


オンライン開催

第1日目 9月24日（木）

開始時刻 終了時刻 A室 B室 C室 D室 E室

9:00 10:30 OS14
心理情報

OS11
サイエンティフィックアート

＆スポーツ

OS2
レーザ利用の可視化と計測

(PIV, その他)

OS8
音と振動の可視化

OS3
蛍光・燐光を用いた熱流体計測

10:30 10:50

10:50 12:20 OS14
心理情報

OS11
サイエンティフィックアート

＆スポーツ

OS2
レーザ利用の可視化と計測

(PIV, その他)

OS8
音と振動の可視化

OS3
蛍光・燐光を用いた熱流体計測

12:20 13:40

13:50 15:20 OS14
心理情報 企業展示

OS2
レーザ利用の可視化と計測

(PIV, その他)

OS12
ソーシャルデータの可視化

OS3
蛍光・燐光を用いた熱流体計測

15:20 15:40

15:40 17:30 OS14
心理情報

OS10
生物・生体まわりの可視化

OS2
レーザ利用の可視化と計測

(PIV, その他)
企業展示 OS6

超音波を用いた流体計測

17:30 17:50
17:50 19:10

第2日目 9月25日（金）

開始時刻 終了時刻 A室 B室 C室 D室 E室 専用サイト

9:00 10:30 OS7
混相流の可視化

GS1
一般講演

OS13
ビジュアルデータサイエンス

OS5
渦，はく離，後流の可視化

10:30 10:50

10:50 12:20 OS7
混相流の可視化

GS2
一般講演

OS13
ビジュアルデータサイエンス

OS5
渦，はく離，後流の可視化

12:20 13:40

13:50 15:20 OS7
混相流の可視化

OS4
マイクロ・ナノ輸送現象の可視化

OS13
ビジュアルデータサイエンス 企業展示

15:20 15:40

15:40 17:30 企業展示 OS4
マイクロ・ナノ輸送現象の可視化

OS13
ビジュアルデータサイエンス

OS5
渦，はく離，後流の可視化

17:30 17:50
17:50 19:10

第3日目 9月26日（土）

開始時刻 終了時刻 A室 B室 C室 D室 E室

9:00 10:30 GS3
一般講演

OS1
 ウェーフ゛レットと知的可視化の応用

OS13
ビジュアルデータサイエンス

OS5
渦，はく離，後流の可視化

10:30 10:50

10:50 12:20 GS4
一般講演

OS9
流体機械に関連した物理現象の可視化

OS13
ビジュアルデータサイエンス

OS5
渦，はく離，後流の可視化

12:20 12:40

12:40 13:00
13:00 14:20

ランチョンセミナー　（A室）
株式会社ノビテック　　株式会社フォトロン

休憩

休憩

閉会式　（A室）

アートコンテスト

休憩

休憩

休憩
予備

予備

予備
休憩

第48回 可視化情報シンポジウム　全体プログラム

ランチョンセミナー　（A室）
株式会社ノビテック　　株式会社フォトロン

休憩

休憩



第48回可視化情報シンポジウムプログラム

第1日目　9月24日（木） 〇発表者

A室 B室 C室 D室 E室

9:00-9:20

9:20-9:40 大学野球選手の心理的競技能力に影響を及ぼす要因
〇青木 滉一郎（東洋大）、加藤 千恵子（東洋大）

●サッカーボール周りのPIV解析
〇坂本 悠綺（工学院大院）、伊藤 慎一郎（工学院大）

平塚 将起（工学院大）

デュアルCCD搭載のPIVカメラを用いた超音速噴流-
オリフィス板干渉の高解像度速度場計測

〇大木 純一（JAXA）、石井 達哉（JAXA）
後藤 順一（FTR）、元 勝湖（FTR）

共鳴管内の音響振動流に曲がり部が及ぼす影響
〇藤沢 拓弥（豊橋技大）、横山 博史（豊橋技大）
與座 克明（豊橋技大）、西川原 理仁（豊橋技大）

柳田 秀記（豊橋技大）

電気化学発光セルの原理を用いた高輝度PSPの開発
〇田中 睦輝（愛工大）、松田 佑（早大）

米川 文広（日本化学）、坂上 知（日本化学）
多根 静香（日本化学）、森 竜雄（愛工大）

江上 泰広（愛工大）

9:40-10:00
被災地域における高齢者のレジリエンスと

心身の健康との関係の可視化
中澤 早輝子（東洋大）、眞塩 悠平（東洋大院）

〇川口 英夫（東洋大院）

バレーボールの空力特性と着弾特性
〇田丸 雄大（工学院大院）、伊藤 慎一郎（工学院大）

平塚 将起（工学院大）

異なるディンプル形状の生成する流れ構造調査
〇工藤 沙弥（兵庫県立大）、高垣 直尚（兵庫県立大）

河南 治（兵庫県立大）、本田 逸郎（兵庫県立大）

孔あき板を通過する流れの構造と吸音性能との関係
〇下岡 聖（大分大）、石川 颯馬（大分大）
濱川 洋充（大分大）、栗原 央流（大分大）

●酸素濃度が感圧塗料の特性に与える影響の評価
〇奥寺 智弘（東北大院）、永田 貴之（東北大院）
笠井 美玖（東北大院）、齋藤 勇士（東北大院）
野々村 拓（東北大院）、浅井 圭介（東北大院）

10:00-10:20
大学生のメンタルヘルスに対する

ヨーガの継続的な可能性
〇加藤 祥子（東洋大）、加藤 千恵子（東洋大）

青木 滉一郎（東洋大）

ソフトテニスボールの特異な飛行挙動に
関する空力特性

宮川 直也（工学院大院）、〇井上 大輝（工学院大）
伊藤 慎一郎（工学院大）、平塚 将起（工学院大）

●燃料インジェクタ内における3次元流場構造の分析
（条件付きサンプリングによる
流場の再構成と特徴量の抽出）

〇岡 拓海（神戸大）、西尾 茂（神戸大）
宋 明良（神戸大）、西田 恵哉（広島大）

磁気混合流体ゴムを用いた触覚および
放射線可視化技術の開発

〇池田 遼（東工大）、島田 邦雄（福島大）
高橋 秀治（東工大）、木倉 宏成（東工大）

正弦波光を用いた蛍光寿命イメージングによる
PSP 計測技術の開発

〇守屋 拓真（熊大）、藤田 位朔（スズキ）
神脇 直仁（熊大）、宗像 瑞恵（熊大）

吉川 浩行（熊大）、安木 政史（西華デジタル）

10:30-10:50

10:50-11:10
●スローテレビの視聴がもたらす心理的効果の検証

日本人および中国人を対象とした調査
〇張 シカン（東洋大）、加藤 千恵子（東洋大）

青木 滉一郎（東洋大）

●カヌースラローム競技にむけた
視覚オドメトリによる自己位置推定

〇山田 雄太（東洋大院）、窪田 佳寛（東洋大）

竜巻状渦内の速度場の
乱流統計量分布把握のためのPIV計測
〇服部 康男（電中研）、江口 譲（電中研）

中尾 圭佑（電中研）

●MCFゴムを用いたエナジーハーベストに
関する基礎研究

〇飯嶋 勇樹（東工大）、池田 遼（東工大）
高橋 秀治（東工大）、島田 邦雄（福島大）

木倉 宏成（東工大）

●非定常PSP計測における固有直交分解と
動的モード分解のノイズ除去効果

〇森重 聡一郎（愛工大）、山崎 遊野（愛工大）
松田 佑（早大）、伊神 翼（東北大）

永井 大樹（東北大）、江上 泰広（愛工大）

11:10-11:30
●他者評価および共感性が同調行動に

与える影響の可視化
〇浅香 昌弘（東洋大院）、佐藤 大樹（芝浦工大院）

川口 英夫（東洋大院）

ウインナワルツのリズムの音響的特徴
〇横山 真男（明星大）

●拍動条件下における弾性体脳動脈瘤モデルの
変形と内部流動の可視化

〇手島 俊一（東理大院）、片山 圭吾（東理大院）
高尾 洋之（慈恵医大）、村山 雄一（慈恵医大）
山本 憲（東理大工）、元祐 昌廣（東理大工）

●高時間分解能TPMSを用いた
タイヤ内空洞共鳴音計測

〇奥村 圭祐（京工繊大）、田中 洋介（京工繊大）
杉山 裕（京工繊大）、村田 滋（京工繊大）

●非定常PSP計測における
動的モード分解のデータ取得条件の調査

〇伊神 翼（東北大）、藤田 昂志（東北大）
永井 大樹（東北大）、松田 佑（早大）

山崎 遊野（愛工大）、江上 泰広（愛工大）

11:30-11:50
●ヨーガにおける内受容感覚への意識化の重要性

〇鎌田 洋子（東洋大）、青木 滉一郎（東洋大）
鎌田 穣（東洋大）、加藤 千恵子（東洋大）

探偵小説シャーロックホームズの可視化
〇熊谷 一郎（明星大）、山田 美幸（東経大）

村井 祐一（北大）

●境界適合型時空間フィルタ流速計の
変形液滴への適用

〇重兼 楽（神大院）、細川 茂雄（関大）
林 公祐（神大院）、冨山 明男（神大院）

●シロッコファンの音源特性の可視化
〇東野 光洋（長崎大）、栗林 景介（長崎大）

奥村 哲也（長崎大）、吉川 翔太（パナソニックエコ）
林 秀千人（長崎大）、濱川 洋充（大分大）

高速応答感圧塗料の寿命法計測における
誤差要因の解明

〇堀 尚人（愛工大院）、山崎 遊野（愛工大）
中北 和之（JAXA）、杉岡 洋介（JAXA）

江上 泰広（愛工大）

11:50-12:10
●懐かしさを喚起させる共通要素に関する研究

〇安藤 圭佑（東洋大）、山田 晃瑠（東洋大）
藤原 悠星（東洋大）、菅原 徹（早大）

加藤 千恵子（東洋大）

●CUDAのStreamを用いたGPU-PIVの高速化
〇定永 拓馬（京工繊大院）、田中 洋介（京工繊大）

磯田 佳孝（京工繊大院）、村田 滋（京工繊大）

●ウェルズタービン実機モデルを
過ぎる流れのLES解析

〇佐々木 岳也（大分大）、栗原 央流（大分大）
濱川 洋充（大分大）、久住 真司（阪大）

特性の異なる粒子とポリマの組合せが
高速応答PSPのバインダ構造に与える影響
〇鈴木 有敏（愛工大院）、今枝 祐貴（愛工大）

江上 泰広（愛工大）

13:50-14:10
感動体験と主観的幸福感の関係について
〇松本 勝吾（東洋大）、加藤 千恵子（東洋大）
青木 滉一郎（東洋大）、大塚 佳臣（東洋大）、

●ステレオPIVによる円板後流の時空間計測
〇柴崎 裕太（東理大院）、秋山 竜（東理大院）

青野 光（信大繊維）、石川 仁（東理大）

●肌のクラスタリングと印象評価結果の可視化
〇孫 芸珂（お茶大）、伊藤 貴之（お茶大）

●寿命法によるローターブレード表面の
感圧・感温塗料計測

〇笠井 美玖（東北大院）、小澤 雄太(東北大院)
齋藤 勇士（東北大院）、野々村 拓（東北大院）

浅井 圭介（東北大院）

14:10-14:30
魅力的なリーダーの印象に関する研究

〇菅原 徹（早大）、川渕 誉雄（早大）
宮崎 正己（早大）

●TSPIVによる攪拌槽内乱流の動的挙動の
3次元可視化計測

〇濱本 宜輝（横国大院）、西野 耕一（横国大院）

反復的なグラフサンプリングによる
巨大ネットワークの局所可視化

〇伊藤 貴之（お茶大）、吉田 光男（豊橋技大）

カメレオン感温蛍光体を用いた
気流温度分布計測システムの検定レス化

〇舩谷 俊平（山梨大院）、柴田 瑛司（山梨大院）

14:30-14:50

大学生の性格特性とストレスコーピングの関係性
ストレッサー類型に着目して

〇木村 和希（東洋大）、小松 昭吾（横浜市立大）
青木 滉一郎（東洋大）、大塚 佳臣（東洋大）

加藤 千恵子（東洋大）

●位相回復ホログラフィにおけるTamuraの
方法を用いた粒子奥行き位置検出精度の検証
〇松四 大樹（京工繊大院）、田中 洋介（京工繊大）

村田 滋（京工繊大）

トピック抽出とCNNを用いた学術論文の進化モデル
〇濱地 瞬（京大）、夏川 浩明（京大）

小山田 耕二（京大）

●二次元計測へ向けたDL-PTSPの
圧力・温度場の同時計測

〇小浦 悠太郎（九大院）、太田 貴文（九大院）
森 英男（九大院）

14:50-15:10
色彩嗜好と感情の関連について

〇坂本 光平（東洋大）、加藤 千恵子（東洋大）
青木 滉一郎（東洋大）

●２波長逐次位相回復ホログラフィによる
３次元粒子位置検出に関する研究

〇松村 拓磨（京工繊大）、田中 洋介（京工繊大）
松四 大樹（京工繊大院）、村田 滋（京工繊大）

非定常TSP計測に基づく後ろ向きステップ流れの
摩擦応力場の可視化

〇Ma Jingqi（東北大）、Lee Taekjin(東北大)
齋藤 勇士（東北大）、野々村 拓（東北大）

浅井 圭介（東北大）

15:20-15:40

15:40-16:00

箱庭療法支援のための三次元計測点群を用いた
VRシステムの作成

〇河戸 優典（立命大）、岡本 紗耶加（立命大）
伊藤 大貴（立命大）、青木 滉一郎（東洋大）

加藤 千恵子（東洋大）、安達 基朗（シュールド設計）
長谷川 恭子（立命大）、李 亮（立命大）、田中 覚（立命大）

機械学習とEIT法による脂肪・筋肉・ 骨の
超高速断面イメージング

Panji N Darma（千葉大）、〇武居 昌宏（千葉大）
川嶋 大介（千葉大）

LIF法を用いたガソリンポート噴射エンジンの
筒内混合気分布定量化

〇草塲 耕佑（ダイハツ）、島 祐太（ダイハツ）
小野 泰久（ダイハツ）、黒木 志典（ダイハツ）

扇形アレイセンサを用いた流れおよび形状の
超音波計測システムの開発

〇バットセーハン ムンクバット（東工大）
リュウ テンジュン（東工大）

ウォンサーロン ウォンサコーン（東工大）
高橋 秀治（東工大）、木倉 宏成（東工大）

16:00-16:20

箱庭療法およびブロック技法が
自己開示に及ぼす影響

〇吉沼 智（東洋大）、 田中 覚（立命大）
長谷川 恭子（立命大）、李 亮（立命大）

安達 基朗（シュールド設計）、加藤 千恵子（東洋大）
青木 滉一郎（東洋大）

THEMIS：意味の数学モデルを用いた
創傷画像類似度の成傷機転依存分析
〇浅山 優芽（慶應大）、王 宝慶（慶應大）
中山 雅紀（慶應大）、猩々 英紀（山梨大）

安達 登（山梨大）、清木 康（慶應大）
藤代 一成（慶應大）

PLIF計測による濃度変動高次統計量に及ぼす
計測ノイズの影響の検討

〇鈴木 博貴（山口大）、望月 信介（山口大）
酒井 康彦（名大）、長田 孝二（名大）

UVPによる低アスペクト比Taylor-Couette流れ
における低周波帯成分の計測

〇大石 義彦 （室蘭工大）、河合 秀樹（室蘭工大）
笹山 大地 （室蘭工大）、藤井 達也（室蘭工大）

木倉 宏成（東工大）

16:20-16:40
投影法を用いた大学生アスリートの

心理的特性の解明
〇小松 昭吾（東洋大）、加藤 千恵子（東洋大）

青木 滉一郎（東洋大）

葉による吸水
〇難波 一樹（東洋大）、窪田 佳寛（東洋大）

望月 修（東洋大）

●マッハ・ツェンダー干渉計による矩形先細ノズル
からの不足膨張音速噴流の３次元可視化計測

〇坂梨 達哉（北九大）、仲尾 晋一郎（北九大）
宮里 義昭（北九大）

超音波流速分布計測法を用いたジュール加熱対流に
関する数値計算手法の基礎的検証

〇高口 祥平（東工大）、高橋 秀治（東工大）
木倉 宏成（東工大）

16:40-17:00 ●凹部を有する正多角形物体まわりの流れ
〇遠藤 悠平（東洋大）、窪田 佳寛（東洋大）

超音波トモグラフィによる液体金属中の
気泡流動の可視化

〇村川 英樹（神戸大院）、清水 知之（神戸大院）
Eckert Sven（HZDR）

17:00-17:20
●柔軟ノズルから発生する噴流と音

〇杉山 和輝（東洋大院）、窪田 佳寛（東洋大）
望月 修（東洋大）

●パルス超音波による流動可視化のための
可搬型パルサ/レシーバの開発

〇荘司 成熙（東工大）、高橋 秀治（東工大）
木倉 宏成（東工大）

オンライン開催

OS14　心理情報
座長：加藤 千恵子（東洋大）

OS11　サイエンティフィックアート
＆スポーツ

座長：瀬尾 和哉（山形大）

OS2　レーザ利用の可視化と計測
(PIV, その他)

座長：榊原 潤（明治大）

OS8　音と振動の可視化
座長：濱川 洋充（大分大）

OS3　蛍光・燐光を用いた熱流体計測
座長：染⽮ 聡（産総研）

●学生プレゼンテーションコンテスト対象（BP賞審査対象講演）

休憩

OS14　心理情報
座長：青木 滉一郎（東洋大）

OS11　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）

OS2　レーザ利用の可視化と計測
(PIV, その他)

座長：細川 茂雄（関西大）

OS8　音と振動の可視化
座長：横山 博史（豊橋技科大）

OS3　蛍光・燐光を用いた熱流体計測
座長：満尾 和徳（JAXA）

12:20-13:40
ランチョンセミナー　（A室）

12:20-13:00「株式会社ノビテック」
13:00-13:40「株式会社フォトロン」

OS14　心理情報
座長：小松 昭吾（東洋大）

企業展示
座長：椎 保幸（鹿児島高専）

OS2　レーザ利用の可視化と計測
(PIV, その他)

座長：西野 耕一（横浜国大）

OS12　ソーシャルデータの可視化
座長：美馬 秀樹（東大）

OS3　蛍光・燐光を用いた熱流体計測
座長：江上 泰広（愛工大）

【企業展示】

「株式会社ノビテック」
「ダンテック・ダイナミクス株式会社」

「株式会社西日本流体技研」
「株式会社HPCテック」

休憩

OS14　心理情報
座長：菅原 徹（早稲田大）

OS10　生物・生体まわりの可視化
座長：窪田 佳寛（東洋大）

OS2　レーザ利用の可視化と計測
(PIV, その他)

座長：染⽮ 聡（産総研）

企業展示
座長：田畑 隆英（鹿児島高専）

OS6　超音波を用いた流体計測
座長：高橋 秀治（東工大）

【企業展示】

「株式会社フォトロン」
「株式会社ジーデップ・アドバンス」

「日本カノマックス株式会社」
「株式会社インサイト」



第48回可視化情報シンポジウムプログラム

第2日目　9月25日（金） 〇発表者

A室 B室 C室 D室 E室 専用サイト

9:00-9:20
●液滴の固体平板への付着性に関する実験的研究

〇田中 亮成（熊大）、米本 幸弘（熊大）
功刀 資彰（浙江大）

●RoboCup サッカーにおける
局面評価モデルの視覚的説明

〇久我 亮太（大阪府立大）、中島 智晴（大阪府立大）

同軸型DBDプラズマアクチュエータによる
誘導流の予混合燃焼火炎への影響
土田 紘司（日大）、秋元 雅翔（日大）

〇木村 元昭（日大）

9:20-9:40
水中から垂直上方に打ち上げられた固体球と
気液界面の相互干渉およびエネルギー遷移

〇高牟礼 光太郎（名大）、内山 知実（名大）

●三次元CTで取得した冊子体データからの
ページ抽出の高精度化

〇HAN ZHONGJIANG（京大）、OU JIARUI（京大）
 小山田 耕二（京大）

子育てAIに関する
ユーザーインタビュー結果の可視化
〇津吹 かおり（京大）、馬場 一貴（京大）

内海 千津子（ほっこりーの）、尾上 洋介（日大）
 小山田 耕二（京大）

偏心二重円筒間流れにおける乱流間欠構造の可視化
〇堀本 康文（東理大）、川口 靖夫（東理大）

塚原 隆裕（東理大）

9:40-10:00
洗浄槽内の浮上油影響の可視化

〇石田 祐也（都産技研）、山田 麻祐子（都産技研）
天谷 賢児（群馬大）

●三次元平行座標技術を使った
没入型分析環境向け多次元データ可視化手法の提案

〇田畑 銀河（神戸大院）、坂本 尚久（神戸大院）

センサデータによる母子の睡眠状態可視化に
向けた予備的試行

〇馬場 一貴（京大）、Behroozan Behzad（Agartee）
Panahi Farzad（Agartee）、板倉 昭二（同志社）

加藤 正晴（同志社）、井口 佳都子（京大）、内海 千津子（ほっこりーの）

夏川 浩明（京大）、 小山田 耕二（京大）

●多孔板に衝突する噴流の運動量欠損と
可視化実験による噴流構造の相関
〇吉岡 瞬（埼玉大）、姜 東赫（埼玉大）
朝原 誠（岐阜大）、宮坂 武志（岐阜大）

平原 裕行（埼玉大）

10:00-10:20
●機能表面による水平チャネル内気泡輸送の

可視化計測
〇里田 大志（京工繊大）、北川 石英（京工繊大）

Unity上で動作する可視化フレームワークの開発
〇川原 慎太郎（JAMSTEC）、宮地 英生（都市大）

Zoomイベントにおける参加者満足度の可視化
〇雪野 由香（京大）、根岸 久子（京大）
井口 佳都子（京大）、馬場 一貴（京大）

内海 千津子（ほっこりーの）、 小山田 耕二（京大）

●LES解析による非等方乱流場の
低レイノルズ数依存性と乱流構造可視化
〇鴛渕 麻由花（山口大）、鈴木 博貴（山口大）

望月 信介（山口大）

10:30-10:50

10:50-11:10
強制対流場における

マイクロチャンネル内部磁性流体流れ場の可視化
〇石井 慶子（青学大）、麓 耕二（青学大）

排砂促進板を備えた流路内の
促進板下端周りの洗掘挙動の可視化

〇中村 悠（鹿児島大院）、福原 稔（鹿児島大）
中尾 光博（鹿児島大）

可視化技術を用いた遠隔相談施設設営の事例
〇増田 勝也（京大）、内海 千津子（ほっこりーの）

 小山田 耕二（京大）

●平織金網の開口比の違いによる
近傍後流構造の比較

稲垣 歩（大分高専）、〇石井 大地（大分高専）
山田 英已（大分大）

11:10-11:30
●固体面に衝突する液滴の分裂挙動に及ぼす

液体及び表面粗さの影響調査
〇清水 一希（熊大）、米本 幸弘（熊大）

功刀 資彰（浙江大）

フィン形状が熱交換器内部流路の
着霜過程に及ぼす影響の調査

〇堂ヶ原 惇（兵県大院）、阪田 侑司（兵県大院）
岩崎 充（マレリ）、林 栄樹（マレリ）

本田 逸郎（兵県大）

可視化技術を用いた子育てAIの
自然言語処理性能評価

〇馬場 一貴（京大）、津吹 かおり（京大）
増田 勝也（京大）、内海 千津子（ほっこりーの）

亀甲 博貴（京大）、 小山田 耕二（京大）

●縦渦により駆動される円柱動翼に及ぼす
主流乱れの影響に関する実験的研究（予備調査）

〇岡 浩太郎（津山高専）、細谷 和範（津山高専）
高橋 勉（長岡技大）、河村 拓海（津山高専）

11:30-11:50
潮流発電用タービンシステムの

回流水槽内試験の数値解析
〇木上 洋一（佐賀大）、坂口 優希（佐賀大）

塩見 憲正（佐賀大）

地震活動の特徴を表すｂ値の
時空間変化の可視化手法改善の試み

〇新原 俊樹（JMA）

ニューラルネットワークを使った
偏微分方程式の導出

〇Long Yu（京大）、Duan Yue（京大）
 小山田 耕二（京大）

●孔を有する円板の開口率と抵抗の関係
〇橋詰 直生（東洋大院）、窪田 佳寛（東洋大）

11:50-12:10
●異なるフィルタ構造を有するマイクロチャネル内

の粒子捕獲の可視化
〇熊野 友稀（京工繊大）、北川 石英（京工繊大）

エージェントベースモデルに基づく
新型コロナウイルス対策のための視覚的分析

〇Li Haobin（京大）、夏川 浩明（京大）
 小山田 耕二（京大）

貫通孔を有する球体の落下挙動の統計的特性
〇加藤 颯（名大）、田中 淳喜（名大）

高牟礼 光太郎（名大）、内山 知実（名大）

13:50-14:10
大空間における気液二相流動多視点計測手法の検討

〇斎藤 海希（電中研）、金井 大造（電中研）
西村 聡（電中研）

●固液界面における極微細気泡の可視化と特性評価
〇向 優作（東理大院）、山本 憲（東理大）

元祐 昌廣（東理大）

14:10-14:30

36m 長尺平板を用いた摩擦抵抗低減時における
気泡ボイド波の可視化

〇大石 義彦（室工大）、中村 隼人（室工大院）
田中 泰爾（北大院）、朴 炫珍（北大）、田坂 裕司（北大）

村井 祐一（北大）、河合 秀樹（室工大）、濱田 達也（海技研）
若生 大輔（海技研）、川北 千春（海技研）

●プラズモニックバブルによるコロイド粒子の集積
〇岡田 皓輝（東理大院）、小玉 健人（東理大院）

山本 憲（東理大）、元祐 昌廣（東理大）

14:30-14:50
●傾斜固体基板を滑落する

液滴付着性の液滴体積の影響
〇藤井 洋輔（熊大）、米本 幸弘（熊大）

功刀 資彰（浙江大）

●単一分子計測による微小スケールでの
分子挙動の解析

〇安倍 悠朔（早大）、松田 佑（早大）

核融合シミュレーション結果の可視化と分析
〇Hu Kunqi（京大）、 小山田 耕二（京大）

大谷 寛明（核融合研）、後藤 拓也（核融合研）
宮澤 順一（核融合研）

14:50-15:10
●鉛直平行平板間自然対流気液二相流の

可視化画像計測
〇小林 玲緒奈（京工繊大）、北川 石英（京工繊大）

EIT法を利用した細胞周囲のイオン濃度の可視化
〇川嶋 大介（千葉大）、結城 翼（千葉大）
李 淞什（千葉大）、小原 弘道（都立大）

武居 昌宏（千葉大）

●Twitterデータにおける話題遷移のビジュアル分析
〇Wang Ting（京大）、夏川 浩明（京大）
馬場 一貴（京大）、 小山田 耕二（京大）

15:20-15:40

15:40-16:00
スパコンを使った深層学習基盤とその応用

〇濱地 瞬（京大）、馬場 一貴（京大）
 小山田 耕二（京大）

●プラズマアクチュエータの電極形状と
配列がはく離に及ぼす影響

〇西林 壮樹（東理大院）、小松 健（東理大院）
青野 光（信州大）、石川 仁（東理大）

16:00-16:20

粒子ベースIn-Situ可視化フレームワークを
利用したファイルベース制御による

対話的In-Situステアリング
〇河村 拓馬（JAEA）、長谷川 雄太（JAEA）

●数値計算による自動車ドアミラーモデル周りの
流れの解析

〇五十嵐 俊介（東理大院）、島 佳希（東理大院）
青野 光（信州大）、瀬川 武彦（産総研）

石川 仁（東理大）

16:20-16:40
感温塗料を用いた強制対流沸騰時の

マイクロギャップ流路内の伝熱面温度計測
〇折茂 里樹（早大）、河南 治(兵庫県立大学）

江上 泰広(愛工大）、松田 佑（早大）

粒子法を用いた計算土木工学におけるWebベース
ビジュアルアナリティクスシステムの開発

〇尾上 洋介（日大）、吉藤 尚生（Fixstars）

Vortex generatorを搭載した
航空機フラップ上の流れ場の可視化
〇市川 賀康（JAXA）、小池 俊輔（JAXA）

伊藤 靖（JAXA）、村山 光宏（JAXA）
中北 和之（JAXA）、山本 一臣（JAXA）

楠瀬 一洋（JAXA）

16:40-17:00
近赤外分光イメージング法による

中和反応の可視化と精度検証
〇鷲塚 裕貴（都立大）、中西 諒（都立大）

角田 直人（都立大）

シングルカメラ可視化情報による
データ駆動型模型変形計測

〇赤間 健斗（東北大）、齋藤 勇士（東北大）
野々村 拓（東北大）、浅井 圭介（東北大）

PIV計測を用いたタイヤ周り流れの
3次元渦構造の可視化

〇横山 雄之（京工繊大院）、村田 滋（京工繊大）
余合 勇人（TOYO TIRE）、田中 洋介（京工繊大）

17:00-17:20

水中の微小発熱球周りの
非軸対称温度場と流れ場の同時可視化

〇グエン テアン（都立大）、王 震雷（都立大）
ハン バンクオン（都立大）、近藤 克哉（鳥取大）

角田 直人（都立大）

オンライン開催

OS7　混相流の可視化
座長：大石 義彦（室蘭工大）

GS1　一般講演
座長：小田原 悟（鹿児島高専）

OS13　ビジュアルデータサイエンス
座長：坂本 尚久（神戸大）

OS5　渦，はく離，後流の可視化
座長：青野 光（信州大）

アートコンテスト

●学生プレゼンテーションコンテスト対象（BP賞審査対象講演）

休憩

OS7　混相流の可視化
座長：高牟礼 光太郎（名大）

GS2　一般講演
座長：渡辺 創（鹿児島高専）

OS13　ビジュアルデータサイエンス
座長：伊藤 貴之（お茶の水大）

OS5　渦，はく離，後流の可視化
座長：石川 仁（東京理科大）

アートコンテスト

12:20-13:40
ランチョンセミナー　（A室）

12:20-13:00「株式会社ノビテック」
13:00-13:40「株式会社フォトロン」

OS7　混相流の可視化
座長：木上 洋一（佐賀大）

OS4　マイクロ・ナノ輸送現象の可視化
座長：松田 佑（早稲田大）

OS13　ビジュアルデータサイエンス
座長：田中 覚（立命大）

企業展示
座長：椎 保幸（鹿児島高専）

アートコンテスト

【招待講演】
子育て支援におけるAI導入と可視化

〇内海 千津子（ほっこりーの）

【企業展示】

「株式会社フォトロン」
「株式会社ジーデップ・アドバンス」

「日本カノマックス株式会社」
「株式会社インサイト」

休憩

企業展示
座長：田畑 隆英（鹿児島高専）

OS4　マイクロ・ナノ輸送現象の可視化
座長：山本 憲（東京理科大）

OS13　ビジュアルデータサイエンス
座長：長谷川 恭子（立命大）

OS5　渦，はく離，後流の可視化
座長：渕脇 正樹（九工大）

アートコンテスト

【招待講演】
赤外線サーモグラフィによる微小液滴の
気液相変化と熱流動現象へのアプローチ

〇喜多 由拓（九大）

【企業展示】

「株式会社ノビテック」
「ダンテック・ダイナミクス株式会社」

「株式会社西日本流体技研」
「株式会社HPCテック」



第48回可視化情報シンポジウムプログラム

第3日目　9月26日（土） 〇発表者

A室 B室 C室 D室 E室

9:00-9:20

9:20-9:40
TimeTubesX：クエリ駆動型視覚解析による

ブレーザーの特徴的挙動の同定
〇澤田 奈生子（慶應大）、植村 誠（広大）

藤代 一成（慶應大）

トモグラフィーPIVに基づいた
三次元後流構造のPOD解析

〇李鹿 博華（山形大）、Zheng Yan（江蘇理工学院）
李鹿 輝（山形大）、赤松 正人（山形大）

ノイズを含む3次元計測点群の
特徴強調可視化におけるノイズ透明化

〇片平 瑞基（立命大）、長谷川 恭子（立命大）
李 亮（立命大）、田中 覚（立命大）

バースト制御下におけるDBDプラズマアクチュ
エータのかく乱に対するはく離せん断流の受容性

〇青柳 能樹（東理大院）、小林 大地（東理大院）
青野 光（信州大）、石川 仁（東理大）

9:40-10:00

三次元面分光データの視覚分析フレームワークを
用いた複数銀河速度場の正確な可視化

〇打木 陸雄（慶應大）、Boussejra Malik Olivier（慶應大）
朱 立宇（慶應大）、松林 和也（京大）

竹島 由里子（東京工科大）、植村 誠（広大）
藤代 一成（慶應大）

平板上に置かれた短い円柱の周りの
三次元多重スケール流れ構造

〇李鹿 博華（山形大）、李鹿 輝（山形大）
赤松 正人（山形大）

●台風の影響を観察するためのVRシステム
〇楊 安桐（お茶大）、矢野 緑里（原子力機構）

神山 翼（お茶大）、伊藤 貴之（お茶大）

DBDプラズマアクチュエータを用いた
環状流による円形噴流拡散制御

〇宮城 徳誠（日大）、木村 元昭（日大）

10:00-10:20

モジュール型可視化ソフトウェアを
用いた天体の輝線の視覚解析

〇朱 立宇（慶應大）、打木 陸雄（慶應大）
Boussejra Malik Olivier（慶應大）、松林 和也（京大）

竹島 由里子（東京工科大）、植村 誠（広大）
藤代 一成（慶應大）

変形するノズルから流出する噴流の
ウェーブレット解析

〇田畑 隆英（鹿児島高専）、李鹿 輝（山形大）

バーチャルリアリティ装置を使った
ヘリカル型核融合炉のメンテナンス手順の検討

〇大谷 寛明（NIFS）、宮澤 順一（NIFS）
高丸 尚教（中部大）、嘉無木 昇（中部大）
菅原 佳城（青学大）、石黒 静児（NIFS）

●円形噴流に生じる渦輪の合体過程の制御
〇井上 奈穂（日大院）、村松 旦典（日大）

10:30-10:50

10:50-11:10 講演取り下げ

●BOS可視化結果に基づく超音速噴流の
3次元密度場再構成

〇李 忠日（東北大）、野々村 拓（東北大）
浅井 圭介（東北大）

アンビエントオクルージョンを用いた
半透明立体視の奥行き認知改善

〇片岡 孝太（立命大）、坂野 雄一（NICT）
坂本 尚久（神戸大）、藤田 泰之（神戸大）
長谷川 恭子（立命大）、李 亮（立命大）

田中 覚（立命大）

●可逆的粘度変化を生じる界面活性剤溶液の
流動の可視化

〇小川 祥平（東理大院）、永井 智（東理大院）
青野 光（信州大）、石川 仁（東理大）

近藤 行成（東理大）

11:10-11:30 ●液体水素のスロッシングによる相変化の数値解析
〇和田 一宏（東大院）、小田原 悟（鹿児島高専）

●遷音速インレットディフューザ内における
非定常流れの可視化

〇名嘉 大樹（北九大）、仲尾 晋一郎（北九大）
宮里 義昭（北九大）

●半透明立体視における視覚ガイドとしての
多重等値面を用いた奥行き認知改善

〇青井 大門（立命大）、長谷川 恭子（立命大）
李 亮（立命大）、坂野 雄一（NICT）

田中 覚（立命大）

●RGB depth-from-defocusによる
2次元3成分速度計測法の較正

〇川崎 陽太郎（京工繊大院）、村田 滋（京工繊大）
田中 洋介（京工繊大）、余合 勇人（TOYO TIRE）

11:30-11:50
●軸対称不足膨張マイクロ噴流の

レインボーシュリーレン法による可視化計測
〇福永 諒汰（北九大）、仲尾 晋一郎（北九大）
宮里 義昭（北九大）、石野 洋二郎（名工大）

●表面粗さを有する翼周りの
キャビテーション流れの画像解析

〇松浦 康浩（九大院）、辻 大樹（九大院）
渡邉 聡（九大）、津田 伸一（九大）

大規模計測点群データ可視化のための
超2次曲面を用いた適応的点密度制御
（舞鶴の赤レンガ倉庫への適応）-

〇岸本 将弥（立命大）、安達 基朗（シュルード設計）
長谷川 恭子（立命大）、李 亮（立命大）

田中 覚（立命大）

ボルテックスジェネレータによる
円錐ディフューザ内部流れ改善の試み
〇稲垣 歩（大分高専）、進 雅紀（大分大）
貞弘 晃宜（大分大）、山田 英已（大分大）

11:50-12:10
画像処理による二次元縮小拡大流路内の

キャビテーション挙動と壁面圧力の関係の解析
〇小林 慶祐（九大院）、片山 雄介（九大）

渡邉 聡（九大）、津田 伸一（九大）

確率的等値面を使った
気象アンサンブルデータ向け視覚的分析

〇田村 剛（神戸大）、坂本  尚久（神戸大）
前島 康光（理研）、野中 丈士（理研）

講演取り下げ

オンライン開催

GS3　一般講演
座長：渡辺 創（鹿児島高専）

OS1　 ウェーフ゛レットと知的可視化の応
用

座長：田畑 隆英（鹿児島高専）

OS13　ビジュアルデータサイエンス
座長：夏川 浩明（京大）

OS5　渦，はく離，後流の可視化
座長：稲垣 歩（大分高専）

●学生プレゼンテーションコンテスト対象（BP賞審査対象講演）

12:20-12:50 閉会式　（A室）

休憩

GS4　一般講演
座長：渕脇 正樹（九工大）

OS9　流体機械に関連した物理現象の可視化
座長：津田 伸一（九大）

OS13　ビジュアルデータサイエンス
座長：小山田 耕二（京大）

OS5　渦，はく離，後流の可視化
座長：宮城 徳誠（日大）
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● 調整可能な高繰り返し周波数
　 0.2～ 10kHz と幅広い周波数で自由に運用が可能。
　 多くのハイスピードカメラに対応します。

● ダブル・キャビティー構造
　 安定したダブル・パルス出力が得られる、ダブル・キャビディー
　 構造を採用。

● 低ジッター
　 最大 RMS：≦１％、Time RMS：≦３ns

◆ 均一なビーム・プロファイル
◆ 高いビーム・オーバーラップ性能
◆ 様々なPIVシステムとの互換性
◆ 各種オプションを用意
　 （レーザー・ライトガイド・アーム、シート光学系等）

◆ 平均出力：≧ 20W @１kHz × 2
　 （他：30～ 50Wの3モデル有）
◆ 波長：527nm
◆ ビーム径：5mm
◆ 発信周波数：0.2 ～ 10kHz
◆ 発信モード：Q-SW パルス発信

◆ 発光時間：～ 200ns
◆ ジッター：≦１％
◆ OSC構造：ダブル・キャビティ
◆ 電源：220V - 50/60Hz - 10A
◆ 冷却方法：チラー式

時系列 PIV用 高速ダブル・パルスレーザー（ダイナミックPIV用レーザー）

Beamtech Vlite-Hi-527-20Beamtech Vlite-Hi-527-20 ( (527nm527nm)
時系列 PIV用 高速ダブル・パルスレーザー（ダイナミックPIV用レーザー）

Beamtech Vlite-Hi-527-20 (527nm)
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