
会場A 3階中会議室301A　第1日目　5月31日（火）

OS30-1 粒子法・メッシュフリー法の基礎および関連技術（1）　5月31日（火）　9：30～10：30

　【司会：萩原 世也（佐賀大）】

A-1-1 新しい物理量保持手法を導入した大変形有限要素法によるき裂問題解析
○鈴木 力（東京理科大），魚本 貴之（東京理科大），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）

A-1-2 グローバルメッシュとローカルメッシュに異なる有限要素を用いる反復型重合メッシュ法解析
○遊佐 泰紀（東京理科大），湯本 洋介（東京理科大），岡田 裕（東京理科大）

A-1-3 メッシュフリー法を用いた曲面を有するシェル構造の座屈解析に関する研究
○谷口 王洋（広島大），田中 智行（広島大），貞本 将太（広島大,富士通）

A-1-4 Peridynamicsを用いた動的応力拡大係数評価に関する研究
○井町 美智也（広島大），田中 智行（広島大）

OS30-2 粒子法・メッシュフリー法の基礎および関連技術（2）　5月31日（火）　10：45～11：45

　【司会：田中 智行（広島大）】

A-2-1 Peridynamicsに関する陰的・陽的両解法の検討
○北風 慎吾（オープンCAE学会）

A-2-2 SPH法への多直線近似弾塑性構成則の適用
○萩原 世也（佐賀大），白濱 智大（佐賀大），甲斐 千尋（佐賀大），武富 紳也（佐賀大），只野 裕一（佐賀
大），田中 智行（広島大）

A-2-3 MPS法による弾性波動解析における吸収境界の提案
○中野 翼（富山大），佐藤 雅弘（富山大）

A-2-4 LS-MPS法と分布点音源法による超音波浮揚液滴の回転に関する解析
○和田 有司（成蹊大），弓削 康平（成蹊大），中村 良平（東京工業大），田中 宏樹（東京工業大），中村 健
太郎（東京工業大）

OS30-3 粒子法・メッシュフリー法の基礎および関連技術（3）　5月31日（火）　13：15～14：45

　【司会：白崎 実（横浜国立大）】

A-3-1 ラグランジュ的手法を用いた相変化を伴う流体の数値シミュレーション
○高畑 和弥（東京大），酒井 幹夫（東京大）

A-3-2 圧力速度同時陰解法を用いた粒子法非圧縮性流体解析手法
○近藤 雅裕（東京大）

A-3-3 自由境界Navier-Stokes方程式の厳密解を構成できる条件から 粒子法 MPS を検討する
○服部 元史（神奈川工科大），越塚 誠一（東京大）

A-3-4 MPS法の表面張力モデルに関する曲率計算とポテンシャル力の改良
○柴田 和也（東京大），山西 雄士（東京大），越塚 誠一（東京大），政家 一誠（プロメテック・ソフトウェア）

A-3-5 ＳＰＨ粒子法による流路拡大部の乱流解析
○一宮 正和（福井大），酒井 譲（横浜国立大）

A-3-6 舞い落ちる多数のイチョウの葉のシミュレーション
○渡辺 勢也（東京工業大），青木 尊之（東京工業大），長谷川 雄太（東京工業大）

OS30-4 粒子法・メッシュフリー法の基礎および関連技術（4）　5月31日（火）　15：00～16：30

　【司会：柴田 和也（東京大）】

A-4-1 Large-scale Debris Flow Simulations using Particle-based Method with Dynamic Load Balance on a GPU
supercomputer
○Satori Tsuzuki（Tokyo Institute of Technology），Takayuki Aoki（Tokyo Institute of Technology）

A-4-2 粒子法による漂流物衝突を考慮した津波避難ビルの安全性評価
○鍋倉 昌博（九州大），浅井 光輝（九州大）

A-4-3 地盤洗掘および浸透による堤防の崩壊予測シミュレーションに向けたSPH-DEMカップリング解析
○原崎 健輔（九州大），浅井 光輝（九州大）

A-4-4 Verification and Validation of the Fluid-Rigid Body Interaction Simulation by the Smoothed Particle
Hydrodynamics Method
○Bodhinanda Chandra（Kyushu University），Mitsuteru Asai（Kyushu University）

A-4-5 A Snow Model for Train Safety Built by MPS Method
○Yu Tao（The University of Tokyo），Seiichi Koshizuka（The University of Tokyo）
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会場B 3階中会議室301B　第1日目　5月31日（火）

OS29 シミュレーションの信頼性とV&V　5月31日（火）　9：30～10：30

　【司会：山田 貴博（横浜国立大）】

B-1-1 弾性体の有限要素解析に対する創成解の方法に対する一考察
○山田 貴博（横浜国立大）

B-1-2 ポーラス材料を用いた二足歩行ロボット開発のためのV&V
○加藤 義達（芝浦工業大），木内 大地（芝浦工業大），長谷川 浩志（芝浦工業大）

B-1-3 モータリングエンジン筒内気流サイクル変動計算のＶ＆Ｖ
○沢田 龍作（サワダ技研），小池 竜治（トヨタ自動車），西野 耕一（横浜国立大）

B-1-4 V&Vプロセス実装システムとしてのSimulation Process & Data Managementのしくみと実装例
○工藤 啓治（ダッソー・システムズ）

OS18-1 計算工学におけるフェーズフィールド法とその関連技術の進展（1）　5月31日（火）　10：45～11：45

　【司会：山中 晃徳（東京農工大）】

B-2-1 ポテンシャル関数が異なる二つのphase-field crackモデルの基本特性評価
○奥西 周平（京都工芸繊維大），高木 知弘（京都工芸繊維大）

B-2-2 曲率駆動の無いmulti-phase-fieldトポロジー最適化モデルと特性評価
○高木 知弘（京都工芸繊維大），加藤 準治（東北大）

B-2-3 ニッケル基超合金におけるラフト構造形成シミュレーションと ニューラルネットワークによる感度解析
○河合 大輔（名古屋大），塚田 祐貴（名古屋大,JST），小山 敏幸（名古屋大），村田 純教（名古屋大），近藤
義宏（防衛大）

B-2-4 マルテンサイト変態における組織形成とオーステナイト相の転位のすべり
○塚田 祐貴（名古屋大,JST），原田 拓弥（名古屋工業大），小山 敏幸（名古屋大），村田 純教（名古屋大）

OS18-2 計算工学におけるフェーズフィールド法とその関連技術の進展（2）　5月31日（火）　13：15～14：45

　【司会：塚田 祐貴（名古屋大）】

B-3-1 アンサンブルカルマンフィルタによるフェーズフィールド計算のデータ同化のGPU高速化
○佐々木 健吾（東京農工大），山中 晃徳（東京農工大）

B-3-2 熱力学データベース連携非平衡フェーズフィールドモデルを用いた定比化合物相を含む拡散対反応の解析
○野本 祐春（伊藤忠テクノソリューションズ），松崎 祐樹（伊藤忠テクノソリューションズ），倉田 正輝（日本原
子力研究開発機構）

B-3-3 Phase-field法と格子ボルツマン法による柱状デンドライトの透過率評価法の構築
○坂根 慎治（京都工芸繊維大），高木 知弘（京都工芸繊維大），大野 宗一（北海道大），澁田 靖（東京大），
下川辺 隆史（東京工業大），青木 尊之（東京工業大）

B-3-4 BCC鉄における結晶粒成長のフェーズフィールドクリスタルシミュレーション
○山中 晃徳（東京農工大），Kevin McReynolds（Northwestern University），Peter W. Voorhees
（Northwestern University）

B-3-5 粒界特性の異方性を伴う3次元粒成長の高次multi-phase-fieldシミュレーション
○三好 英輔（京都工芸繊維大），高木 知弘（京都工芸繊維大）

B-3-6 マルチフェーズフィールド法によるミクロ組織予測を中核としたステンレス2相鋼熱間圧延のマルチスケール
解析手法の開発
○大場 一輝（伊藤忠テクノソリューションズ），野本 祐春（伊藤忠テクノソリューションズ），森 一樹（伊藤忠テ
クノソリューションズ），山中 晃徳（東京農工大）

OS18-3 計算工学におけるフェーズフィールド法とその関連技術の進展（3）　5月31日（火）　15：00～16：00

　【司会：野本 祐春（伊藤忠テクノソリューションズ）】

B-4-1 界面数理モデルに基づく非予混合燃焼における火炎伝搬機構についての考察
○大島 伸行（北海道大），金 智雲（北海道大）

B-4-2 微小テクスチャ固体表面上混相流体挙動予測への拡散界面モデルの適用について
○高田 尚樹（産業技術総合研究所），松本 壮平（産業技術総合研究所），栗原 一真（産業技術総合研究
所），穂苅 遼平（産業技術総合研究所），松本 純一（産業技術総合研究所）

B-4-3 Phase-Fieldモデルを用いた気液二相流におけるミルククラウンの有限要素解析
○松本 純一（産業技術総合研究所），高田 尚樹（産業技術総合研究所），澤田 有弘（産業技術総合研究
所）

B-4-4 保存形Allen-Cahn方程式に基づいた多相流multi-phase-fieldモデルの構築
○相原 慎太郎（京都工芸繊維大），高木 知弘（京都工芸繊維大），高田 尚樹（産業技術総合研究所）

2 ページ



会場C 3階中会議室302A　第1日目　5月31日（火）

OS26-1 地盤力学における数値解析（1）　5月31日（火）　9：30～10：30

　【司会：福元 豊（長岡技術科学大）】

C-1-1 埋め込み境界法を用いた地盤材料の土粒子スケール透水シミュレーション
○橘 一光（東北大），森口 周二（東北大），高瀬 慎介（東北大），寺田 賢二郎（東北大），神谷 浩二（岐阜
大），小高 猛司（名城大）

C-1-2 Darcy-Brinkman式を用いた乱流数値解析手法
○佐藤 真理（島根大），藤澤 和謙（京都大），村上 章（京都大）

C-1-3 空気～水～土骨格連成有限変形解析を用いた浸透破壊メカニズムに関する考察
○吉川 高広（名古屋大），野田 利弘（名古屋大），小高 猛司（名城大），崔 瑛（名城大）

C-1-4 熱弾粘塑性構成式を用いた数値解析による等方加熱試験の新たな解釈
○栗本 悠平（名古屋工業大），熊 勇林（同済大），張 鋒（名古屋工業大）

OS26-2 地盤力学における数値解析（2）　5月31日（火）　10：45～11：45

　【司会：張 鋒（名古屋工業大）】

C-2-1 Full-formulationに基づく水～土骨格連成有限変形解析コードの開発とその検証
○豊田 智大（名古屋大），野田 利弘（名古屋大）

C-2-2 化学-熱-力学連成動的解析手法を用いたガス生産過程におけるメタンハイドレート含有地盤の地震時挙動
の検討
○赤木 俊文（京都大），木元 小百合（京都大）

C-2-3 乾燥破壊現象における亀裂パターン形成のモデル化と数値解析
○廣部 紗也子（慶應義塾大），小國 健二（慶應義塾大）

C-2-4 講演取り下げ

OS26-3 地盤力学における数値解析（3）　5月31日（火）　13：15～14：30

　【司会：野田 利弘（名古屋大）】

C-3-1 地盤表層流れに伴う間隙圧に着目した洗掘現象に関するDEM-CFD解析
○山口 敦志（名古屋工業大），前田 健一（名古屋工業大），髙木 健太郎（名古屋工業大）

C-3-2 浸透流による土中の細粒分移動の粒子-流体連成シミュレーション
○福元 豊（長岡技術科学大），大塚 悟（長岡技術科学大）

C-3-3 堆積層のエネルギー吸収性能に着目した落石の運動挙動に関する個別要素法解析
○内藤 直人（名古屋工業大），前田 健一（名古屋工業大），牛渡 裕二（構研エンジニアリング），鈴木 健太
郎（構研エンジニアリング），川瀬 良司（構研エンジニアリング）

C-3-4 個別要素法による実大規模土砂流動実験の再現解析
○森口 周二（東北大），太田 勇真（東北大），高瀬 慎介（東北大），寺田 賢二郎（東北大），阿部 慶太（鉄道
総合技術研究所），青木 尊之（東京工業大）

C-3-5 ロックフィルダムの強震時変状の3次元個別要素法シミュレーション
○瓜谷 匠（長岡技術科学大），福元 豊（長岡技術科学大），大塚 悟（長岡技術科学大）

3 ページ



OS28 ものづくりにおける計算工学活用　5月31日（火）　15：00～16：45

　【司会：佐々木 直哉（日立製作所）】

C-4-1 講演取り下げ

C-4-2 6面体をベースとしたアドバンシングフロント法によるソリッドメッシュの自動生成手法の開発
○藤井 みゆき（神奈川工科大），田辺 誠（神奈川工科大）

C-4-3 DICを利用した高精度樹脂材料計測とモデリング
○佐藤 維美（メカニカルデザイン,東北大），前田 隆世（メカニカルデザイン），村田 真伸（名古屋市工業研究
所），西脇 武志（名古屋市工業研究所），住山 琢哉（東洋紡），古市 謙次（東洋紡），寺田 賢二郎（東北大）

C-4-4 高機能樹脂を対象とした粘弾性計測の高度化
○横塚 智史（メカニカルデザイン），三原 康子（メカニカルデザイン），小林 卓哉（メカニカルデザイン）

C-4-5 有限要素法を用いた陶磁器の焼成変形予測
○齊藤 俊幸（LIXIL），進 博人（LIXIL）， 勝田 泰広（LIXIL）， 梅田 学（LIXIL）， 生出 佳（メカニカルデザイ
ン）， 三原 康子（メカニカルデザイン）， 寺田 賢二郎（東北大），松原 成志朗（東北大）

C-4-6 有限要素解析を用いたゴルフボール内部構造に対する設計最適化問題に関する検討
○千野 剛（東京理科大），川辺 聖哉（東京理科大），松尾 健人（東京理科大），岡田 裕（東京理科大），遊佐
泰紀（東京理科大），市川 八州史（Nike Inc.），Aaron Bender（Nike Inc.），石井 秀幸（Nike Inc.）

C-4-7 運動する人体を対象とした衣服圧シミュレーション
○三原 康子（メカニカルデザイン），小林 卓哉（メカニカルデザイン），磯貝 悠美子（東洋紡），野々村 千里
（東洋紡），石丸 園子（東洋紡）

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）

4 ページ



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）

会場E 3階小会議室303+304　第1日目　5月31日（火）

OS4-1 不確かさのモデリング・シミュレーション（1）　5月31日（火）　9：30～10：30

　【司会：高野 直樹（慶應義塾大）】
E-1-1 テキスタイルFRP積層板の確率的マルチスケールモデリング

○高野 直樹（慶應義塾大）

E-1-2 繊維配列のランダム性を考慮した平織積層板のミクロ／メゾ／マクロ弾-粘塑性解析
○松田 哲也（筑波大），岩下 結城（筑波大）

E-1-3 繰り返し変位を受けるエルボの弾塑性挙動に対する材料特性の不確かさの影響
○眞﨑 浩一（みずほ情報総研），宮本 裕平（みずほ情報総研），小坂部 和也（みずほ情報総研）

E-1-4 加力装置付きX線CTスキャナとvoxel FEM解析による粒状ゲルのヤング率同定
藤本 壮祐（岐阜大），○永井 学志（岐阜大），玉川 浩久（岐阜大）

OS4-2 不確かさのモデリング・シミュレーション（2）　5月31日（火）　10：45～11：45

　【司会：松田 哲也（筑波大）】
E-2-1 粒子充填構造とその安定性に対する粒子径のばらつきの影響

○上原 拓也（山形大）

E-2-2 微細パターン構造に生じるうねり変形の座屈後解析
○奥村 大（名古屋大），林 聡洋（名古屋大），田中 展（大阪大）

E-2-3 確率均質化法を用いたコーティング粒子分散型複合材料のミクロ構造ロバスト設計
○栗田 大地（慶應義塾大），Pin Wen（慶應義塾大），高野 直樹（慶應義塾大）

E-2-4 個別要素法に基づく空間分布を考慮した落石の確率論的リスク評価
○菅野 蓮華（東北大），森口 周二（東北大），高瀬 慎介（東北大），寺田 賢二郎（東北大）

OS4-3 不確かさのモデリング・シミュレーション（3）　5月31日（火）　13：15～14：15

　【司会：奥村 大（名古屋大）】
E-3-1 確率論的破壊力学解析を用いた破損確率評価における決定論的指標の取扱に関する検討

○勝又 源七郎（みずほ情報総研），眞﨑 浩一（みずほ情報総研），下元 正義（みずほ情報総研），小坂部
和也（みずほ情報総研）

E-3-2 超細密プレートフィン構造体の応力集中に及ぼすランダムミスアライメントの影響の統計的調査
○山内 和真（筑波大），増子 智史（筑波大），松田 哲也（筑波大）

E-3-3 Stochastic Modeling of Geometrical Imperfection of Metal 3D Printed Porous Structure Using Micro-CT
○Paolo Realini（Keio University），Kenichiro Yokota（Keio University），Naoki Takano（Keio University），
Satoru Matsunaga（Tokyo Dental College），Shinichi Abe（Tokyo Dental College）

E-3-4 中間分解能モデルを用いる重合メッシュ法による海綿骨のバイオメカニクス解析
○西川 航矢（慶應義塾大），高野 直樹（慶應義塾大）
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OS19 連成解析　5月31日（火）　15：00～16：15

　【司会：山田 知典（東京大）】
E-4-1 Flapping Edge Vortexの直接数値シミュレーション

○澤田 有弘（産業技術総合研究所），松本 純一（産業技術総合研究所）

E-4-2 3種類の羽ばたきモードを考慮した流体構造連成解析と飛行性能評価
○洪 基源（東京大），山田 知典（東京大），吉村 忍（東京大）

E-4-3 分離反復型流体構造連成解析の安定性向上
○山本 悠貴（東京大），洪 基源（東京大），山田 知典（東京大），吉村 忍（東京大）

E-4-4 多質点モデルと多相流解法による流体-柔軟構造物の連成計算
○廣岡 信行（富士ゼロックス），牛島 省（京都大）

E-4-5 流体構造連成解析と制御の統合に関する基礎的検討
○金子 栄樹（東京大），洪 基源（東京大），山田 知典（東京大），吉村 忍（東京大）

会場F 3階小会議室306+307　第1日目　5月31日（火）

OS15-1 ポストムーア時代のATに向けて：最新研究と将来展望（1）　5月31日（火）　9：30～10：30

　【司会：片桐 孝洋（東京大）】
F-1-1 ポストムーア時代に向けた階層型自動チューニング機能の性能評価

○片桐 孝洋（東京大,JST CREST），松本 正晴（東京大,JST CREST），大島 聡史（東京大,JST CREST）

F-1-2 FMMの性能の可搬性
○横田 理央（東京工業大）

F-1-3 時間方向のマルチグリッド法の有効性の評価
○金子 重郎（工学院大），田口 悠太（工学院大），藤井 昭宏（工学院大），田中 輝雄（工学院大）

F-1-4 複合的自動チューニングのための数理とソフトウェア
○須田 礼仁（東京大）

OS15-2 ポストムーア時代のATに向けて：最新研究と将来展望（2）　5月31日（火）　10：45～11：45

　【司会：藤井 昭宏（工学院大）】
F-2-1 並列FFTにおける通信隠蔽の自動チューニング

○高橋 大介（筑波大）

F-2-2 ポストムーア時代のATと数値線形代数
○今村 俊幸（理化学研究所）

F-2-3 階層型行列法の計算負荷予測と負荷分散法
○伊田 明弘（東京大），平石 拓（京都大），岩下 武史（北海道大）

F-2-4 ポストムーア時代の大規模数値計算アルゴリズム
○中島 研吾（東京大）

OS7-1 計算手法の数学解析と現実問題への適用（1）　5月31日（火）　13：15～14：30

　【司会：高石 武史（広島国際学院大）】
F-3-1 非線形偏微分方程式に対する構造保存数値解法”離散変分導関数法”の原理と応用

○降籏 大介（大阪大）

F-3-2 四面体上のLagrange補間の誤差評価について
小林 健太（一橋大），○土屋 卓也（愛媛大）

F-3-3 直交選点有限要素法による2次元非定常熱伝導方程式の数値解析
○大久保 孝樹（函館工専）

F-3-4 移流拡散反応方程式の直交選点有限要素法による数学解析
○大久保 孝樹（函館工専）

F-3-5 計測値付き境界要素法によるキャビティ流れのローオーダーアナリシス
○山田 義博（新日鐵住金），登坂 宣好（東京電機大），菊地 厖（数値解析開発）
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OS7-2 計算手法の数学解析と現実問題への適用（2）　5月31日（火）　15：00～16：30

　【司会：田上 大助（九州大）】
F-4-1 真皮変形を伴う表皮構造の数理モデリング

○長山 雅晴（北海道大,JST），小林 康明（北海道大,JST），熊本 淳一（北海道大,JST），傳田 光洋（資生
堂,JST），中田 聡（広島大），北畑 裕之（千葉大）

F-4-2 Numerical Analysis of a Nonlinear Degenerate Elliptic Equation That Governs Upstream Fish Migration in
Rivers
○Hidekazu Yoshioka（Shimane University），Daisuke Tagami（Kyushu University），Tomoyuki Shirai（Kyushu
University），Yuta Yaegashi（Kyoto University）

F-4-3 Finite Element Solution of a Stochastic Control Model for Optimal Population Management Strategy of
Released Plecoglossus Altivelis
○Yuta Yaegashi（Kyoto University），Hidekazu Yoshioka（Shimane University），Kenji Takagi（Kyoto
University），Koichi Unami（Kyoto University），Masayuki Fujihara（Kyoto University）

F-4-4 水素拡散による脆化を伴う開口き裂進展モデル
○高石 武史（広島国際学院大）

F-4-5 半解析的有限要素法を用いた地震時の平底円筒貯槽の底板浮上り挙動の静的解法の提案
○中島 照浩（JIPテクノサイエンス），谷口 朋代（鳥取大）

F-4-6 On the Stabilization Term of Finite Element Approximations for Viscous Flow and Thermal Convection
Problems
Qinghe Yao（Sun Yat-sen Univeisity），○Hiroshi Kanayama（Japan Women's University）
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