
之一勉 支私済

数理解析研究所講究録 241

短期共同研究

有限要素法の数学的基礎理論

芦 2,/

//:、. ＼
〆

ノ
ズ

螺 5煎・穐
灘瀦研航

京都大学数理解析研究所

1975年 6月



は し 6N ’s 9

京都大学

214 4660

図 書
数理解巨富研究所 ’

敷理 藤 x9宏
(祈壼依 {k%)

この考紘伽ノ階輯 6月 3Sから 6月 ’77 H 9 ・llrの」蘭
数等奇ゼ肉かム任短期零下砺塩ワ鞭艮 1宴秦彦、う数々釣毒憂 7星
論 J6訴烈診励下側ヒ 8 一 K)に 6・ N・)て徽ミ叔

23灘旧観収姉肋興る,今同 9弓硫な 1δノ同ビ
聯て向蝕磁矯噺舩 (言猷翁し 202参副ヒ翻

1ページ撫騎灘肉腿わ工腸ヒ縛勧灸う継幽と
し’t‘ ?L tのてある.耽秒うじはノ祈宏の…鰍のっ蛤ち艘
覆薄ノ今 1劾秦勧向 9集魅ピ甥加 P焼豚漸零し
し虜畝のキて和っ四生こ 1つ物ら備演叫 1・ち禿
頭伊野つ/鱗 Uて,WtL,個人ヒ〈て 4訪蛎瓶令ヒし
て 9戸 17則の目鈎ぽ初選以よ.に取干し kあす得花 u彦ミ.て、)る。

こ・・IN iZ},窄尿夢蒸〒ゑの祈ノ為の彬直琶数浄の側から援しじ写下し
て象ら颪花ム P移賀,藤守伝ノ三ダう哲彦 3因乏し霊、・り tヲる
参西園や加勧を被 5二瞬がらノ励認潤辺 1二爲て数
考和二瑠〉つて下てつ E工劇祐の嶽の拐射威彿山調
う戸 7がつ多・フ. 浮 rz,tr?t”’、ノケ旧つ祈究ノ麦 6)躯 L織 rt当フてカを

婆して T一 Es筑武キ屡礼籏 (隼久一診 (爾鴎 {鞠を芝表 krz、)、



rz しか {ミリ蒲醇奏τ勿祈伽ノエノ孫雌蜘 9励み▽

喫飾鰍恥あプ乱と瑚考ξ乞輔罷で S91kgerv
,=あヴ設噺繕{̃}毛碗軌てノ‘・〉(1・・フや鰯瀞わ・総、》

勲蓮じ乗って舷ヒ執 8¿.!雛キこ 9励掘樋,一 X eN ’s

阪吻勤馳のて 53

3 ’iZ一胸♪メ〒毎」多夷 1玄の莉究ば.鰍賄六霧八の鯉論第肉
教鉾断の多弦乏身 ’7つウた数孝瀦が身をλふ 5、う足る協訳 e甥等
’駒験,ソ観て 9る.よソ多くつ 2硬舞嘱樒考か麟《添

＼、2会多てある

最後じ武補の不簿‘ 搏り言鴛釈無 9・鶴か一転論
癖斎略宅ヒ 8ソ麹理アールの握ソ (7)掴差 {1Pめヒ 5る各寿面に御

瞬脇・ろサしτ・=し賊臣も凱遭い.
lqワ 5 ’.51. 15.



旛餌共同研究

項ア薦壕彦の敬摩的基礎理諭報告集
/タク 4Sチ 6月多目{̃}6月ク日

目 フ k

ム有限懸ラ Zt〈よる輕音響徽あよび翻二二回忌
・・・・・・・・・・・・・・・… ユ

←ヨタ自動車工業 石原=iEr2夫 N
2, INcREM:ENTA:L AsYMPToTlc ExPANs工 oN MITHoD FoR coNTINuous

PROPAGATION OF ELASTIC-PLASTIC BOUNDARIES
・・・・・・・・・・・・・・・… A

京太エ 中村桓喜
エノ }宏二

3.非炭常間題の圧M.z似と Tr・tter-kat・の定理…・・…29
電 Lil)〈. 4島曜丸

4. Finite Element Method of lncompressible
Viscous Fluid Flow by Means of Perturbation Method

4り
e 一 e 一 一 一 e e e e e 一 e e e e e

中史大.理工 pl,原麟尺

S.一般死霊イ互彦の言承につ v2 . 7Z

東大 亨航研 菊多也丈雄

4鰍筋或への波動云胤斜ノマ ……………・86
ノリ乱読素面 坂打藤一

■,・量。蚤



ク廓朝鍔拳 4物取扱し 1 ・…・・……………/〃3

神タ人 工 瀬μ靖孝
2 有限辱素晶晶 1二おげる類似性 …・…・……………/〃8

じ尺じ 武田洋
9 境:昇の.血似グ廟二二二二に反俘す影響にっ・・ ?・…・/!9

東穴 生研 田端正尺
/〃α tぎ△に† Fωに対する Gaie rkt 、t法についで ・……・/3■

糸大 理: 田角口美一男

〃基礎購蓬物め動痢術への肩ア縛豹劾適用…・・βク
日季鋼咳 kk, 長岡三二

流体耀におげる姿之控に閥する一考昂…・…・…贋
多二重エ 藤野勉

ム田祐司

/3 7オン 刀ルてンの才程式にた、する

観三型の瘡援零系ヲ玄のた用につ・・ぞ ・・………・…・/5/

熊本人理 三二勉老
/4磁、融@昆分数脚禰ア婬豪瓶への練……・〃・

索八 数理研 森正訓
/ ’二蜜獅 k由数型敷写積分公式 (hZ Z)…………/ク 8

一端傑鯉伽祷っ積伽麓計算 (舅律纏のし eWhtei: Md3 anved)

家人二郷↑ 森 正武

ev



/6.肩戸露鵜によう非線形犠拗ヂ称・…・・……・・/2z

東六一 生、研 ム田嘉照
岩瞬擁司

/7.∫単塑・性非線 1形問題の蒋髪蔦 ・・… ・・・・・・・… /26

敷 エ ム本門ゐ

/8.和艮縣勧巷礎と UZの麦下原、理に関する一考毎

・・・・・・・・・・・・・・・・… !タ 6

東電夫 エ 老田裕

/9. 3単塑 it笠 7pE藍題の yie9/分・一 i哩論 ・・・・・・・・・・・・・・・・… z/7
きヘ へ

東大、 エ 鷲津久!Pt?
〃.ρ iScrete AAa./ys ’s l=関する新の腔 ・…・…・・…2!9

東《 エ 肇;津久一却
・1.S元・keS権氏 ’の一フの.迩纐子琢、 ・…・…・………,Zlze

電鉱 渡包多門
泓.行フア淵題の差分解の軒下・・……………溺

東人 工. 河沸、田秀天一

電解入 多下墨

Z3,定物鋤閻題へ禰限縣法の未耀 ・………L49

東六工 灘鱈

v


