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10 月 10 日 （土）

Y 溶質原子の粒界偏析エネルギー
○西原理雄（阪府大院），上杉徳照（阪府大），東 健

第1室

司
1013

9:15－10:30

水素ガス環境下のα鉄における粒界凝集エネルギーに
関する電子・原子シミュレーション

OS10. 電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特性評価

○陸茉莉花（京大院），松本龍介（京大），武富紳也，

（1：転位）

宮崎則幸

座長： 屋代如月（神戸大）
1001

1014

α鉄における転位芯近傍の水素拡散障壁に関する検討

ーの関係の第一原理計算

○武富紳也（京大），松本龍介，宮崎則幸
1002

Al-Mg 合金における粒界偏析エネルギーと粒界エネルギ
○上杉徳照（阪府大），東 健司

γ析出物のせん断変形が転位運動に与える影響の分子
1015

動力学解析

原子・電子および転位論的手法による粒界特性評価
○都留智仁（原子力機構），加治芳行，塚田 隆，渋谷

○寺田祐太郎（東理大院），高橋昭如（東理大）
1003

ダイアモンド Si 結晶における均質転位核生成過程の反応

陽二（阪大）

経路解析

1004

○サイード・ハサン・アフタブ（東大），泉 聡志，原祥太

15:45－16:45

郎，酒井信介

OS10. 電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特性評価

転位と空孔の相互作用における空孔の空間的分布の影

（4：格子欠陥・析出物）

響の転位動力学解析

座長： 高橋昭如（東理大）
1016

○林翔太郎（東理大院），高橋昭如（東理大）
1005

転位動力学法とボクセル有限要素法を用いた転位－析出

分子動力学法を用いたα-石英型 GeO2 の構造相転移と
格子欠陥の影響

物相互作用の数値解析

○内山雄太（富山県立大院），木下貴博（富山県立大），

○高橋昭如（東理大），寺田祐太朗（東理大院）

川上 崇
1017

水素がα-Fe 中の空孔濃度に及ぼす影響に関する原子モ
デル解析

10:45－12：00

○西口 直（京大院），松本龍介（京大），武富紳也，宮

OS10. 電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特性評価

崎則幸

（2：局所性）
1018

座長： 嶋田隆広（京大）
1006

第一原理計算による積層欠陥の局所エネルギー解析

1007

アモルファス金属の局所格子不安定性解析：不安定性の

第一原理計算による Y・Al 酸化物分散 Fe の構造安定性
評価
○山本 智（神戸大院），睦門賢憲，屋代如月（神戸

○椎原良典（東大），香山正憲（産総研），石橋章司

大）
1019

統計的評価
1008

第一原理計算に基づく水素ガス環境下における Al 中の
格子欠陥まわりの水素占有率の評価

○西村正臣（信州大），荒井政大
金属ガラス中のせん断帯の生成・成長挙動に関するモデ

○榎本龍博（京大院），松本龍介（京大），武富紳也，

ル解析

宮崎則幸

○松本龍介（京大），宮崎則幸
1009

第2室

メタダイナミクス法による有限温度及び応力下における材
料中の局所安定性の評価

9:15－10:30

○牛田裕己（阪大），君塚 肇，尾方成信
1010

OS11. フェーズフィールド法とその応用（1）

原子密度汎関数理論を用いた原子スケールでの材料中

座長： 上原拓也（山形大）

欠陥場発展の解析

1101

フラクタル結晶の単結晶から多結晶への自発的遷移に関
する Phase-Field シミュレーション

○松野喬幸（阪大），君塚 肇，尾方成信

○佐藤麻奈（慶大），秦 真浩（慶大院），志澤一之（慶
大）

14:15－15：30
1102

OS10. 電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特性評価

○澤田朋樹（東北大），及川勝成，安斎浩一

座長： 齋藤賢一（関西大）
1011

1103

金属粒界の強度特性の第一原理解析：不純物の効果

鉛フリーはんだ凝固組織のフェーズフィールド法シミュレ
ーション

○香山正憲（産総研），斎藤繁喜，田中真悟，椎原良

○野本祐春（CTC），野村裕子

典（東大）
1012

レベルセット法と跳躍条件を用いたデンドライト凝固の解
析

（3：粒界）

1104

第一原理計算によるマグネシウムΣ10 粒界における Al、
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○草場健一郎（九大院），藤野清次（九大），畑崎隆雄

ョン

（日本 HP）

○大野宗一（北大），松浦清隆
1105

502

計算熱力学を援用した鉄基多成分系合金のデンドライト

並列計算向き Sonneveld 型 Jacobi 法
○日下部雄三（九大院），藤野清次（九大）

組織予測
503

○大笹憲一（秋田大），伊藤利久（北大院）

SPHERE を用いた並列 FEM コードの開発
○伊東 聰（理研），小野謙二

504

10:45－12:00

○荻野正雄（九大），金山 寛

座長： 大出真知子（物材機構）
1106

Multi-Phase-Field 法による鉄鋼材料の拡散型相変態シミ
ュレーション

1107

10:45－11:45

○山本隆史（神戸大院），山中晃徳（東工大），高木知

OS5.

弘（京工繊大），冨田佳宏（福井工大）

座長： 田上大助（九大）

Phase-Field 法によるマルテンサイト変態の 3 次元シミュレ

505

ーション

大規模並列・連成解析と関連話題（2）
EBE 反復法を用いたメニーコア環境向け DDM
○河合浩志（東大），荻野正雄（九大），塩谷隆二（東

○山中晃徳（東工大），高木知弘（京工繊大），冨田佳

洋大），吉村 忍（東大）
506

宏（福井工大）
1108

セル状微視組織内の応力分布シミュレーション

1109

Phase Field 法による DP 鋼の組織形成シミュレーション（2）

Cell プロセッサによる並列有限要素解析
○大石篤哉（徳島大院），吉村 忍（東大）

507

上原拓也（山形大）

マイクロ・トラス・ストラクチャを用いた超大規模構造解析の
収束性について

○中島勝己（JFE），田路勇樹，田中 靖
1110

大規模構造解析に適した additive Schwarz 型バランシン
グ前処理法

OS11. フェーズフィールド法とその応用（2）

○柴田良一（岐阜高専），原 隆（徳山高専）， 加藤史

鉄鋼材料における（α+γ）組織形成シミュレーションと力

郎（豊橋技科大）
508

学特性解析
小山敏幸（物材機構）

Enriched Free Mesh Method による超大規模並列固有振
動解析
○小林陽介（東洋大），塩谷隆二（東洋大），矢川元基

14:15－15:00
OS11. フェーズフィールド法とその応用（3）

14:15－15:15

座長： 高木知弘（京工繊大）

OS5.

1111

【基調講演】14:15－15:00

座長： 柴田良一（岐阜高専）

フェーズフィールドモデルのおもしろさ

509

小林 亮（広島大）

大規模並列・連成解析と関連話題（3）
金属材料の劣化・損傷を仮定した並列静磁場解析：磁気
センサイメージから検査対象の状態を知るための基礎的
検討
○杉本振一郎（東大），井澤和幸（東北電力），吉村

15:15－16:15

忍（東大）

OS11. フェーズフィールド法とその応用（4）
510

座長： 高木知弘（京工繊大）
1112

○向田悠志（東大），Magron Victor，杉本振一郎， 吉

フェーズフィールド法に基づく形状最適化

村 忍

○竹澤晃弘（広島大），北村 充
1113

原子スイッチのスイッチング挙動に関する数値解析

1114

第一原理計算に基づいた欠陥を含む BCC 鉄中での水素

511

抵抗スポット溶接における電流・熱・構造連成現象に及ぼ
す接触効果の検討

○岡島儀尚（東大院），澁田 靖（東大），鈴木俊夫

○首藤孝大（九工大院），堀江知義（九工大）， 二保

拡散挙動の Phase-Field モデリング

知也，高木創平（九工大院）
512

○森 英喜（阪大），君塚 肇，尾方成信
1115

MRI の磁場－構造連成振動解析へ向けた基礎的検討

抵抗スポット溶接における接触状態および溶接品質に及
ぼす溶接条件の影響の検討

蒸発・液化を取り入れたフェイズフィルド流体力学

○二保知也（九工大），堀江知義，首藤孝大（九工大

小貫 明（京大）

院），土屋 学（トヨタ自動車九州），丸山栄三郎，宮崎

第3室

徳幸

9:30－10:30
OS5.

大規模並列・連成解析と関連話題（1）

15:30－16:15

座長： 塩谷隆二（東洋大）

OS5.

501

座長： 大石篤哉（徳島大）

マルチコアー環境におけるＭＲＴＲ法の性能評価
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513

810

繰り返し荷重下における材料内の水素拡散問題の有限要

性値の逆解析

素解析

514

レーザー超音波を用いた薄膜構造における界面破壊靭

○野津裕史（産総研），荻野正雄（九大・産総研），金

○荒井政大（信州大），林 久志（豊田自動織機），三

山 寛

宅達也（信州大院），長 秀雄（青学大），内山友成（青

粒子法による変形・衝突計算に基づく CG の GPGPU 実装

学大院）

○吉田忠司（日大），宮村倫司，原 靖彦
515

外側の空気の影響を考慮したエアバック展開シミュレーシ

14:15－15:15

ョン

OS8.

逆問題解析手法の開発と最新応用（3）

座長： 井上裕嗣（東工大）

○橋本 学（理研），小野謙二

811

片持ち梁の固定端に関する逆問題解析

第4室

○内野涼子（職業大），遠藤龍司，登坂宣好（電機大）
812

9:15－10:30
OS8.

○王 光（名大院），高橋 徹（名大），松本敏郎
813

座長： 久保司郎（阪大）
801

実験モード解析に基づく 3 層フレームモデルのシステム同
定

クラック幅による鉄筋周りの腐食形状決定問題に関する数

○村山政昭（職業大），遠藤龍司，登坂宣好（電機大）

値実験
814

○倉橋貴彦（長岡技大），大下英吉（中央大）
802

温度情報をによる欠陥同定における感度解析法

逆問題解析手法の開発と最新応用（1）

スラグ流に伴う内面温度履歴の外面からの推定に関する
逆解析手法

槽内電位の測定情報を利用したＬＳＩウェハ上のめっき電

○恩地紗弥子（阪大院），久保司郎（阪大），井岡誠司

流密度の推定
○岸本喜直（東工大院），天谷賢治（東工大），早房敬
祐（荏原総研），大西有希（東工大）
803

15:30－16:30

マッチング液を用いないレンズの不均一屈折率分布の同

OS8.

定

座長： 天谷賢治（東工大）
815

○中村孝幸（東工大院），天谷賢治（東工大），大西有
希
804

積分型逆解析手法による異方性を有する支配方程式の
推定

複雑形状鋼板の均一な通電加熱における効率的最適化

○中谷 亮（阪大院），亀本侑志（阪大），久保司郎，井

法

岡誠司
816

○八木史昭（東工大院），天谷賢治（東工大），平本健
治（マツダ），大西有希（東工大）
805

逆問題解析手法の開発と最新応用（4）

Hetenyi の基本解を用いた異種接合材料の交替境界要素
逆解析による接触圧力推定

光軸外スポット像からの収差解析手法の開発

○金 連姫（阪大院），井岡誠司（阪大），久保司郎
817

○岡田和佳（東工大院），天谷賢治（東工大），大西有
希，上島正史（東工大院）

圧電フィルムを用いた超音波による欠陥検出・同定および
構造ヘルスモニタリング手法
○綿加裕己（阪大院），鈴木俊男，久保司郎（阪大），
阪上隆英

10:45－12:00
OS8.

818

逆問題解析手法の開発と最新応用（2）

適応

座長： 松本敏郎（名大）
806

フリーキック・サポート・システムへの自己組織化マップの
○増田正人（東洋大），中林 靖

逆解析を用いたひずみゲージからのホイール６分力計測
手法の開発

第5室

○山隅允裕（東工大院），天谷賢治（東工大），大西有
希，岸本喜直（東工大院）
807

14:15－15:15

赤外線ふく射２色ＣＴ法を用いた爆発ガスの温度及び圧

OS21. 計算力学と最適化（1）

力分布測定手法の高精度化

座長： 花原和之（神戸大）
2101

○木暮龍也（東工大院），祐川貴也，天谷賢治（東工
大），大西有希
808

最大化

犠牲陽極の残存量同定手法の境界要素解析による検証

○篠田 崇（東工大院），轟 章（東工大），水谷義弘，

○滝本修二（東工大院），天谷賢治（東工大），大西有

松崎亮介
2102

希
809

Kriging 関数を利用した積層構成最適化による破壊強度

多項式を組合せた RBF ネットワークによる関数近似

境界要素法による溶接残留応力の同定法（突合溶接継ぎ

○喜多健太（金沢大院），北山哲士（金沢大），山崎光

手の残留応力計測による検討）

悦
2103

○大竹泰弘（IHI），久保司郎（阪大）
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討

目的最適化

○門口 徹（テラバイト），丹羽一邦

堀井宏祐（山梨大）
2104

1407

凸経路評価を用いた KCSSL 法による大域的近似最適化

粒子法によるダム崩壊における衝撃圧力に関する研究
日比茂幸（防衛大）

○田中裕宜（島根大院），坂田誠一郎（島根大），芦田
1408

文博

ナノクラスター同士の衝突における非平衡統計力学
齊藤国靖（京大院）

15:30－16:45
OS21. 計算力学と最適化（2）

14:15－15:30

座長： 北山哲士（金沢大）

OS14. 衝撃・崩壊問題（3）

2105

座長： 磯部大吾郎（筑波大）

柔な構造による免震デバイスモデルのトポロジー最適化
○木下拓也（京大院），中嶋 拓，大崎 純（京大）

2106

1409

BCC マイクロラティス構造のエネルギー吸収特性の評価

1410

自動車用衝突エネルギ吸収部材屈曲部の衝撃圧潰特性

不確定性を考慮した熱問題に対するレベルセット法に基

○牛島邦晴（九産大），陳 ダイコウ（東理大）

づくトポロジー最適化
○平野佑享（阪府大院），山田崇恭（京大院），小木曽

○古越 新（東海大院），康井義明（東海大）
1411

望（阪府大院），西脇眞二（京大）
2107

レベルセット法に基づく磁歪アクチュエータ構造設計のた

対人事故時における自動車用ボンネットの補強構造によ
る衝撃力緩和

めのトポロジー最適化

○柴田 佑（東海大院），康井義明（東海大），加藤英

○加藤峰教（岐阜大院），山田崇恭（京大院），永井学

晃（東海大院）
1412

志（岐阜大），西脇眞二（京大）
2108

○小笠原永久（防衛大），千葉矩正，小林英治（横浜ゴ

に基づくトポロジー最適化

ム），菊地祐仁
1413

○山田崇恭（京大院），西脇眞二，泉井一浩
2109

流動応力値を考慮した減肉ハニカム材料の衝撃吸収式

振動特性を設計目標とする機械構造物のレベルセット法

梱包用緩衝材の落下衝撃解析に関する基礎検討

解経路探索による最適トポロジーの唯一性と対称性の検

○原田 優（富山県立大院），森 孝男（富山県立大），

証

安藤名央子（ティ・エス・ケイ），臼田 聡，長岡克樹
○和多田遼（京大院），大崎 純（京大）

第7室
第6室

9:30－10:30

OS22. 次世代 CAD/CAM/CAE/CG/CSCW/CAT/C－Control

9:30－10:30

OS14. 衝撃・崩壊問題（1）

（1）

座長： 小笠原永久（防衛大）

座長： 田辺 誠（神奈川工科大）

1401

2201

世界貿易センタービルのリダンダンシーに関する数値解

簡易画像ベースのカラーシミュレーションシステム

析的研究

○宮 正（東工大院），ルイス ディアゴ，萩原一郎（東

○久永哲也（筑波大院），磯部大吾郎（筑波大）
1402

工大）
2202

アウトリガートラス構造が高層建築物の火災崩落挙動に与

リバースエンジニアリングにおけるノイズの除去とその応用

える影響

○童 剛（東工大院），萩原一郎（東工大）
2203

○レ ティ タイ タン（筑波大院），磯部大吾郎（筑波
大）
1403

高層建築物の発破解体計画システムの開発

1404

高速引張載荷を受けるコンクリートの動的破壊挙動解析

複雑な三角形メッシュから効果的に四面体を生成する方
法
○張 子賢（東工大院），サブチェンコ マリア，萩原一

○勝 拓也（筑波大院），磯部大吾郎（筑波大）

郎（東工大）
2204

CUDA ベースの適合並列画像領域分割アルゴリズム

車谷麻緒（東北大），○寺田賢二郎，岡澤重信（広島

○郝 鹏（東工大院），ルイス ディアゴ，萩原一郎（東

大），樫山和男（中央大）

工大）

10:45－11:45

10:45－11:45

OS14. 衝撃・崩壊問題（2）

OS22. 次世代 CAD/CAM/CAE/CG/CSCW/CAT/C－Control

座長： 牛島邦晴（九産大）
1405

（2）

近似水中爆発荷重による鉄筋コンクリートの衝撃強度評

座長： 川上 崇（富山県立大）

価

2205
丹羽一邦（テラバイト），○眞鍋慶生

1406

交互作用を考慮した設計支援手法の開発と車両性能設
計への適用

貫通を考慮した RC 版の衝撃強度評価への解析モデル検

○守本直樹（横国大院），于 強（横国大）
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2206

ンドバスの実装とその評価

多機能高密度三次元集積回路におけるチップ間微細接

○狩野宏和（東大院），吉村 忍（東大），藤井秀樹

合部の熱応力に関する研究
○堀竜洋（富山県立大院），木下貴博（富山県立大），

1803

大規模有限要素法による通勤電車内の電磁環境解析
○武居 周（東大・ユニテック），吉村 忍（東大），金山

川上 崇
2207

標準的 4 面体 2 次要素を使った静的および動的接触解析

寛（九大）
1804

の手法

車両挙動が道路合流部の渋滞に与える影響について
○脇田佑希子（名大院），井口智彦，北 栄輔

○秋葉 博（アライドエンジニアリング），柴田良教，大
森隆広（東芝），小林隆二，馬場圭佑
2208

地震時の新幹線車両と軌道構造間の連成動解析につい

10:45－11:45

て

OS18. 社会・環境・防災シミュレーション（2）
○田辺 誠（神奈川工科大），涌井 一（鉄道総研），松

座長： 藤井秀樹（東大）

本信之，曽我部正道

1805

組織における知識伝播過程のマルチエージェントモデリン
グ

14:15－15:15

○鈴木正昭（東大），藤原孝紀，奥田洋司

OS23. 感性領域の計算力学の援用（1）

1806

2301

1807

【基調講演】芸術と心理学と工学の融合：癒し工学の理念

○ 山 縣 延 樹 （ ACT ） ， Marcal Pedro （ Mpave ） ， Fong

北岡哲子（東工大）

Jeffrey（Drexel）

癒しの予測手法の開発
1808

○北岡哲子（東工大），ルイス ディアゴ，萩原一郎
2303

構造物損傷データベースに対する必要情報の検索とリス
ク分析のための AI ツール

とその展望（30）
2302

投資家の損切り行動が株価に与える影響
○進木寛人（名大院），高橋憲司，北 栄輔

座長： 中村正行（信州大）

ソリッド要素を用いた鋼構造 4 層骨組の高精度有限要素
解析

ファジイ推論を用いた癒し構造把握精度の向上に関する

○宮村倫司（日大），大崎 純（京大），小檜山雅之（慶

検討
○石黒早百合（東工大），ルイス ディアゴ，北岡哲子，

大），磯部大吾郎（筑波大），秋葉 博（アライドエンジニ

萩原一郎

アリング），堀 宗朗（東大），梶原浩一，井根達比古（防
災科研）

15:30－16:30

OS23. 感性領域の計算力学の援用（2）

14:15－15:30

座長： 北岡哲子（東工大）

OS18. 社会・環境・防災シミュレーション（3）

2304

紫外線カットおよび要求された色彩感性を実現する眼鏡

座長： 北 栄輔（名大）

用光学多層膜構造の導出

1809

○上田純平（信州大院），中村正行（信州大）
2305

2306

○今里 淳（横国大），酒井 譲
1810

顔の特徴点抽出に関する検討

PIV 計測結果を用いた泡消火剤放射シミュレーション

○上林俊樹（東工大院），ルイス ディアゴ，萩原一郎

○高橋亜希（金沢大院），川端信義（金沢大），田中

（東工大）

太（福井大院），佐宗祐子（消研），内藤浩由，金田節

GA を用いた色の制御に関する検討

夫
1811

○ラディス ロドリゲス（東工大），ルイス ディアゴ，萩原
一郎
2307

粒子法による大規模解析における基礎的研究

放水挙動に対する外気風速の影響（画像処理結果とシミ
ュレーションとの比較）

CSRBF を用いたモバエル上表情の制御

○内田泰貴（金沢大），高橋亜希（金沢大院），川端信

○ゆう ぼう（東工大院），ルイス ディアゴ，萩原一郎

義（金沢大），田中 太（福井大院），佐宗祐子（消研），
内藤浩由，金田節夫

（東工大）
1812

第８室

大平面空間における火災時の煙降下現象
○清家美帆（金沢大），栗岡 均（鹿島技研），川端信
義（金沢大）

9:30－10:30

OS18. 社会・環境・防災シミュレーション（1）

1813

トンネル火災時の集中排煙時における煙の拡散

座長： 酒井 譲（横国大）

○鬼頭慶成（金沢大），川端信義，菊本智樹（エコープ

1801

ラン），山田眞久，田中 太（福井大院）

詳細な道路構造や運転挙動の影響を反映した自動車排
気排出量評価

第９室

○藤井秀樹（東大），吉村 忍
1802

知的マルチエージェント交通流シミュレータへのオンデマ

9:15－10:30
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○松井一晃（富山県立大院），森 孝男（富山県立大）

OS24. 一般セッション（1）
2413

座長： 多田幸生（金沢大）
2401

二（新日鉄），小川 茂

○杉本陽平（島根大院），芦田文博（島根大），坂田誠
2414

一郎
2402

耐震尤度設計を考慮した発電施設配管の塑性変形解析
○高橋和彦（北大院），佐々木克彦

二層複合円板における非定常熱変位の制約条件付き効
2415

率的制御

表面応力と表面弾性定数を考慮した異方性弾性体の接
触解析

○藤原広樹（島根大院），芦田文博（島根大），坂田誠

○西 尚城（長岡技大院），古口日出男（長岡技大）

一郎
2403

剛塑性問題に対する重合メッシュ法
○比護剛志（新日鉄），菊池 昇（ミシガン大），山田健

二層圧電複合円板における非定常熱応力の効率的制御

渦発生体付きフラットチューブ熱交換器に関する数値解

第１０室

析

2404

○米倉 永（金沢大院），大西 元（金沢大），多田幸生，

14:15－16:45 【フォーラム】

瀧本 昭

F2.

熱伝導方程式の均質化法における寸法効果について

国際フォーラム

○松井和己（横国大），天石敏郎，山田貴博
2405

JCST(Journal of Computational Science and Technology)

司会: 岡田 裕（東理大）

有限要素法を用いたき裂を含む内圧負荷円筒の水素拡

F2-1

Optimum Design of Electrode Arrangements in a PiezoComposite Disk for Control of Thermal Stress

散解析

○El Sawaf Ahmed (Shimane Univ.), Fumihiro Ashida

○高山和則（京大），宮崎則幸，松本龍介，武富紳也

(Shimane Univ.), Seiichiro Sakata
F2-2

10:45－12:00

Communication

Cost

Reduction

by

Hierarchical

OS24. 一般セッション（2）

Communication Pattern for Finite Element Computation on

座長： 大西 元（金沢大）

Cluster-of-Clusters

2406

○Muraoka Masae (U. of Tokyo),

減衰を考慮した圧電セラミックス薄膜の熱・電気・弾性波
F2-3

動の数値解析

Method

減衰を考慮した薄膜の一般化された熱弾性問題 ～数値

○ Yao Qinghe (Kyushu Univ.), Hiroshi Kanayama,

逆ラプラス変換法を適用した場合～

Hirofumi Notsu, Masao Ogino

○藤木隆史（島根大院），芦田文博（島根大），坂田誠
F2-4

一郎
2408

○Yuya Tachikawa (Kyushu Univ.), Yuya Mastsuda,
HIroshi Kanayama

○翠 陽介（島根大院），芦田文博（島根大），坂田誠
F2-5

一郎

A One-Way Coupled Crystalline Plasticity-Transient

樹脂の自己発熱および硬化収縮を考慮した有限要素解

Hydrogen Diffusion Analysis to Simulate the Effect of the

析

Heterogeneity

of

Stress-Strain

States

on

Hydrogen

Distributions in Microstructure

○小笠原朋隆（東大），吉川暢宏
2410

Three Dimensional Numerical Analysis about the Effects of
Water Flooding inside PEFCs

材料定数の非線形性を考慮した圧電薄膜の一般化され
た一次元熱弾性解析

2409

Balancing Domain Decomposition for Non-stationary
Incompressible Flow Problems Using Characteristic-curve

須見尚文（静岡大）
2407

Hiroshi Okuda

レーザー照射を受ける薄板の熱弾塑性解析（四点目照射

○Reza Miresmaeili (Kyushu Univ.), Nicolas Saintier

時の再降伏条件について）

(Kyushu Univ.，ParisTech), Hirofumi Notsu (AIST),
Jean-Marc Olive (Kyushu Univ.), Hiroshi Kanayama

加藤保之（日大），○吉田未来，本間正葵（日大院），
F2-6

上田政人（日大）

A Finite Element Analysis of Hydrogen Diffusion in a
Stainless Steel Containing Strain-Induced Martensite

14:15－15:30

○Reza Miresmaeili (Kyushu Univ.), Hirofumi Notsu

OS24. 一般セッション（3）

(AIST),

座長： 下川智嗣（金沢大）

Jean-Marc Olive, Masao Ogino, Hiroshi Kanayama

2411

高張力鋼板のファインブランキングにおける加工条件の
FEM 解析
田中 徹（佐賀県工技セ），吉村修平（佐賀大院），○
稲田拓真，只野裕一（佐賀大），萩原世也，森孝信（森
鉄工），渕脇健二（秦野精密）

2412

転造加工解析に及ぼすワーク材料特性
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梅野宜崇（東大）

10 月 11 日（日）
1030

析

第1室

○嶋田隆広（京大），供田梢吾（京大院），北村隆行

9:30－10:30

（京大）

OS10. 電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特性評価
1031

（5：拡散・相変化）

○松中大介（阪大），澁谷陽二

一定外力を受ける水素原子の拡散挙動の定式化とその
1032

分子動力学シミュレーションによる検証

○熊谷知久（東大），崔ジュンホ，加藤孝久

分子動力学法による鉄固相変態過程における界面キネテ
1033

ィクスの解析

○澤井 周（東大院），熊谷知久（東大），崔ジュンホ，

分子動力学法による鉄の固液界面エネルギーの評価

加藤孝久

○渡邉佑介（東大院），澁田 靖（東大），鈴木俊夫
1023

固液界面における液体構造に及ぼす壁面電荷の影響に
関する分子動力学解析

16:15－17:30

○ 小 川 和 也 （ 阪 大 院 ） ， 山 口 康 隆 （ 阪 大 ） ， Surblys

OS10. 電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特性評価

Donatas，黒田孝二（大日本印刷），中島 但，大野浩

（8：マルチフィジックス・高分子）
座長： 渋谷陽二（阪大）

平，藤村秀夫

1034

○石井義之（京大院），嶋田隆広（京大），北村隆行

OS10. 電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特性評価
1035

（6：ナノクラスター・ナノチューブ）

○君塚 肇（阪大），戸田直大（住電ハードメタル），尾

炭素系固体表面へのクラスター衝突の解析と熱力学的ス

方成信（阪大）

パッタリングモデル
1036

○新屋智弘（阪大院），山口康隆（阪大），安松久登

方成信

分子動力学法による金クラスターの特異な変形機構の解
1037

析

束縛効果

分子動力学法による垂直配向カーボンナノチューブ膜に

○奥田 覚（京大院），井上康博（京大），北條正樹，増

おける摩擦変形挙動の検討

渕雄一，畝山多加志

○坂本忠鷹（神戸大院），屋代如月（神戸大）
1038

ナノ力学による伸線加工時の欠陥挙動と応力状態に関す

PE，PB の繰り返し変形シミュレーション：ひずみ制御と応
力制御

る検討

1028

プリミティブチェーンネットワークシミュレーション：固体壁
面間隔が高分子溶融体中の分子鎖からみ合いに及ぼす

○米川嘉明（関西大院），齋藤賢一（関西大）

1027

マルチレプリカ分子動力学モデリング法とその応用
○石井明男（阪大院），牛田裕己，君塚 肇（阪大），尾

（豊田工大），近藤 保

1026

第一原理密度汎関数法に基づくダイヤモンド結晶体の弾
性大変形挙動の有限要素解析

座長： 梅野宜崇（東大）

1025

第一原理計算に基づく（100）表面を有する鉄ナノ薄膜の
マルチフィジックス解析

10:45－12:00

1024

原子スケールシミュレーションによるシリコン添加ダイヤモ
ンドライクカーボン膜の構造・特性評価

○立山真司（東大院），澁田 靖（東大），鈴木俊夫
1022

タイトバインディング法を用いた DLC 膜のフォノンモードの
解析

○政家利彦（阪大院），土井祐介（阪大），中谷彰宏
1021

第一原理計算を用いた貴金属表面上での NO の触媒反
応に関する解析

座長： 松本龍介（京大）
1020

PbTiO3 表面ステップの強誘電特性に関する第一原理解

○齋藤賢一（関西大），垣鍔伸幸（関西大院），矢野

○屋代如月（神戸大），福田晃司（神戸大院），内藤正

聡，中桐明和（関西大），新家 昇

登（住友ゴム工業）

窒化ホウ素ナノチューブの変形誘起電気特性変化に関す
る第一原理計算

第2室

○木下佑介（名大），長谷 晋（DENSO），大野信忠

9:30－10:30

（名大）

OS11. フェーズフィールド法とその応用（5）
座長： 中島勝己（JFE）
1116

14:45－16:00
OS10. 電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特性評価

○毛利哲雄（北大），藤橋 直，大野宗一，陳 迎（東

（7：物性評価）

大）
1117

座長： 香山正憲（産総研）
1029

規則－不規則変態へのフェーズフィールド法の応用

第一原理計算による対称／非対称ペロブスカイト多層膜

FePd の規則－不規則変態に及ぼす磁気エネルギー効果
の解析

キャパシタの強誘電特性解析

○上島伸文（阪大院），吉矢真人（阪大），安田秀幸
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1118

○金谷敬輔（神戸大院），長谷部忠司（神戸大）

ランダウの現象論ポテンシャルを用いた多結晶性強誘電
907

材料の数値解析手法
1119

超微細粒金属の加工硬化特性に関するトリプルスケール
GN 転位-結晶塑性シミュレーション

○永井学志（岐阜大），佐藤 司（岐阜大院）
SUS304 鋼におけるクリープひずみに起因する強磁性相

○黒澤瑛介（慶大院），青柳吉輝（原子力機構），志澤

生成の Phase-field シミュレーション

一之（慶大）
908

○塚田祐貴（名大院），白木厚寛（神戸製鋼），村田純

X-FEM を応用した多結晶体金属の降伏挙動のシミュレー
ション解析

教（名大），小山敏幸（物材機構），高屋 茂（原子力機

中曽根祐司（東理大），○吉崎太記（東理大院）

構），森永正彦（名大）

第３室

10:45－11:45
OS11. フェーズフィールド法とその応用（6）
座長： 小山敏幸（物材機構）

10:00－12:00【フォーラム】

1120

結晶格子スケールの保存則に基づく Phase-Field モデルを

F1.

用いた核生成および核成長シミュレーション

司会: 塩谷隆二（東洋大）
F1-1

○佐藤愼一（慶大），村松眞由（慶大院），青柳吉輝
（原子力機構），志澤一之（慶大）
1121

MPF-DRX 法による熱間加工過程のマルチスケールシミュ

○河合浩志（東大），岡田 裕（理科大）
F1-2

中立面抽出による三次元モデルのシェル化

F1-3

3 次元階層メッシュを用いた亀裂進展解析

高木知弘（京工繊大）

○立石 勝（テクノスター），四條清文，藤田大輔

白金基合金ナノ粒子のフェーズフィールドシミュレーション
○山川俊輔（豊田中研），兵頭志明

1123

三次元複雑形状き裂解析のための四面体自動メッシュ生
成について

レーション
1122

構造物の健全性評価と計算力学技術

○室谷浩平（東洋大），塩谷隆二，矢川元基

Phase-field 法による Ni-Al／Ir コーティング界面における

F1-4

反応拡散現象の解析

き裂進展解析コードの検証解析
○土居博昭（JNES），柴田 悟，井上博登

F1-5

○大出真知子（NIMS），阿部太一，村上秀之，小野寺
秀博

粒子法によるマルチフィジックスシミュレーション
入部綱清（プロメテック）

F1-6

異物検出のためのシミュレーション

14:45‑15:45

○江澤良孝（東洋大）， 古舘裕樹， 須賀一博（東理

OS9.

大）， 青木 繁（東洋大）

材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス（1）

座長： 志澤一之（慶大）
901

902

電子線トモグラフィーによる転位群の３次元観察

14:45－15:45

○東田賢二（九大），田中將己，本田雅幹（九大院），

OS13. 破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション （1）

定松 直

座長： 河合浩志（東大）

様々な寸法の結晶粒中における転位ループ放出速度と

1301

Hermite 型要素を用いた XFEM き裂解析

1302

はく離を有する薄肉シェル構造の X-FEM 解析（第１部

作用応力に関する 3 次元転位動力学シミュレーション

関東康祐（茨城大）

○大橋鉄也（北見工大），中島 確（北見工大院）
903

解析手法）

巨視的ひずみ勾配下にある多結晶金属材料の力学的挙

長嶋利夫（上智大）

動に関する数値シミュレーション
1303

○内田 真（岡山大），清水一郎，多田直哉
904

はく離を有する薄肉シェル構造の X-FEM 解析（第２部
CFRP 補強板への適用）

二相多結晶金属の離散転位動力学解析のための境界値

○宮西春香（上智大院），長嶋利夫（上智大）

問題
1304

○奥村 大（名大），大野信忠，竹内 彬（名大院），山

ウェーブレットガラーキン法を用いた三次元き裂解析に関
する研究

口浩史

○田中智行（広島大），岡田 裕（東理大），岡澤重信
（広島大）

16:00－17:00
OS9.

材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス（2）

座長： 大橋鉄也（北見工大）

16:00－17:00

905

転位スケールにおける可逆・不可逆応答に関する検討

OS13. 破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション（2）

906

不適合度テンソルに基づく多結晶金属における不均質場

○富永智之（神戸大院），長谷部忠司（神戸大）

座長： 岡田 裕（東理大）
1305

の発展

X-FEM に基づく疲労き裂進展解析システムの開発
○田代雄一（上智大院），長嶋利夫（上智大）
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1306

VCAD ベース解析ソフトウエア V-X3D へのき裂進展解析

109

不純物の粒界拡散が粒界割れ挙動に及ぼす影響

110

転位動力学シミュレーションに基づく転位下部組織の安

○五十嵐誉廣（原子力機構），青柳吉輝，加治芳行

機能の導入
○今井 登（理研），長嶋利夫（上智大），加瀬 究（理

定性に関する場の理論的研究

研）
1307

X-FEM による薄い内在構造のモデル化

○芦田雅樹（神戸大），長谷部忠司
108

○櫻井英行（清水建設），山田俊子，長嶋利夫（上智

動と添加元素効果解析

大）
1308

ハイブリッド量子/古典分子動力学法によるアルミナ転位運

内部き裂問題におけるニューラルネットワークを用いた円

○鶴田健二（岡山大），林 明宏，小山敏幸（物材機

孔によるき裂進展阻止シミュレーション

構），尾形修司（名工大），兵頭志明（豊田中研）

○尾崎弘明（東洋大院），中林 靖（東洋大），矢川元
基，金 永鎮（成均館大）

16:00－17:00
OS1.

固体物理／流体物理のマルチフィジックス／マルチスケ
ール解析（4）

第４室
9:30－10:30

座長： 兵頭志明（豊田中研）

OS1.

112

固体物理／流体物理のマルチフィジックス／マルチスケ

伊藤伸泰（東大）

ール解析（1）
113

座長： 尾形修司（名工大）

（NUS）

階層型シミュレーションと粗視化の方法
114

兵頭志明（豊田中研）
102

乱流中の単一高分子鎖の挙動とその統計性

103

MD/連続体ハイブリッド法による高分子材料シミュレーショ

固液界面におけるエネルギー輸送
○小串典子（理研），伊藤伸泰（東大），Baowen Li

【基調講演】9:30－10:00
101

非平衡現象の統計物理学的シミュレーション

原子－粗視化粒子ハイブリッド法による亀裂進展のマル
チスケール解析
○小林亮（名工大），中村貴英，尾形修司

○渡邊 威（名工大），後藤俊幸
115

原子緩和粗視化粒子法：有限温度での固体の粗視化に
ついて

ン
○仙田康浩（山口大），Janne Blomqvist（HUT），Risto

○中村貴英（名工大），小林 亮，尾形修司

Nieminen

第５室
10:45－11:45

9:30－10:30

OS1.

固体物理／流体物理のマルチフィジックス／マルチスケ

OS21. 計算力学と最適化（3）

ール解析（2）

座長： 北 栄輔（名大）
2110

座長： 須賀一彦（阪府大）
104

流体－グラフェン相互作用のハイブリッドシミュレーション

のトポロジー最適化

○井上洋平（名工大），小林 亮，尾形修司，後藤俊幸
105

○岡本由仁（京大院），山田崇恭，泉井一浩，西脇眞

流れ中のグラフェン群の挙動に関する分子動力学シミュレ

二
2111

ーション
○中村太志（名工大），中尾太貴，小林亮，尾形修司
106

粒子法を用いたレベルセット法に基づくトポロジー最適化
○真鍋匡利（京大院），山田崇恭，西脇眞二，泉井一

二相系格子ボルツマン法による固体壁に衝突する液滴の

浩
2112

動的挙動解析
○鷲尾裕一（信州大），田中義人，吉野正人
107

レベルセット法に基づく熱電効果を考慮した熱弾性問題

符号付き距離関数を設計変数として用いたトポロジー最
適化法

非粘性流体－弾性体連成解析における分離反復型解法

○山崎慎太郎（豊田中研），野村壮史，川本敦史，佐

の収束性について

藤和夫，泉井一浩（京大），西脇眞二
2113

○南さつき（東大），河合浩志，吉村 忍

多方向からの荷重に対する剛性最大化問題の特異値分
解を用いた解法
新居 悟（広島大），○竹澤晃弘，北村 充

14:45－15:45
OS1.

固体物理／流体物理のマルチフィジックス／マルチスケ
ール解析（3）

10:45－11:45

座長： 仙田康浩（山口大）

OS21. 計算力学と最適化（4）

111

座長： 轟 章（東工大）

熱活性破壊における平均寿命とバーストサイズ

2114

○吉岡直樹（京大），Ferenc Kun（デブレツェン大），伊

乗員拘束系における設計変数の交互作用を考慮した設
計支援手法の開発

藤伸泰（東大）
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2127

○梅澤祐紀（横国大院），于 強（横国大）
2115

トポロジー最適化を用いた低レイノルズ数領域における流
体抵抗最小化設計

経験的知識を利用した最適設計の効率化についての試

○松森唯益（豊田中研），川本敦史，近藤継男，山﨑

み

慎太郎，野村壮史

○室巻孝郎（神戸大院），花原和之（神戸大），西村拓
真（神戸大院），多田幸生（神戸大）
2116

目的関数空間と設計変数空間における解の多様性を考
慮した多目的 PSO

2117

第６室
9:30－10:30

○幅口翔平（金沢大院），北山哲士（金沢大），山崎光

OS12. 界面と接着・接合の力学（1）

悦

座長： 古口日出男（長岡技大）
1201

文法進化の株価予測への応用

圧電効果を考慮した異種材接合端部の特異応力場解析

○黒田卓也（名大），岩澤博人，北 栄輔

○平井 宏（京大），池田 徹，宮崎則幸
1202

分子シミュレーションによる異種結晶接合角部の応力場と
破壊靱性評価

14:45－16:00
OS21. 計算力学と最適化（5）

○池田 徹（京大），堀池弘一，松本龍介，宮崎則幸
1203

座長： 西脇眞二（京大）
2118

フレッティング疲労のメカニズムと諸特徴
○服部敏雄（岐阜大），Vu Trung Kien

クランクシャフトミラーの熱変形メカニズムに関する研究
○中野正貴（金沢大院），酒井 忍（金沢大），鈴木武

1204

之（コマツ工機），山崎光悦（金沢大），浅田浩治（コマ

有限要素法による三次元横等方性ピエゾ接合体の応力
特異性のオーダ
○Islam Md. Shahidul（長岡技大）， 古口日出男

ツ工機）
2119

2120

柔軟なロボットアームの最適設計
○徐 洋（神戸大院），多田幸生（神戸大），室巻孝郎

10:45－11:45

（神戸大院）

OS12. 界面と接着・接合の力学（2）

ばねを有する三ローラ式ピッチングマシンの投球性能評

座長： 池田 徹（京大）

価

1205

剛体半球ピットに埋め込まれた半球状弾性体の界面応力

○角田裕俊（金沢大院），酒井 忍（金沢大），野辺亮
1206

太（金沢大院），中山 均 （スナガ開発），田辺壽一
2121

○豊田貴史（明治大），清水良明，長谷川久夫

有機ＥＬ素子の薄膜構造最適化による射出光スペクトルの

三次元三層異材接合体の界面角部における特異応力場
の評価

設計

○中島正人（長岡技大），古口日出男
1207

○滝沢旬平（信州大），高橋史晴，中村正行
2122

アルミニウム飲料缶蓋のダイス形状・成型プロセスの最適

３次元異材接合体の特異応力場に対する側面角度の影
響

設計

○齊藤裕一（長岡技大），古口日出男

○韓 晶（ユニバーサル製缶），長谷川貴志，伊藤隆一，

1208

西山貞雄，山崎光悦（金沢大）

三次元接着接合体の接着強度の評価
○石川晃広（長岡技大），古口日出男，倉橋貴彦， 中
島正人

16:15－17:30
OS21. 計算力学と最適化（6）

14:45－15:45

座長： 多田幸生（神戸大）

OS17. フォトニック・フォノニック構造の設計とシミュレーション（1）

2123

ブランクホルダー力を変化させた時の主ひずみへの影響

座長： 松本 敏郎（名大）

について

1701

○濱野智史（金沢大院），北山哲士（金沢大），山崎光

ーション

悦，木下 洋（コマツ産機）
2124

○長井慎二（岡山大院），東辻千枝子，鶴田健二

ECA を用いた構造部材の材料組織最適化

1702

○金井 亮（金沢高専），尾田十八（金沢大），田中千
Option パターンを用いた FEM プログラムへの非線形解析

3 次元動弾性学の周期多重極法とフォノニック構造の解析
へのその適用可能性について

機能拡張について

○飯盛浩司（京大院），西村直志（京大）
1704

川澄拓矢（茨城大院），○関東康祐（茨城大）
2126

周期多重極法による薄膜メタマテリアルの解析
○倉見洋輔（京大院），西村直志（京大）

1703

尋（リコー）
2125

電磁メタマテリアルによる光閉じ込め構造の FDTD シミュレ

多種金属ロッド配列層積層フォトニック結晶のベクトル
KKR 法による透過特性解析

弾性変形を伴う摺動面のスティックスリップについて
○吉田史郎（湘南 R&D），山梨敏数（NWC），太田裕
久
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16:00－16:45

14:45－16:00

OS17. フォトニック・フォノニック構造の設計とシミュレーション（2）

OS3.

座長： 西村直志（京大）

座長： 青木尊之（東工大）

1705

301

1706

中空ロッドで構成されるフォトニック結晶の光学特性解析

底面摩擦を考慮した乾燥砂の流動解析

○藤井雅留太（名大院），高橋 徹（名大），植田 毅

○森口周二（岐阜大），Roland Borja（スタンフォード

（千葉大），松本敏郎（名大）

大），八嶋

2 次元フォノニック結晶の音波伝搬シミュレーション；負の

302

厚（岐阜大），沢田和秀，小田憲一

CIP-LSM による複雑形状を有する容器内自由表面流の
数値解析

屈折とレンズ効果

○姫野武洋（東大），野中 聡（JAXA），青木広太郎

○前谷憲昭（岡山大院），東辻千枝子，鶴田健二
1707

CIP 法とその関連手法（1）

（三菱重工），渡辺紀徳（東大）

表皮構造色のフォトニック結晶的数値解析
303

○植田 毅（千葉大），大谷佳広（京大院）

特性有限要素法による自由界面問題の表面張力計算に
関する検討
○奥村 弘（富山大），丸岡 晃（八戸高専）

第７室
304

9:30－10:45
OS7.

○山下 晋（東工大院），青木尊之（東工大），肖 鋒，

境界要素法の高度化と最新応用（1）

高橋桂子（JAMSTEC）

座長： 西村直志（京大）
701

CIP 有限体積法による風波乱流場の数値シミュレーション

数値逆解析を用いたバラストタンクの塗装状態の遠隔モニ

305

タリング法の開発

THINC 法を用いた水波の数値シミュレーション
胡 長洪（九大）

○中山 淳（東工大院），天谷賢治（東工大），山本規
雄（NK），大西有希（東工大）
702

16:15－17:45

階層メッシュと遺伝的アルゴリズムを用いたカソード防食の

OS3.

最適化

座長： 姫野武洋（東大工）

須賀一博（東理大）
703

306

MCV 法におけるチェビシェフノードについて

307

CIP 法における方向分離計算の安定性解析

境界要素法を用いた大規模海洋構造物の塗装劣化解析

○肖 鋒（東工大），伊井仁志（東大）

○大野弘樹（東工大院），天谷賢治（東工大），大西有
希
704

○杉村 剛（JAMSTEC），高橋桂子
308

境界要素法による音響問題の設計感度解析
○杉田 俊（名大院），吉田和弘，松本敏郎（名大），高

マルチモーメントを用いたコンパクト・スキームの開発
○小野寺直幸（東工大院），青木尊之（東工大）

309

橋 徹
705

CIP 法とその関連手法（2）

多重極モーメントを用いた注目領域を解析するための効

保存型 IDO 法を用いたプラズマ中の ITG 乱流の運動論
的シミュレーション

率的境界要素法

○今寺賢志（京大），岸本泰明，李 継全，斎藤大介，

○滝口真也（東工大院），天谷賢治（東工大），大西有

内海隆行（山口東理大）
310

希

IDO 法によるソース項を取り入れた Fokker-Planck 方程式
の数値的解法
○斎藤大介（京大），今寺賢志，内海隆行（山口東理

11:00－12:00
OS7.

大），岸本泰明（京大），李 継全

境界要素法の高度化と最新応用（2）
311

座長： 天谷賢治（東工大）
706

CIP 法によるレーザ超音波法の熱弾性解析
○西藤 潤（京大院），飯盛浩司

三重相反境界要素法による熱発生を伴う三次元熱弾塑性
解析
落合芳博（近畿大）

707

第8室

時間域動弾性 BIEM のメモリコストと計算コストの削減に関

10:30－12:00

する研究

OS6.

○吉川 仁（京大），西村直志
708

座長： 酒井 譲（横国大）

スカラー波動問題の時間域境界要素法における wavelet

601

基底の適用

粒子法を用いた板曲げ解析の近似精度に関する基礎的
研究

○紅露一寛（新潟大），阿部和久，古川 陽（東工大）
709

メッシュフリー／粒子法とその関連技術（1）

○貞本将太（広島大），田中智行，岡澤重信

2 次元 Helmholtz 方程式の１周期境界値問題に対する

602

Caldron の式に基づく前処理について

クオータニオンを陽的に用いた弾性シェルの粒子法モデ
ルの提案

○新納和樹（京大院），西村直志（京大）

○ショウヨウ（東大），越塚誠一，酒井幹夫
603
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○楯岡将規（富山大），小原治樹，釣谷航世，笹木 亮
604

支持状態におけるウェーハの応力計算

1604

FEM によるシリコンウェーハ熱処理時のスリップ発生の予

SPH 法における緩和計算式の誤差要因の検討

辛 平（コバレント）

○楯岡将規（富山大），小原治樹，笹木 亮
605

1603

SPH 法によるイメージベースド人体頭部モデルを使用した

測
○東 真也（東芝），柳澤寛高，泉妻宏治（コバレント），

衝撃解析

荒木浩司，青木竜彦，須藤治生

○須賀諒嗣（佐賀大），萩原世也，只野裕一
606

1605

3 次元人体頭部衝撃解析

シリコンウェーハアニールプロセスへのスリップシミュレー
ションの適用

○呂学龍（横国大），酒井 譲

○青木竜彦（コバレント），東 真也（東芝），柳澤寛高，
須藤治生（コバレント），荒木浩司，泉妻宏治

14:45－16:00
OS6.

メッシュフリー／粒子法とその関連技術（2）

座長： 越塚誠一（東大）

14:45－15:45

607

節点再配置手法を適用したアダプティブ EFG による J 積

OS20. 細胞・生体分子の計算バイオメカニクス（1）

分解析

座長： 井上康博（京大）
2001

○田中信大（佐賀大），萩原世也，只野裕一

マラリア感染血液流れの三次元計算力学モデルの開発
○今井陽介（東北大），近藤 仁，Kang Young Ho，石

608

メッシュフリー法による粘弾性大変形解析

609

非圧縮性材料へのエレメントフリー法の応用

610

回 転 と ひ ず み 自 由 度 を 考 慮 し た Enriched Free Mesh

○田村秀一（慶大院），横田理央（ブリストル大），深潟

Method

康二（慶大）

川拓司，Lim Chwee Teck（NUS），山口隆美（東北大）

○大西有希（東工大），天谷賢治
2002

値シミュレーション

○門脇 弘（ブリヂストン），大澤靖雄，平郡久司

○鈴木隼人（東洋大院），松原 仁（琉球大），江澤良

2003

微小分岐血管内の血流シミュレーション（赤血球の運動と
変形の影響）

孝（東洋大），矢川元基
611

CIP-Level Set 法を用いたマイクロ流路中の細胞挙動の数

RPIM を用いたメッシュレス電磁場解析方法に関する研究
○田中義和（広島大），國貞栄二（広島大院），藤本由

○高橋 航（千葉大院），坪田健一（千葉大），劉 浩
2004

せん断血流場における格子ボルツマン法を用いた血栓形
成予測法の開発－凝集モデルの壁面付着への拡張につ

紀夫（広島大）

いて－
○鳥屋尾 亮（九工大院），玉川雅章（九工大）

16:15－17:15
OS6.

メッシュフリー／粒子法とその関連技術（3）

座長： 萩原世也（佐賀大）

16:00－17:00

612

講演中止

OS20. 細胞・生体分子の計算バイオメカニクス（2）

613

MPS 法による毛細管現象解析

座長： 安達泰治（京大）

○室園浩司（プロメテック），渡邊 聡，越塚誠一（東

2005

マルチグリッド Ghost Fluid 法による生体組織近傍の気泡
崩壊現象に関する数値計算 （2 つの Level Set 関数によ

大）
614

マイクロ流路における高粘度流体の充填挙動解析

615

MPS 法による粘塑性流動解析

る界面捕獲法の適用）

○川元康裕（東大），星野博昭，濱口哲也，中尾政之

○小林一道（阪府大），高比良裕之
2006

生体組織近傍での複数気泡の崩壊（生体組織に及ぼす
気泡間相互作用の効果）

酒井 勇（FTR）

○神保佳典（阪府大院），周 正，小林一道（阪府大），
高比良裕之

第9室
2007

10:30－12:00

○越山顕一朗（阪大），和田成生

座長： 辛 平（コバレント）
1601

肺サーファクタント層内ラメラ状構造の MD シミュレーショ
ン

OS16. シリコン強度とシミュレーション
2008

【基調講演】10:30－11:00

2 液滴系の分子動力学
矢野 猛（阪大）

半導体用シリコン・ウェーハの力学的課題
○福田哲生（FML），福田 明（荏原総研），中井康秀
（コベルコ科研）
1602

第 10 室

ピンチャックの加工段差によるウエハ平坦度への影響

9:15－10:30

○宇根篤暢（防衛大），吉冨健一郎，餅田正秋，小笠

OS24. 一般セッション（４）

原永久

座長： 小松崎俊彦（金沢大）
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2416

（国立衛研），土屋利江（阪大）

強連成解析手法による液体の入った容器の動的応答解
析
長嶋利夫（上智大），○佃 建成（上智大院）

2417

16:00－17:00

非定常不規則振動応答の自乗平均値の積分値の簡易推

OS19. 計算ソリッドバイオメカニクス（2）

定法（周波数非定常性を考慮した場合）

座長： 東藤 貢（九大）
1905

○青木 繁（都立産技高専），深野あづさ
2418

二重円管の振動解析モデルについて

○浦郷正隆（慶大），池田充寿（慶大院），嘉陽宗弘，

成田吉弘（北大）
2419

狼 嘉彰（慶大）

カオスニューラルネットワークを用いた行動パターン生成

1906

皮膚の座屈形状と老化じわの関係に関する考察

1907

内部移動と実時間を考慮した穿刺シミュレーション

1908

触感による生体物性再構築に求められる FEA 精度

の提案

桑水流理（福井大）

○篠崎伊久磨（日大院），中根昌克（日大），石川芳男，
宮嶋宏行（東京女学館大）
2420

○吉武佑祐（早大院），宮下朋之（早大）

エージェント指向のための並列分散プラットホームの構築
○藤代孝男（日大院），西 恭一（日大），村田 守，星
野和義

10:45‑12:00
OS24. 一般セッション（5）
座長： 多加充彦（石川県工試）
2421

チョークと黒板の間に発生する Stick＆Slip 運動について
○赤木優啓（岐阜大院），藤井文夫（岐阜大）

2422

圧密充填されたバルーン粒子焼結体の弾性定数
田口 功（青森三八県局）

2423

カテーテルの変形挙動と強度に関する研究 （初期捩り下
の座屈挙動について）
加藤保之（日大），○安藤賢弥，上田政人

2424

自然歪を用いた有限変形の弾塑性解析 （純粋剪断と単
軸引張における歪速度の弾塑性分解の定式化について）
加藤保之（日大），○塚原智史，西野充泰（日大院），
上田政人（日大）

2425

EFMM の連成解析における有効性の検証
○長岡慎介（東洋大），中林 靖，矢川元基

14:45－15:45
OS19. 計算ソリッドバイオメカニクス（1）
座長： 山本創太（芝浦工大）
1901

インプラント治療を施した無歯上顎の力学的安全性評価
○荒平高章（九大院），東藤 貢（九大），松下恭之，古
谷野潔

1902

顎骨海綿骨を考慮した歯科インプラント埋入時の応力解
析
○松嵜達也（慶大），高野直樹，木下英明（東京歯科
大），松永 智，井出吉信

1903

年齢別頭部有限要素モデルによる幼児用ヘルメットの外
傷予防効果の評価
○宮崎祐介（金沢大），持丸正明（産総研），西田佳史，
吉田 健（OGK カブト）

1904

人体と床の接触解析

下顎骨固定用プレートに加えられる変形の弾塑性有限要
素解析
○石川 格（国立衛研），東藤 貢（九大），松岡厚子
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○菊池正紀（東理大），和田義孝（諏訪東理大），清水

10 月 12 日（月）

勇登（東理大院），須山ひとみ

第1室
9:45－10:45

OS13. 破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション（3）

15:15－16:00

座長: 和田義孝（諏訪東理大）

OS13. 破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション（6）

1309

き裂面摩擦を考慮した繰返し転がりすべり接触を受ける３

座長: 田中智行（広島大）

次元内部き裂の進展特性

1322

○木村亮二（富山大院），清水理能（富山大），五嶋孝

力容器の溶接残留応力評価

仁，石原外美
1310

○西川弘之（JAEA），中村光行，宇田川誠，勝山仁哉，

転がりすべり接触による半無限体内部き裂と介在物または

鬼沢邦雄
1323

空孔の干渉効果
○西谷崇史（富山大），五嶋孝仁，清水理能，石原外

○吉藤庄成（富山大院），石原外美（富山大），河本

段違い表面き裂の疲労き裂進展シミュレーション

通郎（田中精密工業），沢井政弘，高田雅也，黒崎英
一

菊池正紀（東理大），○佐野裕隆（東理大院），
Mahpiret
1312

鍛造工程における金型の破壊機構に関する考察（鍛造工
程における金型の応力解析と金型材の疲労特性）

美
1311

肉盛溶接による熱影響部の材質変化を考慮した原子炉圧

1324

任意のモードⅡとⅢの混合モード下での剥離進展解析に
有効な結合力要素モデル化

長さの異なる段違い表面き裂の進展予測方法の検討
釜谷昌幸（原子力安全システム研究所），菊池正紀（東

○近藤篤史（上智大院），末益博志（上智大），長嶋利

理大），○三代川栄一（東理大院）

夫，青木雄一郎（JAXA）

第2室

11:00－12:00

OS13. 破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション（4）

9:30－10:30

座長: 長嶋利夫（上智大）

OS9.

1318

６面体要素生成技術を用いた混合モード表面き裂進展解

座長: 奥村 大（名大）

析

909

○平山敬史（神戸大院），長谷部忠司（神戸大），鬼澤

池正紀（東理大）
制約付き Delaunay 法とき裂先端パターンを用いた任意形

高志（原子力機構）
910

状き裂生成手法

○常見祐介（神戸大院），長谷部忠司（神戸大）

池正紀（東理大）
破壊力学解析のためのき裂付きメッシュ自動生成

1317

三次元形状を有するき裂の有限要素法モデル生成

不適合度テンソル場モデルを用いたインデンテーション下
における不均質変形評価

○和田義孝（諏訪東理大），折田陽平（東理大院），菊
1315

転位下部組織との相互作用を考慮した不均質場の発展
に関する場の理論的結晶塑性シミュレーション

○折田陽平（東理大院），和田義孝（諏訪東理大），菊
1316

材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス（3）

911

場の理論に基づく疲労き裂発生過程に関するマルチスケ
ールモデリングとシミュレーション

○河合浩志（東大），岡田 裕（東理大）

○相賀裕太郎（神戸大院），長谷部忠司（神戸大）

○徳田貴志（鹿児島大院），岡田 裕（東理大），河合

912

不適合度テンソルを用いたラス組織のモデリングとクリー
プ強度に関するシミュレーション

浩志（東大），福井泰好（鹿児島大）

○岸本和也（神戸大院），長谷部忠司（神戸大），鬼澤
高志（原子力機構）
14:15－15:00

OS13. 破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション（5）

10:45－12:00

座長: 関東康祐（茨城大）

OS9.

1319

座長: 東田賢二（九大）

四面体 2 次有限要素を用いたき裂進展解析
○岡田 裕（東理大），河合浩志（東大），徳田貴志（鹿

913

○三根啓吾（慶大），大森崇裕（慶大院），高橋順一

重合メッシュ法を用いた丸棒のき裂進展解析

（旭化成エンジ），志澤一之（慶大）

○買提熱依木 買歌菲熱提（東理大院），菊池正紀（東
914

理大），艾尼買買提明（新疆大学）
1321

結晶性ポリマのクレイズ進展に基づく高ひずみ速度領域
における破断予測シミュレーション

児島大院），福井泰好（鹿児島大）
1320

材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス（4）

重合メッシュ法を用いた溶接熱影響部におけるき裂進展

ゲル相ネットワーク構造を呈したシリカ充填ゴムのモデル
化と数値シミュレーション
○望月利紀（神戸大院），北村真瑠久，内藤正登（住

解析
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大橋鉄也（北見工大），○深尾亮太（北見工大院），伊

友ゴム工業），屋代如月（神戸大），冨田佳宏（福井工

藤陽介，眞山 剛（熊本大）

大）
915

分子鎖網目理論に基づくシリカ充填ゴムの界面特性のモ

927

純マグネシウムの多結晶挙動解析における解の収束性
○只野裕一（佐賀大），前山拓哉，萩原世也

デル化とシミュレーションによる評価
○北村真瑠久（神戸大院），望月利紀，内藤正登（住
友ゴム工業），屋代如月（神戸大），冨田佳宏（福井工
大）
916

10:30－12:00

非晶性ポリマにおける除荷時のひずみ回復を考慮した分

OS2.

子鎖塑性モデルおよび大変形 FEM 解析

座長: 登坂宣好（東京電気大）
201

○水澤文彦（慶大院），宮越亮丞，志澤一之（慶大）
917

第3室

ユニットセル配置にずれを有する周期材料に対する均質

流体の数値計算手法と数値シミュレーション（1）
移流拡散方程式に対する高次基底を用いた近似手法の
数値特性評価

化理論の適用

山田貴博（横国大）

○松田哲也（筑波大），福田祐三（筑波大院），河井昌

202

道（筑波大）

気液アニュラー流内のデポジションに対する液滴慣性の
効果
○三戸陽一（北見工大）， 川本啓太（北見工大院）

203

14:15－15:30
OS9.

乱流モデルを用いた炎天下駐車時における車室内熱流
体解析

材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス（5）

○谷 彰太（富山大院），川口清司（富山大），倉石友

座長: 松田哲也（筑波大）
918

也（富山大院）

セルサイズに依存する柔軟節正方セルの圧縮座屈特性
204

○田中 展（阪大），渋谷陽二
919

○加藤智也（富山大院），川口清司（富山大）

オープンセル金属フォームの微視的座屈挙動に支配的な
205

要因の解析

○笹島知佳（富山大院），川口清司（富山大）

異方性損傷パラメーターを考慮した均質化法による繊維
206

強化複合材料の引張変形挙動の解析
中曽根祐司（東理大），○中嶋雅俊（東理大院）
921

半開放型軸流ファンにおける翼周り流れの作動点による
違い

○高橋佑治（名大院），奥村 大（名大），大野信忠
920

簡易模型車両周りの流れ解析

CO2 ガスの海洋溶解・浮上に関する実験およびシミュレー
タ

確率均質化法を用いた粒子強化複合材料の微視的応力

○正岡 享（日大院），村田 守（日大），西 恭一，星

の確率応答解析（素材の弾性定数がばらついた場合）

野和義，坂井卓爾

○塩谷公紀（島根大院），坂田誠一郎（島根大），芦田
文博
922

14:15－15:30

弾粘塑性マクロ材料モデルによるプレートフィン構造体の

OS2.

多軸負荷シミュレーション

座長: 山田貴博（横国大）
207

○津田将利（名大院），大野信忠（名大）

流体の数値計算手法と数値シミュレーション（2）
伝播する衝撃波により誘起される物体の運動の CFD 解析
○上杉修一（富山県立大院），中山勝之，坂村芳孝
（富山県立大）

15:45－17:00
OS9.

材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス（6）

208

座長: 中曽根祐司（東理大）
923

○黒田 望（京大院），牛島 省（京大）

等価応力比法による鉄鋼材料の疲労強度線図の特性化

209

直列２角柱の流体力特性に関する３次元数値計算

210

並列流体解析コード Front Flow/Blue への ALE 機能実装

211

非定常流れに対する定量的可視化法

ならびに疲労機構の考察

近藤典夫（日大）

松野 博（崇城大・元）
924

自由水面に落下する柔軟構造物の数値解法

結晶塑性マルチスケール有限要素法による冷間・温間異
周速圧延解析

○犬塚一徹（東大院），吉村 忍（東大）

○大西孝士郎（熊本大院），坂本英俊，倉前宏行（阪

白山 晋（東大）

工大），仲町英治（同志社大），森本秀夫（古河電工）
925

単軸負荷下におけるマグネシウムの活動すべり系に及ぼ
す結晶粒界の影響

10:00－11:00

○眞山 剛（熊本大），大橋鉄也（北見工大），東田賢
二（九大）
926

第4室
OS1. 固体物理／流体物理のマルチフィジックス／マルチスケ
ール解析（5）

HCP 型双結晶に生ずる応力集中とその双晶変形及び非

座長: 後藤俊幸（名工大）

底面すべりによる緩和

116
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1501

渡辺宙志（東大）
117

関法の適用

熱格子ボルツマン法による多孔体内熱流動の数値解析

○宍戸信之（京大院），桑原達彦，松本龍介（京大），

○松島佑介（阪府大），金田昌之，須賀一彦
118

MD と LBM によるナノ/メゾ多孔体内流れのマルチスケー

池田 徹，宮崎則幸
1502

ル・シミュレーション

デジタル画像相関法による Flip Chip パッケージ内部の
ひずみ測定と FEM 解析精度の向上

○竹中 奨（阪府大），須賀一彦，金城友之（豊田中

○貫野敏史（京大院），池田 徹（京大），宮崎則幸，田

研），兵頭志明
119

画像ゆがみ補正を用いた AFM 画像へのデジタル画像相

中宏之（住友ベークライト），畑尾卓也

液体・金属界面におけるバブル崩壊に関する分子動力学
1503

シミュレーション

応力効果を考慮したデバイスシミュレーションによるナノデ
バイス（nMOSFET）特性変動評価

○中尾太貴（名工大），中村太志，小林 亮，尾形修司

○吉田圭佑（京大），小金丸正明（福岡工技セ），池田
徹（京大），宮崎則幸，友景 肇（福岡大）

11:15－12:00

OS1. 固体物理／流体物理のマルチフィジックス／マルチスケ
ール解析（6）

1504

○畠山友行（富山県立大），伏信一慶（東工大），石塚
勝（富山県立大）

座長: 伊藤伸泰（東大）
120

エネルギーレンジに応じた水素－炭素材相互作用のマル
チスケールション

121

10:45－11:45

○伊藤篤史（核融合研），大宅 薫（徳島大），井内健

OS15. 電子デバイス・電子材料と計算力学（2）

介（徳島大），Stephan Irle（名大），Ying Wang，諸熊奎

座長: 小金丸正明（福岡工技セ）

治（京大）

1505

局所強制対流冷却電子機器の冷却性能予測精度

グラファイト層間化合物に対するハイブリッド量子古典シミ

○福江高志（富山県立大院），山崎健太（富山県立大），

ュレーション

石塚
1506

亮，山川俊輔（豊田中研），兵頭志明

勝，中川慎二，畠山友行，中山

恒

（ThermTech）

○大庭伸子（豊田中研），尾形修司（名工大），小林
122

Si ナノトランジスタ発熱予測のための熱・電気連成解析

自然空冷密閉筐体の放熱性能に関する研究 （発熱源の
高さが異なる場合）

固固および固液界面のハイブリッド量子古典シミュレーシ

○日置裕介（富山県立大院），石塚 勝（富山県立大），

ョン

中川慎二，畠山友行

尾形修司（名工大）
1507

フローハンダ付け工程の CFD シミュレーション

14:15－15:15

○後藤亮太（富山県立大院），中川慎二（富山県立大），

OS1. 固体物理／流体物理のマルチフィジックス／マルチスケ
ール解析（7）

小泉雄大（コーセル），石塚 勝（富山県立大）
1508

サーモモジュールの熱疲労寿命解析

座長: 鶴田健二（岡山大）

○堤 三佳（愛媛大院），黄木景二，高橋 学，攝津暢

123

浩，岡部永年（愛媛大）

SCF-Tight-Binding 量子分子動力学法によるトライボケミカ
ル反応ダイナミクスシミュレーション
○久保百司（東北大），小野寺拓，林健太郎，島崎智

14:15－15:15

実，鈴木 愛，坪井秀行，畠山 望，遠藤 明，高羽洋

OS15. 電子デバイス・電子材料と計算力学（3）

充，宮本 明

座長: 池田 徹（京大）

124

分子間の相対配向を取り入れた反応確率の計算方法

125

粉体中での自力推進運動について

126

グリッドにおける大規模計算向けの QoS 資源管理機構の

1509

○樋山みやび（豊田中研），兵頭志明

スルーホールはんだ接合部のクリープ損傷パスシミュレー
ション
○向井 稔（東芝），門田朋子，廣畑賢治，高橋浩之

1510

島田 尚（東大）

BGA はんだ接合部の振動負荷寿命に与える初期温度サ
イクルの影響

開発

○大森隆広（東芝），廣畑賢治，向井 稔，高橋浩之，

○宋 応文（産総研），田中良夫，尾形修司（名工大），
関口智嗣（産総研）

小川英紀
1511

直流電位差法を用いたはんだボール／銅接合界面き裂
評価における銅線位置とボイドの影響
○中原亮一（岡山大院），吉田直人（岡山大），多田直

第5室

哉

9:30－10:30
OS15. 電子デバイス・電子材料と計算力学（1）

1512

ミニラップジョイント試験片はんだ接合部の弾塑性クリープ
解析

座長: 森 孝男（富山県立大）
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○中野紘之（富山県立大院），森 孝男（富山県立大），

408

マルチ GPU ノードにおける 3 次元 Phase Field モデルの
高速計算

佐山利彦（富山工技セ），高柳 毅（コーセル），岡本佳

○小川 慧（東工大院），青木尊之（東工大）

之
409

クリロフ部分空間法における GPU に適した前処理手法の
検討

15:30－16:30
OS15. 電子デバイス・電子材料と計算力学（4）

○藤木史朗（山梨大院），安藤英俊，鳥山孝司
410

座長: 多田直哉（岡山大）
1513

CUDA による要素マトリックス計算

MEMS ウェットエッチング特性の陰的パラメータ表現によ

○中 亮二（徳島大院）， 大石篤哉，吉村 忍（東大）

るプロセスシミュレーション

1514

○佐藤健一（慶大院），高野直樹（慶大），鳥山寿之

14:15－15:15

（立命大），岡田充史（ソフトウェアクレイドル）

OS4.

Zone-melting 法を用いた Si/Ge 結晶育成中の移動現象に

GPGPU による計算力学（3）

401，411，413，414 の講演中止によりセッション中止

関する数値解析
○石田敦子（静岡大院），高木洋平（静岡大），岡野泰
則
1515

第9室
9:45－10:45

ULSI セルゲート長の微細化にともなう転位蓄積の数値的

OS20. 細胞・生体分子の計算バイオメカニクス（3）

評価

座長: 和田成生（阪大）

○佐藤満弘（北見工大），大橋鉄也，丸泉琢也（東京

2009

都市大），北川 功（日立基礎研）
1516

【基調講演】9:45－10:15
定量・計算解析による発生ダイナミクスの理解

任意方向育成フッ化カルシウム単結晶のアニール後の複

大浪修一（理研）
2010

屈折解析（クリープ挙動を考慮した解析）
○北村優太（京大院），宮崎則幸（京大），荻野洋岳

細胞骨格調節タンパクの力学応答的結合の熱力学モデ
ル

（京大院），真淵俊朗（トクヤマ），縄田輝彦

○井上康博（京大），安達泰治，北條正樹
2011

細胞の最適応答とその力学的機構
小林徹也（東大）

第7室
9:15－10:30
OS4.

GPGPU による計算力学（1）

11:00－12:00

座長: 青木尊之（東工大）

OS20. 細胞・生体分子の計算バイオメカニクス（4）

412

分子動力学シミュレーションにおける Particle Mesh Ewald

座長: 矢野 猛（阪大）

法の GPU への実装と評価

2012

○坂牧隆司（慶大院），成見 哲（電通大），泰岡顕治

ーション

（慶大）
402

GPU による高次精度移流スキームの演算性能

403

GPU を用いた流体解析コードの高速化

404

3 次元格子ボルツマン法による非圧縮流体ソルバーの

○高橋恒一（理研），海津一成（慶大）
2013

○杉原健太（東工大院），青木尊之（東工大）

○庭山律哉（総研大），篠原恭介（阪大），木村 暁（遺
伝研）
2014

GPU による加速

アクチンフィラメントネットワーク構造におけるフィラメント分
岐のモデル化

○王 嫻（東工大），青木尊之

○出路丈時（京大院・理研），井上康博（京大・理研），

MARS の GPU による高速化
○永武 拓（京大），功刀資彰

線虫 C. elegans 初期胚の細胞質流動の粒子法シミュレー
ションを通した細胞質のレオロジーの理解

○落合和明（東洋大），中林 靖

405

細胞生化学ネットワークの単分子解像度反応拡散シミュレ

安達泰治，北條正樹（京大）
2015

エネルギ最小化原理に基づく細胞圧縮試験
○氏原嘉洋（阪大院），中村匡徳（阪大），宮崎 浩，和
田成生

10:45－12:00
OS4.

GPGPU による計算力学（2）

座長: 成見 哲（電通大）

14:15－15:15

406

Real-time Tsunami Simulation Accelerated by Parallel

OS20. 細胞・生体分子の計算バイオメカニクス（5）

GPUs

座長: 大浪修一（理研）

○Arce Acuna Marlon（Tokyo Tech），Aoki Takayuki
407

2016

GPU 上での領域分割法の高速化
○白根裕大（東大院），河合浩志（東大），吉村 忍

Keratocyte の移動における接着－乖離の模擬
伊藤昌夫（VCAD ソリューションズ）

2017
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クダイナミクスのモデル化
○津田峻佑（京大院・理研），井上康博（京大・理研），
安達泰治，北條正樹（京大）
2018

細胞内アクチンネットワーク形成に関する分子動態解析

2019

張力がアクチンフィラメントの分子間相互作用に及ぼす影

○菅原路子（JST・理研），横田秀夫（理研）
響
○松下慎二（京大院・理研），安達泰治（京大・理研），
井上康博，北條正樹（京大），曽我部正博（名大・ＪＳＴ）

第 10 室
11:00－12:00
OS19. 計算ソリッドバイオメカニクス（3）
座長: 宮崎祐介（金沢大）
1909

ラテラルフレア型人工股関節ステム配置が固定性に及ぼ
す影響の計算バイオメカニクス的検討
○山本創太（芝浦工大），岡田泰地（パナソニック），齋
藤森史（名大院），中村陽一，田中英一（名大），井口
普敬（名市大），長谷川伸一

1910

大腿骨の力学状態に及ぼす人工股関節ステムデザインの
影響
○中村尚平（九大院），東藤 貢（九大），原俊彦（杉岡
記念病院），馬渡正明（佐賀大），佛淵孝夫，杉岡洋一
（杉岡記念病院）

1911

脊椎圧迫骨折による姿勢変化が隣接脊椎に及ぼす力学
的影響の筋骨格モデルによる検討
○福井 悠（金沢大），坂本二郎，岡本義之，村上英樹，
川原範夫，富田勝郎

1912

陽解法有限要素法による PS 型と CR 型人工膝関節の比
較解析
○銭 立和（九大），東藤 貢，長嶺隆二（杉岡記念病
院）

14:15－15:00
OS19. 計算ソリッドバイオメカニクス（4）
座長: 村瀬晃平（近畿大）
1913

キリン頸椎の力学的適応性に関する考察
○田井 遥（金沢大），山崎 剛（金沢大院），在原健太
朗，坂本二郎（金沢大）

1914

らせん運動により種子を発射する植物果実の力学解析
○酒井陽平（金沢大院），遠藤安浩，坂本二郎（金沢
大）

1915

自動散布植物果実における残留応力発生メカニズムの検
討
○遠藤安浩（金沢大院），酒井陽平，坂本二郎（金沢
大）

18 / 18

