
会場A 3階中会議室301A　第1日目　5月31日（火）

OS30-1 粒子法・メッシュフリー法の基礎および関連技術（1）　5月31日（火）　9：30～10：30

　【司会：萩原 世也（佐賀大）】

A-1-1 新しい物理量保持手法を導入した大変形有限要素法によるき裂問題解析
○鈴木 力（東京理科大），魚本 貴之（東京理科大），佐藤 皓明（東京理科大），遊佐 泰紀（東京理科大），岡
田 裕（東京理科大）

A-1-2 グローバルメッシュとローカルメッシュに異なる有限要素を用いる反復型重合メッシュ法解析
○遊佐 泰紀（東京理科大），湯本 洋介（東京理科大），岡田 裕（東京理科大）

A-1-3 メッシュフリー法を用いた曲面を有するシェル構造の座屈解析に関する研究
○谷口 王洋（広島大），田中 智行（広島大），貞本 将太（広島大,富士通）

A-1-4 Peridynamicsを用いた動的応力拡大係数評価に関する研究
○井町 美智也（広島大），田中 智行（広島大）

OS30-2 粒子法・メッシュフリー法の基礎および関連技術（2）　5月31日（火）　10：45～11：45

　【司会：田中 智行（広島大）】

A-2-1 Peridynamicsに関する陰的・陽的両解法の検討
○北風 慎吾（オープンCAE学会）

A-2-2 SPH法への多直線近似弾塑性構成則の適用
○萩原 世也（佐賀大），白濱 智大（佐賀大），甲斐 千尋（佐賀大），武富 紳也（佐賀大），只野 裕一（佐賀
大），田中 智行（広島大）

A-2-3 MPS法による弾性波動解析における吸収境界の提案
○中野 翼（富山大），佐藤 雅弘（富山大）

A-2-4 LS-MPS法と分布点音源法による超音波浮揚液滴の回転に関する解析
○和田 有司（成蹊大），弓削 康平（成蹊大），中村 良平（東京工業大），田中 宏樹（東京工業大），中村 健
太郎（東京工業大）

OS30-3 粒子法・メッシュフリー法の基礎および関連技術（3）　5月31日（火）　13：15～14：45

　【司会：白崎 実（横浜国立大）】

A-3-1 ラグランジュ的手法を用いた相変化を伴う流体の数値シミュレーション
○高畑 和弥（東京大），酒井 幹夫（東京大）

A-3-2 圧力速度同時陰解法を用いた粒子法非圧縮性流体解析手法
○近藤 雅裕（東京大）

A-3-3 自由境界Navier-Stokes方程式の厳密解を構成できる条件から 粒子法 MPS を検討する
○服部 元史（神奈川工科大），越塚 誠一（東京大）

A-3-4 MPS法の表面張力モデルに関する曲率計算とポテンシャル力の改良
○柴田 和也（東京大），山西 雄士（東京大），越塚 誠一（東京大），政家 一誠（プロメテック・ソフトウェア）

A-3-5 ＳＰＨ粒子法による流路拡大部の乱流解析
○一宮 正和（福井大），酒井 譲（横浜国立大）

A-3-6 舞い落ちる多数のイチョウの葉のシミュレーション
○渡辺 勢也（東京工業大），青木 尊之（東京工業大），長谷川 雄太（東京工業大）

OS30-4 粒子法・メッシュフリー法の基礎および関連技術（4）　5月31日（火）　15：00～16：30

　【司会：柴田 和也（東京大）】

A-4-1 Large-scale Debris Flow Simulations using Particle-based Method with Dynamic Load Balance on a GPU
supercomputer
○Satori Tsuzuki（Tokyo Institute of Technology），Takayuki Aoki（Tokyo Institute of Technology）

A-4-2 粒子法による漂流物衝突を考慮した津波避難ビルの安全性評価
○鍋倉 昌博（九州大），浅井 光輝（九州大）

A-4-3 地盤洗掘および浸透による堤防の崩壊予測シミュレーションに向けたSPH-DEMカップリング解析
○原崎 健輔（九州大），浅井 光輝（九州大）

A-4-4 Verification and Validation of the Fluid-Rigid Body Interaction Simulation by the Smoothed Particle
Hydrodynamics Method
○Bodhinanda Chandra（Kyushu University），Mitsuteru Asai（Kyushu University）

A-4-5 A Snow Model for Train Safety Built by MPS Method
○Yu Tao（The University of Tokyo），Seiichi Koshizuka（The University of Tokyo）
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会場A 3階中会議室301A　第2日目　6月1日（水）

OS30-5 粒子法・メッシュフリー法の基礎および関連技術（5）　6月1日（水）　9：00～10：00

　【司会：白崎 実（横浜国立大）】

A-5-1 キャビテーションを伴う直噴インジェクタ流動解析のためのMPS法によるモデル開発
○杉原 祥太（東京大），関根 章裕（東京大），越塚 誠一（東京大），吉村 一樹（日立製作所），石井 英二（日
立製作所）

A-5-2 MPS法を用いたオイルかき上げ現象における数値計算と妥当性確認
○油橋 信宏（丸山製作所），松田 一郎（丸山製作所），越塚 誠一（東京大）

A-5-3 MPS法におけるポリゴン壁面上での液滴の滑落挙動予測
○服部 豪（デンソー），日合 大輔（デンソー），赤池 茂（デンソー），越塚 誠一（東京大）

A-5-4 粒子法を用いた炭素繊維強化熱可塑性プラスチックのプレス成形解析のための繊維追跡手法の開発と可視
化
○福元 駿（東京大），志野 亮作（東京大），越塚 誠一（東京大），林 崇寛（東京大），石川 健（三菱レイヨン）

A-5-5 Material Point Methodを用いた水の流れ－土の変形連成解析法
○肥後 陽介（京都大），松尾 大介（京都大），竹内 智昭（京都大），音田 慎一郎（京都大）

OS8 有限要素の開発と評価・検証　6月1日（水）　10：30～11：45

　【司会：山田 貴博（横浜国立大）】

A-6-1 多相材料の有限要素解析における近傍問題法
○山田 貴博（横浜国立大）

A-6-2 汎用コードによる座屈解析および座屈後解析に関する基礎的検討
○渡邉 浩志（エムエスシーソフトウエア）

A-6-3 C 1
連続要素の考察と、第3境界値問題： ポリゴンメッシュ

○今村 純也（imi計算工学研究室）

A-6-4 Helmholtz分解の離散解析に適した表示形と版の数値計算
○今村 純也（imi計算工学研究室）

A-6-5 Mindlin板タイプのw- Θ 有限要素スキーム
○今村 純也（imi計算工学研究室）

会場A 3階中会議室301A　第3日目　6月2日（木）

OS12-1 流れの計算法（1）　6月2日（木）　13：15～14：45

　【司会：藤間 昌一（茨城大）】

A-7-1 Oseen 型拡散 Peterlin モデルのための安定化 Lagrange-Galerkin スキームの誤差評価
○野津 裕史（早稲田大），田端 正久（早稲田大），Mária Lukáčová-Medvid'ová（University of Mainz），Hana
Mizerová（University of Mainz）

A-7-2 三角形と四角形が混在したメッシュ上での正値性保存有限要素法移流スキーム
○名古屋 靖一郎（アーク情報システム），桐 博英（農業・食品産業技術総合研究機構）

A-7-3 2流体有限要素解析のための離散化ストークス方程式ソルバー
○鈴木 厚（大阪大），大森 克史（富山大）

A-7-4 Adiabatic流体モデルへの安定化有限要素法の適用
○内山 一郎（日本海洋コンサルタント），丸岡 晃（八戸工専），川原 睦人（中央大）

A-7-5 発酵系の熱対流の有限要素解析
○橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）

A-7-6 時間軸中央差分法による流れ場の数値計算
○今村 純也（imi計算工学研究室）

OS12-2 流れの計算法（2）　6月2日（木）　15：00～16：00

　【司会：丸岡 晃（八戸工専）】

A-8-1 大動脈弁の非対称開閉時の弁近傍流れの詳細解析
○寺原 拓哉（早稲田大），滝沢 研二（早稲田大），Tezduyar E. Tayfun（Rice University），佐々木 崇史（早稲
田大）

A-8-2 数値流体解析の簡易的方法への期待
○菊地 厖（数値解析開発）

A-8-3 渦輪の時間発展の有限要素解析
○橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）

A-8-4 離散Helmholtz分解に基づく流れ場の数値計算
○今村 純也（imi計算工学研究室）
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