
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）

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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会場F 3階小会議室306+307　第2日目　6月1日（水）

OS25-1 原子・電子モデルによる材料シミュレーション（1）　6月1日（水）　9：00～10：00

　【司会：椎原 良典（東京大）】
F-5-1 構造用高分子の変形・破壊の粗視化粒子モデル解析

○久保 淳（東京大），梅野 宜崇（東京大）

F-5-2 分子動力学によるセルロースナノファイバー素材の力学的特性・機能の解明
○齋藤 賢一（関西大），咲本 大輔（関西大），牧田 智貴（関西大），宅間 正則（関西大），高橋 可昌（関西
大），佐藤 知広（関西大）

F-5-3 外圧を受ける多層ナノチューブ断面形状の座屈変形に関する分子動力学計算と不安定モード解析
○佐藤 誠修（東京大），梅野 宜崇（東京大）

F-5-4 静水圧荷重を受ける単層及び多層カーボンナノチューブにおける座屈挙動解析モデルの検討
○佐藤 太裕（北海道大），谷内 湧（北海道大），小池 育代（北海道大），池岡 直哉（北海道大），島 弘幸（山
梨大），梅野 宜崇（東京大）

OS25-2 原子・電子モデルによる材料シミュレーション（2）　6月1日（水）　10：30～11：30

　【司会：久保 淳（東京大）】
F-6-1 Geometry, Mechanics, and Electronics of Carbon Nanocoils

○Hiroyuki Shima（University of Yamanashi），Yoshiyuki Suda（Toyohashi University of Technology）

F-6-2 介在物原子を含むMg合金SLPSO相中の第一原理応力分布評価
○椎原 良典（東京大），香山 正憲（産業技術総合研究所）

F-6-3 分子動力学法によるSiCの機械的特性の温度依存性評価
○西村 憲治（産業技術総合研究所），三宅 晃司（産業技術総合研究所），花城 卓也（関西大），齋藤 賢一
（関西大）

F-6-4 ナノシミュレーションによるFe-Ni-Cr-C合金の弾性定数の研究
○森 一樹（伊藤忠テクノソリューションズ），大場 一輝（伊藤忠テクノソリューションズ），山中 晃徳（東京農工
大），野本 祐春（伊藤忠テクノソリューションズ）

OS23 マルチスケール解析　6月1日（水）　13：15～14：45

　【司会：松井 和己（横浜国立大）】
F-7-1 分子動力学法を用いたBCC鉄中の混合転位の挙動解析

○高橋 一貴（東京理科大），高橋 昭如（東京理科大），野本 明義（電力中央研究所）

F-7-2 多結晶金属の塑性変形における弾性異方性の影響の転位動力学解析
○鈴木 祐哉（東京理科大），高橋 昭如（東京理科大）

F-7-3 高次勾配結晶塑性論を用いた双結晶の圧縮挙動解析
○只野 裕一（佐賀大）

F-7-4 強弾性相の発展を伴うLSCFのマルチスケールシミュレーション
○村松 眞由（東北大），川田 達也（東北大），寺田 賢二郎（東北大）

F-7-5 均質化法を用いたCFRTPの熱膨張係数の同定
○小林 大志（日本大），平山 紀夫（日本大），山本 晃司（サイバネットシステム），寺田 賢二郎（東北大）

F-7-6 均質化法を用いたドライファブリックの物性予測とプレス成形解析
○山本 晃司（サイバネットシステム），柚木 和徳（サイバネットシステム），平山 紀夫（日本大），寺田 賢二郎
（東北大）
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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）

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）
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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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