用性
前田成人 (琉大), 藤川正毅 (琉大), 宮崎達

によるマルチスケール抵抗スポット溶接解析

二郎 (琉大), 山辺純一郎 (九大), 小石正隆 (横

宮崎修司 (住友重機), 市嶋大路 (住友重機)

浜ゴ ム)

二保知也 (九工大), 倉前宏行 (阪工大), 楠

215 拡張 Flory-Rehner モデルを用いた膨潤エラス
トマーの二軸負荷応答
水谷将大 (名大), 奥村大 (名大)

本陸 (九工大), 山田純也 (九工大), 堀江知義

(九工大)

083 異方的に成長する生体組織の構成則モデル化
と有限要素法への実装

16:15-17:30 (第 7 室)
OS14-4 大規模並列・連成解析と関連話題 (4)
座長：劉麗君（ 名大）

木田直樹 (理研), 森下喜弘 (理研)

085 Two-scale modeling を用いたカーボンブラッ
ク充てん SBR の粘弾性構成則の開発

131 大規模解析のための多階層領域分割法のノー
ド 間並列化
淀薫 ( インサイト ), 塩谷隆二 (東洋大), 荻

藤川正毅 (琉大), 前田成人 (琉大), 山辺純
一郎 (九大), 小石正隆 (横浜ゴ ム)

野正雄 (名大)

10:45-12:00 (第 8 室)

099 グラフ分割を利用したミクロ交通流シミュレー

OS02-2 ゴムの計算力学と関連話題 (2)
座長：山辺純一郎（ 九大）

タの並列効率の改善
白崎旬 (東大), 内田英明 (東大), 藤井秀樹

(東大), 山田知典 (東大), 吉村忍 (東大)

165 ゴム大変形解析における F-barES-FEM-T4 の

091 大規模電磁場解析における反復法への高精度
計算の適用

接触安定性評価

桝井晃基 (名大), 荻野正雄 (名大)

谷賢治 (東工大)

大西有希 (東工大), 飯田稜也 (東工大), 天

056 局所座標系によりコースグリッド を定義した
バランシング領域分割法の性能評価

231 粗視化分子動力学法を用いた膨潤ゴ ムのモデ
ルシミュレーション

宮村倫司 (日大)

森田裕史 (産総研), 萩田克美 (防衛大)
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139 分子動力学と有限要素法を用いた充填ゴ ム粘
弾性特性のマルチスケール解析

152 SPH-FEM による発泡高分子材料の衝撃圧縮
変形評価

門脇弘 (ブリヂストン ), 田澤晴列 (ブリヂス

立山耕平 (防衛大), 山田浩之 (防衛大), 小

トン ), 島広志 (ブリヂストン ), 橋本学 (東大),

笠原永久 (防衛大)

奥田洋司 (東大), 瀬田英介 (ブリヂストン ), 佐

191 自動車部材のエネルギー吸収特性に基づく衝

口隆成 (ブリヂストン )

突速度の算出手法
黒田啓介 (名大), 伊藤大輔 (名大), 水野幸

070 多目的設計探査によるフィラー充填ゴ ムのモ
ルフォロジー設計

治 (名大)

小石正隆 (横浜ゴ ム), 古渡直哉 (横浜ゴ ム)

291 衝撃負荷により粒状体内に生じ る粒子運動の
伝播現象に関する DEM 解析

281 商用コード による孔あき台形ゴ ムの圧縮解析
を安定に実施するための工夫

竹田真之介 (阪大), 小川欽也 (スペース・ダ
イナミックス研), 谷垣健一 (阪大), 堀川敬太

伊田徹士 (JSOL)

郎 (阪大), 小林秀敏 (阪大)

294 セル壁構成材のひずみ速度依存性が金属発泡
体の動的圧縮挙動に及ぼす影響
谷垣健一 (阪大), 堀川敬太郎 (阪大), 小林

14:45-15:45 (第 8 室)
OS02-3 ゴムの計算力学と関連話題 (3)
座長：藤川正毅（ 琉球大）

秀敏 (阪大), 小川欣也 (スペース・ダ イナミッ

062 表面形態を制御したゴ ムブロックの接触特性

クス研)

十亀伸享 (島根大), 森本卓也 (島根大), 芦
田文博 (島根大)

【 2016 年 9 月 24 日 (土) 】

214 ポーラスゲル膜の座屈モード に及ぼす基準状
態の影響
磯村泰爾 (名大), 奥村大 (阪大)

第 1 室 (221)

9:00-10:15 (第 1 室)

124 樹脂フォーム材の硬さ評価シミュレーション
礒部真志 (アシックス), 西脇剛史 (アシック
ス)

OS22-1

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 — (1)
座長：塚田佳紀（ STR Japan ）

166 発泡樹脂のヒステリシス挙動シミュレーショ
ン
小塚祐也 (アシックス), 野々川舞 (アシッ

015 Light Emitting Diode を作成する溶液成長と
機械工学

クス), 西脇剛史 (アシックス), 中西康雅 (三重

諏澤寛源 (DBR-LED 創始者)

大), 小林卓哉 ( メカニカルデザイン )

047 Si 単結晶中の点欠陥形成に与える熱応力とドー
パントの複合効果に関する第一原理解析

16:00-17:30 (第 8 室)

小林弘治 (岡山県大), 山岡俊太 (岡山県大),

OS09-1 衝撃・崩壊問題
座長：磯部大吾郎（ 筑波大）

末岡浩治 (岡山県大)

060 Ge 単結晶中のド ーパントと応力が点欠陥に与

006 Peridynamics による鋼製構造物の靭性破壊の
定量的評価に関する基礎的検討

える影響に関する第一原理解析
山岡俊太 (岡山県大), 小林弘治 (岡山県大),

柴田良一 (岐阜高専)

末岡浩治 (岡山県大)

077 キーエレ メント指標と火災時の建物の崩壊危
険性の関連性について

100 Si(100) 表面近傍の原子空孔分布に関する第一
原理計算

大井康平 (筑波大), 磯部大吾郎 (筑波大)

稲垣淳 (岡山県大),
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117 Si 単結晶中のド ーパント近傍の金属拡散に関
する第一原理計算

271 抵抗スポット溶接時に生じる構造・電流・熱 3
連成現象の検討および溶接条件の設定

山田惇弘 (岡山県大), 末岡浩治 (岡山県大)

林尚毅 (九工大), 堀江知義 (九工大), 二保
知也 (九工大), 石原大輔 (九工大)

282 生物に学ぶ電気化学反応特性設計のためのシ
ミュレーション
須賀一博 (諏訪東理大)

10:30-11:45 (第 1 室)
OS22-2

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 — (2)
座長：穂積葉子（ クアーズテック）

305 昆虫翼の受動的ピッチング運動に対する周波
数比の影響
石原大輔 (九工大), 白川博基 (九工大), 堀

258 STAR-CCM+を活用した半導体製造プロセス
における反応シミュレーションの高速化
掛 川 千 賀 (CD-adapco),
Palanisamy (CD-adapco)

江知義 (九工大)

Vanjiappan

10:30-11:30 (第 2 室)
OS07-2 複合連成現象の解析と力学 (2)
座長：石原大輔（ 九工大）

137 Si 単結晶中におけるフレンケルペアの形成可
能性に関する第一原理解析

075 制御付き流体構造連成シミュレーション

福田大晃 (岡山県大), 末岡浩治 (岡山県大)

金子栄樹 (東大), 洪基源 (東大), 山田知典

147 太陽電池用 C，Sn 添加 Si 結晶における原子配

(東大), 吉村忍 (東大)

置の第一原理計算

097 矢板によるケーソン式防波堤の補強案策定に
向けた粒子法による浸透流解析

豊崎兼人 (岡山県大), 末岡浩治 (岡山県大)

136 太陽電池用 SiSnC 系結晶中の原子配置に関す

合田哲朗 (九大), 浅井光輝 (九大), 笠間清

る第一原理解析
小山広貴 (岡山県大),

伸 (九大)
末岡浩治 (岡山県大)

192 流体構造連成解析における安定性向上のため
のメッシュ制御技術

046 太陽電池用 Si 薄膜表面近傍における C と Sn
の原子配置に関する第一原理解析

山本悠貴 (東大), 洪基源 (東大), 山田知典

只野快 (岡山県大), 末岡浩治 (岡山県大)

(東大), 吉村忍 (東大)
306 粒子法と有限要素法を用いた境界面整合型流
体構造連成手法の精度検証
三目直登 (東大), 山田知典 (東大), 吉村忍

第 2 室 (222)

(東大)

9:00-10:15 (第 2 室)
OS07-1 複合連成現象の解析と力学 (1)
座長：山田知典（ 東大）

第 3 室 (242)
なし

052 平板のパネルフラッタ振動を利用した圧電発
電に関する一検討

第 4 室 (243)

笠原尚哉 (信州大), 亀山正樹 (信州大), 中
川生海 (信州大)

なし

154 非線形有限要素解析による昆虫翼構造力学モ
デルの提案と検討
横田順 (九工大), 石原大輔 (九工大), 堀江

第 5 室 (IB011)

9:00-10:30 (第 5 室)

知義 (九工大)

OS05-1 社会・環境・防災シミュレーション
座長：北栄輔（ 名大）
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094 大規模津波遡上解析に向けた非圧縮性流体用
の陽的 SPH 法

233 ナノハイブ リッド シートを用いた樹脂のレー
ザ接合に関する数値解析

江口史門 (九大), 浅井光輝 (九大), LI YI (九

松本卓也 (岡山県大), 尾崎公一 (岡山県大),

大)

福田忠生 (岡山県大), 小武内清貴 (岡山県大)

251 レーザー照射を受ける薄板の熱弾塑性解析（二

151 吊りボルトと構造ブレース材の座屈を考慮し
た吊り天井を有する体育館の地震時挙動解析

度目の重ね照射の数値解析の試み）
加藤保之 (日大),

藤原嵩士 (筑波大), 磯部大吾郎 (筑波大), 田

前田大樹 (日大)

川浩之 (武庫川女子大), 山下拓三 (防災科研),
佐々木智大 (防災科研)

10:15-11:15 (第 7 室)

119 交通流シミュレーションの遠隔実行環境の開

GS-4
一般セッション (4)
座長：神谷恵輔（ 愛工大）

発と評価
飯田義之 (東大), 藤井秀樹 (東大), 吉村忍

037 Cyclic densification モデルにおける Young 率

(東大)

の空間変動の影響を考慮したスペクトル確率・

008 隊列走行車両群からの車両分流シミュレーショ

弾塑性有限要素法解析

ンについて

井口建斗 (新潟大), 紅露一寛 (新潟大), 阿

薩摩美友 (名大), 高上寛斗 (名大), 脇田佑

部和久 (新潟大)

希子 (名大), 玉城龍洋 (沖縄高専), 北栄輔 (名

101 LANC 言語による NC プログラミング

大)

東義隆 (神戸高専), 稲垣欣一 (ランクコー

293 歴史シミュレーションの試み ： 古代から近
世における農業社会を地理情報から再現する

ポレーション )

110 弾性板-平板間の粘性流体の自由表面の挙動

河合浩志 (諏訪東理大), 杉本振一郎 (諏訪

宗高大和 (長岡技大), 古口日出男 (長岡技

東理大)

大)

213 深層学習を用いた竜巻発生予測に関する研究

140 非定常不規則振動入力を受ける摩擦振動系の
応答計算法について
青木繁 (都立産技高専), 栗田勝実 (都立産

白山晋 (東大), 柴田亮 (東大)

技高専)

第 6 室 (IB013)

9:00-11:45 フォーラム F03(2)

第 8 室 (IB015)

第 7 室 (IB014)

9:00-10:15 (第 8 室)
OS17-1

9:00-10:00 (第 7 室)

アイソジオメトリック解析の基礎と応

用 (1)
座長：高橋徹（ 名大）

GS-3
一般セッション (3)
座長：飯盛浩司（ 名大）

063 2 次元波動伝搬問題における演算子積分時間領
023 振動を抑制する粘弾性特性研究

域アイソジオメトリック境界要素法

大森一徹 (呉高専), 尾川茂 (呉高専)

市川諒 (群馬大), 伊藤司 (群馬大), 斎藤隆
泰 (群馬大)

170 分子動力学法による異材接合体の三次元特異
応力場解析
石井裕也 (長岡技大), 古口日出男 (長岡技

066 Isogeometric 解析における接触探索の計算量
大石篤哉 (徳島大), 加藤正大 (徳島大), 山

大)

本健斗 (徳島大)
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■ポスター発表

067 Isogeometric 要素行列計算への機械学習の適
用

OS10 および 11 合同ポスターセッション
企画
奥村大（ 阪大; OS10 ）

大石篤哉 (徳島大), 山本健斗 (徳島大), 加
藤正大 (徳島大)

中曽根祐司（ 東理大; OS10 ）

084 T-splines に基づくアイソジオメトリック解析

志澤一之（ 慶應大; OS10 ）

による 熱伝導問題の検討

大橋鉄也（ 北見工大; OS10 ）

張紅官 (横国大), 澁谷忠弘 (横国大)

下川智嗣（ 金沢大; OS11 ）
香山正憲（ 産総研; OS11 ）

10:30-11:30 (第 8 室)
OS17-2

渋谷陽二（ 阪大; OS11 ）

アイソジオメトリック解析の基礎と応

屋代如月（ 岐阜大; OS11 ）

用 (2)
座長：高橋徹（ 名大）

日時
場所

132 3 次元 2 周期境界値問題に対するアイソジオメ
トリック境界要素法の開発
角谷将基 (名大), 高橋徹 (名大), 飯盛浩司

2016 年 9 月 23 日 (金) 16:30〜18:00
IB 電子情報館 中棟 1 階通路

141 DN ゲルの繰り返し変形応答の数値シミュレー
ション
陸偉 (阪府大), 三村耕司 (阪府大)

(名大), 松本敏郎 (名大)

186 均質化法による平織積層板の損傷進展解析
富岡拓也 (名大), 野川直翔 (名大), 後藤圭

225 流体のアイソジオメトリック解析のための汎
用メッシュ生成手法の開発

太 (名大), 荒井政大 (名大), 松田哲也 (筑波大)

乙黒雄斗 (早大), 寺原拓哉 (早大), 滝沢研

226 不確かさを有する超細密プレートフィン構造

二 (早大), Tayfun Tezduyar (ライス大)

体のクリープ挙動に対する SLS モンテカルロ

265 ST-IGA 法による大型垂直軸型風車の流体解

シミュレーション

析

増子智史 (筑波大), 松田哲也 (筑波大), 山

望月寛己 (早大), 滝沢研二 (早大), Tayfun

内和真 (筑波大)

E. Tezduyar (ライス大)
287 時間および空間細分化による大動脈血流解析
検証
内河寛明 (早大), 寺原拓哉 (早大), 佐々木

238 結晶塑性有限要素法によるアルミニウム合金

崇史 (早大), 滝沢研二 (早大), Tayfun Tezdu-

落合祥平 (農工大), 山中晃徳 (農工大), 桑

板の数値二軸引張試験と成形シミュレーショ
ン：オープンソースの利用と精度検証
原利彦 (農工大)

yar (ライス大)

283 講演取り下げ

290 アイソジオメトリック離散化による大動脈ゼ
ロ応力状態の推定

088 水素による材料劣化がナノインデンテーショ
ン試験に与える影響の分子動力学解析

佐々木崇史 (早大), 滝沢研二 (早大), Tay-

fun Tezduyar (Rice University), 板谷慶一 (京
府医大)

堀裕多 (阪大), 富松宏太 (新日鐵住金), 大
村朋彦 (新日鐵住金), 譯田真人 (阪大), 尾方成
信 (阪大)

111 結合秩序変数を用いた液体合金の結晶化解析
中井千晶 (阪大), 譯田真人 (阪大), 尾方成
信 (阪大)

149 多層 CNT/ポリマー複合材料の破壊強度に関
する分子動力学解析
柴田舜 (信州大), 西村正臣 (信州大)

27

2016 年 9 月 6 日版

日本機械学会第 29 回計算力学講演会 (CMD2016)

2016 年 9 月 22〜24 日 名古屋大学

169 軸方向周期境界での最適多層 CNT モデルの作
成および変形シミュレーション

澤越純 (金沢大), 新山友暁 (金沢大), 下川
智嗣 (金沢大)

岸田晃太郎 (信州大), 西村正臣 (信州大)

280 同じ マクロ自由度の粒界群から転位が放出す
る現象におけるミクロ自由度の影響：原子シ
ミュレーションによる検討

174 構造若返り現象による金属ガラス相の高密度・
高秩序化および高エネルギー化の分子動力学
解析

三津島浩平 (金沢大), 新山友暁 (金沢大), 下
川智嗣 (金沢大)

宮崎成正 (阪大), 譯田真人 (阪大), 尾方成
信 (阪大)

284 マグネシウム母材中の溶質原子のための原子
間ポテンシャルの検討
松中大介 (信州大), 木村文彦 (信州大)

175 一般化された Peierls-Nabarro モデルによるア
ルミ転位および転位芯構造解析
森英喜 (産技短大)

285 １次元および２次元ナノ構造体の力学特性に
おけるサイズ効果の検討

177 hcp-Mg におけるき裂発生と進展時の局所格子

柳澤郁弥 (金沢大), 新山友暁 (金沢大), 下

不安定性

川智嗣 (金沢大)

屋代如月 (岐阜大)

300 ジルコニア表面でのカチオン析出と拡散に関
する原子スケール解析
原祥太郎 (千葉工大)

199 局所格子不安定性を用いた bcc-Fe の摩擦メカ
ニズム解明
寺田稜 (岐阜大), 内藤圭史 (岐阜大), 屋代
如月 (岐阜大)

212 α-Fe 結晶および粒界部の微視的応力場におけ
る水素挙動の分子動力学解析

■チュート リアル

古賀悠 (関西大), 齋藤賢一 (関西大), 宅間
正則 (関西大), 高橋可昌 (関西大), 佐藤知広

タイトル 企業研究者向けスパコンチュートリアル
企画 片桐孝洋 (名大)， 荻野正雄 (名大)， 永井

(関西大)

亨 (名大)
講師 片桐孝洋 (名大)， 荻野正雄 (名大)， 永井

249 鉄鋼材料の伸線加工に関する分子動力学シミュ
レーション -ナノスケール表面テクスチャリ

亨 (名大)
内容 名古屋大学スパコンを対象にした，スパコ

ングによる影響仁木貴之 (関西大), 齋藤賢一 (関西大), 宅

ン利用方法，並列プログラミング，ISV アプ

間正則 (関西大), 高橋可昌 (関西大), 佐藤知広

リ利用方法など
日時 2016 年 9 月 22 日（ 木・祝）9:00 12:00
会場 名古屋大学情報基盤センター 1 階可視化室
参加対象 CMD2016 に参加登録する民間機関等

(関西大)
253 局所格子不安定性による bcc-Fe のき裂発生お
よび進展の評価
西川涼一郎 (岐阜大), 内藤圭史 (岐阜大), 屋

の研究者
参加費 無料
定員 8 名
申込方法 電子メールにて企画者連絡先までお申

代如月 (岐阜大)

260 マグネシウム多結晶における塑性変形挙動の
分子動力学解析 −粒界からの転位生成およ

し込み下さい．応募者多数の場合は先着順と

び双晶形成メカニズム−

させて頂きます

倉光航平 (関西大), 齋藤賢一 (関西大), 宅
間正則 (関西大), 高橋可昌 (関西大), 佐藤知広

(関西大)
262 パーライト鋼におけるセメンタイトの非弾性
変形に対する異相界面構造の影響 ー分子動
力学法による検討ー
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■機器展示 （ 五十音順）

ています．ユーザーが独自にモジュールを作成する
ことにより機能を追加することも可能です．なお付

株式会社インサイト

属の無償ビューワー（ 3D AVS Player ）を利用すれ
ば，AVS/Express がないマシンでも，3 次元形状で

ADVENTURE や Salome-meca 等のオープンソー
ス CAE(含統合ソフト Meshman FEM)，HPC 用
CAE プ リポストの自社製品及び受託開発，技術者

可視化結果を再現できます．

教育及び資格取得支援．Meshman ParticlePacking

名古屋大学情報基盤センター

は異なる半径の球を，任意形状の容器に，ランダム
に，指定した比率で，目標充填率を狙って充填する

名古屋大学情報基盤センターは世界最高水準のス

ソフトです．Ver.2 で複合形状を機能追加し，アル

パコンを運用しており，学術研究並びに産学官連携

ゴ リズムも強化しました．

の推進に貢献することを目的に，民間機関を含め，
学内外に幅広く計算資源を提供しています．展示ス
ペースでは，リモートデスクトップによるスパコン

株式会社 HPC テック

遠隔利用のデモを行います．また，スパコン利用申

HPC テックは，数値計算，シミュレーション，機械

請や利用方法，JHPCN や HPCI などの公募型共同

学習などさまざまな計算環境をご提案する企業です．

研究制度など ，様々な相談も受け付けます．

今年度は，新たな製品を販売開始いたします．4 月
から INTEL 新 CPU E5-2600v4 シリーズをはじめ
とし，INTEL 新 Xeon Phi や NVIDIA GPU P100

日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ 株式

を 9 月より販売開始予定です．またネットワーク環

会社

境も INTEL Omni-PATH，Infiniband EDR といっ

NAG HPC チューニングサービスは，現在お客様が
ご利用中の各種科学技術計算プログラム（ Fortran，

た 100Gbps 製品の提供も開始いたしました．計算
機，Cluster など 購入をご検討されてる方は，是非

C/C++などのプログラム）のパフォーマンスやス
ケーラビ リティーの改善，シリアルプ ログラムの
並列化，メニーコアや GPGPU への移植等を NAG

当社ブースにお立ち寄りください．

一般財団法人 高度情報科学技術研究機構（ RIST ）

の技術者が実現，ご 提供するサービ スです．HPC
チューニングだけでなく，プログラムに関する作業

民間企業の研究開発に，スーパーコンピュータ「京」

（ 移植，委託開発，自動微分化等）も可能です．ご

を中核とした，全国の大学・研究機関に設置された

相談は無料です．お気軽にお問い合わせ下さい．

先進的なスーパーコンピュータシステム（ HPCI) を
利用することができます．自社の環境では難しい，
大規模・高精細なシミュレーションを行ってみませ

プログレス・テクノロジーズ株式会社

んか？ブースでは，企業の方が利用できる HPCI シ
ステム，利用するための制度，RIST が行う利用支

私たちは「ものづくり」を行う企業として Abaqus

援の内容，企業の利用事例等をご紹介致します．リ

の販売・コンサルティング・受託解析を行うダッソー・

ンク先：http://www.hpci-office.jp/

システムズ社の認定パートナーです．学術機関向け
に Abaqus ライセンスを販売する現在唯一の販売代
理店であり，これまで提供されていなかった Abaqus

サイバネットシステム株式会社

アカデミックユーザー様向けテクニカルサポート（プ

サイバネットシステムでは，シミュレーション結果，

リペイド チケット制）も行っておりますので，ライ

計測結果の可視化をするソフトウェア AVS/Express

センスとあわせてサポートもご 検討下さい． 商用

を展示致します．AVS/Express では，可視化の様々

のお客様も是非，お立ち寄りください．WEB ペー

な機能はモジュールと呼ばれる部品として提供され

ジ http://www.progresstech.jp/
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プロメテック・ソフト ウェア株式会社

■カタログ展示及び広告掲載

プロメテック・ソフトウェアは，粒子ベースのシミュ

東京工業大学 学術国際情報センター

レーション手法である MPS および DEM の産業応

東京工業大学学術国際情報センターは，理論演算

用に力を入れています．これまで，大学・研究機関に

実行性能 5.7 ペタフロープ スを有するスーパーコ

おけるサイエンスの領域にとどまらず，エンジニア

ンピュータ TSUBAME 2.5 を運用し，学外にもそ

リングツールとして産業界での活用に耐え得るソフ

の豊富な計算資源を提供しています．1,400 ノード，

トウェアを育ててきました．今回は弊社ソフトウェ

16,800CPU コア，4,200GPU 搭載．TSUBAME 2.5

アの産業界における活用事例を中心にご紹介させて

の圧倒的な規模と計算性能をご活用ください．

頂きます．

■広告掲載

リアルコンピューティング株式会社

富士通株式会社

弊社では，これまで居室で大規模並列計算環境を実
現した水冷静音サーバー「 RC Server Calm シリー

富士通では，PC サーバ PRIMERGY をベースにし

ズ 」．より大規模な計算環境のために PC クラス

た x86 クラスタとともに，手軽に HPC をご利用い

ターの高密度・省スペース化を実現した「 RC Shelf

ただけるクラウド サービ スとして「 TC クラウド 」

Server FUYUKI 」など ，ユーザー様の計算環境や
現場のニーズに即した自社開発製品を世に送り出し
てきました．CPU のメニーコア化，GPGPU，Co-

をご 提供しています．HPC ワークロード に適した
クラウド として基本的な要件に加え，60 種以上も
のアプリケーションに対応，さらに，専門家による

Processor など ，計算環境の多様化が進む中，最新

問題解決支援を行う「解析ヘルプデスクサービス」

の技術情報や自社開発製品等をご紹介します．是非，

など ，富士通ならではの様々な機能・サービスでお

弊社ブースまでお立ち寄りください！

客様の CAE 業務をサポートします．
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