
会場B 3階中会議室301B　第1日目　5月31日（火）

OS29 シミュレーションの信頼性とV&V　5月31日（火）　9：30～10：30

　【司会：山田 貴博（横浜国立大）】

B-1-1 弾性体の有限要素解析に対する創成解の方法に対する一考察
○山田 貴博（横浜国立大）

B-1-2 ポーラス材料を用いた二足歩行ロボット開発のためのV&V
○加藤 義達（芝浦工業大），木内 大地（芝浦工業大），長谷川 浩志（芝浦工業大）

B-1-3 モータリングエンジン筒内気流サイクル変動計算のＶ＆Ｖ
○沢田 龍作（サワダ技研），小池 竜治（トヨタ自動車），西野 耕一（横浜国立大）

B-1-4 V&Vプロセス実装システムとしてのSimulation Process & Data Managementのしくみと実装例
○工藤 啓治（ダッソー・システムズ）

OS18-1 計算工学におけるフェーズフィールド法とその関連技術の進展（1）　5月31日（火）　10：45～11：45

　【司会：山中 晃徳（東京農工大）】

B-2-1 ポテンシャル関数が異なる二つのphase-field crackモデルの基本特性評価
○奥西 周平（京都工芸繊維大），高木 知弘（京都工芸繊維大）

B-2-2 曲率駆動の無いmulti-phase-fieldトポロジー最適化モデルと特性評価
○高木 知弘（京都工芸繊維大），加藤 準治（東北大）

B-2-3 ニッケル基超合金におけるラフト構造形成シミュレーションと ニューラルネットワークによる感度解析
○河合 大輔（名古屋大），塚田 祐貴（名古屋大,JST），小山 敏幸（名古屋大），村田 純教（名古屋大），近藤
義宏（防衛大）

B-2-4 マルテンサイト変態における組織形成とオーステナイト相の転位のすべり
○塚田 祐貴（名古屋大,JST），原田 拓弥（名古屋工業大），小山 敏幸（名古屋大），村田 純教（名古屋大）

OS18-2 計算工学におけるフェーズフィールド法とその関連技術の進展（2）　5月31日（火）　13：15～14：45

　【司会：塚田 祐貴（名古屋大）】

B-3-1 アンサンブルカルマンフィルタによるフェーズフィールド計算のデータ同化のGPU高速化
○佐々木 健吾（東京農工大），山中 晃徳（東京農工大）

B-3-2 熱力学データベース連携非平衡フェーズフィールドモデルを用いた定比化合物相を含む拡散対反応の解析
○野本 祐春（伊藤忠テクノソリューションズ），松崎 祐樹（伊藤忠テクノソリューションズ），倉田 正輝（日本原
子力研究開発機構）

B-3-3 Phase-field法と格子ボルツマン法による柱状デンドライトの透過率評価法の構築
○坂根 慎治（京都工芸繊維大），高木 知弘（京都工芸繊維大），大野 宗一（北海道大），澁田 靖（東京大），
下川辺 隆史（東京工業大），青木 尊之（東京工業大）

B-3-4 BCC鉄における結晶粒成長のフェーズフィールドクリスタルシミュレーション
○山中 晃徳（東京農工大），Kevin McReynolds（Northwestern University），Peter W. Voorhees
（Northwestern University）

B-3-5 粒界特性の異方性を伴う3次元粒成長の高次multi-phase-fieldシミュレーション
○三好 英輔（京都工芸繊維大），高木 知弘（京都工芸繊維大）

B-3-6 マルチフェーズフィールド法によるミクロ組織予測を中核としたステンレス2相鋼熱間圧延のマルチスケール
解析手法の開発
○大場 一輝（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），森 一樹（伊藤忠テ
クノソリューションズ），山中 晃徳（東京農工大）

OS18-3 計算工学におけるフェーズフィールド法とその関連技術の進展（3）　5月31日（火）　15：00～16：00

　【司会：野本 祐春（伊藤忠テクノソリューションズ）】

B-4-1 界面数理モデルに基づく非予混合燃焼における火炎伝搬機構についての考察
○大島 伸行（北海道大），金 智雲（北海道大）

B-4-2 微小テクスチャ固体表面上混相流体挙動予測への拡散界面モデルの適用について
○高田 尚樹（産業技術総合研究所），松本 壮平（産業技術総合研究所），栗原 一真（産業技術総合研究
所），穂苅 遼平（産業技術総合研究所），松本 純一（産業技術総合研究所）

B-4-3 Phase-Fieldモデルを用いた気液二相流におけるミルククラウンの有限要素解析
○松本 純一（産業技術総合研究所），高田 尚樹（産業技術総合研究所），澤田 有弘（産業技術総合研究
所）

B-4-4 保存形Allen-Cahn方程式に基づいた多相流multi-phase-fieldモデルの構築
○相原 慎太郎（京都工芸繊維大），高木 知弘（京都工芸繊維大），高田 尚樹（産業技術総合研究所）
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会場B 3階中会議室301B　第2日目　6月1日（水）

OS13-1 並列計算技術の進展と応用〜マルチスレッド型計算機の有効活用を目指して〜（1）

　6月1日（水）　9：00～10：15

　【司会：西浦 泰介（海洋研究開発機構）】

B-5-1 長岡技術科学大学におけるGPGPU教育の一試行
○出川 智啓（長岡技術科学大）

B-5-2 C++数式テンプレート変換に基づく有限体積法のための領域特化言語
○伊藤 正勝（宇宙航空研究開発機構），宮島 敬明（宇宙航空研究開発機構），藤田 直行（宇宙航空研究開
発機構）

B-5-3 GPUデバイスメモリを超える計算を可能とするためのステンシル計算フレームワークの拡張とその性能評価
○下川辺 隆史（東京工業大），遠藤 敏夫（東京工業大），青木 尊之（東京工業大）

B-5-4 講演取り下げ

B-5-5 固体の相互干渉を組み入れたGPU上の格子ベース多相流体シミュレーション
○丸山 雅広（山梨大），安藤 英俊（山梨大），鳥山 孝司（山梨大）

OS13-2 並列計算技術の進展と応用〜マルチスレッド型計算機の有効活用を目指して〜（2）　

6月1日（水）　10：30～11：45

　【司会：横田 理央（東京工業大）】

B-6-1 電磁界FDTD法のメニーコアアーキテクチャへの実装とプロファイリング評価
○今井 稜（首都大），鈴木 敬久（首都大），大久保 寛（首都大）

B-6-2 TSUBAME2.5を用いた大規模並列FDTDシミュレーションによる人体ばく露評価
○チャカロタイ ジェドヴィスノプ（情報通信研究機構），和氣 加奈子（情報通信研究機構），鈴木 敬久（首都
大），渡辺 聡一（情報通信研究機構）

B-6-3 GPUを用いた格子ボルツマン法による船舶周りの自由表面流解析
○小野寺 直幸（海上技術安全研究所），大橋 訓英（海上技術安全研究所）

B-6-4 適合格子細分化法を導入した格子ボルツマン法の複数GPU計算
○長谷川 雄太（東京工業大），青木 尊之（東京工業大）

B-6-5 乱流のGPGPUによる格子ボルツマン直接数値解析
○桑田 祐丞（東京理科大），須賀 一彦（大阪府立大）

OS13-3 並列計算技術の進展と応用〜マルチスレッド型計算機の有効活用を目指して〜（3）　

6月1日（水）　13：15～14：45

　【司会：青木 尊之（東京工業大）】

B-7-1 粒子法に対する動的負荷分散性能とその改良
○西浦 泰介（海洋研究開発機構），古市 幹人（海洋研究開発機構），阪口 秀（海洋研究開発機構）

B-7-2 SPH法による津波シミュレーションの解像度依存性
○諏訪 多聞（富士通），風間 正喜（富士通），今村 文彦（東北大），菅原 大助（東北大,ふじのくに地球環境
史ミュージアム），山下 啓（東北大）

B-7-3 DEMにおけるブロック化マルチカラー接触判定法の性能評価
○片桐 孝洋（東京大），竹田 宏（アールフロー），堀端 康善（法政大）

B-7-4 メニーコア型スーパーコンピュータ向けプラズマ粒子シミュレーション高効率実装の検討
○三宅 洋平（神戸大），木倉 佳祐（神戸大），寸村 良樹（神戸大），中島 浩（京都大）

B-7-5 分子動力学シミュレーションのXeon Phiのネイティブ実行・シンメトリック実行向け最適化
○野村 昴太郎（慶應義塾大），堀越 将司（インテル），小林 広和（インテル）

B-7-6 CUDA Offloading for Molecular Dynamics Simulation
○Martinez-Noriega Edgar Josafat（University of Electro-Communications），Tetsu Narumi（University of
Electro-Communications）
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会場B 3階中会議室301B　第3日目　6月2日（木）

OS11-1 非線形構造／固体解析（1）　6月2日（木）　9：00～10：15

　【司会：山田 貴博（横浜国立大）】

B-8-1 下負荷摩擦モデルによる接触摩擦解析
○立石 源治（エムエスシーソフトウエア），橋口 公一（九州大,エムエスシーソフトウエア），石川 勇（エムエス
シーソフトウエア）

B-8-2 動的問題に適用したマクロエレメント法を用いた過剰間隙水圧消散工法の数値シミュレーションの精度検証
○野中 俊宏（名古屋大），山田 正太郎（名古屋大），野田 利弘（名古屋大）

B-8-3 Multiplicative Finite Strain Theory Based on Subloading Surface Model
○Koichi Hashiguchi（MSC Software）

B-8-4 内点法による薄肉構造の大変形接触解析
○生野 達大（東京大），稲垣 和久（東京大），橋本 学（東京大），奥田 洋司（東京大）

B-8-5 ソリッド要素FEMを用いたRC構造物の地震応答解析のためのコンクリート材料の引張挙動のモデル化
○山下 拓三（防災科学技術研究所），大崎 純（京都大），宮村 倫司（日本大）

OS11-2 非線形構造／固体解析（2）　6月2日（木）　10：30～11：45

　【司会：村松 眞由（東北大）】

B-9-1 接触解析による高精度三点曲げシミュレーションに関する研究
○鈴岡 拓也（千葉工業大），中島 慧亮（千葉工業大），秋田 剛（千葉工業大）

B-9-2 非線形CAE協会における 汎用コードへの有限変形粘弾性構成式組込み
○井上 友景（アイシン・エィ・ダブリュ工業），寺嶋 隆史（明治ゴム化成），吉田 純司（山梨大）

B-9-3 Euler型拡張有限要素法による固体接触解析手法
○西口 浩司（理化学研究所），岡澤 重信（山梨大）

B-9-4 3次スプライン降伏関数の板成形シミュレーションへの適用
○天石 敏郎（ＪＳＯＬ），蔦森 秀夫（大同大），松井 洋平（大同大）

B-9-5 F-barES-FEM四面体要素による圧力振動フリー弾塑性大変形解析
○大西 有希（東京工業大），飯田 稜也（東京工業大），天谷 賢治（東京工業大）

OS11-3 非線形構造／固体解析（3）　6月2日（木）　13：15～14：45

　【司会：大西 有希（東京工業大）】

B-10-1 微圧縮性材料の動解析における種々の四面体平滑化有限要素法の安定性評価
○飯田 稜也（東京工業大），大西 有希（東京工業大），天谷 賢治（東京工業大）

B-10-2 ゲルの粘弾性試験とその材料構成則の検討
○石川 清貴（琉球大），田中 興（琉球大），藤川 正毅（琉球大），真壁 朝敏（琉球大）

B-10-3 超弾性粘弾塑性ダメージ材料モデルの構造部材載荷実験による材料定数同定
○生出 佳（メカニカルデザイン），吉田 純司（山梨大），小林 卓哉（メカニカルデザイン）

B-10-4 ガラス・ゴム領域における非晶性樹脂のレオロジーモデルに基づく材料構成則
○松原 成志朗（東北大），寺田 賢二郎（東北大），西脇 武志（名古屋市工業研究所），住山 琢哉（東洋紡），
古市 謙次（東洋紡），野々村 千里（東洋紡），生出 佳（メカニカルデザイン），小林 卓哉（メカニカルデザイン）

B-10-5 STENTのDog-Boning緩和対策と最適化
○吉田 史郎（湘南技術開発）

B-10-6 熱可塑性樹脂およびゴム製緩衝材のエネルギー吸収性能評価
○岸 正泰（東北大），松原 成志朗（東北大），村松 眞由（東北大），寺田 賢二郎（東北大）

OS11-4 非線形構造／固体解析（4）　6月2日（木）　15：00～16：00

　【司会：岡澤 重信（山梨大）】

B-11-1 板厚変化を考慮したシェル要素の弾塑性問題への適用
○山本 剛大（横浜国立大），山田 貴博（横浜国立大），松井 和己（横浜国立大）

B-11-2 自己治癒材料の計測三次元画像ベース有限要素解析
○渡邊 育夢（物質・材料研究機構），長田 俊郎（物質・材料研究機構），鴨田 紀一（横浜国立大），Bidhar
Sujit（物質・材料研究機構）

B-11-3 周期層の有限要素表面波透過解析
阿部 和久（新潟大），○山谷 啓晃（新潟大），紅露 一寛（新潟大）

B-11-4 講演移動
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