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日本鉄鋼協会・日本金属学会 中国四国支部 鉄鋼第 54 回・金属第 51 回 合同講演大会プログラム 
201１年 8 月 8 日(月)～9 日(火) 岡山理科大学 

 

8 月 8 日（月） 8: 00 受付開始 （受付：25 号館 7 階ロビー、講演会場：25 号館 5 階） 
 

8:50 開会の挨拶 金谷 輝人 日本金属学会中国四国支部長 岡山理科大学 教授 Ａ会場（22552 室）にて 

Ａ会場（22552 教室）―第１セッション Ｂ会場（22555 教室）―第１セッション Ｃ会場（22554 教室）―第１セッション 

9:00-10:15 座長： 竹元 嘉利 【岡山大】 9:00-10:15 座長：  田中 康弘  【香川大】 9:00-10:15 座長：  日野 実 【岡山工技セ】   

(A01)アルミ合金 6061-T6
突合わせ FSW 継ぎ手の
引張り特性と破断挙動 

横 山  隆 、 中 井 賢 治 、  
助台榮一、○（院）樋上 
亮：【岡山理大】 

(B01) Al-1.2%Si 合金の機
械的性質に及ぼす無電解
Ni-P めっき 処理の影響 
  

○(院)平岡隼人、(院) 横
溝大地、金谷輝人、中川
惠友：【岡山理大】、村上
浩二、日野 実：【岡山工
技セ】 

(C01) KNH2 を電解質とし

た液体 NH3 の電気分解 

 

○(院)青木泰平、五舛目 
清剛、市川貴之、小島由
継：【広島大】 

(A02) フェライト系ステン
レス鋼のスケール剥離挙
動に及ぼすひずみエネル
ギーの影響 
 

○林篤剛、平出信彦、井
上宜治：【新日鐵住金ステ
ンレス（株）研究センター】 

(B02) 無電解 Ni-P めっき
処理したアルミニウム合
金の皮膜密着性 
 

○(院)横溝大地：【岡山理
大 】 、 村 上 浩 二 、 日 野 
実：【岡山工技セ】、金谷
輝人：【岡山理大】 

(Ｃ02) バイアス電圧印加
による水素吸蔵合金の特
性制御 

○（院）平林一寛、市川貴
之、小島由継：【広島大】 

(A03)オーステナイト鋼の
加工硬化に及ぼす高炭
素・高窒素添加の影響 

○中島孝一、長谷和邦：【JFE ス

チール】、（院）吉武睦海【九州

大】、(院) 村上真宏：【九州大、

現高周波熱錬】、土山聡宏、高

木節雄【九州大】 

(B03) 半導体レーザによ
るアルミニウム／樹脂異
材接合 

○(院)松山億希：【岡山理

大】、水戸岡 豊、日野 実、

村上浩二：【岡山工技セ】、山

田功作【早川ゴム】、金谷輝

人：【岡山理大】 

(C03) Li-Ge 合金の水素
貯蔵特性 

○（院）河迫恵莉加、市川
貴之、宮岡裕樹、小島由
継：【広島大】 

(A04) Fe-B 系硬質材料の
放電焼結とその特性 

松木一弘、○(院)冨ヶ原
健翔、崔 龍範、佐々木 
元、山田啓司、加藤昌彦：
【広島大】 

(B04) AZX マグネシウム
合金の諸特性に及ぼすリ
ン酸塩陽極酸化処理の影
響 

○(院)齋藤敦志：【岡山
理大】、日野 実、 村上
浩二【岡山工技セ】、西
条充司：【堀金属】、金谷
輝人【岡山理大】 

(C04) 機械粉砕黒鉛のリ
チウムイオン電池負極特
性 

○（院）久保田 圭、（院）松

村 益寛、（院）久保田 光、

宮岡裕樹、市川貴之、小島

由継：【広島大】 

(A05) ニッケル多孔体と
アルミニウム溶湯反応
を利用した金属間化合
物分散複合材料の作製
プロセスの開発 

○(院)瀧口翔太、崔 龍
範、松木一弘、佐々木
元：【広島大】 

(B05) 二元系アルミニウ
ム合金上の亜鉛置換・無
電解めっき皮膜の特性 

○村上浩二、日野 実：
【岡山工技セ】、（院）横溝
大地、金谷輝人：【岡山理
大】 

(C05) アルカリ金属酸化
物を用いた水素製造反応 
 

○（院）中村直也、宮岡裕
樹、市川貴之、小島由継：
【広島大】 

 



7/28/2011  
 

Ａ会場（22552 教室）―第 2 セッション Ｂ会場（22555 教室）―第 2 セッション Ｃ会場（22554 教室）―第 2 セッション 

10:30-12:00 座長： 伊藤 勉 【香川高専】 10:30-12:00 座長：  清水 一郎 【岡山大】 10:30-12:00 座長： 平岡 裕 【岡山理大】 

(Ａ06) マイクロアーク酸化
処 理 に よ っ て Ti 及 び
Ti-6Al-7Nb 合金に生成す
る表面皮膜の断面構造評
価 

○(院)羅菲：【香川大】、
(院)今井琢也：【香川大、
(現)トクセン】、田中康弘：
【香川大】 

 

(B06) 傾斜材料中の格子
欠陥の基礎的研究 

○(院)石井優次、佐々木
元 、 杉 尾 健 次 郎 、 福 島 
博：【広島大】 

(C06) Ti-Al-Fe 系合金の
組織と機械特性におよぼ
す熱処理温度の影響 

○(院)和田惠太、竹元嘉
利、瀬沼武秀：【岡山大】 

(A07) Fe-高 Si 合金の破
壊形態に及ぼす転位組織
の影響 

○（学）藤岡 豪、松井大
樹、水口 隆、上路林太
郎、田中康弘、品川一成 

：【香川大】 

(B07) AlN セラミックスの
力学的性質と欠陥構造に
及ぼす熱処理の効果 

○(院)石川浩太、佐々木
元、杉尾健次郎、福島博： 

【広島大】 

(C07) Ti-Fe 合金の組織と
延性に及ぼす Al の影響 

○(院)越智昌宏、竹元嘉
利、瀬沼武秀：【岡山大】、
松木一弘：【広島大】 

(A08) 温間・冷間圧延の
違いが SUS304L 鋼の加
工組織と機械的性質に及
ぼす影響 

○（学）山田英樹、(院)近
藤功治、水口 隆、上路 
林太郎、田中康弘【香川
大】 

(B08) 炭素繊維プリフォ
ームへの溶融アルミニウ
ムの含浸挙動の解析と複
合材料の作製 

○(院)浅野裕彦、杉尾健
次郎、佐々木元：【広島
大】 

(C08) 極低 炭素 鋼の 回
復・再結晶挙動に及ぼす
Ti の影響 

○ ( 院) 武修 平、 瀬沼 武
秀、竹元嘉利：【岡山大】 

(A09) 高 Cu－Sn 含有鋼
表面赤熱脆性のＮｉ添加
による抑制メカニズム 

○（学）田中智康、（院）高畑亮

大：【香川大、（現）タダノ】、竹村

明洋：【山口東京理大】、田中康

弘、国重和俊：【香川大】、岡口

秀治、藤原和哉【住友金属】 

(B09) 昇温酸素分析によ
る鉄中酸化物の存在形態
の同定 

○(院)村上大志、杉尾健
次郎、佐々木元：【広島
大】、倉本英哲、隠岐貴
史：【広島市産振セ】、柳
沢 平：【広島大】 

(C09) 炭素鋼の逆変態挙
動のモデル化 

○(院)林 公平、瀬沼武
秀、(院)小野貴史：【岡山
大】 

(A10) Ｈｉｇｈ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ 

Ｔｏｒｓｉｏｎ加工された極低
炭素鋼の高速変形 

○（院）吉迫竜也、上路林
太郎：【香川大】、大塚晃
生、森迫和宣、戸高義一：
【豊橋技科大】 

(B10) 透過電子顕微鏡像
による Al-Si 合金中の Si
析出物の空間分布評価 

○(院)萬條真吾、杉尾健
次郎、佐々木元：【広島
大】 

(C10) ホットスタンピング
用鋼板の硬さに及ぼす C
量と各熱処理条件の影響 
 

○(院)飛鷹健太、瀬沼武
秀、竹元嘉利：【岡山大】 
 

(A11) 水素チャージされ
た高強度鋼におけるひず
み速度変化に伴う破壊形
態の遷移 

○（院）永木裕子、上路林
太郎：【香川大】、(院)大塚
晃生、(院)森迫和宣、戸
高義一：【豊橋技科大】 

(B11) 摩擦加工によりナ
ノ結晶化された低炭素鋼
表面の評価と観察 

○(院)加藤雄士、佐々木
元、杉尾健次郎：【広島
大】 

(C11) 穴広げ性に及ぼす
添加元素の影響 

○(院)上林恭平、瀬沼武
秀、竹元嘉利：【岡山大】 
 

 

12:20-13:50 理事会 25 号 5 階 22551 室 
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Ａ会場（22552 教室）―第 3 セッション Ｂ会場（22555 教室）―第 3 セッション Ｃ会場（22554 教室）―第 3 セッション 

13:30-14:45 座長： 音田 哲彦 【鳥取大】 13:30-14:45 座長：  諸橋 信一 【山口大】 13:30-14:45 座長：  國島 孝之【日新製鋼】 

(A12) 高温レーザ顕微鏡
による低炭素鋼溶接金属
のアシキュラーフェライト
変態挙動解析 
 

○村上善明、矢埜浩史，
安田功一：【JFE スチー
ル】、(院)高田充志：【大阪
大】、小溝裕一【大阪大、
接合研】 

(B12) Mo-Ti-Zr 合金の強
度と延性に及ぼすミクロ
組織の影響 

○（院）藤井康平、平岡 
裕：【岡山理大】、角倉孝
典，池ヶ谷明彦：【（株）ア
ライドマテリアル】 

(C12) Sn めっき Al 板にお
けるウィスカ生成状況に
ついて 

○加藤佳宏、河野俊輔：
【東洋鋼鈑（株）技研】 

(A13) 銅単結晶の変形帯
における再結晶粒形成初
期段階 

○（院）伊藤研一、（院）大
坪啓視、植木智之、岡田
達也：【徳島大】 

(B13) Ag-Cu 系フィラー金
属 を 用 い て 接 合 し た
W-Cu 複合材料の破断特
性 

○（院）野﨑浩司、(学)糸
原拓眞、平岡 裕：【岡山
理大】、花土英昭：【カワ
ソーテクセル（株）】 

(C13) 2 相域圧延材の靭
性異方性におよぼす集合
組織の影響 

○竹内佳子，長谷和邦，
西村公宏，三田尾眞司：
【JFE スチール（株）ス研】 

(A14) SiC 単結晶内部に
形成したレーザ誘起欠陥
のアニールによる改質 

○（院）柏野亮太、（院）篠
岡幸臣、植木智之、岡田
達也：【徳島大】 

(B14) 帯溶融精製により
一部不純物を除去した 
アルミニウム素材の超高
真空溶解精製 

○(院)桐畑 敦、中村格
芳、田中喜三郎、李木経
孝：【広島国際学院大】、
星河浩介、田渕 宏：【住
友化学】 

(C14) 熱間工具鋼の靭性
と焼入れ下部組織の関係 

○中野洋佑、片岡公太：
【日立金属（株）】 

(A15) ねじり粒界を有す
る銅双結晶における再結
晶 

○（院）中村公俊，植木智
之，岡田達也：【徳島大】 
 

(B15) 高周波誘導加熱に
よる低炭素鋼板の複合強
度化 

○（院）吉岡辰晃、中村 
格芳、田中喜三郎、李木 
経 孝 ： 【 広 島 国 際 学 院
大】、小倉由美、藤田悦
則：【デルタツーリング】 

(C15) 電気炉製鋼法によ
る脱 P の速度論的研究 

○佐藤奈翁也、熊谷 敦：
【日立金属(株)安来工】、
伊藤正和 ：【日立金属
(株)】 

(A16) <111>引張アルミニ
ウム単結晶の薄片焼鈍に
よる再結晶 

○（院）文屋宏友，（院）北
口貴之，植木智之，岡田
達也：【徳島大】 

(B16) 噴霧乾燥法によっ
て作製されたシリカ系ナノ
粒子構造体の電子線トモ
グラフィー観察 

○田辺栄司：【広島県工
技セ】、（院）李 信榮、荻
崇、奥山喜久夫：【広島
大】 

(C16) オーステナイト系ス
テンレス鋼の二次再結晶
に及ぼす硫化物の影響 

○東城雅之、 日笠裕也、
高野光司、梶村治彦：【新
日鐵住金ス（株）研セ】 
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Ａ会場（22552 教室）―第 4 セッション Ｂ会場（22555 教室）―第 4 セッション Ｃ会場（22554 教室）―第 4 セッション 

15:00-16:30 座長： 李木 経孝 【広島国際学院大】 15:00-16:30 座長： 佐々木 元 【広島大】 15:00-16:30 座長： 岡田 達也 【徳島大】 

(A17) 重水素照射した Be 

及び Be12Ti の水素同位体 

挙動 
 

○（院）木原康介、（学）井
上 翼、宮本光貴：【島根
大】 

(B17) アルミナ基複合材
料の組織や機械的性質
に及ぼす TZP 添加の影
響 

○(院)江角 誠、（学）山下
達也：【現（株）エバテッ
ク】、赤尾尚洋、音田哲
彦、陳 中春：【鳥取大】 

（C17）Ｓｉ化合物表面析出
によるＳｎウィスカー生成
の抑制効果 

○(院)福知寛隆、仲井清眞、

阪本辰顕、小林千悟：【愛媛

大】、高見沢政男：【オーエム

産業】、村上浩二、日野実：

【岡山工技セ】 

(A18) ヘリウムイオン照
射した Mo ミラー材料にお
ける表面損傷の結晶方位
依存 
 

○（院）高岡宏光、宮本光
貴、小野興太郎：【島根
大】 

(B18) MA-熱間押出しに
よる Bi2Te3 系バルク熱電
材料の作製 

（ 学）宮川あ ずさ【 （現 ）
JAIST】、○赤尾尚洋、音
田哲彦、陳 中春：【鳥取
大】 

（C18）粒内ベイナイト生成
に及ぼす小角粒界の効果 

○(院)能丸慶太、仲井清
眞、阪本辰顕、小林千悟：
【愛媛大】、濱田昌彦：【住
金・鋼管】、小溝裕一：【大
阪大、接合研】 

 

(A19) D+・He+同時照射し
たプラズマ対向材料にお
けるＤ保持特性 

○（院）郷原 卓、（院）迫
井佑己、宮本光貴：【島根
大】 

(B19) スクッテルダイト系
熱電変換材料の押出し成
形 

○(院)前田翔太、(学)小笠
原佑介、赤尾尚洋、音田
哲彦、陳 中春：【鳥取大】 

(C19) Nearαチタン合金
の機械的性質に及ぼす溶
体化処理後の冷却速度
の効果 

○(院)丹下聖也、阪本辰
顕、仲井清眞、小林千悟：
【愛媛大】 

(A20) Nb 添加 Ti O2/Ga 添 

加 ZnO 積層膜の電気特

性 

 

○（院）一柳成治、大西庸
介 、 佐 藤 弘 一 、 門 脇 一
葉 、 舩 木 修 平 、 山 田 容
士、久保衆伍：【島根大】 

(B20) 等温変態によるジ
ルコニアマルテンサイトの
晶癖面解析 

○(院)前田健作、音田哲
彦、赤尾尚洋、陳 中春：
【鳥取大】 

(C20) 鉄鋼材料の機械的
性質に及ぼす粒界ベイナ
イトの効果 

○（院）伊木泰久、仲井清
眞、阪本辰顕、小林千悟：
【愛媛大】、濱田昌彦：【住
金・鋼管カ】、小溝裕一：
【大阪大、接合研】 

(A21) 極低炭素鋼ラスマ
ルテンサイトの加工組織
発達に及ぼす Mn の影響 
 

○（院）宮良陽一、森戸 
茂一、大庭卓也：【島根
大】、林 泰輔：【島根大、
総合科研セ】 

(B21) SiC ウィスカを添加
した Zn4Sb3 熱電材料の作
製と性能評価 

○(院)藤原優哉：【鳥取
大】、（院）樽井勇樹：【鳥
取大、（現）京セラミタ】、
赤尾尚洋、音田哲彦、陳 
中春：【鳥取大】 

(C21) ナノ組織を有する
SUS316L－2wt％TiC の
組織観察 

○（院）高橋壮史：【愛媛大】、 

栗下裕明：【東北大】、（院）土田

学、阪本辰顕、小林千悟、仲井

清眞：【愛媛大】、松尾 悟、荒川

英雄：【東北大】、 寺澤倫孝、 

山崎 徹：【兵庫県大】、     

川合將義：【高エネ研】 

(A22) ZnO 焼結体の電気
的特性に及ぼす不純物の
添加効果 

○（院）吉田和平、（学）田
中陽一、北川裕之、山田
容士、久保衆伍：【島根
大】 

(B22) 新規抗ウイルス材
料創製のための基礎研究 

(院)宮宇地洋平：【鳥取大】、

本池紘一：【㈱モチガセ】、 

○音田哲彦、赤尾尚洋：【鳥

取大】、長島正明：【鳥取大、

産学地域連携機講】、陳 中

春：【鳥取大】 

(C22) 鉄鋼材料中のＡＬＰ
S サイズ等に及ぼす介在
物の効果 

○(院)篠崎雄次、（学）中
井啓介、阪本辰顕、仲井
清眞、小林千悟：【愛媛
大】、濱田昌彦：【住金・鋼
管】、小溝裕一：【大阪大、
接合研】 
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Ａ会場（22552 教室）―第 5 セッション Ｂ会場（22555 教室）―第 5 セッション Ｃ会場（22554 教室）―第 5 セッション 

16:45-18:00 座長： 横山 隆 【岡山理大】 16:45-18:15 座長：  森戸 茂一 【島根大】 16:45-18:00 座長： 阪本 辰顕 【愛媛大】 

(A23) 7075 アルミニウム
合金の摩擦攪拌接合継
手の自然時効材の室温
張特性 

○伊藤 勉：【香川高専】、
本橋嘉信、伊藤吾朗：【茨
城大】、平野 聡：【日立製
作所】 

(B23) 腐食環境下におけ
る Sn めっきのウィスカ発
生・成長挙動 

○日野 実、村上浩二、
水戸岡豊、村岡 賢：【岡
山工技セ】、高見沢政男：
【オーエム産業】 

(C23) Si 融液に濡れない
基板を用いて作製した球
状 Si 

○伊東洋典、(院)中村ち
ひろ、（学）三村茉依子、
（学）阿部貴、中山雅晴、
小松隆一：【山口大】 

(A24) 粉末冶金法を用い
た Mg 系合金の創製 

○（院）金川昌平、信木 
関、旗手 稔：【近畿大】 

(B24) 溶融塩法を用いた
PtPdRh 合金粉末の合成
と触媒特性の評価 

○森本太郎、藤間研也、：

【山本貴金地】竹家 均、河

野敏夫：【高知工技セ】、岩崎

和春：【山本貴金地】、山村

力：【山本貴金地、東北大】 

(C24) Si 融液に濡れない
基板上における Si 融解の
高温その場観察 

○伊東洋典、(院)徳永香
織、（院）淺野間奨、（学）
池村康平、中山雅晴、小
松隆一：【山口大】 

(A25) スポット溶接機を利
用した Ti-Al 通電焼結体
の作製 
 

○（院）本岡拓憲、岡部卓
治：【広島工大】 

(B25)アルカリ金属水素化
物アンモニア複合系材料
における水素放出特性の
効率化 

  

○（院）五舛目清剛、（院）山本ひ

かる：【広島大】、日野 聡：【ノル

ウエ―エネ研】、宮岡裕樹、市川

貴之、 小島由継：【 広島大 】 、  

久保秀人：【豊田自動織機】 

(C25) シリコン融液に濡 

れない表面構造を持つ 

Si3N4 基板のインクジェット 

法による作製 

○（院）岡村秀幸、伊東洋
典、中山雅晴、小松隆一：
【山口大】 

(A26) AM60 合金圧延材
の応力腐食割れに及ぼす
Fe 不純物量の影響 

○(学)森尾史哉、奥村勇
人、：【高知高専】、鎌土重
晴：【長岡技科大】 

(B26)微生物由来 Mn 酸化
物のキャラクタリゼーショ
ン  

○（院）木村倫康、橋本英

樹：【岡山大】 、宮田直幸：

【秋田県大】、藤井達生、古谷

充章、中西 真、高田 潤：【岡

山大】 

(C26) 磁場可変型対向Ｒ
Ｆスパッタを用いたニオブ
薄膜作製 
 

○（院）碓井圭太、（院）升
元佑一、（院）田中浩三、
（院）葛尾寛之、諸橋信
一：【山口大】 

(A27) Interfacial energy of 

lath martensite in molecu- 

lar dynamics calculation 

○（院）H.A. Pham、大庭
卓也、森戸茂一：【島根
大】 

(B27) Zr 基バルク金属ガ
ラスの破壊靭性に及ぼす
板厚の影響 

○（学）笹原祐一、藤田和
孝：【宇部高専】、横山嘉
彦：【東北大金研】、井上
明久【東北大】 

(C27) 磁場可変型対向ス
パッタによる超伝導トンネ
ル接合作製のための検討 
 

○（院）葛尾寛之、（院）田
中浩三、（院）升元佑一、
（院）碓井圭太、諸橋信
一：【山口大】 

 

 

 (B28) Zr 基バルク金属ガ
ラスのガラス遷移温度以
下の低温クリープ変形挙
動 

○（学）河村祐平、藤田和

孝：【宇部高専】、江村聡：

【物材機構】、横山嘉彦、加

藤秀実：【東北大金研】、土

谷浩一：【物材機構】、井上

明久：【東北大金研】 

  

 

懇親会：18:30～20:00  岡山理科大学 食堂たんぽぽ （20 号館 1 階） 

(懇親会終了後、東門バス停より岡山駅東口行き臨時バス運行) 
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   （講演大会会場へのアクセス）                     （本多・湯川記念講演会会場へのアクセス） 

会場：岡山理科大学 25 号館（http://www.ous.ac.jp/）           会場：岡山国際交流センター ７階 （http://www.opief.or.jp/oicenter/） 

 

【JR 岡山駅から路線バス利用】 岡山理科大学線（４７番）             【ＪＲ岡山駅西口から徒歩】 

 
乗車： 岡山駅西口バス停 22 番のりば (循環)                         徒歩：セブンイレブンの角を左折 

下車： 岡山理科大学                                         所要時間： 5 分 

所要時間： 20 分（200 円） 

 
乗車： 岡山駅東口バス停 3 番のりば （循環） 

下車： 岡山理科大学東門 

所要時間： 30 分（200 円） 

 

【JR 岡山駅からタクシー利用】 

 
乗車： 岡山駅西口タクシーのりば 

下車： 岡山理科大学正門前 

所要時間：15 分（大凡 1500 円） 

 (両備タクシー：086-262-3939) 

本多記念支部講演会・湯川記念支部講演会 

8 月 9 日（火） 岡山国際交流センター 7 階 多目的ホール ９：２０～１２：００ 

9:20 開会の挨拶  金谷 輝人 日本金属学会中国四国支部長 岡山理科大学 教授    

9:30-10:40 
本多記念支部講演会 

座長： 日野 実  
（岡山県工業技術センター） 

   歯車が金属材料に求めるもの 滝 晨彦 岡山理科大学 

10:50-12:00 
湯川記念支部講演会 

座長： 平岡 耕一 

（愛媛大学） 
超高磁場下における金属材料の特性評価 小山 佳一  鹿児島大学 

１3：00  工場見学 （ナカシマプロペラ、キリンビール岡山工場） 出発 （岡山国際交流センター前）  

見学会終了後  岡山駅西口到着１7：30 頃 、 岡山理科大学着 １7：50 頃                                                       


