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RIETAN FP ･ VENUS システムと外部プログラム
による粉末構造解析―2. リートベルト解析とパ
ターン分解―……………………………泉 富士夫

7453

RIETAN FP ･ VENUS システムと外部プログラム
による粉末構造解析―3. 構造モデルの導出と電
子・散乱長密度の三次元可視化―……泉 富士夫

8503

新

進

気

鋭

真にナノスケールのインデンテーション試験による
複合材料硬度測定法………………………増田秀樹

120

i

錯体水素化物の次世代全固体電池への実装高エネ
ルギー密度化のための基礎的検討……宇根本 篤

5354

分子動力学法を用いたマグネシウム合金の双晶と転
位の相互作用の解析
………湯浅元仁，千野靖正，馬渕 守，宮本博之

8488

鋼の切削トライボロジー―移着層形成と工具損傷機
構に及ぼす合金元素の影響―……………間曽利治

6397

鉄鋼材料の疲労における固溶炭素の役割と潜在能力
～鋼の健康を保つために～………………小山元道

マグネシウムの破壊挙動に関する分子動力学解析
…………………………………松中大介，渋谷陽二

8493

7458

高活性な白金ナノ粒子触媒の開発と電極触媒として
の応用展開……………………………白仁田沙代子

フェーズフィールド法によるLPSO相晶出の駆動力
計算………………………………………大出真知子

8498

8508

熱電特性データベースの構築と実験値マテリアル
ズ・インフォマティクスへの展開……桂 ゆかり

9560

金属系材料の超精密次元積層造形技術の最前線

希土類系金属ガラスにおける動的緩和挙動の支配因
子……………………………………………山o由勝 10604

企画にあたって……梅津理恵，大塚

誠，寺西

亮 12685

児童や生徒の金属に対する興味・関心を醸成するビ
スマス結晶づくり
………後藤創紀，布村一興，中野英之，仁科篤弘

4291

金属系材料の 3 次元積層造形技術の基礎
……小泉雄一郎，千葉晶彦，野村直之，中野貴由 12686
金属積層造形技術に関する研究および開発の進展
…………………………………佐藤雄二，塚本雅裕 12691
金属材料の積層造形における加工現象評価
………佐藤直子，瀬渡直樹，清水 透，中野 禅 12695
AM 実用化拡大に向けた技術開発 ………樋口官男 12699

高等学校理科教科指導における特異材料を用いた付
加価値付与……………………仲野純章，木村久道

6389

金属粉末積層造形法を活用した高性能部材の開発
……………………中本貴之，木村貴広，四宮徳章 12704

材 料

ミ ニ

教

特

育

特

集

科学技術界を取り巻く様々な立場からの倫理観
企画にあたって……田中秀明，池田大亮，北村一浩
教育と倫理―「人格の完成」をめぐって―
………………………………………………宮村悠介

4273

集

材料科学の変遷と展望 ～ 社会からの要求に応えて ～
日本金属学会創立 80 周年記念特集「材料科学の変
遷と展望～社会からの要求に応えて～」の発行に
あたって…………………………………御手洗容子

3105

「技術者倫理」に関する倫理学的考察 ……勢力尚雅

4275
4279

技術(者)倫理―組織とのかかわりを考える
………………………………………………杉本泰治

4283

材料科学における「ゼロ」の意義
……………………田中秀明，池田大亮，北村一浩

3106

技術者の流動化と知的財産権，そして技術者倫理
………………………………………………池田大亮

4287

第 0 分科の設置とそれがもたらしたもの
……………………………………………黒田光太郎

3107

材料技術に携わる科学技術者に求められる倫理と，
それを備えた人材の育成…………………柴田 清

3112

リチウムイオン二次電池材料開発の近年の進展と展望
企画にあたって…………………松尾元彰，高木成幸
リチウムイオン電池の量子材料設計
…………………………………小山幸典，田中

功

水素化物を用いたリチウムイオン二次電池用新規負
極材料の開発………………………………市川貴之
ナノオープンポーラスSiを用いたリチウムイオン二
次電池負極特性と電極体積変化
…………………………………和田 武，加藤秀実
中性子回折によるリチウムイオン伝導ガラスの構造
研究…………………………………………森 一広
水素化物を用いた新規固体電解質と全固体二次電池
の開発
……吉田浩二，宇根本 篤，大口裕之，折茂慎一

7429
7430
7434

第分科(材料と社会)

日本金属学会における男女共同参画の歩み
……………………………………………御手洗容子
文化財における微細構造研究の進展………北田正弘

3116
3121

古代上質鉄から発想を得た高耐食性 FeCr 合金
………………………………………………一色 実

3125

第分科(エネルギー材料)
7438
7443

エネルギー材料の果たす役割………………大森俊洋
エネルギー材料としての水素化物の研究開発
………………折茂慎一，中村優美子，石川和宏，
西村 睦，亀川厚則
蓄電池材料の最近の展開……………………高村

7448

計算科学を用いたマグネシウムの合金設計・変形・
組織形成研究の最前線

仁

福島第一原子力発電所の廃止措置における材料技術
の役割………………………………………鈴木俊一

3129

3130
3135

耐熱金属材料の最近の動向と今後の展望…竹山雅夫

3140
3145

形状記憶合金に関する研究および開発の進展
………………………………………………貝沼亮介

3151

企画にあたって…………………染川英俊，池田賢一

8479

第一原理計算によるマグネシウム合金のすべり変形
挙動評価……………………………………山口正剛

8480

環境調和型材料技術の展望……池田賢一，竹田

修

3156

マグネシウムを対象とした結晶塑性解析
………………………………………………眞山

8484

レアメタルの環境・リサイクル技術の課題と展望
………………………………………………岡部 徹

3157

ii

剛

第分科(エコマテリアル)
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目

次

高温変形・クリープ・超塑性に関する今後の展望
………………………………………………佐藤英一
ポーラス材料研究の進歩と展望……………中嶋英雄

3161
3166

高温融体物性研究の推移と展望……………佐藤

讓

3170

信義

3175

水溶液腐食研究に関する課題と展望
……………………武藤 泉，菅原

優，原

第分科(電子・情報材料)
社会・産業からの要求に応える電子・情報材料を目
指して…………藤枝 俊，大塚 誠，村石信二，
山室佐益，梅津理恵，大場洋次郎，寺西 亮
永久磁石材料の最近の研究…………………杉本

諭

3180
3181

船舶の衝突安全性に資する包括的材料ソリューショ
ンの開発………市川和利，大川鉄平，白幡浩幸，
柳田和寿，中島清孝，小田直樹，山田安平，
戸澤 秀，紙田健二，船津裕二

130

動的析出強化を活用した自動車排気部品用耐熱フェ
ラ イ ト 系 ス テ ン レ ス 鋼 ( NSSC429NF ，
NSSC448EM)の開発
……濱田純一，林 篤剛，神野憲博，小森唯志，
伊藤宏治，福田 望，井上宜治

133

合金鉄溶解炉による資源循環システムプロセスの開
発………………加藤勝彦，浅原紀史，小川雄司，
平嶋直樹，府高幹男，兼川 賢

136

276

スピントロニクス材料の発展と展望………高梨弘毅

3186
3190

熱電力変換の新展開 ………………………宗藤伸治

3195

錯体水素化物を用いた高耐熱全固体リチウムイオン
二次電池の開発
………………鈴木渉平，川治 純，宇根本 篤，
吉田浩二，折茂慎一

3199

低熱処理変形高強度肌焼鋼 ECOMAX4の 開発
……………………藤松威史，丸山貴史，中o盛彦

279

集合組織を活用したメガコンテナ船用超極厚高アレ
スト YP460N/mm2 級鋼の開発
…………………長谷和邦，半田恒久，衛藤太紀，
山村直一，青木雅弘

282

自動車車体の設計自由度を向上するシングルサイド
スポット溶接技術
……………………松下宗生，池田倫正，樽井大志

285

導電性と耐応力緩和特性に優れた車載電子機器向け
大電流用固溶強化型銅合金「MSP8」の開発
…………………松永裕隆，牧 一誠，有澤周平，
秋坂佳輝，西村 透，森 広行

288

軟磁性材料の開発動向と展望………………吉沢克仁

量子ビームを用いた永久磁石材料の評価分析
………………………………………………小野寛太
第分科(生体・福祉材料)
金属基生体材料の変遷と展望
…小泉雄一郎，上田恭介，堤

祐介，石本卓也，
大津直史，田中康弘

3204

力学的生体適合性の立場からの生体材料の変遷と展
望……………………………………………新家光雄

3205

表面機能の立場からの生体材料の変遷と展望
………………………………………………塙

隆夫

3211

表面処理の立場からの生体・福祉材料の変遷と展望
………………………………………………成島尚之

3215

生体組織再生の立場からの生体・福祉材料の変遷と
展望…………………………………………中野貴由

3220

新技術・新製品裏話

生体適合性から見たインプラント材料の変遷と展望
………………………………………………山本玲子

3225

開発裏話～構造用素材として優れたコストパフォー
マンスを持つ省合金型二相ステンレス鋼(NSSC
2120)の開発
…………………及川雄介，柘植信二，江目文則，
本村 洋，井上裕滋 10608

第分科(社会基盤材料)
社会基盤材料のこれまでと将来展望
…………………中村貴宏，和田 武，森戸春彦，
佐藤和久，赤瀬善太郎
金属材料の水素脆化と今日の課題…………秋山英二
第一原理計算に基づく材料研究の新展開…田中

功

3229
3230

社会基盤を支える鉄鋼材料の進化………三田尾眞司

3234
3238

軽金属プロセス全般に関わる 3D プリンターの変遷
と展望………………………………………岡根利光

3244

透過電子顕微鏡法の最新技術動向と将来展望(電子
分光) ………………………………………武藤俊介

3249

透過電子顕微鏡法の最新技術動向と将来展望(超高
分解能イメージング) ……………………幾原雄一

材料発ベンチャー
あせらず，あきらめずのこころで技術開発
………………………………………………水野

雅

6402

これまでの研究生活を振り返って…………寺本武司

140
291

は

3254

ば

た

く

教える立場へ…………………………………足立

望

腐食研究の道に進んで……………………土井康太郎
「融体物性研究」を通じて …………………渡邉

新技術･新製品
パワーモジュール用アルミ一体型基板の開発
…小山内英世，結城整哉，井手口 悟，菅原

鋳造にいざなわれた材料研究者への道……森

雄飛

博士として生きること………………………峯田才寛
章

124

チョクラルスキー法による Fe Ga 基磁歪合金の大
型単結晶製造技術の開発
……南都十輝，安藤宏孝，渡邊清和，高橋和也，
福田承生，上野敏幸，川又 透，
藤枝 俊，鈴木 茂
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4302
5358
6401
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「配向」と「ランダム」の融合 ……………李

誠鎬 9565
留学経験によって学ぶこと ………………Sujin Choi 11661
これまので道…………………ドアン ティーフィン 12708

iii

研 究 室 紹 介

書

材料組織形成をシミュレートする…………塚田祐貴

評

139
先進加工プロセスを用いた機能性金属材料の開発を
めざして……………………………………武内 孝 10610
非鉄製錬学の永続を目指して……………谷ノ内勇樹 11660

人はどのように鉄を作ってきたか…………………… 8524
光メタマテリアル入門………………………………… 9574
応用物理計測学………………………………………… 10625
工学倫理・技術者倫理………………………………… 11684

九州大学大学院工学研究院 材料工学部門
材料
反応工学大講座……………………………齊藤敬高 12709

その他の記事
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紹

介

「高信頼性鋼」を支える特殊鋼製造技術と材料開発
………………………………………………高須一郎

9564

学会・研究会だより
第 11 回本会派遣 JIM / TMS Young Leader International Scholar 出張報告 …………………安藤大輔

6404
医歯薬工連携による骨形態計測学の新たな展開
～第37回日本骨形態計測学会を開催・参加して～
………………………………………………石本卓也 10611
第18回 KIMJIM シンポジウム開催報告
………………………………………………土谷浩一 12710

委員会だより
男女共同参画委員会10周年記念シンポジウム
………………………………………………梅津理恵 12711

iv

大会プログラム …………………………………………春3 号
大会記録 …………………………………………5376，11678
表彰(各種受賞者) ………………………………5313，11627
金属組織写真賞受賞作品 …………………………………5325
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2017年度代表理事，理事，代議員 ………………………6384
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他団体との任意の合議機関 ………………………………6386
2017年度支部長，支部事務所 ……………………………6387
平成28年度事業報告 ………………………………………6415
平成28年度決算 ……………………………………………6415
平成29年度事業計画書 ……………………………………6420
平成29年度収支予算書 ……………………………………6420
第15回 World Materials Day Award 受賞者 …………11643
金属学会シンポジウム開催報告 …………………………5375
訂正 ………………………………………154，8531，9581
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目
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拶

会長就任のご挨拶……………………………白井泰治

6251

学会賞受賞記念講演
水素の有効機能と超高圧法による新規水素化物・新
規金属間化合物の合成……………………岡田益男

5199

本多記念講演
ステンレス鋼の不働態と局部腐食研究の進歩
………………………………………………原

信義

5207

解

13
8357

説

電子線ホログラフィによるナノスケール磁化の直接
観察…………………………………………笠間丈史 7329
古代の金のマイクロ接合・粒金
……大橋 修，成井美穂，相原健作，原田一敏，
穂坂雅喜，稲垣 肇，津屋 修 10468

最 近 の 研 究
STEM 電子回折法による非晶質物質の局所構造解
析………………………………平田秋彦，陳 明偉
アルミニウム合金の超微細粒強化と時効析出強化を
並立させる 3 つの方策
……廣澤渉一，唐 永鵬，堀田善治，松田健二，
李 昇原，寺田大将

ま て り あ 第55巻(2016)
Materia Japan

摩擦攪拌接合に対する材料学的アプローチ
………………………………………………佐藤 裕
超低磁心損失・高鉄濃度軟磁性合金「NANOMET」
の最新研究開発動向 ………………………牧野彰宏
ThMn12 構造を有する Nd ( FeM )12 N 化合物の永久
磁石材料としての可能性と課題
……………………平山悠介，三宅 隆，宝野和博
鉄系金属ガラスのマイクロ粘性流動成形加工
……………………吉年規治，山田 類，川崎 亮
単元素準結晶の結晶成長………野澤和生，石井 靖
収差補正走査型透過電子顕微鏡による 2 次元準結
晶構造研究の新展開………………………平賀>二
航空機用チタン合金の材料特性および開発指針
………………………………北嶋具教，御手洗容子
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8361

8370
室温磁気冷凍システム搭載に向けた遍歴電子メタ磁
性 La(FexSi1－x)13 の改善…………………藤枝 俊 9405
電気化学を入口とする材料研究…………川喜多 仁 9412
金属液体の中で形成する共連続型ポーラス金属
…………………………………加藤秀実，和田 武 11519

講 義 ノ ー ト

プロムナード
デバイス応用をめざした新材料・新物性研究の取り
組み方……………………………………浅井彰二郎
科学技術における七つの課題………………増本 健

次
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245

マイクロメカニックス～基本的事項～…森
勉 9416
マイクロメカニックス～Ni基超合金に現れる
問題～………………………………………森
勉 10475
マイクロメカニックス～平板状領域の応用問題～
………………………………………………森
勉 11528

新

進

気

鋭

新規な多ホウ化物熱電材料の探索…………丸山恵史
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す～ ………………………………………………………9452
固体中の拡散 ―基礎と方法，異種物質中の拡散，拡散律速
過程― …………………………………………………10494

学協会連携元素戦略シンポジウム「新・元素戦略が
拓く金属材料の新展開」報告……………西村 睦
ノーベル賞受賞者の特別講演………………蔡

は ば

た

く

博士課程の研究から現在の研究へ…………大石佑治
異なる材料の研究を通して～ BDT 挙動が結ぶシリ
コンと鋼～…………………………………前野圭輝
支えあって生きる「人」……………………山崎和彦
材料研究の道に進んで………………………斎藤

全

「本物」に魅せられて ………………………山本

135

その他の記事
279
3123

悠

4179
5221

Mg に魅せられて ……………………………安藤大輔
高 Mn 鋼が繋ぐ道 …………………………小山元道

6265
7335

研究分野が変わって広がった世界を前進…稗田純子

9437
9438

博士課程在学中のインターンシップ ……原 健一郎
生体用チタン合金のさらなる発展を目指して
………………………………………………趙

研 10481
窒素に魅せられて……………………………築山訓明 12574

国際学会だより
第 7 回 ポーラス金属および発泡金属に関する国
際会議報告―Met Foam 2011―
…………………………………多根正和 鈴木進補
FeAl 合金の国際会議を知っていましたか
………………………………………………小林

134

覚

3122

第 6 回本会派遣 JIM/TMS Young Leader International Scholar 出張報告 …………………齊藤敬高

6264
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第
巻 総 目 次，著 者 索 引
年

第  巻

総
巻

頭

目

言

新年のご挨拶…………………………………三島良直
会長就任のご挨拶…………………………落合庄治郎

11
6233

学会賞受賞記念講演
電子材料と共に歩んだ30年間 ……………村上正紀

5199

本多記念講演
破壊現象における水素の機能………………南雲道彦

5205

プロムナード
廃製品の金属リサイクルにおける中間処理技術への
期待…………………………………………大木達也

解

251

電磁浮遊炉による雰囲気酸素分圧依存性を考慮した
金属性高温融体の表面張力
……小澤俊平 諸星圭祐 日比谷孟俊 福山博之
HCP 金属の低温クリープ領域の再評価
………松永哲也 亀山達也 上田章二

263

佐藤英一

3105

湿式法を中心としたレアメタル等のリサイクル技術
開発…田中幹也 小山和也 成田弘一 大石哲雄

4161

鉄ロジウム合金の高エネルギーイオンビームによる
磁性改質…………岩瀬彰宏 松井利之 堀 史説

6247

摩擦摩耗による特異ナノ耕造層の形成挙動
……………………佐藤 尚 三浦永理 渡辺義見

8331

巨大超弾性を示す鉄系形状記憶合金の開発
………田中優樹 大森俊洋 檜室義幸 須藤祐司
貝沼亮介 石田清仁

8339

粒界の転位源能力に関するスケール計算機実験
………………………………………………下川智嗣

8346

レーザーアトムプローブによる絶縁体材料のナノ解
析 ……………………大久保忠勝 Yimeng Chen
小塚雅也 宝野和博

9397
液状酸化ホウ素( B2O3 )を用いた無転位・酸素添加
ゲルマニウム結晶の育成……太子敏則 米永一郎 10431
金属ガラスの接合………………前田将克 高橋康夫 10439

説

合金設計と計算科学
………………小野寺秀博 阿部太一 大出真知子
諏訪嘉宏 小山敏幸 下野昌人

次

金属組織制御を利用した触媒調製…………亀岡

相変化の速度論―その発想と発展―………小岩昌宏

13
255

液体金属の横波モード教科書の常識を覆すのか
………………………………………………細川伸也

397

電気伝導性を示すソフトマター ―柔らかい電子系
への展開……………………………………舟橋正浩

6241

放射光軟 X 線を用いた軽元素の化学結合状態解析
…………………………………小林英一 岡島敏浩 10423
水素による超多量空孔生成がもたらすもの()
～水素誘起空孔の生成～…………………深井 有 11465
水素による超多量空孔生成がもたらすもの()
～水素誘起欠陥構造と拡散促進効果～…深井 有 12521

聡 11473
超高速 LSI 用低抵抗率 Cu 配線材料の現状と将来
―高純度めっき技術によるアプローチを中心にし
て―………………大貫 仁 玉橋邦裕 一色 実 11480

新

進

気

鋭

パーライト組織の結晶学的特徴と弾性歪…中田伸生
高温プロセッシングによる材料創製………齊藤敬高

3112
3116

ナノポーラス金属の創製と特性評価………袴田昌高

4168

鉄合金マルテンサイト～組織形成機構と力学特性発
現機構～……………………………………柴田曉伸

6254
マルチフェーズフラックスによる溶銑脱りん反応の
物理化学……………………………………松浦宏行 10446

最 近 の 研 究
パラジウム金属膜による高純度水素分離と化学反応
への展開……………………………………佐藤剛一
Nb3Sn 超伝導線材の歪効果技術の進展 …西島
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元

111
119

i

ミ ニ

特

耐酸化・接合性・長期信頼性に優れた高機能複層
Cu ボンディングワイヤ EX1 の開発
……………………宇野智裕 寺嶋晋一 木村圭一

130

新規・高効率モータ用無方向性電磁鋼板 JNP シリ
ーズの開発………戸田広朗 尾田善彦 河野雅昭
石田昌義 松岡才二

133

水素系気体燃料を活用した鉄鉱石焼結プロセスの開
発…………………大山伸幸 岩見友司 渡辺芳典
佐藤道貴 武田幹治

270

4146

被削性に優れた低炭素鉛フリー快削鋼「スミグリー
ン CS」の開発 …松井直樹 岡山 敦 加藤 徹
長谷川達也 藤原順介

273

276

集

「熱を電気に直接変換」熱電変換材料の現状と将来像
企画にあたって………………………………木村好里

4141

BiTe 系熱電材料における散乱因子による熱電特性
向上と n 型 ZnSb 熱電材料 ……………長谷崎和洋

4143

空孔分布制御による熱電材料の高性能化
……………………黒崎 健 牟田浩明

山中伸介

PBET 界面制御によるチムニーラダー化合物の熱
電特性改善………岡本範彦 足立大樹 岸田恭輔
田中克志 乾 晴行

4149

酸化物系熱電変換材料の現状と将来～太陽光/熱電
ハイブリッド発電デバイスの構築を目指して～
………………………………………………河本邦仁

原油タンカー底板用高耐食鋼板「 NSGP1 」の開
発…………………加藤謙治 金子道郎 宇佐見明
佐藤秀彦 西村誠二

4152

ホイスラー型 Fe2VAl の熱電材料設計と熱電モジュ
ールの開発……………………西野洋一 三上祐史

4155

赤外線サーモグラフィ法による亀裂検知技術
……………………西名慶晃 今西大輔 吉永陽一
横山康雄 前田 亘

279

高燃焼圧シリンダヘッドガスケット用微細析出物分
散ステンレス鋼板(NAR301L HSX)の開発
……………………安達和彦 阿部 賢 桂井 隆
西山忠夫 佐々木浩満

3120

重貨物鉄道用高耐摩耗パーライトレール「SP3」の
開発……………木村達己 本庄 稔 三田尾眞司
竹正峰康 石川啓史

3123

打抜き性と絶縁抵抗に優れた電磁鋼板用環境対応型
絶縁被膜の開発…竹田和年 藤井浩康 山崎修一

3126

熱電発電と太陽電池の共存
……………………矢野歳和

木皿且人
石川東一郎

鈴木一行
新野正之

4158

腐食・防食技術の最前線
企画にあたって………………………………栗田典明
腐食の予知と腐食現象の数値モデリング
…………………………………藤本慎司

岡田信宏

社会・産業基盤を支える腐食科学・防食工学
………………………………………………酒井潤一

7273
7274

徹

7279
7283

高温酸化の研究最前線………………………谷口滋次

7287

水溶液系の腐食現象の計測技術……………水流

磁性材料分野における脱希少元素の試み
企画にあたって………………………………三俣千春

9373

高性能 NdFeB 系焼結磁石における省 Dy 技術
………………………………………………中村 元

9374

走査型透過 X 線顕微鏡による(Nd, Dy)FeB 焼結
磁石の元素識別磁区観察
………小野寛太 荒木 暢 矢野正雄 宮本典孝
Nd Dy Fe B 永久磁石の保磁力機構第一原理計
算とマイクロ磁気学によるアプローチ
…………………土浦宏紀 三俣千春 佐久間昭正

貴金属フリー高磁気異方性材料 L10 型 FeNi 規則合
金の作製と評価
……………………水口将輝 小嶋隆幸 高梨弘毅
小嗣真人 白井正文

aCr2O3 薄膜を用いた垂直交換バイアス
…………………………………白土 優

中谷亮一

紹

介

東北大学金属材料研究所テクニカルセンターの紹介
…………………………………………笹森賢一郎

8353
大阪大学科学教育機器リノベーションセンター
…………………………………中嶋英雄 武井廣見 12529

談

9379

9383

話

室

2010年男女共同参画合同委員会の活動状況
…………………木村 薫 林
幸 吉原美知子

282

新設置分科会「研究会」「熱電変換材料研究会」に
ついて……………………………………長谷崎和洋

4172

は

ば

た

く

産業界と学術界の挟間で……………………西当弘隆
9389
9393

研究について思う……………………………菅野千晴

136
283

これまでを振り返って………………………友澤方成

284

多くの方々に支えられて……………………遠藤成輝

4173
5213

修士課程を振り返って………………………江草大佑

研究室の外で学べること……………………嶋田雄介 10450
社会人ドクターへの歩み……………………菅野晃慈 11488

新技術･新製品
接続信頼性に優れる太陽電池用はんだめっき線の開
発……遠藤裕寿 辻 隆之 青山正義 真崎義治

124

これまでの研究生活を振り返って…………田原正樹 12533
過去現在未来………………………………定松 直 12534

連続鋳造用閉塞防止ノズル(AI ノズル)の開発
……………………塚口友一 加藤 徹 渡邉信輔
大賀信太郎 田中敏宏

127

国際学会だより
第 5 回本会派遣 JIM / TMS Young Leader International Scholar 出張報告 ……染川英俊 田中將己

ii

総

5212

目

次

JIMIC 8 International Conference on Martensitic
Transformations (ICOMAT2011)会議報告
……………………掛下知行 宮崎修一 西田 稔 12531

書

評

化学電池の材料化学 ………………………………………150
マグネティクス・ライブラリー 2 磁性の電子論 ……8367
ネオジム磁石のすべて―レアアースで地球を守ろう―
……………………………………………………………8368
動き出したレアメタル代替戦略 …………………………9421
濡れ，その基礎とものづくりへの応用 ………………11504
密度汎関数法の発展 マテリアルデザインへの応用
…………………………………………………………12545

その他の記事
大会プログラム ………………………………春 3 号・秋 9 号
大会記録 ……………………………………………………6265
表彰(各賞受賞者・業績要旨) …………………5185，12509
(金属組織写真賞作品) ………………………………5193
2011年度役員一覧 …………………………………………6235
2011 年度会長，副会長，専務理事，理事，監事，評議員一
覧 …………………………………………………………6236
2011年度新名誉員 …………………………………………6239
任意の合議機関と概要 ……………………………………6239
2011年度支部長，支部事務所 ……………………………6240
平成22年度事業報告書 ……………………………………7302
平成22年度収支決算書 ……………………………………7310
平成23年度事業計画書 ……………………………………7319
平成23年度収支予算書 ……………………………………7324
第 9 回 World Materials Day Award 受賞者 …………12520
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会
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第
巻 総 目 次，著 者 索 引
年

第  巻

総
巻

頭

目

言

年頭のご挨拶…………………………………加藤雅治
会長就任のご挨拶……………………………三島良直

11
5185

学会賞受賞記念講演
Comments Concerning Some Features of Phase Diagrams and Phase Transformations
……………………………Thaddeus B. Massalski

5192

本多記念講演
合金状態図と先端材料設計…………………石田清仁

6265

プロムナード
計量標準を支える材料―光の標準を一例として―
………………………………………………市野善朗

解

13

透過電子顕微鏡による析出物の微細組織と結晶構造
の解析―MgRE(希土類金属)合金―
…………………………………平賀 二 西嶋雅彦

4161

電子線トモグラフィーによる格子欠陥の 3 次元可
視化………………波多 聰 光原昌寿 田中將己
宮崎裕也 池田賢一 金子賢治
中島英治 東田賢二 松村 晶

6274

ビスマス鉄系マルチフェロイック薄膜の特性改善
への材料学的アプローチ
………………………木村秀夫 Zhenxiang Cheng
Hongyang Zhao Xiaolin Wang 8364
鉄道用レール表層における白色層の形成
………辻江正裕 森 久史 松田博之 佐藤幸雄 10455
ハーフメタル型 Co 基ホイスラー合金の磁気特性と
相安定性
……梅津理恵 大久保亮成 貝沼亮介 石田清仁 10462
金属薄膜を用いた原子拡散接合の開発
…………………………………島津武仁 魚本 幸 11521
めっき皮膜基板界面の微細構造評価ならびに制御
技術………………村上浩二 日野 実 水戸岡豊
岡野雅子 宮本吾郎 高見沢政男
仲井清眞 金谷輝人 12585

説

単相金属・合金の高温クリープ挙動その理解と問
題点 その 1 ………………………………及川 洪
単相金属・合金の高温クリープ挙動その理解と問
題点 その 2 ………………………………及川 洪

講 義 ノ ー ト
249
395

熱流に付随したスピントロニクス現象とスピンゼー
ベック効果………内田健一 太田 岳 齊藤英治
ミュオンを用いた材料解析…………………杉山

8357
純 11515

最 近 の 研 究
銅酸化物高温超伝導体が示す特異物性―超伝導機構
解明の手がかり―…………………………安藤陽一

17

陽極酸化による二酸化チタン光触媒の創製
…………………………………水越克彰 正橋直哉

255

照射場を利用したナノサイズ金属微粒子の構造とそ
の特性…………………………堀 史説 田口 昇
鉄隕石の微細構造と磁性………小嗣真人

ま て り あ 第49巻(2010)
Materia Japan

次

三俣千春

結晶成長の物理 ―融液からの理想的結晶成長―
………………………………………………齋藤幸夫

7327

結晶成長の物理 ―理想成長からのずれ界面張
力の効果―…………………………………齋藤幸夫

8371

結晶成長の物理 ―熱伝導に支配された樹枝状結
晶成長―……………………………………齋藤幸夫

9431

結晶成長の物理 ―溶液からの結晶成長―
………………………………………………齋藤幸夫 10471
結晶成長の物理 ―方向性凝固での界面不安定性
―……………………………………………齋藤幸夫 11528
結晶成長の物理 ―共晶中の構造―……齋藤幸夫 12593

262
3103

i

新 進

気

鋭

超塑性ダイレス引抜きによる金属マイクロチューブ
の創成………………………………………古島 剛
細胞を活性化させる生体材料研究………小幡亜希子

113
4170

高合金鋼溶接金属の凝固割れ防止技術の開発と今後
の展望………………………………………小薄孝裕

5202

超強加工により作製されたバルクナノメタルの組織
と機械的性質………………………………紙川尚也

6280
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省資源に寄与するフェライト系ステンレス鋼
…………………………………高橋明彦 松橋
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年頭のご挨拶…………………………………石田清仁
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5236
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医療用チタン合金の材料特性………………花田修治
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高品質 SiGe 結晶の育成と基礎物性の解明
………………………………………………米永一郎
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材料組織評価における EBSD 解析の進展
…………………………………鈴木清一 足立吉隆

272
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…………………大嶋建一 高橋美和子 岩崎 博
ショットピーニングの温故知新……………当舎勝次

3127
3134

一方向気孔を有するポーラス金属の製法と物性
………中嶋英雄 多根正和 玄 丞均 鈴木進補

4196

X 線光電子分光法による材料評価―事例から学ぶ
試料準備の留意点―………………………大津直史
液体金属中の拡散係数測定…………………鈴木進補

4203
6305

金属ナノ粒子の酸化による中空構造体の形成
……………………仲村龍介 床桜大輔 李 正九
森 博太郎 中嶋英雄

7368

一方向凝固法によるロータス型ポーラスセラミック
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最 近 の 研 究
低温領域用磁気冷凍材料の開発―メタ磁性体 La
(FexSi1－x)13 の複合部分置換―
……………………藤枝 俊 藤田麻哉 深道和明

110

回折実験とモデルから見た金属ガラスの構造
……………………福永俊晴 伊藤恵司 大友季哉

117

粉末冶金による形状記憶合金の新たな加工法
………………………………………………京極秀樹

279

メスバウア分光で見たシリコン中の鉄不純物
………………………………………………吉田

豊

3140
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栗林一彦 神保 至 田島道夫
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……………………島津武仁 青井 基 北上
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と磁気特性………山本真平 玉田芳紀 那須三郎
高野幹夫 小野輝男

6312

点接触アンドレーフ反射法による Co 基ホイスラー
合金系ハーフメタル探索
………………………高橋有紀子 A. Rajanikanth
中谷友也 宝野和博
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金属…………藤田武志 Lihua Qian Jinshan Yu
Xingyou Lang Luyang Chen 陳 明偉
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液体金属・半導体の圧力誘起構造変化と化学結合性
…………………………………服部高典 辻 和彦 10507
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類―…………………………………………本間琢也
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燃料電池とバイオマス ― 2. 燃料電池自動車に至
る開発シナリオとバイオ燃料―…………本間琢也
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燃料電池とバイオマス ― 3. 定置式燃料電池の開
発動向と展望―……………………………本間琢也

4216

講 義 ノ ー ト
材料機能の電気化学 ―半導体の電気化学―
………………………………………………杉本克久
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材料強度学とその周辺 ―ひずみ・応力と線形弾
性論―………………………………………加藤雅治

5256

材料強度学とその周辺 ―変形の熱力学と速度
論―…………………………………………加藤雅治

6317

材料強度学とその周辺 ―マイクロメカニックス
の基礎―……………………………………加藤雅治

7375

材料強度学とその周辺 ―転位論，降伏と強化機
構―…………………………………………加藤雅治

8418

材料強度学とその周辺 ―高温変形，疲労，破
壊―…………………………………………加藤雅治

9469

材料強度学とその周辺 ―演習問題解答と応用―
………………………………………………加藤雅治 10513

ト ピ ッ ク ス
バナジウムフリー a ＋ b 型チタン合金「 VLTi 」の
開発………………小川道治 清水哲也 野田俊治
鈴木昭弘 福田達雄
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気

6323

鋭

フラッシュランプ加熱による高品質シリコン薄膜多
結晶の成長…………………………………大平圭介
マグネシウム合金の破壊靭性に関する問題点とその
改善策………………………………………染川英俊
先進 Ni 基単結晶超合金の組織予測 ………北嶋具教
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8423

浩亮 9475
金属材料における電子線照射誘起相転移…永瀬丈嗣 10519
TEM 内電子分光と第一原理計算による局所構造解
析―モデル系から実用材料分析へ―……巽 一厳 11566
多機能付与触媒の創製………………………森
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特集「顕微鏡法による材料開発のための微細構造研究最前線(8)
―照射効果の解明と耐照射材料および新素材開発をめざして―」

特集企画にあたって
………阿部弘亨 荒河一渡
谷脇雅文 外山 健
安田和弘 保田英洋

佐藤 学
永井康介
義家敏正
渡辺精一

佐藤裕樹
武藤俊介
若井栄一
渡辺英雄 12597

(a) 照射効果の解明
ナノメートルサイズの転位ループの一次元拡散
……荒河一渡 小野興太郎 一色 実 三村耕司
打越雅仁 森 博太郎 12598

ii

超高圧電子顕微鏡を用いた A533B 鋼における格子
間原子集合体の一次元運動の観察
……………………濱岡 巧 佐藤裕樹 松井秀樹 12599
空孔クラスタの一次元高速拡散
………………………松川義孝 Steven J. Zinkle 12600
中性子照射で形成された四面体ボイドの一方向配列
………… 近 藤 創 介 加 藤 雄 大 Lance L. Snead 12601
ヘリウムイオン照射材におけるキャビティの長距離
整列現象
……岩切宏友 片伯部陽一 濱口 大 吉田直亮 12602
カスケード損傷形成下におけるヘリウムバブルの動
的挙動の観察…宮本光貴 小野興太郎 荒河一渡
Robert C. Birtcher 12603
Fe 中の結晶粒界，粒界転位とヘリウムバブルの動
的相互作用……小野興太郎 宮本光貴 荒河一渡 12604
巨大スエリングを示す VFe 合金の中性子照射損傷
初期過程…………大野直子 松井秀樹 佐藤裕樹 12605
格子間原子型転位ループ近傍での積層欠陥四面体の
形成……………………………佐藤裕樹 義家敏正 12606
電子線照射した Al 双晶粒界に形成される欠陥集合
体…………………山川浩二 小田開行 下村義治 12607
Ni の中性子照射損傷構造に及ぼす Sn の効果
……………………佐藤紘一 辻川勝裕 伊藤大輝
徐
浜田弘一 12608
Au の照射欠陥に及ぼす PKA エネルギースペクト
ルの効果……………………………………義家敏正 12609
原子炉圧力容器鋼中ナノ炭化物の三次元アトムプロ
ーブ観察…………外山 健 土屋直柔 畠山賢彦
永井康介 長谷川雅幸 Abderrahim Almazouzi
Eric van Walle Robert Gerard 大久保忠勝 12610
ナトリウム雰囲気下クリープ変形によるバナジウム
合金中の析出挙動……………福元謙一 松井秀樹 12611
酸化セリウム中の転位ループ性状の電子エネルギー
依存………………安永和史 安田和弘 椎山謙一
松村 晶 園田 健 12612
複合酸化物セラミックスの照射誘起構造変化
………………………………………………石丸 学 12613
MgAl2O4 スピネル中のイオントラックの構造解析
……………………山本知一 安田和弘 松村 晶 12614
高温領域およびガンマ線照射環境下におけるシリカ
コア光ファイバのナノ結晶成長
……………………土屋 文 近藤周平 鶴井隆雄
永田晋二 四竃樹男 12615
超高速固体微粒子衝突による表面形状変化
……………………岩井岳夫 尾亦孝男 阿部弘亨
柴田裕実 長谷川 直 12616
トリチウムを用いた原子力材料中の水素同位体分布
の可視化………波多野雄治 齋藤英之 本間啓史 12617
(b) 耐照射材料開発
イオン照射した原子炉容器鋼の照射組織変化の
TEM3DAP 観察
…………………藤井克彦 福谷耕司 大久保忠勝 12618
原子炉圧力容器鋼の溶質原子クラスターの三次元ア
トムプローブ観察
……西田憲二 土肥謙次 野本明義 曽根田直樹 12619
HVEM 照射による軽水炉圧力容器鋼の欠陥挙動の
解析………………渡辺英雄 鱒渕俊児 吉田直亮 12620
照射によるジルカロイ析出物の組織組成変化
………………………………………………鹿野文寿 12621
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水素イオン照射下におけるジルカロイ中の水素化物
成長の TEM 内その場観察
……………………篠原靖周 阿部弘亨 岩井岳夫
関村直人 木戸俊哉 12622
オーステナイトステンレス鋼の軽イオン照射による
局所変形挙動の EBSD 解析
………………丹野敬嗣 佐々木修斗 長谷川 晃 12623
重照射した高速炉用改良 SUS316 鋼のスエリング
挙動に及ぼす微細析出物の効果
…………………山下真一郎 関根 学 赤坂尚昭 12624
高速炉用 11Cr フェライト/マルテンサイト鋼の強
度変化と組織変化挙動……矢野康英 山下真一郎
吉武庸光 赤坂尚昭 高橋平七郎 12625
レーザー補助三次元アトムプローブによる酸化物分
散強化型鋼の微細組織解析…野際公宏 西村昭彦
大場弘則 横山 淳 大久保忠勝 宝野和博 12626
9CrODS フェライト鋼における超微細粒形成
………近田伸芳 鵜飼重治 林 重成 大貫惣明
大塚智史 皆藤威二 12627
ナノメカニクス接合解析技術とガス冷却高速炉用
SiC/W 接合部材の開発
………柴山環樹 岸本弘立 香山 晃 矢野康英 12628
核融合炉構造材料用 SiC/SiC 複合材料開発
……………………岸本弘立 大村高正 香山 晃 12629
耐中性子照射脆化に優れた微細結晶粒と分散粒子を
有する V
Y 合金
……………………小林千悟 仲井清眞 栗下裕明 12630
イオン照射した低放射性 V 4Cr 4Ti 合金の表面近
傍での微細チタン酸化物の形成
…………………………………渡辺英雄 吉田直亮 12631
タングステンにおける低エネルギーヘリウムイオン
照射損傷…………吉田直亮 馬場友紹 岩切宏友 12632
ヘリウム照射特性の優れた微細結晶粒組織を有する
先進 W 合金の微細組織発達
……小川琢之 野上修平 長谷川 晃 栗下裕明 12633
ダイバータヒートシンク CuCrZr 合金における析
出物の 3DAP 観察
…畠山賢彦 永井康介 長谷川雅幸 大久保忠勝
Morten Eldrup Bachu N. Singh 12634
580 MeV 陽子を照射したオーステナイト鋼のスエ
リング量評価……菊地賢司 濱口 大 齋藤 滋 12635
(c) 新素材開発
GaSb ボイド形成に及ぼす表面シンクの影響
………………………………………………新田紀子 12636
イオン照射で導入される点欠陥を利用したナノセル
構造の形成……………………谷脇雅文 新田紀子 12637
イオン注入を利用した対応粒界原子構造制御
……坂口紀史 渡辺精一 木下博嗣 市野瀬英喜 12638
210 MeV Xe イオン照射した FePt ナノグラニュラ
ー薄膜の電子線トモグラフィー観察
………白井 学 津守孝一 松村 晶 安田和弘 12639
高ドーズ鉄イオン注入シリコンの再結晶化過程
…………………………………内藤宗幸 石丸 学 12640
イオンビーム・レーザー複合照射によるプラズモニ
クス用の金属ナノ粒子材料の研究開発
…………………………………岸本直樹 武田良彦 12641
窒素イオン注入によるチタニア光触媒の可視光応答
化………………………………吉田朋子 武藤俊介 12642
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……………………………………………佐々木優吉 12643
電子線照射誘起結晶 アモルファス 結晶相転移
……………………永瀬丈嗣 仁野章弘 馬越佑吉 12644
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…………庭瀬敬右 Fritz Phillipp Alfred Seeger 12645
カーボンナノチューブの電子照射誘起欠陥の原子レ
ベル観察………………………佐藤雄太 末永和知 12646
電子線照射により生成した CaF2 結晶中欠陥集合体
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………渡邉壮俊 野間 敬 安田和弘 安永和史
松村 晶 木下智見 12647
半導体ナノ粒子の低エネルギー電子励起効果による
ポーラス化と相分離 ………保田英洋 森 博太郎 12648
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御…………………富松宏太 中辻 寛 小森文夫 12649
イオン液体を用いた酸化チタン上の Au 光電析過程
の研究……………吉田健太 野崎 勉 田中信夫 12650
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企画にあたって………………………………北薗幸一

4177

プリカーサ法によるポーラスアルミニウム充填構造
体のプロセス技術……………小橋 眞 金武直幸
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…………………………………袴田昌高 馬渕 守
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………………………………………………吉村英徳

4186

X 線マイクロトモグラフィーによるポーラス金属
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御手洗容子

桐野文良
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文化財―……………………………………北田正弘

7345

文化財の分析及び評価………………………平井昭司
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ツタンカーメン黄金のマスクの X 線分析
………………………………………………宇田応之

7355

日本刀―その美，外国刀との比較と焼入れの変態・
熱・力学シミュレーション………………井上達雄

7359

汝窯青瓷の発色機構
………林
幸 渡邊

7364

玄

永田和宏

島田幸一

次世代原子力エネルギーシステム用高造材料の開発
企画にあたって………………………………木村晃彦

9445

(1)先進原子力エネルギーシステムの開発状況
………………………………………………松井一秋

9446

(2)高燃焼度化に向けた燃料被覆管材料の開発
……………………鵜飼重治 井上賢紀 木村晃彦

9450

(3)ガス冷却炉用セラミック構造材料の開発
………………………………………………香山

晃

(4)ナトリウム冷却型高速炉用材料開発 …青砥紀身

9455
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高疲労強度シリンダヘッドガスケット用微細粒ステ
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……………………安達和彦 渋谷将行 桂井 隆

136
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142

Ni, Mo フリー 21 クロムステンレス鋼( JFE443CT )
の開発……………石井和秀 石井知洋 宇城 工
柳沼 寛 山下英明

145

マルチプルアロイロータの開発と製造
……………………梶川耕司 木村公俊 田中泰彦
Swami Ganesh Robin Schwant
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STARWelding」の開発 …片岡時彦 池田倫正
小野守章 安田功一 平田好則

148

293

296

299

連続鋳造圧延法で製造可能な高強度高導電性希薄銅
合金線の開発と応用…………青山正義 黒田洋光
瀬谷 修 木村孝光 佐藤隆裕

2102

水素吸蔵合金による自律型深海探査機用燃料電池技
術の開発…………月岡 哲 百留忠洋 岩本隆志
小田知正 藤田泰宏

2105

高密度水素貯蔵材料としてのアルミニウム水素化物
(AlH3)の合成技術の開発
……………………橋 邦彦 伊藤秀明 兜森俊樹
中森裕子 折茂慎一

学生時代の研究と民間企業での製品開発の違い
………………………………………………徳井

2108

金属材料開発からみる産官学連携…………阿部四朗 10524

2112
3163

Lift off!! ……………………………………松永哲也
組織観察………………………………………柴田曉伸

3164
4219

「曲げ」から得られたもの …………………小黒英俊

4220
5262

生体材料分野への挑戦………………………堤

祐介

学位取得後の 2 年間 ………………………高田尚記

7383
8427

デバイス用材料研究から学んだこと………富田一行

9480

国際学会だより
第 5 回 ポーラス金属および発泡金属に関する国
際会議報告―MetFoam2007―
…………………………………鈴木進補 多根正和

152

IS32007(The 1st Symposiumon on Steel Science
2007)参加報告 ……………………………木周作

3161

The Sixth Pacific Rim International Conference on
Advanced Materials and Processing (PRICM 6)
第 6 回先進材料とプロセスに関する環太平洋国
際会議………………………………………宮崎修一

3162

The International Conference on Shape Memory
and Superelastic Technologies (SMST 2007)形状
記憶および超弾性技術に関する国際会議
………………………………………………宮崎修一

4221

第 2 回本会派遣 JIM/TMS Young Leader International Scholar 出張報告 …………………多根正和

7381

The 1st International Symposium on Advanced
Microscopy
and
Theoretical
Calculations
(AMTC1 )第 1 回最先端の電子顕微鏡と理論計算
に関する国際シンポジウム………………山本剛久

9479

評

永久磁石―材料科学と応用―………………藤田麻哉

165
2122

金属バイオマテリアル………………………新家光雄

3176

磁性入門

スピンから磁石まで……………三谷誠司

激動の世紀を生きて―あるユダヤ系科学者の回想―
………………………………………………大塚和弘
泉

鉄の時代史……………………………………萬谷志郎
材料の振動減衰能―データブック―………小関敏彦

第47回パリ国際航空ショーに出展・参加して
………横川忠晴 藤岡順三 川岸京子 原田広史

151

材料工学を活用したものづくり体験プロジェクトの
試み…………………………………………安藤新二

7382

談

話

室

ねじりの合わせ技……………………………古井光明

iv

6326
6327

見えないものを測る…………………………相馬康孝

企業における研究を学ぶ……………………光野直美

腐食メカニズムと余寿命予測………………武藤

介

153
2111

研究生活×3 …………………………………田邉豊和

書

産官学交差点

紹

翔

プロトン伝導に魅せられて…………………奥山勇治

優 れ た 成 形 性 と 疲 労 特 性 を 有 す る 足 回 り 用 780
MPa 級電縫鋼管の開発 ……豊田俊介 河端良和
坂田 敬 郡司牧男 佐藤昭夫

耐遅れ破壊特性に優れた建設・産業機械用超高強
度・ 高靭性 厚鋼 板「 JFE HYD960LE 」お よび
「JFE
HYD1100LE」の開発
……………………長尾彰英 林 謙次 大井健次
伊藤高幸 平田健二

く

金属の研究者を目指して……………………渡邉満洋

半導体リードフレーム用銅合金「スーパー KFC 」
の開発
………有賀康博 梶原 桂 尾崎良一 三輪洋介

自動車外板パネル用 440 MPa 級 DP 型溶融亜鉛め
っき鋼板の開発…木村英之 小野義彦 中島勝己
岩間隆史 櫻井理孝

た

これまでの研究活動を振り返って…………大脇悠介

新技術・新製品

Fe 基金属ガラス「 LiqualloyTM 」の開発とダストコ
アへの応用
………小柴寿人 内藤 豊 水嶋隆夫 井上明久

ば
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頭

目

言

年頭のご挨拶…………………………………馬越佑吉

11

会長就任のご挨拶……………………………石田清仁

5311

学会賞受賞記念講演
金属間化合物の研究を振り返って…………山口正治

5316

本多記念講演
正志

5321

…山口正治

7476
7478

鋼のベイナイトとその工業的重要性………牧

次
REBa2Cu3O7－d 系線材とその高 JC 化
……………………向田昌志 松本 要
一瀬 中 堀井 滋
山田和宏 寺西 亮

吉田 隆
喜多隆介
森 信幸

9581

TiAl 金属間化合物単結晶における拡散
……野瀬嘉太郎 寺下直宏 池田輝之

中嶋英雄 9587
高圧力下で誘起される新磁気相―強磁性体の磁気
体積効果はどこまで明らかになったか―
…………………高橋慶紀 鹿又 武 金子武次郎 10645
相変化光記録材料の電子線構造解析
……………………内藤宗幸 石丸 学 弘津禎彦 10652
高圧力下で誘起される新磁気相―鉄の磁気発現と
磁気体積効果―
…………………高橋慶紀 鹿又 武 金子武次郎 11723

プロムナード
最 近 の 研 究
私の科研費申請書論―感性と説得力―

科学研究費補助金申請あれこれ……………鈴木俊夫

解

説

材料科学計測のためのレーザ干渉精密測長技術
………………………………………………覚間誠一
タンネットダイオードの開発とテラヘルツイメージ
ングへの応用…倉林 徹 ピョートル・プロトカ
ナノインデンテーションによる材料評価
…………………………………大村孝仁

津o兼彰

電子顕微鏡によるフラーレンピーポッドの観察
…………………………………佐藤雄太 末永和知
ペロブスカイト型マンガン酸化物における電荷整列
相転移…………………………寺井智之 掛下知行

13
263
4251
4259

動学的廃棄物産業連関モデルによるリサイクルの持
続可能性評価…横山一代 中村愼一郎 長坂徹也

19

ロータス型ポーラス金属の巨視的弾性率新たな平
均場近似法による定量予測
………多根正和 市坪 哲 平尾雅彦 中嶋英雄

270

金ナノ粒子触媒における最近の進歩
……………………奥田一平 川原

潤

春田正毅

ダイヤモンド紫外線センサー………………小出康夫

4265
4272

電子顕微鏡によるシリカメソ多孔結晶の三次元構造
解析と評価…………阪本康弘 大砂 哲 劉 崢
車 順愛 辰巳 敬 寺崎 治

5335

固相還元反応を利用した BN/C ナノ物質の合成
……………………所 久人 藤井重男 奥 健夫

6406

弱い遍歴電子反強磁性体 bMnTM 合金の磁気的性
質…………………梅津理恵 宮川正人 深道和明

6413

BaGaGe 系クラスレート化合物における内包原子
の原子変位パラメータと格子熱伝導率
………岡本範彦 金 正煥 田中克志 乾 晴行

7487

電場誘起抵抗変化型メモリー材料…………勝藤拓郎

5327
6395

先進材料データベースの設計思想…………徐

一斌

6402

ALCHEMI による結晶構造解析手法の発展
…………………………………森村隆夫 羽坂雅之

7480

超イオン伝導体を含む不均質物質の電気伝導挙動
…………………………………野崎 潔 伊丹俊夫

8530

8515
8522

FIB トモグラフィによる微小疲労き裂挙動の 3 次
元解析………………………元屋敷靖子 菅田 淳
Angelika BruecknerFoit

9594

第一原理計算に基づく水素貯蔵材料の理論設計
…………………………………三輪和利 大庭伸子
白金族金属の現状とリサイクル技術………岡部
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徹

i

2 探針ピエゾ駆動ホルダーの開発と TEM による多
元的材料評価の試み
……………………村上恭和 川本直幸 進藤大輔

ELNES ， XANES および理論計算を組み合わせた
材料研究と将来展望………………………溝口照康

9601

LiFePO4 の充放電機構に関する構造・熱力学的検
証………………………………山田淳夫 小林 陽

9607

正20面体クラスター由来の新しい相転移
………………………………………………田村隆治 10660
Mg 材料の耐食性向上をめざした最近の研究
………………………………………………竹中俊英 10665
化合物半導体ナノスケールへテロ構造の作製と評価
…………………………………小柴 俊 藤井健輔 11731
電磁振動プロセスによる新しい金属ガラス創製技術
の開発…………………………田村卓也 三輪謙治 11739

入

門

講

座

Hume Rothery 電子濃度則と複雑構造金属間化合
物の相安定化機構()― TM2Zn11 ( TM ＝ Fe, Co,
Ni, Pd )および Al8V5 ガンマ相合金の相安定化機
構―………………………………………水谷宇一郎
Hume Rothery 電子濃度則と複雑構造金属間化合
物の相安定化機構()― TM2Zn11 ( TM ＝ Fe, Co,
Ni, Pd)および Al8V5 ガンマ相合金の e/a 問題―
……………………………………………水谷宇一郎

115

277

講 義 ノ ー ト

集合組織―塑性変形と集合組織―………松尾宗次

4284
5342

集合組織―再結晶と集合組織―…………松尾宗次

6421

集合組織―結晶異方性と集合組織―……松尾宗次

6427
衝撃工学を応用した金属の塑性加工―電磁シーム圧
接―…………………………………………宮o 忠 11754

特

集

創立周年記念特集「材料科学の課題と展望
～ナノマテリアル・環境材料を中心として～」
「材料科学の課題と展望～ナノマテリアル・環境材
料を中心として～」の発行にあたって…進藤大輔

3127

第 1 分科(エネルギー材料)
エネルギー・環境材料の研究をどう捉えるか
…………………………………折茂慎一 山本剛久

3128

我が国のエネルギー需給と材料工学の関わり
………………………………………………長坂徹也

3129

太陽電池用シリコン精製における問題点とその新展
開………………………………森田一樹 吉川 健

3133

高温超電導材料の実用化への期待
…………………………………和泉輝郎

塩原

融

高効率熱電材料の開発と実用化……………竹内恒博

3137
3141

第 4 世代超高温原子炉の材料技術開発 …橘

幸男

3146

八島正知

資源循環における素材産業の役割…………細田衛士

3151
3152

化学知能材料を応用したガスセンサーの課題と展望
………………………………………………金児紘征

3157

第 2 分科(エコマテリアル)
地球環境にやさしい材料………林

好一

ストラティファイド光触媒による硫化水素からの水
素製造……………田路和幸 橋英志 松本利
エコマテリアルの課題と展望………………原田幸明

3162
3166

7492

形状記憶合金の開発動向と展望……………宮崎修一

3171

8552

第 3 分科(電子・情報材料)
情報化社会およびサステナブルな社会を支える高機
能電子材料……………………及川勝成 中谷亮一

集合組織 結晶粒成長と集合組織・履歴書として
の集合組織…………………………………松尾宗次
材料機能の電気化学―電気化学反応の平衡―
………………………………………………杉本克久
材料機能の電気化学―電気化学反応の速度―
………………………………………………杉本克久

9614

永久磁石におけるナノ組織と磁気特性……宝野和博

3175
3176

材料機能の電気化学―腐食・防食の電気化学―
………………………………………………杉本克久 10673
材料機能の電気化学―一次電池，二次電池，燃料
電池の電気化学―…………………………杉本克久 11744

磁気記録における材料の進展………………三浦義正

3180

次世代ディスプレイに向けた有機半導体材料の開発
と期待………………………………………鎌田俊英

3184

Ni Mn Ga 合金の双晶変形とマルテンサイト変態
に及ぼす磁場 応力ならびに静水圧の影響
…………………………………福田 隆 掛下知行

3188

材料科学のパイオニアたち
拡散研究の始まりとボルツマン―俣野の方法
……………………小岩昌宏 W.シュプレンゲル 10682

材

料

教

育

移動実験車“リカレンジャー”の人気の背景
………………………………………………松浦

新

進

気

真

鋭

鋼材表面疵低減への取り組み～いつ・どこで・なぜ
発生するのか～……………………………大塲康英

PLD 法により作製したチタニア薄膜の光触媒活性
と今後の展望―“絵に描いた餅”を“本当(現実)
の餅”にするために―……………………中村貴宏

ii

9622

121

283

第 4 分科(生体・福祉材料)
健康を守るハーモニックバイオマテリアル
…………………………………大谷博司 井上

亮

生体用Co基合金の高機能化 ………………千葉晶彦

3193
3194

チタン合金を中心とした生体・歯科用合金の研究・
開発…………………………………………新家光雄

3198

表面改質による金属の生体適合化・機能化
………………………………………………塙

隆夫

生体磁気の計測と解析に関する研究……小林宏一郎

3203
3207

新潟県・燕三条地域での福祉およびユニバーサル製
品開発の挑戦………………………………平賀 仁

3211

第 5 分科(社会基盤材料)
21世紀の社会基盤整備に向けた材料開発
…………………………………三浦誠司 吉見享祐

3215

バルク中でのナノサイズ熱力学と相安定性
………………………………………………西谷滋人

3216

総

目

次

ナノポーラス金属材料とボトムアップ型ナノ組織制
御……………………………………………吉見享祐
耐酸化コーティングと Ni 基超合金の拡散と組織
…………………………………林 重成 成田敏夫

3220

自動車用特殊鋼の環境貢献…………………加藤英久

3225
3229

輸送の環境負荷に対する軽金属材料の役割
………………………………………………家口

3234

浩

顕微鏡法による材料開発のための
微細構造研究最前線(7)―3D/4D イメージング―
特集企画にあたって
………大東琢治 金子賢治 杉山昌章 田中信夫
土谷浩一 廣澤渉一 宝野和博 松原英一郎
松村 晶 村田 薫 戸田裕之 12783
(a)TEMCT
ナノポーラス金の定量電子線トモグラフィー
……………………藤田武志 L. Qian 陳 明偉
伊野家浩司 J. Erlebacher 12784
高傾斜 3 軸試料ホルダーを用いた Si 単結晶中の転
位の 3D 観察
………波多 聰 宮崎裕也 田中將己 東田賢二 12785
AlGe 合金中に発生した Ge 析出物の電子線トモグ
ラフィ解析……金子賢治 佐藤圭介 北脇高太郎
東田賢二 伊野家浩司
I. Arslan P. A. Midgley 12786
水熱合成法により生成した CeO2 ナノ粒子の構造・
形状解析……金子賢治 北脇高太郎 伊野家浩司
A. B. Hungria P. A. Midgley
張
静 大原 智 阿尻雅文 12787
せん断帯における GP 帯の変形と相当ひずみ量の定
量評価…………伊野家浩司 金子賢治 東田賢二
堀田善治 M. Weyland P. A. Midgley 12788
Pt 触媒ナノ粒子の明視野 TEM トモグラフィーに
よる 3D 解析 …………………及川哲夫 遠藤徳明 12789
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観察…………………………………………齋藤弥八 12902
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………………………………………………秋葉
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錠

4249
4252
4256
4259
4263
4266

最新の無容器技術による高温融体の
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………………………………………………平林
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