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小林 泰河 ZnO 薄膜への Ge 添加による光学的・電気的特性の改善P2 千葉工業大学

岡安 一樹 室温圧縮された<b>パーライト組織</b>を有するばね鋼の<b>球状化挙

動</b>

P15 千葉工業大学

松枝 里奈 Cu-Al-Mn形状記憶合金の超弾性大変形曲げにおける結晶粒径依存

性

P17 東京都立大学

彦坂 元 TiNi合金のB19’マルテンサイトの晶癖面における塑性緩和の運動学的

解析

P18 東京工業大学

山川 海斗 マルチプル拡散法による状態図決定における諸問題と解決法P25 茨城大学

大串 一真 ハイエントロピー合金中原子間有効相互作用の第一原理計算と短距離

秩序のシミュレーション

P33 大阪大学

國吉 宏太朗 超微細粒Alの焼鈍時の組織変化についての粒界三重線周りの結晶粒

間方位関係に注目しての評価

P39 東京工業大学

大栗 洋人 光インデンテーション法を用いた酸化亜鉛結晶の転位挙動における光

環境効果の評価

P44 大阪大学

清水 健太郎 分子動力学法によるすべり伝達係数を用いた粒界-転位相互作用の整

理の検討

P45 東京工業大学

芝本 健志 室温におけるチタン酸バリウム結晶の力学応答評価と内部構造の調査P47 大阪大学

POMES Silvia Identification of plasticity initiation in

Zr<sub>50</sub>Cu<sub>40</sub>Al<sub>10</sub> bulk metallic

P53 Kyushu University -

National Institute for

藤原 夏美 Cu含有ハイエントロピー合金の作製と耐食性評価P56 東北大学

川島 遼都 高強度鋼における微量水素含有量に対するTiコーティングの影響P64 千葉工業大学

平栃 健太 化学気相成長法を用いたグラフェン鉄コンポジット材料の作製P65 千葉工業大学

LI BO Preparation of Cr-coated Zry4 by pulsed laser deposition and its

microstructure evolution

P69 The University of Tokyo

鈴木 海渡 アルミドロスのセラミックス部品へのリサイクルP70 長岡技術科学大学

劉 思恩 バイクリスタルおよびポリクリスタルFe/Ni界面における引張特性および

破壊挙動に及ぼす界面組織の影響

P71 東京大学

高橋 優輝 1773 KにおけるCrO<em><sub>x</sub></em>-CaO-SiO<sub>2</sub>

系スラグと溶銅間の白金の分配挙動

P79 早稲田大学

野平 直希 深層学習を用いたセマンティックセグメンテーション手法によるβTi基形

状記憶合金の組織分類

P98 東京工業大学

橋本 大二郎 レーザ粉末床溶融結合法により製造されたAlSi10Mg/SiC複合体の緻密

化・<br>組織に及ぼすSiC量の影響

P100 香川大学

長﨑 由佳 多様な出発組織を呈す Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-Si 合金の室温塑性とひ

ずみ分配挙動

P108 香川大学

石藤 智 ポーラス17-4PHステンレス鋼のエネルギー吸収プロセスにおける残留

オーステナイト相の役割

P111 東京都立大学

鈴木 華音 窒化Co粉末のfcc相安定化と磁気特性評価P125 仙台高等専門学校

早野 彩夏 水中光照射下におけるドーピング誘起光学的相転移P128 北海道大学
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王 誠 Enhancement of tunneling magneto-electric responses by Fe addition in

Co-(Sr-F) nano-granular thin films

P129 東北大学

曹 洋 Electrical control of tunnel magnetodielectric response in nanogranular

films

P130 東北大学

福島 幸大 G-SPSCを用いた結晶Si太陽電池のZnO-NRs反射防止層P136 北海道大学

竹内 彰汰 Zn添加CuInS2ナノ粒子の合成とその発光特性P137 室蘭工業大学

尾曽 竜之介 マルチプル拡散法による4,5元系Fe-Al-Si-X<sub>1</sub>-

X<sub>2</sub>における熱電材料の探索

P148 茨城大学

有賀 才貴 拡散分子動力学法を用いたチタンの双晶変形に伴う酸素の拡散挙動

の解析

P157 東京工業大学物質理工学

院材料系

大江 弘拳 分子動力学法によるNi-Al合金におけるNi固溶体の核生成の解析P158 北海道大学大学院

秋山 拓哉 固執すべり帯を構成する転位組織の安定性に対する粒界の影響：分子

動力学シミュレーションによる検討

P159 金沢大学

稲村 岳士 高圧ねじり加工で作製したナノ結晶Cu-2.7at.%Zr過飽和固溶体合金の

機械的性質

P163 金沢大学

阿部 健大 Fe-3mass%Al の高速せん断変形に伴う組織変化とその結晶方位依存

性

P164 東京工業大学

竹内 開人 フェライト系ステンレス鋼の耐孔食性向上におけるTi添加効果のマイクロ

電気化学解析

P177 東北大学

石澤 寿将 Ta及びNbを含むFe系ハイエントロピー合金の作製と耐食性評価P178 東北大学

佐藤 祐 He<sup>+</sup>イオン照射による酸化銅の水中結晶光合成抑制効果P180 北海道大学

陳 宇聡 斜入射スパッタリング法により作製したTiO<sub>2</sub>薄膜の構造評

価

P185 千葉工業大学

小嶋 隆幸 ホイスラー合金触媒のアルキン水素化メカニズムP190 信州大学

白土 泰裕 WO<sub>3</sub>光触媒によるローダミン6G分解とTEMによる微細構造

観察

P191 北海道大学

仲鉢 優臣 湿式改質処理したアルミニウムドロスの硫化水素除去材としての有効利

用

P192 東北大学

葛谷 俊博 自動車廃ガラスのSDG’s工芸ガラス製品へのアップサイクリングP193 国立大学法人 室蘭工業

大学

粟津 亮祐 触媒担体に適したMXeneのためのMAX相の合成P216 北海道大学大学院

遠藤 七洋 Ti-Fe-Al合金の相安定性と機械的性質に及ぼすFe濃度の影響P222 東京工業大学大学院

小西 陽一郎 レーザー粉末床溶融結合により作製したAl-Si合金の低温焼鈍に伴う電

気抵抗率の変化

P226 金沢大学

石高 寛士 高速切削におけるTi-6Al-4Vの切削温度と切削挙動及び表面組織P233 公立小松大学

温 哲辰 <b>Ni-Al-V合金で生じる拡散ブロッキング現象の実験的検証と拡散係

数の評価</b>

P234 横浜国立大学

清水 友斗 高温蓄熱システムのためのAl-Ni合金系相変化マイクロカプセルの開発P236 北海道大学
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林 學毅 機能性モリブデンータングステンナノ酸化物複合材料の水中光合成P241 北海道大学

Ho Ngoc Nam Insight into scattering mechanisms and transport properties of AgCuS

for flexible thermoelectric devices

P245 大阪大学


