
9:30 - 10:00
受付

Open

10:00 - 10:05
開会のご挨拶

Opening address

11:55 - 13:00
昼食休憩

Lunch time

光洋サーモシステム株式会社　商品開発部　次長　藤山 周秀 様

Norihide  FUJIYAMA, Senior Manager, Product Development Department

KOYO THERMO SYSTEMS CO.,LTD

2001年の転職を機に、社内で一人CAE技術の導入から活用、推進を目指して取組み始め悩み苦しんだ頃から、CAE専任

チームを発足し、解析業務が確固たる市民権を獲得するに至った現在までに、幾度となく諦めかけた自分を支えてくれた

ユーザー仲間、ベンダー様から、様々な知恵を借り議論させていただけた故、たどり着けた人との関わり方、自身のマイ

ンド、夢・・・今の自分のあり方を紹介させていただきたいと思います。

At a new work place in 2001, I worked on spreading CAE technology to the company and started an exclusive

CAE Team. Even though it has received wide recognition over ten years since then, it was a long and tough

way to reach this situation.

I talk about involving way of many people who support me, my spirit, my dream and my present situation.

株式会社資生堂　生産技術開発センター　参事　横川 佳浩 様

Yoshihiro  YOKOKAWA, Manager, Technology & Engineering Center

Shiseido Co., Ltd.

化粧品の中には、その製造工程で乳化を行うものが多く存在します。機械力によって乳化を行うものの中には、その進行

とともに粘度が上昇する製造工程があります。我々は、この現象を可視化するため流体の粘度が徐々に変化する混合を可

視化する解析手法を開発しました。この手法は、工程中で流体が異なる物性値に変化する現象の解析に広く応用可能と考

えます。本日は、高粘性流体の撹拌混合における基礎的な解析および検証結果とあわせて報告します。

In manufacturing cosmetics, the emulsification is one of the major manufacturing processes.  Some

emulsification processes involve the increased viscosity.  We have developed the novel method which is

designed to simulate the mixing with the change of viscosity by degrees.  The idea of this method could be

utilized extensive range of the phenomenon involving the change of various physical values.  I talk also the

simulation and verification on the mixing of high viscosity fluid.

「スクリーン印刷における粒子法シミュレーションの適応事例」

Application Examples of Particle Method in the Screen-Printing.

株式会社村田製作所　技術・事業開発本部マテリアル技術センター化学材料開発部　マネージャー　松本 修次 様

Shuji　MATSUMOTO, Manager, Chemical Materials Development Dept. Materials Technology Center

Technology & Business Development Unit

Murata Manufacturing Co., Ltd.

電子部品の製造工程において、ペースト状の材料をスクリーン印刷にて塗布をしています。実験では制御できていないパ

ラメータが品質に影響すると推定しているため、材料設計を目的として粒子法シミュレーションが適用できるかどうか調

査した結果について報告します。

In the manufacturing process of electronic components, paste-like material is applied by screen-printing.

Parameters that can not be controlled with the experiments are estimated to affect quality. The result of

having investigated whether a particle method simulation having been applicable for the purpose of a materials

design is reported.

東京大学大学院 工学系研究科　システム創成学専攻　教授　越塚 誠一 様

Seiichi KOSHIZUKA, Professer, Department of Systems Innovation, Graduate School of Engineering

The University of Tokyo

MPS(Moving Particle Simulation)法のこれまでの発展、現状および今後の方向について紹介します。これまでの発展

で、MPS法がどのような問題を解きたいために研究されてきたかを示します。また、現状では最近の国内外での粒子法に

関する研究発表についてまとめ、こうした延長上にMPS法はどのように展開していくかについて予測します。

Past development, present status and future directions of the MPS (Moving Particle Simulation) method are

provided. As the past development, the target problems which were challenged by using the MPS method are

shown. As the present status, recent presentations in the academic conferences concerning the particle

methods are summarized. Future perspectives are predicted based on the past and present of the MPS

method.

プロメテック・ソフトウェア株式会社　代表取締役社長　藤澤 智光

Toshimitsu FUJISAWA, CEO, Prometech Software,Inc.

Program & Summary of Lecture

プロメテック・ソフトウェア株式会社　製品開発部　部長　政家 一誠、山井 三亀夫、樺島 智大

Issei MASAIE,Corporate Officer,Software Development Manager

Mikio YAMANOI, Engineering Dept

Tomohiro KABASHIMA, Software Development Dept

Prometech Software,Inc.

「Particleworks 最新バージョン・開発ロードマップのご紹介」

Introduction of "Particleworks" New version and Roadmap.

主催講演

Presentation
10:05 - 10:45

「MPS法の過去・現在・未来　～これからどこに向かうのか～」

Past, Present and Future of MPS Method: Perspectives for the Next Decade.

基調講演

Keynote Speach
11:25-10:45

「Computer Aided Dream ～最難条件”想定外”を最強ソルバー”出会い”で解く～」

Computer Aided Dream ; To solve a problem with the most difficult condition “out of assumption” by the most

powerful solver “a great encounter”.

招待講演

Invited Lecture
11:55-11:25

-13:00

「撹拌により粘度変化が生じる乳化現象の解析について」

CFD on an emulsification involving increased viscosity by a mixing process.

事例講演2

Particleworks

Lecture 2

14:00-13:30

事例講演1

Particleworks

Lecture 1

13:30



14:30 - 14:50
休憩

Break time

16:20 - 16:30
休憩

Break time

株式会社日本製鋼所　広島研究所　課長　富山 秀樹 様

Hideki TOMIYAMA, Manager

The Japan Steel Works, LTD. Hiroshima Research Laboratory

樹脂流体を対象とした押出成形解析において、固体原料をDEMで、溶融体をMPSでモデル化し、さらにそれを連成するこ

とで溶融可塑化挙動を予測する手法を開発しています。

実際の固体樹脂は若干の弾性力を有するため、DEMでその挙動を表現することが大きな課題となっています。今回はこの

DEM演算モデルの改良と実現象との比較を行うことを中心に、樹脂成形分野への粒子法適用の可能性について報告しま

す。

We modeled DEM for plastic pellets and MPS for molten polymer in order to analyze the extrusion polymer

processing. Further we try plasticization behavior by a DEM-MPS interacted calculation technique.

 Recently we have problem that DEM cannot show an elastic behavior of solid-state polymer, so we try to

modify DEM with elastic calculation models.

 In this presentation, I’ll talk about details modified DEM models and their quantitative performance.

コーヒーブレイク

Let's take a coffee break.

プロメテック・ソフトウェア技術顧問

株式会社トクラシミュレーションリサーチ 代表取締役　戸倉 直 様

Sunao TOKURA, Technical Adviser, Prometech Software,Inc.

President, Tokura Simulation Research Corporation

工業製品の設計・開発において、構造体と流体との相互作用を考慮した強度評価がしばしば必要となります。工業製品に

関連する流体挙動はその多くが非圧縮とみなすことができるため、非圧縮流れを扱うParticleworksはこのような問題に適

したソフトウェアであるといえます。本講演ではParticleworksと動的陽解法FEMソフトウェアLS-DYNAとの連携による

効率的な解析手法を紹介します。

Estimation of strength of structure in fluid structure interaction problem is frequently needed for product

design and development. Incompressible flow solverParticleworks is considered as suitable software for this

kind of problems since most of fluid problems relating to product design and development are regardedas

incompressible. In this presentation, an efficient analysis technique using simple coupling procedure of

Particleworks and explicit FEM software LS-DYNA isintroduced.

「自動車用トランスミッション、トランスファー開発におけるParticleworks適用事例」

Application examples of Particleworks for development of Transmission and Transfer Case for Automobiles.

株式会社デンソー　技術開発センター　デジタルエンジニアリング室　担当係長　服部 豪 様

Tsuyoshi HATTORI, Project Assistant Manager, Digital Engineering Dept., Engineering R&D center,

DENSO CORPORATION

弊社にてParticleworksの活用推進に取り組んでおり、昨年度はモータ冷却油流れのシミュレーション技術を確立しまし

た。粒子法の活用範囲を広げるべく他製品／他テーマへの適用を検討しています。しかし、物理モデルが十分でなく、製

品開発・設計への活用に至らないケースが多くあります。本発表では、弊社における粒子法活用に向けた取り組み事例

（DEMによる混練，圧粉）を紹介するとともに、プロメテック殿に対し基本機能と体制の強化をお願いしたいと思いま

す。

DENSO is promoting the utilization of Particleworks. Last year we established the simulation technology of

motor cooling oil flow. Although we are trying to apply for other products or themes to expand the Particle

method utilization, it is often the case that we cannot successfully utilize Particleworks in product development

or design due to the lack of physical models in Particleworks. In this session we will explain our utilization

examples (mixing simulation and powder compression simulation by DEM), and we would like to request

Prometech to enhance the basic function and the system.

14:50

「DEMによる固体樹脂の圧縮挙動予測とDEM-MPS連成による溶融可塑化解析」

Prediction of polymer pellets compression behavior by DEM and plasticization analysis by DEM-MPS interaction

method.

事例講演3

Particleworks

Lecture 3

14:30-14:00

Program & Summary of Lecture

「Particleworks & LS-DYNA連携解析の製品開発への応用事例」

Application of Simple Coupling Technique usingParticleworks & LS-DYNA for Product Development.

技術紹介

Introduction of

Technical

16:20-15:50

「デンソーにおける粒子法活用に向けた取り組み」

Activities for Particle Method Utilization in DENSO.

事例講演5

Particleworks

Lecture 5

15:50-15:20

株式会社ユニバンス　情報管理部　ITシステムグループ　藤田 直裕 様

Naohiro FUJITA, Information Technology System Sec.Information Management Dept.

UNIVANCE CORPORATION

トランスミッションやトランスファーの構成部品は、オイル潤滑によって性能を維持しています。そのため、ギヤや

チェーンでオイルを攪拌し、各部品に必要量のオイルを供給しなければいけません。しかし、かき上げられるオイルの流

れは複雑で、目視による流れの確認は難しく、各部品へのオイル供給量の予測が困難です。この現象をParticleworksで可

視化した内容について紹介します。

Parts in Transmissions and Transfer Cases need lubrication oil to maintain performances. The lubrication oil

needs to be splashed by gears or a chain on each part as much amount as needed. However the movement of

splashed oil is complicated and difficult to observe by sight. It is also difficult to predict the amount of oil

supplied on each part. This presentation introduces how the oil movement was visualized by using

Particleworks.

事例講演4

Particleworks

Lecture 4

15:20-



16:30 - 18:00

パネル

ディスカッション

 Panel discussion

18:00 - 18:05
閉会ご挨拶

Closing address

18:05 - 19:30
懇親会

Reception

※会議室906にて行います。

Conference Room "906"

プロメテック・ソフトウェア株式会社　西日本支社長　川上 浩

Hiroshi KAWAKAMI, General Manager of West-Japan Branch, Prometech Software,Inc.

「粒子法・GPGPU・クラウドによる数値シミュレーションの魅力と魔力　～10年後の未来を見据えて～」

Attraction of Numerical Simulation by Particle Based Fluid Simulation, GPGPU, and Cloud Computing

- in anticipation of the future coming in ten years -

＜モデレータ　Moderator＞

有限会社イワタシステムサポート　代表取締役社長　岩田 進吉 様

Shinkichi IWATA, President, Iwata System Support Co.,Ltd

＜パネリスト　Panellist＞

株式会社デンソー　技術開発センター 　DE推進室 室長　赤池 茂 様

Shigeru AKAIKE, Engineering R&D Center Digital Engineering Promotion Dept.DENSO CORPORATION

株式会社日本製鋼所　広島研究所 　課長　富山 秀樹 様

Hideki TOMIYAMA, Manager The Japan Steel Works, LTD. Hiroshima Research Laboratory

株式会社資生堂　生産技術開発センター　参事　横川 佳浩 様

Yoshihiro  YOKOKAWA, Manager, Technology & Engineering Center Shiseido Co., Ltd.

株式会社明治　技術開発研究所　素材開発研究部　素材開発G　G長　神谷　哲 様

Tetsu KAMIYA, Food Technology Research Laboratories Meiji Co., Ltd.

エヌビディアジャパン　マーケティング本部　部長　林 憲一 様

Kenichi HAYASHI, Manager, Japan Platform Business Operations NVIDIA

東京大学大学院 工学系研究科　システム創成学専攻　教授　越塚 誠一 様

Seiichi KOSHIZUKA, Professer, Department of Systems Innovation, Graduate School of Engineering

The University of Tokyo

プロメテック・ソフトウェア　代表取締役社長　藤澤 智光

Toshimitsu FUJISAWA, CEO, Prometech Software,Inc.

Program & Summary of Lecture


