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熊本大学工学部知能生産システム工学科卒（平 12.3）/ 熊本大学大学院自
然科学研究科博士前期課程機械システム専攻修了（平 14.3）/ 熊本大学大
学院自然科学研究科博士後期課程生産システム科学専攻修了（平 17.3）/
熊本大学 21 世紀 COE プログラム博士研究員（平 17.4 ～ 17.12）/ 熊本大
学 21 世紀 COE プログラム COE 教員（平 18.1 ～ 19.12）/ 大阪大学大学
院工学研究科特任研究員（平 20.1 ～ 20.3）/ 富山県立大学工学部講師（平
20.4 ～）

■経   歴

担 当 科 目 材料力学演習 / 構造力学 / 材料力学３/ 機械システム工学実験 / 基礎転位論（大学院）/ 固体力学・設計生
産工学基礎（大学院）　他

専 門 分 野 材料力学 / 計算物理学 / 衝撃工学

論文・報告

「MD Simulation Study of KCl under Extreme Conditions」（学位論文）
「The mechanism and effect of defects in the B1-B2 phase transition of KCl under high pressure：molecular 
dynamics simulation」（Journal of Physics：Condensed Matter 2005）

「MD simulation of dislocation behavior in KCl under shock compression」（Shock Compression of 
Condensed Matter-2005 2006）

「Dislocation behavior in KCl crystal under uniaxial compression：Molecular dynamics simulation」（Journal 
of Applied Physics 2007）

「Thermal Stresses of Through Silicon Vias and Si Chips in Three Dimensional System in Package」（Journal 
of Electronic Packaging 2012

所 属 学 会 日本機械学会 / 日本高圧力学会 / エレクトロニクス実装学会 / 応用物理学会 / 日本設計工学会
受 賞 歴 日本機械学会：1999 年度畠山賞（平 12.3）/ アメリカ機械学会：Mechanics Best Paper Award（InterPACK/ 

2011.7）
現在の研究課題

１．機械的特性評価の応力シミュレーション
大規模並列応力シミュレーション技術を用いて、材料（固体）の機械的な強度に関する研究をおこなっている。次世

代半導体デバイスの機械的特性の評価やコンクリート支持部周りの強度評価を進めている。
２．生体材料（骨）と医療装具の強度評価

医用 CT 画像から骨形状を簡便にモデル化するための技術を開発している。また、並列コンピューティング技術を
用いて骨と医療装具の強度評価をおこない、患者に最適な医療装具の設計技術の確立を目指している。

３．転位挙動の分子動力学シミュレーション
物質の塑性変形に大きな役割を果たしている転位の挙動を調べることで、弾性変形、塑性変形に関する研究を進め

ている。 結晶の構造相転移や破壊に関する研究も進めている。
共同研究キーワード

応力シミュレーション / 機械的特性評価 / バイオメカニクス / 分子動力学シミュレーション / 格子欠陥挙動 / 破壊

担 当 科 目 材料力学演習 / 形状モデリング演習 / 機械システム工学実験
専 門 分 野 材料力学 / 破壊力学

論文・報告

「Study on the Loading Frequency Effect on the Fatigue Properties of Metallic Materials Mainly Focused 
on Low Carbon Steel」（学位論文）

「Effect of the loading frequency on fatigue properties of JIS S15C low carbon steel and some discussions 
based on micro-plasticity behavior」（International Journal of Fatigue，2014）

「Dislocation-based interpretation on the effect of the loading frequency on the fatigue properties of JIS 
S15C low carbon steel」（International Journal of Fatigue，2015）

「Effect of the stress ratio on the fatigue behavior of Zr55Al10Ni5Cu30 bulk metallic glass. Part II 
Reconfirmation and new findings on the crack propagation mechanism」（Intermetallics，2018）

所 属 学 会 日本機械学会 / 日本材料学会
学会委員等 日本材料学会 金属材料疲労信頼性データ集積評価委員会 委員

受 賞 歴 日本材料学会 第 30 回信頼性シンポジウム 優秀研究発表賞（平 29.12）
日本材料学会 第 34 回疲労シンポジウム 優秀研究発表賞（平 30.10）

現在の研究課題
１．高温適用高エントロピー合金（HEA）における疲労特性に関する研究

近年，新しいカテゴリーの金属として，HEAが注目されている．しかし，その材料における疲労特性が未だに不
明である．本研究では，高温適用 HEAの疲労劣化メカニズムを明らかにする．

２．熱間工具鋼の疲労強度特性
現在，自動車用部材のプレス加工では冷間から熱間や温間にシフトしつつある．そこで，プレス金型材として使用

されている熱間工具鋼の疲労強度特性を明らかにする．
共同研究キーワード

疲労 / 破壊 / 信頼性設計 / ナノマイクロ材料力学
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博士（工学）
（立命館大学・平 26）

Lycee Carnot, Dijon, France, フランスグランゼコール準備級修了（平
18.8）/Supmeca グランゼコール , 学部課程卒業（平 19.8）/Supmeca グラ
ンゼコール , 博士前期課程修了（平 21.8）/ 立命館大学大学院理工学研究
科総合理工学専攻博士課程後期課程修了（平 26.9）/ 立命館大学総合科学
技術研究機構非常勤研究員（平 26.10 ～平 27.3）/ 立命館大学理工学部助教

（平 27.4 ～平 31.3）/ 富山県立大学工学部助教（平 31.4 ～）

■経   歴


