
可視化情報全国講演会（姫路 2012） 
 
開 催 日 ： ２０１２年１０月４日（木）～５日（金） 
場   所 ： 姫路商工会議所（地図は http://www.himeji-cci.or.jp/guidemap.php をご覧ください．） 

〒670-8505 兵庫県姫路市下寺町 43 
参 加 費 ： 〔事前登録〕 

会員・協賛学協会員（および論文投稿者）10,000 円，非会員 12,000 円，学生 5,000 円 

〔当日登録〕 

会員・協賛学協会員（および論文投稿者）12,000 円，非会員 14,000 円，学生 6,000 円 

講演論文集 ： 会員・協賛学協会員 5,000 円，非会員 6,000 円（名誉・シニア会員無料） 

懇 親 会 ： 懇親会は，講演会の会場内（２Ｆ大ホール）で開催いたします． 
講演会参加登録者は無料にてご招待いたします． 

 
第１日 10 月 4 日（木） 

A 室（601 会議室） B 室（602 会議室） C 室（603 会議室） D 室（503 会議室） E 室（502 会議室） 
9:30～10:50 
一般講演 Ⅰ 

9:30～10:50 
PIV/LIF Ⅰ 

9:50～10:50 
流体機械に関連した流

れの可視化・計測 Ⅰ 

9:30～10:50 
トライボロジーの可

視化 Ⅰ 

9:30～10:50 
生体・生物における可

視化 Ⅰ 

11:00～12:20 
機器内部の熱流動に

関する可視化 

11:00～12:20 
PIV/LIF Ⅱ 

11:00～12:00 
流体機械に関連した流

れの可視化・計測 Ⅱ 

11:00～12:00 
トライボロジーの可

視化 Ⅱ 

11:00～12:20 
生体・生物における可

視化 Ⅱ 

12:20～13:30 昼休み 

13:30～14:50 
一般講演 Ⅱ 

13:50～14:50 
PIV/LIF Ⅲ 

13:30～14:50 
渦・はく離・後流の可

視化 Ⅰ 

13:30～14:50 
一般講演 Ⅲ 

13:30～14:50 
生体・生物における可

視化 Ⅲ 

15:00～16:20 
一般講演 Ⅳ 

15:00～16:20 
混相流 Ⅰ 

15:00～16:20 
渦・はく離・後流の可

視化 Ⅱ 

15:00～16:20 
一般講演 Ⅴ 

15:00～16:00 
サイエンティフィッ

クアート＆スポーツ 

16:30～17:00 技術情報セッション（501 ホール） 

17:00～18:00 特別講演（501 ホール） 
「姫路城の歴史と保存修理事業」 和田達也 氏（姫路市城周辺整備室 姫路城管理事務所長） 

18:30～20:30 懇親会（2F 大ホール） 

 
第２日 10 月 5 日（金） 

A 室（601 会議室） B 室（602 会議室） C 室（603 会議室） D 室（503 会議室） E 室（502 会議室） 
9:30～10:50 
一般講演 Ⅵ 

9:30～10:50 
混相流 Ⅱ 

9:30～10:50 
渦・はく離・後流の可

視化 Ⅲ 

9:30～10:50 
一般講演 Ⅶ 

9:30～10:50 
音・振動の可視化 Ⅰ

11:00～12:40 
一般講演 Ⅷ 

11:00～12:20 
混相流 Ⅲ 

11:00～12:20 
渦・はく離・後流の可

視化 Ⅳ 

11:00～12:40 
一般講演 Ⅸ 

11:00～12:20 
音・振動の可視化 ⅡI

12:40～13:30 昼休み 
 13:30～14:30 

混相流 Ⅳ 
13:30～14:50 
渦・はく離・後流の可

視化 Ⅴ 

13:30～14:50 
一般講演 Ⅹ 

13:30～14:50 
音・振動の可視化 Ⅲ

    15:00～16:00 
音・振動の可視化 Ⅳ





第１日目 10 月４日（木） 

［Ａ室］ 

9:30－10:50  GS-1「一般講演 Ⅰ」 座長：熊丸 博滋（兵庫県立大） 

A101 キーワードの可視化分析による福島事故記録の評価 
徳力 晴香，橋本 康弘，岡本 孝司（東京大） 

A102 Twitter データを用いた人々の関心の時系列解析と可視化 
本郷 寛，橋本 康弘，岡本 孝司（東京大） 

A103 微小磁気ディスクにおける渦コアの電気的スイッチングのリアルタイム可視化 
清水 陽介，仲谷 栄伸，成見 哲（電気通信大） 

A104 グレースケールの有用性:簡便な作成方法による色覚異常に配慮したグラフの見やすさに関す

る意識変化の検証方法について 
持元 江津子，坂本 尚久，小山田 耕二（京都大） 

 
11:00－12:20  OS3「機器内部の熱流動に関する可視化」 座長：畠山 友行（富山県立大） 

A105 汚泥の減圧浮上濃縮装置への適用を想定した水－蒸気エジェクタの性能試験 
浅田 浩貴，田和 尚泰，伊藤 和宏（兵庫県立大），澤井 正和（テクノプラン），熊丸 博滋，

下權谷 祐児（兵庫県立大） 
A106 矩形断面流路のオフセットフィン内の流れの数値解析 

岩渕 貴之，本田 逸郎，河南 治（兵庫県立大） 
A107 凹面あるいは凸面を有する二物体間の接触熱抵抗（接触部近傍の温度および熱流場の可視化） 

富村 寿夫，川野 健太，小糸 康志（熊本大） 
A108 半導体内部発熱と電子・フォノン散乱緩和時間の関係 

畠山 友行，木伏 理沙子，石塚 勝（富山県立大） 
 
13:30－14:50  GS-2「一般講演 Ⅱ」 座長：山本 恭史（関西大） 

A109 物体の自由界面突入時の可視化観察と数値シミュレーション 
文沢 元雄，武間 伊佐久，齋藤 嘉治（湘南工科大） 

A110 対向置換流の可視化と数値シミュレーション 
田中 賢，武間 伊佐久，文沢 元雄（湘南工科大），大川 修平（三和工機） 

A111 自動車用ラジエータ通過風速の解析 
原 潤一郎，岩崎 充，回谷 雄一（カルソニックカンセイ） 

A112 快適性向上のための車室内数値計算モデル解析 
三野宮 和平，平原 裕行，中村 匡徳（埼玉大），小暮 正幸（カルソニックカンセイ）， 
川村 岳晴，細矢 克美（カルソニックカンセイエンジニアリング） 

 
15:00－16:20  GS-4「一般講演 Ⅳ」 座長：文沢 元雄（湘南工科大） 

A113 レインボーシュリーレン法を用いた不足膨張音速噴流の可視化 
小西 敬三，中島 涼太，小野 大輔，宮里 義昭（北九州市立大） 

A114 初期領域における円形壁面噴流の可視化実験 
井上 吉弘，北野 裕大，澤 貴行（岐阜大） 
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A115 三次元壁面噴流の大規模流れ構造に関する研究 
井上 吉弘，川瀬 貴章（岐阜大），矢野 治久（大同大） 

A116 複合旋回噴流の流動特性に及ぼすノズル径の影響 
高木 裕介，福原 稔，片野田 洋，川田 敬介（鹿児島大） 

 
［Ｂ室］ 

9:30－10:50  OS7「PIV/LIF Ⅰ」 座長：池田 耕（茨城高専） 
B101 PIV を利用したステレオカメラによる風景画像の立体認識 

村井 祐一，湯本 健明，武島 幸太郎，大石 義彦，田坂 裕司（北海道大），武田 靖（チュー

リッヒ工科大） 
B102 トモグラフィ法による 3 次元 PTV の精度に関する検討 

近江 和生，Basanta JOSHI（大阪産業大） 
B103 単一のカラーカメラを用いた二色 LIF 法によるスカラー計測手法について 

水田 敬，唐仁原 孝史（鹿児島大），島田 直樹（住友化学），筒井 俊雄（鹿児島大） 
B104 凝縮水滴を用いた PIV による超音速境界層計測 

小池 俊輔，徳川 直子，加藤 裕之（宇宙航空研究開発機構），鈴木 幸一（ISE），石川 敬掲

(三向ソフトウェア），高橋 秀明（コスモテック） 
 
11:00－12:20  OS7「PIV/LIF Ⅱ」 座長：染矢 聡（産業技術総合研究所） 

B105 乱流噴流予混合火炎における高繰り返し CH/OH PLIF 同時計測 
志村 祐康，城地 文音，中 吉嗣，店橋 護，宮内 敏雄（東京工業大） 

B106 感圧・感温ドット配列センサの開発 
亀谷 知宏，松田 佑（名古屋大），江上 泰広（愛知工業大），山口 浩樹，新美 智秀（名古

屋大） 
B107 酸素感応色素分子を用いた溶存酸素濃度計測 

松田 佑，丸山 央峰，長島 史裕（名古屋大），江上 泰広（愛知工業大），山口 浩樹，新井 史人，

新美 智秀（名古屋大） 
B108 レーザー誘起蛍光法による VOC の拡散状況の可視化 

田村 翔，天谷 賢児（群馬大），黒木 唯文（パナソニック） 
 
13:50－14:50  OS7「PIV/LIF Ⅲ」 座長：西尾 茂（神戸大） 

B109 デジタルホログラフィック顕微鏡による時系列マイクロ 3D3CPTV 
松尾 司（ウシオ電機），木下 晴之（東大生研），安木 政史（西華産業），大石 正道，大島 まり，

藤井 輝夫（東大生研），本 篤志（ウシオ電機） 
B110 粒子密度によるステレオ DHPIV の位置精度に関する研究 

木本 琢也，今村 俊介，池田 耕（茨城高専） 
B111 円偏光位相シフトを用いた干渉縞位相計測による PIV サブピクセル推定 

藤井 卓郎，池田 耕（茨城高専） 
 
 

― 2 ―



15:00－16:20  OS6「混相流 Ⅰ」 座長：武居 昌宏（千葉大） 

B112 基調講演 微粒子分散系の集団的挙動と個別的挙動 
原田 周作（北海道大） 

B113 レーザーによる液滴駆動のための数値シミュレーションによる影響評価  
― 濡れ性とマランゴニ効果について ― 
山本 恭史，安岡 卓哉，植村 知正（関西大） 

B114 地下空間充填ペーストのレオロジー特性に関する数値解析 
斉藤 弘樹，原田 周作（北海道大） 

 
［Ｃ室］ 

9:50－10:50  OS4「流体機械に関連した流れの可視化・計測 Ⅰ」 座長：船﨑 健一（岩手大） 

C101 水没式複合型曝気循環装置の浅層循環効果に関する実地調査実験 
― 水温躍層破壊過程の可視化 ― 
須山 史昭（大阪電気通信大），岩松 裕二（水資源機構），中田 亮生（大阪電気通信大）， 
佐藤 友宣（水資源機構），山岸 真孝，細木 佑索（丸島アクアシステム） 

C102 水没式複合型曝気循環装置の浅層循環効果に関する実地調査実験  
― 水温躍層における流れの可視化 ― 
岩松 裕二（水資源機構），須山 史昭，中田 亮生（大阪電気通信大），佐藤 友宣（水資源機構），

山岸 真孝，細木 佑索（丸島アクアシシテム） 
C103 周期的曲がり管による流体混合に関する研究 

山村 紗世，本田 逸郎，河南 治（兵庫県立大） 
 
11:00－12:00  OS4「流体機械に関連した流れの可視化・計測 Ⅱ」 座長：古川 雅人（九州大） 

C104 航空エンジン用低圧タービン翼における境界層乱流遷移現象の可視化 
谷口 英夫，船崎 健一，斎藤 拓，中洞 秀明（岩手大） 

C105 遠心送風機の逆解析設計およびその評価 
黒岩 貴裕（西芝電機），須方 勝義，本田 逸郎（兵庫県立大） 

C106 狭隘環境下にある小型ファンまわりの流れの可視化 
船﨑 健一，谷口 英夫，千葉 皓太（岩手大） 

 
13:30－14:50  OS2「渦・はく離・後流の可視化 Ⅰ」 座長：村松 旦典（日本大） 

C107 Quad-Plane Stereoscopic PIV による乱流コヒーレント微細構造の可視化 
富田 健一，志村 祐康，中 吉嗣，福島 直哉，店橋 護，宮内 敏雄（東京工業大） 

C108 複数の Synthetic Jet を直列に配置した場合の渦の干渉過程 
居合 徹，岩渕 健二，元祐 昌廣，本阿弥 眞治（東京理科大） 

C109 二柱体からの相互干渉渦流れの可視化観測 
横井 嘉文（防衛大），小松 博也，濵田 証示，齊藤 陸，ルンサック スリソントロンジリ（防

衛大本科） 
C110 正方形配置された円形衝突噴流群による流れの干渉構造 

市川 賀康，山根 喜三郎，元祐 昌廣，本阿弥 眞治（東理大） 
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15:00－16:20  OS2「渦・はく離・後流の可視化 Ⅱ」 座長：山田 英巳（大分大） 

C111 励起された長方形噴流中の渦構造 
筒井 恵美，田淵 真之介，飯尾 昭一郎（信州大） 

C112 シンセティックジェットによる衝突噴流の能動制御に関する研究 
末永 晃一，元祐 昌廣，本阿彌 眞治（東京理科大） 

C113 プラズマアクチュエータによる翼の前縁はく離制御に関する研究 
國枝 享仁，小里 泰章，菊地 聡，今尾 茂樹（岐阜大） 

C114 パルス変調を用いた SDBD プラズマアクチュエータが誘起する渦流れの可視化 
柳田 祥之，村松 旦典，大竹 智久（日本大），本橋 龍郎（日本大理工） 

 
［Ｄ室］ 

9:30－10:50  OS9「トライボロジーの可視化 Ⅰ」 座長：安藤 昌尚（島津製作所） 

D101 三次元離散要素法による凝着摩耗のシミュレーション 
伊藤 教貴，阿保 政義，格内 敏，比嘉 昌（兵庫県立大） 

D102 離散要素法(DEM)を用いた単一固体粒子の衝突による金属表面損傷 
小林 正樹（兵庫県立大），岩井 善朗（福井大），格内 敏，比嘉 昌，阿保 政義（兵庫県立大） 

D103 小口径ジャーナル軸受におけるキャビテーションの可視化と安定性 
森下 裕貴，望月 貴之，落合 成行，橋本 巨（東海大） 

D104 傾斜した給気孔を有する超高速慣性気体軸受の数値的性能評価 
中野 紗百合，伊勢 智彦（兵庫県立大），遠藤 由宇生（JEOL RESONANCE），浅見 敏彦 
(兵庫県立大） 

 
11:00－12:00  OS9「トライボロジーの可視化 Ⅱ」 座長：阿保 政義（兵庫県立大） 

D105 大負荷回転軸用の自成絞り非対称給気式静圧ジャーナル気体軸受の開発 
糸雅 貴章，伊勢 智彦，浅見 敏彦（兵庫県立大） 

D106 フォイル気体軸受の負荷容量におよぼす可撓性の影響 
安藤 昌尚（島津製作所） 

D107 小形高速回転機械用の円錐形静圧気体軸受の開発 
有田 直之，伊勢 智彦，浅見 敏彦（兵庫県立大），前田 正（前田精密製作所） 

 
13:30－14:50  GS-3「一般講演 Ⅲ」 座長：松本 亮介（関西大） 

D108 陽極酸化皮膜型感圧塗料の周波数応答性評価 
林 竜徳，石川 仁（東京理科大），坂上 博隆（宇宙航空研究開発機構） 

D109 無機 EL を用いた PSP 一体型励起光システムの開発 
飯島 由美，坂上 博隆（宇宙航空研究開発機構） 

D110 粒子ベースレンダリングによるプラズマ衝突現象の可視化 
山本 剛史，高岸 寛法，長谷川 恭子，仲田 晋（立命館大），田中 和夫（大阪大），田中 覚
(立命館大） 

D111 空気抵抗要因可視化による空力設計情報の抽出 
秋元 麗，山崎 渉（長岡技術科学大） 
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15:00－16:20  GS-5「一般講演 Ⅴ」 座長：伊勢 智彦（兵庫県立大） 

D112 高速度並列位相シフトディジタルホログラフィを用いた高速透明物体の動的位相分布の定量

的可視化 
米坂 綾甫，角江 崇，田原 樹，粟辻 安浩，西尾 謙三，裏 升吾（京都工芸繊維大）， 
久保田 敏弘（久保田ホログラム工房），的場 修（神戸大） 

D113 回転体振動計測に及ぼすデローテータ設定精度の影響 
井上 健太郎，村田 滋，田中 洋介（京都工芸繊維大） 

D114 断面積が変化する管内のショックレス有限振幅定在波の可視化 
李 吉勇，平原 裕行，中村 匡徳（埼玉大） 

D115 マウスを用いた動的重心移動解析と効率的運動の研究 
川崎 朋実，長谷川 克也（宇宙航空研究開発機構） 

 
［Ｅ室］ 

9:30－10:50  OS8「生体・生物における可視化 Ⅰ」 座長：長谷川 克也（宇宙航空研究開発機構） 
E101 蝶の滑空特性 

北島 綾香，窪田 佳寛，菊地 謙次，望月 修（東洋大） 
E102 蚊の羽ばたき飛行のメカニズム解明のための拡大膜翼モデル実験  

― 膜翼モデルの変形と周りの流れ場の可視化 ― 
吉田 直之，細野 真司（関西大），加瀬 篤志（関西大先端機構），田地川 勉，板東 潔（関

西大），大場 謙吉（関西大先端機構） 
E103 羽ばたき飛行における羽根の弾性率の影響 

守殿 一善，本田 逸郎，河南 治（兵庫県立大） 
E104 飛翔する蝶の後方の渦構造とその生成過程 

川原 卓也，渕脇 正樹，田中 和博（九州工業大） 
 
11:00－12:20  OS8「生体・生物における可視化 Ⅱ」 座長：渕脇 正樹（九州工業大） 

E105 生体を模擬したハイドロゲル壁面近傍における流れの数値シミュレーション 
横山 真男（明星大），菊地 謙次，窪田 佳寛，望月 修（東洋大） 

E106 国際宇宙ステーション用蛍光観察カメラの研究開発 
長谷川 克也，川崎 朋実（宇宙航空研究開発機構） 

E107 流れ中における藻類の走光性運動の 3 次元 PTV 計測 
前田 竜幸，石川 拓司，上野 裕則，沼山 恵子，今井 陽介，山口 隆美（東北大） 

E108 共焦点顕微鏡を用いた気管内腔の流動解析 
清田 浩毅，上野 裕則，石川 拓司，沼山 恵子，今井 陽介，山口 隆美（東北大） 

 
13:30－14:50  OS8「生体・生物における可視化 Ⅲ」 座長：横山 真男（明星大） 

E109 流路内に置かれた物体の下流を泳ぐ金魚の遊泳速度場の観察 
中川 武，西村 政彦，伊藤 和宏，本田 逸郎，熊丸 博滋，下權谷 祐児（兵庫県立大） 

E110 自律推進する魚モデルの三次元流れ解析 
村上 大樹，本田 逸郎，河南 治（兵庫県立大） 
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E111 流入条件の違いが脳動脈瘤形成部位における血行力学的負荷に及ぼす影響 
里 啓太郎，下權谷 祐児，熊丸 博滋，伊藤 和宏（兵庫県立大） 

E112 仮想流束法による大動脈弁まわり流れの力学的評価 
福井 智宏，森西 晃嗣（京都工芸繊維大） 

 
15:00－16:00  OS1「サイエンティフィックアート＆スポーツ」 座長：伊藤 慎一郎（工学院大） 
E113 『源氏物語』と“The Tale of Genji”のストーリー可視化：日英翻訳テクストの可視化比較について 

山田 美幸（北海道大），熊谷 一郎（明星大），村井 祐一（北海道大） 
E114 円盤投げ飛翔のアニメーションによる可視化 

瀬尾 和哉（山形大） 
E115 自転車の隊列シミュレーション 

大岩 純平，伊藤 慎一郎，加瀬 光輝（工学院大） 
 
［501 大ホール］ 

16:30－17:00  技術情報セッション 

技術 1 米国ＩＤＴ社の計測用高速度カメラ製品の紹介  
― 超小型 Wifi モデルからフルハイビジョンモデルまで ― 

山口 明博（IDT ジャパン） 
技術 2 ｢可視化したい」を具現化  

― ものづくりを通じての研究開発支援 ― 
浅野 敏行（ニイガタ） 

 
17:00－18:00  特別講演 

 ｢姫路城の歴史と保存修理事業」 
和田 達也 氏（姫路市城周辺整備室 姫路城管理事務所長） 

 
 

第２日目 10 月５日（金） 

［Ａ室］ 

9:30－10:50  GS-6「一般講演 Ⅵ」 座長：伊藤 和宏（兵庫県立大） 
A201 後方散乱型ディジタルインラインホログラフィを用いた粒子計測法の研究 

福島 康宏，村田 滋，田中 洋介（京都工芸繊維大） 
A202 高床式建屋周りのスノウドリフトの可視化 

山岸 陽一，木村 茂雄，石蔵 慶紀（神奈川工科大），森川 浩司，小島 徹也（工学気象研究所） 
A203 3 次元流体解析データの動作認識による動的可視化ソフトウェアの開発 

櫻井 政孝，山本 信果，小野 憲文（東北学院大） 
A204 GPGPU を用いた 3 次元流体解析における処理中データ可視化ソフトウェアの開発 

小野 憲文，山本 信果，櫻井 政孝（東北学院大） 
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11:00－12:40  GS-8「一般講演 Ⅷ」 座長：本田 逸郎（兵庫県立大） 

A205 汎用デジタルカメラを利用した野外 PIV 手法による雨量計周辺気流の可視化 
小野木 茂（気象研究所），堀 晃浩，八木 俊政（気象環境計測），萩野谷 成徳，毛利 英明 
(気象研究所） 

A206 強風下におけるトラック周りの流動特性 
山岸 陽一，木村 茂雄，北原 賢，加藤 悠，賀川 嘉登基（神奈川工科大） 

A207 自転降下するニワウルシ翼果まわりの流れの可視化 
鷲頭 佳祐，伊藤 光（明治大） 

A208 Flow Visualization around Square Cylinder with Different Groove Width and Interval 
Bin AFIQ, Tomoaki AOYAMA, Hiroo OKANAGA, Katsumi AOKI (Tokai University) 

A209 5 角形ダクトから流出する噴流の可視化 
田畑 隆英，大坪 純也（鹿児島高専） 

 
［Ｂ室］ 

9:30－10:50  OS6「混相流 Ⅱ」 座長：北川 石英（京都工芸繊維大） 

B201 交流電場により誘起されるナノエンドミル構造の可視化 
小原 弘道，水沼 博（首都大学東京） 

B202 相変化を伴う膨潤ゲルを用いた造粒過程の可視化実験 
熊谷 一郎（明星大），栗田 敬（東京大），村井 祐一（北海道大） 

B203 Visualization of Thrombogenic Process by Exploiting the Electrical Properties of Blood 
Achyut SAPKOTA, Yuta ASAKURA, Masahiro TAKEI (Chiba University), Osamu 
MARUYAMA, Ryo KOSAKA (AIST), Takashi YAMANE (Kobe University) 

B204 細管内を流れる短い炭素繊維の挙動と分布の計測 
瀧本 崇志，山本 恭史，植村 知正（関西大） 

 
11:00－12:20  OS6「混相流 Ⅲ」 座長：小原 弘道（首都大学東京） 

B205 透明伝熱微細管を用いた強制流動沸騰時の気液挙動可視化と熱伝達特性 
山下 耕平，河南 治，本田 逸郎（兵庫県立大），大田 治彦（九州大） 

B206 細管内を流れる気泡分散流のステレオ撮影 
沖田 翼，山本 恭史，植村 知正（関西大） 

B207 干渉法による孤立沸騰気泡周りの蒸発温度境界層計測 
濱口 拓矢，矢吹 智英，中別府 修（明治大） 

B208 下向き傾斜加熱平板近傍のチェーンバブル挙動の可視化 
奥 達昭，北川 石英，萩原 良道（京都工芸繊維大），村井 祐一（北海道大） 

 
13:30－14:30  OS6「混相流 Ⅳ」 座長：熊谷 一郎（明星大） 

B209 超音波流速分布計を用いた不混和二液体の流動場計測 
渡村 友昭，白鳥 貴久，田坂 裕司，村井 祐一（北海道大） 

B210 任意面曲率をもつ空気薄膜の厚さ評価法 
片岡 麻子，村田 滋，田中 洋介，冬木 成（京都工芸繊維大） 
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B211 感温塗料を用いた沸騰伝熱面の 2 次元温度分布計測 
田尾 哲也，河南 治（兵庫県立大），松田 佑（名古屋大），江上 泰広（愛知工業大）， 
本田 逸郎（兵庫県立大），山口 浩樹，新美 智秀（名古屋大） 

 
［Ｃ室］ 

9:30－10:50  OS2「渦・はく離・後流の可視化 Ⅲ」 座長：石川 仁（東京理科大） 

C201 円柱の非定常運動に伴う抗力特性と渦構造の関係 
市川 誠司，仁田 祐介，石川 仁（東京理科大） 

C202 壁面上の渦の成長に与える弾性変形と非定常運動の効果 
栗波 智樹，渕脇 正樹，田中 和博（九州工業大） 

C203 相対流速が変動する迎角付き翼周りの流れの色素流脈法による可視化 
福田 浩巳，横井 嘉文（防衛大） 

C204 渦法による加速・減速を行う 2 次元翼の空力解析 
伊藤 樹，福田 紘大（東海大） 

 
11:00－12:20  OS2「渦・はく離・後流の可視化 Ⅳ」 座長：福田 紘大（東海大） 

C205 競技用ソーラーカーの空力性能へのボディ形状の影響 
黒岩 潤一，石綿 良三，橋本 翔（神奈川工科大） 

C206 競技用ソーラーカーの空力性能へのタイヤスパッツレイアウトの影響 
橋本 翔，黒岩 潤一，石綿 良三（神奈川工科大） 

C207 弾性運動体の曲げ剛性により変化する後流の渦構造 
永田 哲志，渕脇 正樹，田中 和博（九州工業大） 

C208 森林内の流れの模型実験による可視化 
中野 俊博，寺本 昌也，市川 誠司，石川 仁（東京理科大） 

 
13:30－14:50  OS2「渦・はく離・後流の可視化 Ⅴ」 座長：渕脇 正樹（九州工業大） 

C209 正方形平板突起から流出するヘアピン渦挙動の可視化 
山田 英巳，西 優，三好 清子（大分大） 

C210 正方形平板突起周りの定常首飾渦形成領域の可視化計測 
山田 英巳，西 優，三好 清子，中原 泰広（大分大） 

C211 矩形の渦発生体後流渦の数値的可視化 
村上 裕一郎，本田 逸郎，河南 治（兵庫県立大） 

C212 可撓性と振動を有する矩形板まわりの流れ場構造（第 3 報 3 次元渦構造） 
渡辺 慧，シティ サエラ ビンティ シュアイボン，市川 誠司，石川 仁（東京理科大） 

 
［Ｄ室］ 

9:30－10:50  GS-7「一般講演 Ⅶ」 座長：下權谷 祐児（兵庫県立大） 

D201 三角形溝つき円柱まわりの流動特性と溝形状の最適設計 
山岸 陽一，山岸 俊也（神奈川工科大），沖 眞（東海大） 
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D202 無尾翼・小型羽ばたき飛翔体の羽ばたき周波数特性と姿勢角の飛翔への影響 
井村 忠継，渕脇 正樹，田中 和博（九州工業大） 

D203 翼変形するアルソミトラ・マクロカルパ翼果の縦安定 
鎌田 芳行，伊藤 光（明治大） 

D204 平行二円板間内向き流れの安定性 
松村 直幸，飯尾 昭一郎（信州大），香川 利春（東京工業大） 

 
11:00－12:40  GS-9「一般講演 Ⅸ」 座長：河南 治（兵庫県立大） 

D205 LED 光源を用いたフォーカシングシュリーレン装置による流れ場の可視化に関する予備研究 
三浦 圭太，樫谷 賢士（防衛大），山口 裕（長崎総合科学大） 

D206 極超音速流中における平板境界層と円柱の干渉流れ場の可視化 
石田 貴弘，井藤 創，溝口 誠（防衛大） 

D207 吹出し管を備えた吸込みノズルの空気輸送特性に関する研究 ―粒径の影響― 
山口 洋和，髙口 裕芝，福原 稔，片野田 洋，矢野 喬寛（鹿児島大） 

D208 背景散乱光と平行透過光の同時計測による低 NOx 燃焼時のディーゼル噴霧の可視化計測 
田島 博士，鶴 大輔，熊谷 幸司（九州大），岡崎 航介（海上保安大） 

D209 マッハ・ツェンダー干渉法を用いた不足膨張音速噴流の密度場の可視化 
下宮 圭太郎，小野 大輔，宮里 義昭（北九州市立大） 

 
13:30－14:50  GS-10「一般講演 Ⅹ」 座長：木村 文義（兵庫県立大） 

D210 超臨界フレオンによる非加熱並行流路内流体混合特性に関する数値解析的研究 
北村竜明（高度情報科学技術研究機構），坂本健作，高瀬和之（原子力機構） 

D211 ファスファーを用いた高温領域における温度場計測技術 
永井 大樹，澤村 亮輔，浅井 圭介（東北大） 

D212 2 色発光を用いた着氷環境下での過冷却水の温度計測法 
田中 澪（神奈川工科大），守田 克彰（宇宙航空研究開発機構），木村 茂雄（神奈川工科大），

岡本 孝司（東京大），坂上 博隆（宇宙航空研究開発機構） 
D213 中性子ラジオグラフィを用いた着霜現象の可視化 

吉村 智也，松本 亮介，梅川 尚嗣，網 健行（関西大），齊藤 泰司（京都大原子炉実験所） 
 
［Ｅ室］ 

9:30－10:50  OS5「音・振動の可視化 Ⅰ」 座長：飯田 明由（豊橋技術科学大） 

E201 基調講演 機器静音化のための音の可視化 
高野 靖，渡辺 眞徳（日立製作所） 

E202 デジタルフィルタを用いた時間－周波数分析による心拍信号の可視化に関する基礎的検討 
伊東 圭昌（神奈川県産業技術センター），山崎 徹（神奈川大），永谷 基，藤井 智恵子（ク

ロスウェル） 
E203 ウェーブレットの特徴量によるボタン押し音の客観評価とその自動化に関する研究 

藤ノ木 健介（大島商船高専，広島市立大），村越 広大，石光 俊介（広島市立大） 
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11:00－12:20  OS5「音・振動の可視化 Ⅱ」 座長：山崎 徹（神奈川大） 

E204 前方に折れ部を有するバックステップ流れからの空力騒音 
高野 大和，横山 博史（豊橋技術科学大），宮澤 真史（本田技術研究所），飯田 明由（豊橋

技術科学大） 
E205 フレームつき平板の SI 制御 

須田 祥平，山崎 徹（神奈川大） 
E206 Wave Finite Element 法を用いたタイヤ振動の可視化 

和氣 充幸（ブリヂストン） 
E207 不連続部を持つ機械構造物の波動伝播モデリングの簡便化 

松村 雄一，古屋 耕平，神保 景介，岡 利樹（岐阜大） 
 
13:30－14:50  OS5「音・振動の可視化 Ⅲ」 座長：高野 靖（日立製作所） 

E208 共鳴効果を利用した吸音型騒音抑制デバイスの性能改善 
森下 達哉，源川 勝也，佐藤 貴彦，平本 健悟（東海大），飯田 一嘉（ブリヂストンケービー

ジー） 
E209 二つの空気室をつなぐ細管の曲がりが空気ばねの特性に与える影響について 

大倉 雅仁，浅見 敏彦，本田 逸郎，伊勢 智彦（兵庫県立大） 
E210 離散渦法と FDTD 音響解析を組みわせた空力騒音解析手法の開発 

飯田 明由，横山 博史（豊橋技術科学大） 
E211 基本解を用いた閉空間音場の同定 

神谷 恵輔，黒川 竜司（愛知工業大） 
 
15:00－16:00  OS5「音・振動の可視化 Ⅳ」 座長：松村 雄一（岐阜大） 

E212 構造音響連成系の現象理解のための解析法 
古屋 耕平，松村 雄一（岐阜大） 

E213 車室内を対象とした多入力音響加振実験とモード特性同定 
齊藤 美羽子，吉村 卓也（首都大学東京），丸山 新一，伊庭 周作（日産自動車） 

E214 ヴァイオリンの駒構造に学ぶ機械静穏化に関する基礎的検討 
山崎 徹，今津 卓（神奈川大），伊東 圭昌（神奈川県産業技術センター） 
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