
会場D 3階中会議室302B　第1日目　5月31日（火）

OS24-1 き裂・き裂進展解析や構造健全性評価に関する数値解析（1）　5月31日（火）　9：30～10：30

　【司会：岡田 裕（東京理科大）】

D-1-1 三角形二次要素を用いたXFEMによる二次元き裂解析
○長嶋 利夫（上智大），澤田 昌孝（電力中央研究所）

D-1-2 CFRP積層板の損傷進展解析における計算条件に関する検討
○宮脇 雄大（上智大），長嶋 利夫（上智大）

D-1-3 準三次元XFEMを用いた動的陽解法による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）

D-1-4 X-FEMを用いた複合材料積層板の損傷進展および破壊に関する数値シミュレーション
○樋口 諒（東北大），岡部 朋永（東北大），長嶋 利夫（上智大）

OS24-2 き裂・き裂進展解析や構造健全性評価に関する数値解析（2）　5月31日（火）　10：45～11：45

　【司会：和田 義孝（近畿大）】

D-2-1 三次元き裂解析における内製XFEMコードの精度評価
○高濵 菜摘（上智大），長嶋 利夫（上智大）

D-2-2 X-FEMを用いた曲面形状表面き裂の進展解析
○前田 研吾（広島大,日新製鋼），田中 智行（広島大），竹井 隆朗（広島大）

D-2-3 Joukowski写像を用いた静磁場XFEM解析による微小欠陥モデルの精度検討
○中住 昭吾（産業技術総合研究所）

D-2-4 ボイドを含む焼結金属歯車の有限要素メッシュ生成の半自動化
○杉本 振一郎（諏訪東京理科大），千坂 航輝（諏訪東京理科大），河合 浩志（諏訪東京理科大），竹増 光
家（諏訪東京理科大）

OS24-3 き裂・き裂進展解析や構造健全性評価に関する数値解析（3）　5月31日（火）　13：15～14：30

　【司会：河合 浩志（諏訪東京理科大）】

D-3-1 Peridynamicsを用いた予亀裂を有する大型配管のき裂進展解析
○熊谷 知久（電力中央研究所）

D-3-2 SPH法を用いた複合材料構造部材の軸圧縮応答解析
○夏井 翔平（東北大），樋口 諒（東北大），岡部 朋永（東北大），矢代 茂樹（静岡大）

D-3-3 数値解析による混合モード作用下疲労き裂成長の応力拡大係数評価
○髙橋 明生（神戸大），藤本 岳洋（神戸大）

D-3-4 き裂進展経路予測理論によるぜい性材破壊挙動の評価
○三石 学（神戸大），藤本 岳洋（神戸大）

D-3-5 時系列マルチスケール手法を用いた低サイクル疲労解析の高速化
○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）

OS24-4 き裂・き裂進展解析や構造健全性評価に関する数値解析（4）　5月31日（火）　15：00～16：15

　【司会：藤本 岳洋（神戸大）】

D-4-1 傾斜破壊を考慮した弾塑性き裂進展解析
○和田 義孝（近畿大）

D-4-2 配管継手溶接部内表面き裂のSCCき裂進展解析(複数き裂の進展及び合体)
○大野 雅広（東京理科大），能瀬 雅広（東京理科大），大内 健央（東京理科大），吉田 健吾（東京理科大），
岡田 裕（東京理科大），遊佐 泰紀（東京理科大）

D-4-3 J積分を用いた十字引張試験片の破壊モードの予測解析
○石坂 達郎（東京理科大），岡田 裕（東京理科大），千葉 晃司（日産自動車），村川 英一（大阪大），芹澤
久（大阪大），柴原 正和（大阪府立大），田中 智之（広島大）

D-4-4 延性破壊を考慮した結合力モデルとその結合力を埋め込んだ損傷構成則
○新宅 勇一（筑波大），寺田 賢二郎（東北大），堤 成一郎（大阪大）

D-4-5 重合メッシュ法を用いた表面近傍における疲労き裂進展解析
○鈴木 彩香（東京理科大），高橋 昭如（東京理科大），菊池 正紀（東京理科大）
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会場D 3階中会議室302B　第2日目　6月1日（水）

OS24-5 き裂・き裂進展解析や構造健全性評価に関する数値解析（5）　6月1日（水）　9：00～10：00

　【司会：長嶋 利夫（上智大）】

D-5-1 自動車用接着剤のモード混合実験と解析 その1:実験
○前田 隆世（メカニカルデザイン），小川 賢介（メカニカルデザイン），小林 卓哉（メカニカルデザイン），古沢
透流（本田技術研究所），高田 賢治（本田技術研究所），大宮 正毅（慶應義塾大）

D-5-2 自動車用接着剤のモード混合実験と解析 その2:解析
○小川 賢介（メカニカルデザイン），前田 隆世（メカニカルデザイン），小林 卓哉（メカニカルデザイン），古沢
透流（本田技術研究所），高田 賢治（本田技術研究所），大宮 正毅（慶應義塾大）

D-5-3 自己治癒セラミックス複合材における損傷-治癒挙動の有限要素解析
○尾崎 伸吾（横浜国立大），長田 俊郎（物資・材料研究機構）

D-5-4 下負荷面モデルを用いたき裂進展解析
○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）

OS27 自動車CAE　6月1日（水）　10：30～11：45

　【司会：岡澤 重信（山梨大）】

D-6-1 軽量化とCAE
○川上 竜太（エムエスシーソフトウェア）

D-6-2 数値解析による脈動流を伴うターボチャージャータービンの性能評価
○乙黒 雄斗（早稲田大），滝沢 研二（早稲田大），テズドゥヤー タイフン（Rice University），望月 寛己（早稲
田大）

D-6-3 Tire Flow Analysis with Actual Tire Geometry, Tire Deformation and Road Contact
○倉石 孝（早稲田大），滝沢 研二（早稲田大），浅田 奨平（早稲田大），テズドゥヤー タイフン（Rice
University）

D-6-4 Dirty CAD形状を意識した自動車空力シミュレーション手法開発
○大西 慶治（理化学研究所），坪倉 誠（理化学研究所,神戸大）

D-6-5 An immersed boundary framework for large scale simulations with moving structures
○Rahul Bale（RIKEN），Niclas Jansson（RIKEN），Keiji Onishi（RIKEN），Makoto Tsubokura（RIKEN,Kobe
University）

OS10 境界要素法／高速境界要素法【日本計算数理工学会との共同企画】　6月1日（水）　13：15～14：45

　【司会：松本 敏郎（名古屋大）】

D-7-1 2次元Helmholtz方程式に対する周期アイソジオメトリック境界要素法の開発と高速多重極法による高速化
○角谷 将基（名古屋大），榛葉 祐太（名古屋大），高橋 徹（名古屋大），飯盛 浩司（名古屋大），松本 敏郎
（名古屋大）

D-7-2 異方性飽和多孔質弾性体と等方弾性体の動的連成解析のための周波数領域境界要素法
○古川 陽（東京工業大），斎藤 隆泰（群馬大），廣瀬 壮一（東京工業大）

D-7-3 2次元波動伝搬問題に対する演算子積分時間領域境界要素法・イメージベース有限要素法結合解法の開発
○市川 諒（群馬大），稲垣 祐生（群馬大），斎藤 隆泰（群馬大）

D-7-4 鐘の振動と音響に関する時間域波動解析
○柳沢 かおり（京都大），吉川 仁（京都大）

D-7-5 Transmission問題の共鳴周波数計算に対する新しい境界積分方程式の定式化について
○三澤 亮太（京都大），新納 和樹（京都大），西村 直志（京都大）

D-7-6 3次元Helmholtz方程式の周期境界値問題におけるSS法と境界要素法を用いた固有値解析
○山本 貴也（京都大），新納 和樹（京都大），西村 直志（京都大）
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会場D 3階中会議室302B　第3日目　6月2日（木）

OS17 数理科学的手法と有限要素法の組み合わせによるハイブリッドマルチフィジクス解析　

6月2日（木）　9：00～10：15

　【司会：米 大海（計測エンジニアリングシステム）】

D-8-1 生物系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）

D-8-2 Optimization of Electrochemistry System with FEM
○Dahai Mi（Keisoku Engineering System），Masanori Hashiguchi（Keisoku Engineering System）

D-8-3 外次元を利用した有限要素解析
○橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）

D-8-4 講演取り下げ

D-8-5 半導体の3次非線形感受率テンソル測定と2光子吸収シミュレーション
○坂東 弘之（千葉大），李 修平（千葉大），諸岡 明徳（千葉大），大石 真樹（千葉大），松末 俊夫（千葉大）

OS1-1 先進並列シミュレーション（1）　6月2日（木）　10：30～11：45

　【司会：塩谷 隆二（東洋大）】

D-9-1 階層型領域分割法での移動体の効率的な解析
○杉本 振一郎（諏訪東京理科大）

D-9-2 マルチエージェント型交通流シミュレータの並列化と性能評価
○白崎 旬（東京大），内田 英明（東京大），藤井 秀樹（東京大），山田 知典（東京大），吉村 忍（東京大）

D-9-3 A GPU implementation for high performance stencil calculations on an adaptively refined mesh
○Anna Brown（Tokyo Institute of Technology），Takashi Shimokawabe（Tokyo Institute of Technology），
Aoki Takayuki（Tokyo Institute of Technology）

D-9-4 京コンピュータにおける量子シミュレーションを用いた有機デバイス材料研究
○星 健夫（鳥取大），井町 宏人（鳥取大），梶 貴美（鳥取大），安部 友樹也（鳥取大）

D-9-5 Dissection : A parallel direct solver in multi-core environment for sparse matrices by finite elements
○Atsushi Suzuki（Osaka University），François-Xavier Roux（LJLL, UPMC (Paris 6)）

OS1-2 先進並列シミュレーション（2）　6月2日（木）　13：15～14：45

　【司会：橋本 学（東京大）】

D-10-1 機械学習を用いたIsogeometric局所接触探索
○大石 篤哉（徳島大），加藤 正大（徳島大），山本 健斗（徳島大）

D-10-2 ppOpen-HPCと大規模シミュレーション
○中島 研吾（東京大,科学技術振興機構）

D-10-3 メニーコア・コプロセッサを用いたパイプライン共役勾配法の性能評価
○森田 直樹（東京大），初谷 怜慈（東京大），橋本 学（東京大），奥田 洋司（東京大）

D-10-4 ソリッド要素でモデル化された骨組構造モデルに対する梁要素を用いたマルチグリッド法の開発
○宮村 倫司（日本大）

D-10-5 領域分割法における反復法に基づくローカルソルバーの性能評価
○河合 浩志（諏訪東京理科大），荻野 正雄（名古屋大），塩谷 隆二（東洋大），山田 知典（東京大），吉村
忍（東京大）

D-10-6 「京」を用いたADVENTURE_Thermalによる大規模熱伝導解析
○鄭 宏杰（東洋大），塩谷 隆二（東洋大），Mukaddes Abul Mukid Mohammad（Shahjalal University of
Science and Technology）
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OS1-3 先進並列シミュレーション（3）　6月2日（木）　15：00～16：30

　【司会：中島 研吾（東京大）】

D-11-1 大規模並列可視化システムHIVEの開発
○小野 謙二（理化学研究所），野中 丈士（理化学研究所），藤田 将洋（Light Transport Entertainment），奥
健太郎（イマジカデジタルスケープ），川鍋 友宏（東京大）

D-11-2 高精細可視化ライブラリLexADV_VSCGのビューア対応機能の実装
○和田 義孝（近畿大），荻野 正雄（名古屋大），室谷 浩平（東京大），河合 浩志（諏訪東京理科大），塩谷
隆二（東洋大）

D-11-3 高精細可視化処理時における並列Zバッファ画像合成の効率化に関する検討
○荻野 正雄（名古屋大），矢田 一馬（名古屋大）

D-11-4 Performance evaluation of compression technique JHPCN-DF for large-scale structural analysis
○Masao Ogino（Nagoya University），Lijun Liu（Nagoya University）

D-11-5 領域分割型反復解法による並列疎行列ベクトル積の性能評価
○劉 麗君（名古屋大），荻野 正雄（名古屋大），李 雅坤（名古屋大）

D-11-6 大規模解析のための多階層領域分割法によるデータ圧縮効果
○淀 薫（インサイト），塩谷 隆二（東洋大），荻野 正雄（名古屋大）
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