
会場A 3階中会議室301A　第3日目　6月2日（木）

OS12-1 流れの計算法（1）　6月2日（木）　13：15～14：45

　【司会：藤間 昌一（茨城大）】

A-7-1 Oseen 型拡散 Peterlin モデルのための安定化 Lagrange-Galerkin スキームの誤差評価
○野津 裕史（早稲田大），田端 正久（早稲田大），Mária Lukáčová-Medvid'ová（University of Mainz），Hana
Mizerová（University of Mainz）

A-7-2 三角形と四角形が混在したメッシュ上での正値性保存有限要素法移流スキーム
○名古屋 靖一郎（アーク情報システム），桐 博英（農業・食品産業技術総合研究機構）

A-7-3 2流体有限要素解析のための離散化ストークス方程式ソルバー
○鈴木 厚（大阪大），大森 克史（富山大）

A-7-4 Adiabatic流体モデルへの安定化有限要素法の適用
○内山 一郎（日本海洋コンサルタント），丸岡 晃（八戸工専），川原 睦人（中央大）

A-7-5 発酵系の熱対流の有限要素解析
○橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）

A-7-6 時間軸中央差分法による流れ場の数値計算
○今村 純也（imi計算工学研究室）

OS12-2 流れの計算法（2）　6月2日（木）　15：00～16：00

　【司会：丸岡 晃（八戸工専）】

A-8-1 大動脈弁の非対称開閉時の弁近傍流れの詳細解析
○寺原 拓哉（早稲田大），滝沢 研二（早稲田大），Tezduyar E. Tayfun（Rice University），佐々木 崇史（早稲
田大）

A-8-2 数値流体解析の簡易的方法への期待
○菊地 厖（数値解析開発）

A-8-3 渦輪の時間発展の有限要素解析
○橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）

A-8-4 離散Helmholtz分解に基づく流れ場の数値計算
○今村 純也（imi計算工学研究室）

会場B 3階中会議室301B　第3日目　6月2日（木）

OS11-1 非線形構造／固体解析（1）　6月2日（木）　9：00～10：15

　【司会：山田 貴博（横浜国立大）】

B-8-1 下負荷摩擦モデルによる接触摩擦解析
○立石 源治（エムエスシーソフトウエア），橋口 公一（九州大,エムエスシーソフトウエア），石川 勇（エムエス
シーソフトウエア）

B-8-2 動的問題に適用したマクロエレメント法を用いた過剰間隙水圧消散工法の数値シミュレーションの精度検証
○野中 俊宏（名古屋大），山田 正太郎（名古屋大），野田 利弘（名古屋大）

B-8-3 Multiplicative Finite Strain Theory Based on Subloading Surface Model
○Koichi Hashiguchi（MSC Software）

B-8-4 内点法による薄肉構造の大変形接触解析
○生野 達大（東京大），稲垣 和久（東京大），橋本 学（東京大），奥田 洋司（東京大）

B-8-5 ソリッド要素FEMを用いたRC構造物の地震応答解析のためのコンクリート材料の引張挙動のモデル化
○山下 拓三（防災科学技術研究所），大崎 純（京都大），宮村 倫司（日本大）
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OS11-2 非線形構造／固体解析（2）　6月2日（木）　10：30～11：45

　【司会：村松 眞由（東北大）】

B-9-1 接触解析による高精度三点曲げシミュレーションに関する研究
○鈴岡 拓也（千葉工業大），中島 慧亮（千葉工業大），秋田 剛（千葉工業大）

B-9-2 非線形CAE協会における 汎用コードへの有限変形粘弾性構成式組込み
○井上 友景（アイシン・エィ・ダブリュ工業），寺嶋 隆史（明治ゴム化成），吉田 純司（山梨大）

B-9-3 Euler型拡張有限要素法による固体接触解析手法
○西口 浩司（理化学研究所），岡澤 重信（山梨大）

B-9-4 3次スプライン降伏関数の板成形シミュレーションへの適用
○天石 敏郎（ＪＳＯＬ），蔦森 秀夫（大同大），松井 洋平（大同大）

B-9-5 F-barES-FEM四面体要素による圧力振動フリー弾塑性大変形解析
○大西 有希（東京工業大），飯田 稜也（東京工業大），天谷 賢治（東京工業大）

OS11-3 非線形構造／固体解析（3）　6月2日（木）　13：15～14：45

　【司会：大西 有希（東京工業大）】

B-10-1 微圧縮性材料の動解析における種々の四面体平滑化有限要素法の安定性評価
○飯田 稜也（東京工業大），大西 有希（東京工業大），天谷 賢治（東京工業大）

B-10-2 ゲルの粘弾性試験とその材料構成則の検討
○石川 清貴（琉球大），田中 興（琉球大），藤川 正毅（琉球大），真壁 朝敏（琉球大）

B-10-3 超弾性粘弾塑性ダメージ材料モデルの構造部材載荷実験による材料定数同定
○生出 佳（メカニカルデザイン），吉田 純司（山梨大），小林 卓哉（メカニカルデザイン）

B-10-4 ガラス・ゴム領域における非晶性樹脂のレオロジーモデルに基づく材料構成則
○松原 成志朗（東北大），寺田 賢二郎（東北大），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），野々村 千里（東洋紡），生出 佳（メカニカルデザイン），小林 卓哉（メカニカルデザイン）

B-10-5 STENTのDog-Boning緩和対策と最適化
○吉田 史郎（湘南技術開発）

B-10-6 熱可塑性樹脂およびゴム製緩衝材のエネルギー吸収性能評価
○岸 正泰（東北大），松原 成志朗（東北大），村松 眞由（東北大），寺田 賢二郎（東北大）

OS11-4 非線形構造／固体解析（4）　6月2日（木）　15：00～16：00

　【司会：岡澤 重信（山梨大）】

B-11-1 板厚変化を考慮したシェル要素の弾塑性問題への適用
○山本 剛大（横浜国立大），山田 貴博（横浜国立大），松井 和己（横浜国立大）

B-11-2 自己治癒材料の計測三次元画像ベース有限要素解析
○渡邊 育夢（物質・材料研究機構），長田 俊郎（物質・材料研究機構），鴨田 紀一（横浜国立大），Bidhar
Sujit（物質・材料研究機構）

B-11-3 周期層の有限要素表面波透過解析
阿部 和久（新潟大），○山谷 啓晃（新潟大），紅露 一寛（新潟大）

B-11-4 講演移動

会場C 3階中会議室302A　第3日目　6月2日（木）

OS2 衝撃・崩壊　6月2日（木）　9：00～10：15

　【司会：磯部 大吾郎（筑波大）】

C-8-1 Development of Simulation Tools for Precisely Controlled Dynamic Demolition of Structures
○Koji Uenishi（The University of Tokyo），Hiroshi Yamachi（Sumitomo Mitsui Construction）

C-8-2 キーエレメント指標の分散を用いた建物の発破箇所選定方法に関する検討
○東 健太（筑波大），磯部 大吾郎（筑波大）

C-8-3 Aircraft Impact Analysis Using Smooth Particle Hydrodynamics for Modeling Non-Structural Components
and Fuel
○Manoj Madurapperuma（Terrabyte Corporation），Kazukuni Niwa（Terrabyte Corporation）

C-8-4 建物の設計強度と進行性崩壊の発生危険度との関連性
○我妻 光太（筑波大），磯部 大吾郎（筑波大）

C-8-5 構造形式に着目した鋼製透過型砂防堰堤の耐荷性能に関する解析的研究
○園田 佳巨（九州大），嶋 丈示（砂防・地すべり技術センター）
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OS21-1 最適設計と積層造形（1）　6月2日（木）　10：30～11：45

　【司会：加藤 準治（東北大）】

C-9-1 位相最適化部材の3Dプリンタによる製作法に関する検討
○長島 孝昌（千葉工業大），大澤 達也（千葉工業大），秋田 剛（千葉工業大）

C-9-2 マルチマテリアル3Dプリンタとトポロジー最適化を用いた異方性熱収縮材料の開発
○竹澤 晃弘（広島大），小橋 眞（名古屋大），北村 充（広島大）

C-9-3 大変位問題に対する複合板のマルチスケールトポロジー最適化
○西 紳之介（東北大），寺田 賢二郎（東北大），加藤 準治（東北大）

C-9-4 靭性を最大化にする材料微視構造のトポロジー最適化
○小川 竣（東北大），干場 大也（東北大），加藤 準治（東北大），京谷 孝史（東北大）

C-9-5 トポロジー最適化における仮想的なポテンシャル場を用いた厚さ制約法
○佐藤 勇気（京都大），岸本 直樹（京都大），泉井 一浩（京都大），山田 崇恭（京都大），西脇 眞二（京都
大）

OS21-2 最適設計と積層造形（2）　6月2日（木）　13：15～14：45

　【司会：竹澤 晃弘（広島大）】

C-10-1 マルチフェーズフィールド法による金属結晶構造の剛性最大化
○加藤 準治（東北大），加茂 純宜（東北大），高木 知弘（京都工芸繊維大），京谷 孝史（東北大）

C-10-2 仮想的なポテンシャル場を用いた遮蔽制約を考慮したトポロジー最適化法
○佐藤 綾美（京都大），山田 崇恭（京都大），泉井 一浩（京都大），西脇 眞二（京都大）

C-10-3 熱・構造非連成解析を対象としたマルチスケールトポロジー最適化
○稲葉 紅子（東北大），西澤 峻祐（東北大），加藤 準治（東北大），京谷 孝史（東北大），寺田 賢二郎（東北
大）

C-10-4 熱電素子ナノ構造のトポロジー最適化
○古田 幸三（京都大），泉井 一浩（京都大），松本 充弘（京都大），山田 崇恭（京都大），西脇 眞二（京都
大）

C-10-5 音響構造連成系における3次元波動変換メタサーフェスの最適設計
○野口 悠暉（京都大），山田 崇恭（京都大），泉井 一浩（京都大），西脇 眞二（京都大）

C-10-6 塑性散逸エネルギー最大化を目的とした経路依存トポロジー最適化
○干場 大也（東北大），加藤 準治（東北大），京谷 孝史（東北大）

OS21-3 最適設計と積層造形（3）　6月2日（木）　15：00～16：15

　【司会：秋田 剛（千葉工業大）】

C-11-1 Hybrid GAによるスティフナーレイアウトを考慮した構造最適化に関する研究
野波 諒太（広島大），○名田 彩夏（広島大），北村 充（広島大），竹澤 晃弘（広島大）

C-11-2 H 1 
勾配法による合成梁接触部欠陥同定問題に対する数値解法

○代田 健二（愛知県立大）

C-11-3 形状最適化が耐久性評価に及ぼす効果
○吉田 史郎（湘南技術開発），Neil Bishop（CAEfatigue）

C-11-4 逆問題解析として用いるフィルタリングアルゴリズムの基本特性－その１ 射影フィルタにおける基本特性－
○池田 義人（職業能力開発総合大），遠藤 龍司（職業能力開発総合大），登坂 宣好（東京電機大）

C-11-5 逆問題解析として用いるフィルタリングアルゴリズムの基本特性－その２ 可変的パラメトリック射影フィルタへ
の適用－
○遠藤 龍司（職業能力開発総合大），池田 義人（職業能力開発総合大），登坂 宣好（東京電機大）
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会場D 3階中会議室302B　第3日目　6月2日（木）

OS17 数理科学的手法と有限要素法の組み合わせによるハイブリッドマルチフィジクス解析　

6月2日（木）　9：00～10：15

　【司会：米 大海（計測エンジニアリングシステム）】

D-8-1 生物系の時間発展の有限要素解析
○橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）

D-8-2 Optimization of Electrochemistry System with FEM
○Dahai Mi（Keisoku Engineering System），Masanori Hashiguchi（Keisoku Engineering System）

D-8-3 外次元を利用した有限要素解析
○橋口 真宜（計測エンジニアリングシステム）

D-8-4 講演取り下げ

D-8-5 半導体の3次非線形感受率テンソル測定と2光子吸収シミュレーション
○坂東 弘之（千葉大），李 修平（千葉大），諸岡 明徳（千葉大），大石 真樹（千葉大），松末 俊夫（千葉大）

OS1-1 先進並列シミュレーション（1）　6月2日（木）　10：30～11：45

　【司会：塩谷 隆二（東洋大）】

D-9-1 階層型領域分割法での移動体の効率的な解析
○杉本 振一郎（諏訪東京理科大）

D-9-2 マルチエージェント型交通流シミュレータの並列化と性能評価
○白崎 旬（東京大），内田 英明（東京大），藤井 秀樹（東京大），山田 知典（東京大），吉村 忍（東京大）

D-9-3 A GPU implementation for high performance stencil calculations on an adaptively refined mesh
○Anna Brown（Tokyo Institute of Technology），Takashi Shimokawabe（Tokyo Institute of Technology），
Aoki Takayuki（Tokyo Institute of Technology）

D-9-4 京コンピュータにおける量子シミュレーションを用いた有機デバイス材料研究
○星 健夫（鳥取大），井町 宏人（鳥取大），梶 貴美（鳥取大），安部 友樹也（鳥取大）

D-9-5 Dissection : A parallel direct solver in multi-core environment for sparse matrices by finite elements
○Atsushi Suzuki（Osaka University），François-Xavier Roux（LJLL, UPMC (Paris 6)）

OS1-2 先進並列シミュレーション（2）　6月2日（木）　13：15～14：45

　【司会：橋本 学（東京大）】

D-10-1 機械学習を用いたIsogeometric局所接触探索
○大石 篤哉（徳島大），加藤 正大（徳島大），山本 健斗（徳島大）

D-10-2 ppOpen-HPCと大規模シミュレーション
○中島 研吾（東京大,科学技術振興機構）

D-10-3 メニーコア・コプロセッサを用いたパイプライン共役勾配法の性能評価
○森田 直樹（東京大），初谷 怜慈（東京大），橋本 学（東京大），奥田 洋司（東京大）

D-10-4 ソリッド要素でモデル化された骨組構造モデルに対する梁要素を用いたマルチグリッド法の開発
○宮村 倫司（日本大）

D-10-5 領域分割法における反復法に基づくローカルソルバーの性能評価
○河合 浩志（諏訪東京理科大），荻野 正雄（名古屋大），塩谷 隆二（東洋大），山田 知典（東京大），吉村
忍（東京大）

D-10-6 「京」を用いたADVENTURE_Thermalによる大規模熱伝導解析
○鄭 宏杰（東洋大），塩谷 隆二（東洋大），Mukaddes Abul Mukid Mohammad（Shahjalal University of
Science and Technology）
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OS1-3 先進並列シミュレーション（3）　6月2日（木）　15：00～16：30

　【司会：中島 研吾（東京大）】

D-11-1 大規模並列可視化システムHIVEの開発
○小野 謙二（理化学研究所），野中 丈士（理化学研究所），藤田 将洋（Light Transport Entertainment），奥
健太郎（イマジカデジタルスケープ），川鍋 友宏（東京大）

D-11-2 高精細可視化ライブラリLexADV_VSCGのビューア対応機能の実装
○和田 義孝（近畿大），荻野 正雄（名古屋大），室谷 浩平（東京大），河合 浩志（諏訪東京理科大），塩谷
隆二（東洋大）

D-11-3 高精細可視化処理時における並列Zバッファ画像合成の効率化に関する検討
○荻野 正雄（名古屋大），矢田 一馬（名古屋大）

D-11-4 Performance evaluation of compression technique JHPCN-DF for large-scale structural analysis
○Masao Ogino（Nagoya University），Lijun Liu（Nagoya University）

D-11-5 領域分割型反復解法による並列疎行列ベクトル積の性能評価
○劉 麗君（名古屋大），荻野 正雄（名古屋大），李 雅坤（名古屋大）

D-11-6 大規模解析のための多階層領域分割法によるデータ圧縮効果
○淀 薫（インサイト），塩谷 隆二（東洋大），荻野 正雄（名古屋大）

会場E 3階小会議室303+304　第3日目　6月2日（木）

OS22-1 インパクトバイオメカニクス，衝突安全・予防安全（1）　6月2日（木）　9：00～10：00

　【司会：岩井 信弘（ボッシュ）】
E-8-1 衝突シミュレーションデータを用いたデータマイニングによる結果予測に関する考察

○廣瀬 高明（日産自動車），小野 仁幹（日産自動車），井山 淳（日産自動車），原 聡（日本アイ・ビー・エ
ム），ルディー レイモンド（日本アイ・ビー・エム），井手 剛（日本アイ・ビー・エム）

E-8-2 圧縮を受ける平板の座屈が支配的な箱形断面梁の曲げ座屈
○古巣 克也（豊田中央研究所），尼子 龍幸（豊田中央研究所），中川 稔章（豊田中央研究所），浜辺 勉（トヨ
タ自動車），青木 典久（トヨタ自動車）

E-8-3 人体頭部多層構造を模した衝撃保護デバイスの開発
○渡邉 大（芝浦工業大），野原 大樹（芝浦工業大）

E-8-4 骨折評価のためのヒト足部モデルの開発
○鈴木 光（日本大），杉浦 隆次（日本大），西本 哲也（日本大），西形 里絵（福島県立医科大），藤川 達夫
（日本自動車研究所）

OS22-2 インパクトバイオメカニクス，衝突安全・予防安全（2）　6月2日（木）　10：30～11：30

　【司会：渡邉 大（芝浦工業大）】
E-9-1 くも膜嚢胞を有する頭部モデルの頭部衝撃の解析

○和田 有司（成蹊大），手嶋 真孝（成蹊大），弓削 康平（成蹊大），髙尾 洋之（東京慈恵会医科大），大橋
洋輝（東京慈恵会医科大）

E-9-2 子供モデルにおけるサッカーヘディングの頭部衝撃解析
○吉田 直人（成蹊大），金子 竜也（成蹊大），和田 有司（成蹊大），弓削 康平（成蹊大），髙尾 洋之（東京慈
恵会医科大），大橋 洋輝（東京慈恵会医科大），渡邉 大（芝浦工業大）

E-9-3 人体FEモデルを用いた4Hz上下振動時のシート着座乗員の腹部圧迫感に関する研究
高比良 与志樹（トヨタ自動車），○山田 勝徳（トヨタ自動車），北川 裕一（トヨタ自動車），安木 剛（トヨタ自動
車）

E-9-4 自動運転から手動運転への操作主権移動時におけるドライバの運転挙動特性
○阿部 晃大（芝浦工業大），伊東 敏夫（芝浦工業大）
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OS5-1 PSE／計算科学・教育（1）　6月2日（木）　13：15～14：45

　【司会：松本 正己（米子高専）】
E-10-1 ネットワークコンテストのためのネットワーク機器設定の自動化について

○日置 慎治（帝塚山大）

E-10-2 模擬苗を用いた植物の生長検出
○眞鍋 保彦（沼津工専），宇佐見 仁英（玉川大），前田 太陽（埼玉工業大），川田 重夫（宇都宮大）

E-10-3 点群データによる育苗の生長検出の提案
○前田 太陽（埼玉工業大），福島 健太（埼玉工業大），佐藤 佑哉（埼玉工業大），眞鍋 保彦（沼津工専），宮
地 英生（東京都市大），宇佐見 仁英（玉川大），川田 重夫（宇都宮大）

E-10-4 交通流シミュレーションを提供するWebサービスの開発
○飯田 義之（東京大），藤井 秀樹（東京大），吉村 忍（東京大）

E-10-5 非同期連携処理による平面分割領域均一化方法の検討
○早勢 欣和（富山高専），中谷 俊彦（富山高専），新開 純子（富山高専）

E-10-6 ピース敷き詰め型ゲームへの参加による実践的プログラミング教育
○寺元 貴幸（津山工専），井上 泰仁（舞鶴工専），小保方 幸次（一関工専），藤田 悠（長野工専），伊藤 祥
一（長野工専），奥本 隼（豊橋技術科学大），若林 哲宇（早稲田大），猪田 陽介（グッドパッチ），奥田 遼介
（Preferred Networks），長尾 和彦（弓削商船高専），川田 重夫（宇都宮大）

OS5-2 PSE／計算科学・教育（2）　6月2日（木）　15：00～16：15

　【司会：寺元 貴幸（津山高専）】
E-11-1 Webブラウザを用いたCAE問題解決環境の開発と有限要素解析への適用

○井原 遊（東京大），橋本 学（東京大），奥田 洋司（東京大）

E-11-2 点群イメージの品質評価
○宮地 英生（東京都市大），石田 智行（茨城大）

E-11-3 ビデオシースルーHMDを用いたデータ可視化の試み
○川原 慎太郎（海洋研究開発機構），陰山 聡（神戸大）

E-11-4 水環境流れ問題のためのマーカーレスAR可視化システムの構築
花立 麻衣子（中央大），菅田 大輔（中央大），○樫山 和男（中央大），宮地 英生（東京都市大），前田 勇司
（五洋建設），西畑 剛（五洋建設）

E-11-5 センサデータを用いたAR可視化支援システムの構築
○松本 正己（米子工専）

会場F 3階小会議室306+307　第3日目　6月2日（木）

OS6-1 今，計算バイオメカニクスで何ができるか（1）　6月2日（木）　9：00～10：15

　【司会：坪田 健一（千葉大）】
F-8-1 滑らかな形状および境界層の高解像による血管内脈動流の周期性に関する研究

○内河 寛明（早稲田大），佐々木 崇史（早稲田大），寺原 拓哉（早稲田大），滝沢 研二（早稲田大），テズ
ドゥヤー タイフン（Rice University）

F-8-2 ゼロ応力状態推定および物質点追跡によるisogeometric大動脈モデルの構築
○佐々木 崇史（早稲田大），滝沢 研二（早稲田大），Tezduyar E. Tayfun（Rice University），板谷 慶一（京都
府立医科大）

F-8-3 高せん断流れにおける血栓形成の粒子法シミュレーョン
○大日方 宏幸（千葉大），坪田 健一（千葉大）

F-8-4 微小循環内における細胞接着の数値解析
○武石 直樹（東北大），今井 陽介（東北大），カム ロジャー（Massachusetts Institute of Technology），石川
拓司（東北大）

F-8-5 せん断流れ下における精子遡上の数値シミュレーション
○大森 俊宏（東北大），石川 拓司（東北大）
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OS6-2 今，計算バイオメカニクスで何ができるか（2）　6月2日（木）　10：30～11：30

　【司会：田原 大輔（龍谷大）】
F-9-1 ３次元バーテックスモデルによる多細胞円筒体の変形解析

○鵜木 克幸（千葉大），奥田 覚（理化学研究所），坪田 健一（千葉大）

F-9-2 口腔インプラント手術における個体差・ドリル埋入角度を考慮した下顎骨のドリリング荷重解析
○林 洸弥（龍谷大），田原 大輔（龍谷大），高野 直樹（慶應義塾大），木下 英明（東京歯科大）

F-9-3 個体差を意識した歯ー歯根膜の有限要素モデルの作成と応用
○須賀 一博（諏訪東京理科大），田中 悠登（諏訪東京理科大），河合 浩志（諏訪東京理科大），頼 威任（東
京医科歯科大），簡野 瑞誠（東京医科歯科大），宇尾 基弘（東京医科歯科大），竹村 裕（東京理科大），曽我
公平（東京理科大）

F-9-4 歯列矯正力の定量評価を目指した超弾性Vベンドワイヤーの数値解析
○須賀 一博（諏訪東京理科大），中川 友滋（諏訪東京理科大），河合 浩志（諏訪東京理科大），頼 威任（東
京医科歯科大），簡野 瑞誠（東京医科歯科大），宇尾 基弘（東京医科歯科大），竹村 裕（東京理科大），曽我
公平（東京理科大）

OS14-1 マルチステージ破壊シミュレーション（1）　6月2日（木）　13：15～14：45

　【司会：車谷 麻緒（茨城大）】
F-10-1 NMM-DDAの地震時大規模地すべりへの適用

○三木 茂（基礎地盤コンサルタンツ），大西 有三（関西大），小山 倫史（関西大），佐々木 猛（サンコーコン
サルタント）

F-10-2 不連続変形法(DDA)による土石流災害の適用性検討
○佐々木 猛（サンコーコンサルタント），萩原 育夫（サンコーコンサルタント），岩田 直樹（中電技術コンサル
タント），荒木 義則（中電技術コンサルタント），大西 有三（関西大），小山 倫史（関西大）

F-10-3 HPMによる大変位解析
○山口 清通（法政大），山村 和人（新日鐵住金），三藤 正明（五洋建設），竹内 則雄（法政大），寺田 賢二
郎（東北大）

F-10-4 結合力モデルを用いた共回転有限要素法による大変位・大回転破壊解析
○鈴木 峻（東北大），寺田 賢二郎（東北大），竹内 則雄（法政大），森口 周二（東北大），高瀬 慎介（東北
大）

F-10-5 HPMによる三次元簡易斜面安定解析
○山口 清道（法政大），竹内 則雄（法政大），濱崎 英作（アドバンテクノロジー）

F-10-6 花崗岩内部におけるき裂発生・進展の解析
○石井 建樹（木更津工専），尾原 祐三（熊本大），片岡 みなみ（東京大）

OS14-2 マルチステージ破壊シミュレーション（2）　6月2日（木）　15：00～16：15

　【司会：石井 建樹（木更津高専）】
F-11-1 延性材料における破壊プロセスのシミュレーション

○杉山 裕文（横浜国立大），松井 和己（横浜国立大），山田 貴博（横浜国立大）

F-11-2 講演取り下げ

F-11-3 有限回転を考慮した3次元RBSMによるコンクリート構造物の倒壊シミュレーション
○山本 佳士（名古屋大），伊佐治 優（名古屋大），中村 光（名古屋大），三浦 泰人（名古屋大）

F-11-4 強制振動試験に基づくRC構造物損傷評価の数値解析検討
○猿渡 智治（JSOL），寺田 賢二郎（東北大），内藤 英樹（東北大），鈴木 基行（東北大）

F-11-5 マルチステージ破壊シミュレーションのためのコンクリートの有限変形損傷モデルの開発
○車谷 麻緒（茨城大），阿部 俊逸（茨城大），相馬 悠人（茨城大），寺田 賢二郎（東北大）
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