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8571

固体電解質中の電子伝導経路に関する第一原理計
算原子スイッチ動作機構の理解に向けて(解説論
文) ……渡邉 聡 谷 廷坤 王 中長 多田朋史

8577

カーボンナノチューブの熱伝導シミュレーション
(解説論文)……………………山本貴博 塩見淳一郎

8583

3216

Ag / Ag2S 系原子スイッチにおける Ag 柱成長とス
イッチング挙動の数値シミュレーション
………岡島儀尚 澁田 靖 山口 周 鈴木俊夫

8589

6484

第一原理計算による BCC 鉄の一般化積層欠陥エネ
ルギー表面に基づいた転位構造とパイエルス応力の
解析…………………森 英喜 君塚 肇 尾方成信

8595

電析デンドライトのフェーズフィールド解析
……………………岡島儀尚 澁田 靖 鈴木俊夫

8601

11862

12913
12943

境

溶出処理による透明ガラスの微視的破壊抵抗に及ぼ
す影響……………平 良夫 岩田圭祐 西 義武

152

アルカリ溶融法を用いた砂岩砕石屑からの X 型ゼ
オライトの合成…………………和嶋隆昌 池上康之

2124

摩擦攪拌プロセッシングを利用したポーラスアルミ
ニウムの作製(寄書)………半谷禎彦 宇都宮登雄
使用済み携帯電話およびパーソナルコンピュータに
含まれるレアメタル量の推計とそのインパクト評
価……山末英嗣 沼田 健 奥村英之 石原慶一
積層クラッドと熱処理を用いた Ni Al 系金属間化
合物の作製………新野邊幸市 竹下直也 澄 郁夫
内部含有ガスを利用したアルミニウム合金ダイカス
トによるポーラスアルミニウムの作製(寄書)
………………………………半谷禎彦 宇都宮登雄
ボトムアップ手法による国内銅蓄積量の推計
……寺角隆太郎 高橋和枝 醍醐市朗 松野泰也
足立芳寛

2131

3198

9713

