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会  期  2021 年6 ⽉1 ⽇(⽕)〜3 ⽇(⽊) 
会  場  オンライン ( https://confit.atlas.jp/jspm2021s ) 

⼤ 会 ⾏ 事 次 第 
Zoom によるライブ配信 

 6 ⽉1 ⽇（⽕） 6 ⽉2 ⽇（⽔） 6 ⽉3 ⽇（⽊） 

第
Ⅰ
会
場 

  

○特 遷移⾦属（希⼟類）化合物・ 
酸化物材料の新物質と新物性 

10:30〜11:40 

○特 メカニカルアロイング技術 
を⽤いた材料開発 

13:30〜14:00 

○特 各種粉末の焼結技術および 
焼結機構の新たな展開 

14:00〜16:15 
（○受） 

（15:15〜16:15） 
（特集全体の質疑応答） 

○特 磁性材料・磁気デバイスにおけ
る微細構造制御と機能発現 

13:00〜16:10 
（○受○受○受） 

（15:10〜16:10） 
（特集全体の質疑応答） 

オンデマンド動画配信 
6 ⽉1 ⽇（⽕）10:00 〜 6 ⽉3 ⽇（⽊）24:00 

第Ⅱ会場 講演特集：各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開  （○受） 

第Ⅲ会場 講演特集：メカニカルアロイング技術を⽤いた材料開発 

第Ⅳ会場 講演特集：磁性材料・磁気デバイスにおける微細構造制御と機能発現  （○受） 

第Ⅴ会場 講演特集：光機能材料の基礎と応⽤  （○受） 

第Ⅵ会場 講演特集：イオン伝導材料 

第Ⅶ会場 講演特集：遷移⾦属（希⼟類）化合物・酸化物材料の新物質と新物性 

第Ⅷ会場 ⼀般講演発表：硬質材料 
⼀般講演発表：多孔体・⽣体材料 

第Ⅸ会場 ⽇本粉末冶⾦⼯業会賞受賞記念特別セッション 

6 ⽉3 ⽇（⽊）16:30〜 Remo によるライブ配信 

2021 年度定時社員総会・受賞式・懇親会 

 ○受  協会賞受賞記念講演 
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 ⼤会開催要領  
 
１．事前参加登録の締切は、5 ⽉ 14 ⽇(⾦)24:00 です。 
２．講演概要 PDF ならびに当⽇参加に必要なログイン ID と PW の連絡 
  ⅰ）オンライン決済を完了された⽅には、決済完了後メールで連絡しますので、失くさないよう、保管

下さい。 
ⅱ）オンライン決済以外の⽅には、5 ⽉ 17 ⽇(⽉)にメールで連絡します。 

３．5 ⽉ 15 ⽇(⼟)〜6 ⽉ 3 ⽇(⽊)申込の参加登録費の⽀払いはクレジット決済のみとなります。 
  参加登録を⾏った⽅には、決済完了後間もなく、ログイン ID と PW を連絡します。 
４．参加登録者のみ講演概要 PDF、講演視聴（ライブ配信、オンデマンド動画）ならびに質疑応答（コメ

ント機能の利⽤）ができます。 
５．オンデマンドによる講演公開⽇ならびに時間 

〇オンデマンド動画 
6 ⽉ 1 ⽇(⽕)10:00〜6 ⽉ 3 ⽇(⽊)24:00 

〇講演概要 pdf： 
⼤会開催 2 週間前の 5 ⽉ 18 ⽇(⽕)10:00〜7 ⽉ 4 ⽇(⽇)24:00 

６．各講演時間（オンデマンド動画配信）：質問時間は含みません。 
  受賞記念講演 40 分、特別講演 30 分、招待講演 20 分、⼀般講演 A 15 分、⼀般講演 B 10 分  
７．質疑応答 
  １）Confit のコメント機能を利⽤して⾏いますが、ライブ配信については、通常開催と同様講演終了時

に質疑応答を⾏います。また、次のセッションについては、講演終了後、特集全体の質疑応答時間
を設けます。 

     6 ⽉ 2 ⽇(⽔)  各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 
     6 ⽉ 3 ⽇(⽊)  磁性材料・磁気デバイスにおける微細構造制御と機能発現 
  ２）コメント機能は、参加登録者のみ利⽤、閲覧が可能です。 

３）質疑応答の利⽤、閲覧は、⼤会期間中の 3 ⽇間のみとします。 
４）コメントを投稿される時は、必ず名前を公表（共有設定）して質問を⾏って下さい。 
  ログイン時の初期値は、⾮表⽰（共有しない）となっています。名前の公開（共有設定）は、以下

のいずれかの⽅法で⾏って下さい。 
①連絡されたログイン ID と PW により、初めてログインした時に表⽰されるポップアップで名前
を「共有する」に設定します。 
②初めてログイン時に共有設定をしなかった場合には、ログイン後のアカウント設定から名前を
共有するに変更して下さい。 

５）質問の投稿は、できるだけ最終⽇ 6 ⽉ 3 ⽇(⽊)の正午までに⾏って下さい。 
 
 参加者への注意事項  
 
１．通常開催の場合と同様に、録画、録⾳は個⼈的利⽤、再配信含め、固くお断りします。 
２．ログイン ID、パスワードは、参加申込された⽅のみ有効です。第三者への貸与は認めておりません。

不正な接続が判明した場合、管理者側で切断する等の対応を取らせて頂きます。 
３．参加者側の接続に万が⼀トラブル等が⽣じた場合、当協会はその責任を負いません。 
 

日新技研株式会社
〒358-0033 埼玉県入間市狭山台 四丁目14番地10
TEL.０４（２９３５）１４１１（代）FAX.０４（２９３５）１３９０
http://www.nissin-giken.co.jp

水アトマイズ装置（鉄換算5ｋｇ溶解）
NEV-WP5型

ガスアトマイズ装置（鉄換算2kg溶解）
NEVA-GP2T型

※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

■営業ご案内 ●高周波電源各種 ●多目的一方向凝固装置 ●単結晶作製装置 ●非晶質金属作製装置 ●FRM実験装置 ●液中紡糸装置
●真空ホットプレス装置 ●真空連続鋳造装置 ●真空高温焼結装置 ●ZM, FZ装置 ●TI真空溶解装置 ●真空アーク炉 ●急冷薄片製造装置
●急冷粉末作製装置 ●ガスアトマイズ装置 ●水アトマイズ装置 ●メカニカルアロイング装置 ●電子ビーム源 ●電子ビーム電源

日新技研は高周波誘導加熱、雰囲気制御、
システム制御まで全て自社設計で行う為、
お客様のニーズに迅速に対応致します。

各種アトマイズ装置を取り揃えております。
●ガスアトマイズ法
●フリーフォールガスアトマイズ装置
●水アトマイズ法
●回転ディスク法
●ハイブリッド法（ガスアトマイズと回転ディスクの２重構造）
                         （ガスアトマイズと水アトマイズの２重構造）

●メカニカルアロイング法　他

詳細はお問合せ下さい。

粉末作製装置は
日新技研にお任せ下さい！

粉末作製装置は
日新技研にお任せ下さい！

フリーフォールガスアトマイズ装置
（ルツボレス溶解装置）

新製品！！

多数の実績を元にお客様の研究・生産をサポートします！
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１．各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 

本特集は，最近注⽬を浴びている 3 次元粉末積層焼結造形法に加え，⾦属粉末射出成形法による複
雑形状部品の作製，パルス通電加熱やミリ波･マイクロ波加熱などの新しい焼結法について意⾒交換す
るとともに，粉末押出し法などの加圧焼結および従来の固相焼結，液相焼結について粉体粒⼦の焼結
メカニズムの理解を踏まえた焼結技術の現状と将来を展望することを企画しています．各プロセスに
おける様々な材料の焼結挙動，微細構造形成，諸特性への影響に関する実験的・理論的研究成果が発表
される予定です．今回は低温焼結接合に関する特別講演 1 件および熱分解反応焼結法，⾦属粉末射出
成形法に関連する受賞記念講演 2 件があります．多くの⽅々のご参加と活発な議論をお願い致します． 

 
２．メカニカルアロイング技術を⽤いた材料開発 
本特集では，まずメカニカルアロイングを巧みに⽤いて不均⼀な材料を作成する試みについて藤原

⽒より特別講演を⾏っていただいた後，メカニカルアロイング技術をコンクリートから，セラミク
ス，カーボンナノチューブ，光触媒，Ti 材料，鉄鋼材料に⾄るまで多彩な材料に適⽤した研究につい
て発表があります．本公演特集を通じてメカニカルアロイング技術をキーワードに異分野間の議論を
通じて，メカニカルアロイング研究のさらなる発展を期待しています． 
 
３．磁性材料・磁気デバイスにおける微細構造制御と機能発現 

本特集では，ハード磁性，ソフト磁性等の様々な材料について，バルク，薄膜，微粒⼦等の形態を問
わず，材料の磁気特性や応⽤先における機能と微細構造を結び付けて議論する多くの研究を紹介して
きました．今回もこの⽅針を継続し，産官学から多くの機関の研究者が集い討論する場となることが
期待される講演が 16 件集まりました．内容も多様で，永久磁⽯からソフト磁性材料・デバイス，スピ
ントロニクス，新規磁性材料について発表されます．その中で 4 件の協会賞受賞記念講演が⾏われま
す．記念講演のうち 3 件は LIVE で講演と質疑が⾏われ，その他 13 件はオンデマンドでの動画配信と
なります．LIVE での受賞記念講演に続き，今回初めての取り組みとして，オンデマンドの講演に関す
る質疑の時間を LIVE で 1 時間設けました．講演者のみならず多くの皆様の討論の場とし，有意義な情
報交換ができればと思っておりますので，ふるってご参加ください．皆様にお⽬にかかれないのは残
念ですが，熱気だけは伝わるような会でありたいと思います． 

 
４．光機能材料の基礎と応⽤ 

蛍光体やレーザーに代表される光源，光ファイバーなどの光信号の伝達材料，光信号の振幅，波⻑，
偏光などを制御する光変調素⼦，受信側の光検出器，情報を蓄積し提供する光記録媒体など，光機能材
料の⽤途は広範であり，さまざまな産業や医療を根幹から⽀える重要な材料・デバイスとして認識さ
れています．今世紀に⼊ってからは，⾦属と光の相互作⽤に基づくプラズモニクスやメタ光学といっ
た分野も開拓されています．本特集では，光機能材料に関わる基礎研究や応⽤領域の状況について 9 件
の講演（受賞記念講演，特別講演，招待講演 を含む）が予定されています．奮ってご参加下さい． 
 
 
 
 
 

講演特集 
５．イオン伝導材料 

イオン伝導性材料は，持続可能な低炭素社会を実現していくために必要となる蓄電デバイスへの応
⽤を含め，エネルギー利⽤技術への取り組みに必要不可⽋な材料です． 

本特集では，イオン伝導性材料の新しい合成法に関する話題から電気化学デバイスへの応⽤を含め,
最新の話題について９件の講演が予定されています．多くの⽅にご参加いただき，活発な討論の場と
なりますことを期待しております． 

 
６．遷移⾦属（希⼟類）化合物・酸化物材料の新物質と新物性 

新たな物性を⽣み出す新物質の創成は，物質・材料科学の基礎研究と産業応⽤へ向けた実⽤研究の
両分野を⼤きく発展させる可能性があります．近年，物性物理の分野では，強相関電⼦系材料や量⼦ス
ピン系磁性体，トポロジカル電⼦系材料など，新規な物質群が次々と⾒出されて，新たな物性理論も展
開されています．⼀⽅で，磁性や誘電性など，既に産業が確⽴されていると思われる分野でも，新しい
スピントロニクス材料やマルチフェロイック材料などが発⾒され，新たな産業分野が開拓される可能
性が⾒えてきています．本講演特集では，このような新たな学術・産業分野を拓く新物質と新物性につ
いて，若⼿ 3 名の招待講演を含めて，さまざまな観点から議論します．多くの⽅々の参加を期待して
います． 

 
 

“粉体および粉末冶⾦”への投稿のお願い 

本講演特集において講演して頂いた内容を，講演者の⽅にご投稿頂き，これを研究論⽂または速
報として協会誌“粉体および粉末冶⾦”に掲載させて頂きたいと考えております．投稿規程等投稿に
関するご案内は、当会 HP（https://www.jspm.or.jp）に掲載しております。 

また、⼀般投稿論⽂も随時受付けておりますので、是⾮ご投稿ください。 
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なりますことを期待しております． 

 
６．遷移⾦属（希⼟類）化合物・酸化物材料の新物質と新物性 

新たな物性を⽣み出す新物質の創成は，物質・材料科学の基礎研究と産業応⽤へ向けた実⽤研究の
両分野を⼤きく発展させる可能性があります．近年，物性物理の分野では，強相関電⼦系材料や量⼦ス
ピン系磁性体，トポロジカル電⼦系材料など，新規な物質群が次々と⾒出されて，新たな物性理論も展
開されています．⼀⽅で，磁性や誘電性など，既に産業が確⽴されていると思われる分野でも，新しい
スピントロニクス材料やマルチフェロイック材料などが発⾒され，新たな産業分野が開拓される可能
性が⾒えてきています．本講演特集では，このような新たな学術・産業分野を拓く新物質と新物性につ
いて，若⼿ 3 名の招待講演を含めて，さまざまな観点から議論します．多くの⽅々の参加を期待して
います． 

 
 

“粉体および粉末冶⾦”への投稿のお願い 

本講演特集において講演して頂いた内容を，講演者の⽅にご投稿頂き，これを研究論⽂または速
報として協会誌“粉体および粉末冶⾦”に掲載させて頂きたいと考えております．投稿規程等投稿に
関するご案内は、当会 HP（https://www.jspm.or.jp）に掲載しております。 

また、⼀般投稿論⽂も随時受付けておりますので、是⾮ご投稿ください。 
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15:15

10:30  [1-4]

10:50
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2021年6月1日(火)

第Ⅰ会場

2021年6月2日(水)

講演特集：各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 
座長:品川 一成(九州大学)、長田 稔子(東京都立大学) 

第Ⅰ会場

特別講演：ナノ粒子を利用した低温焼結接合 

Special Invited Talk : Low-Temperature Sintering Bonding using Nanoparticles 

〇廣瀬 明夫1 （1.大阪大学大学院工学研究科　） 

休憩 

Break 

協会賞受賞記念講演(研究進歩賞） 

金属粉末射出成形 Ti-6Al-4V 合金の高疲労強度化とその支配因子の解明 

Memorial Lecture of JSPM Award 

Improvement of fatigue strength in Ti-6Al-4V alloy manufactured by metal injection molding and

Elucidation of its influence factors 

〇工藤 健太郎1、品川 一成1、三浦 秀士1 （1.九州大学） 

特集全体の質疑応答 

Q＆ A Session 

2021年6月3日(木)

講演特集：遷移金属（希土類）化合物・酸化物材料の新物質と新物性 
座長:島川 祐一(京都大学)、吉村 一良(京都大学) 

第Ⅰ会場

Zoomによるライブ配信 

Zoomによるライブ配信 

Zoomによるライブ配信 

〇後藤 真人1（1.京都大学）

特別講演： MM／ SPS法を用いた複合調和組織材料の創製とその特性 

Special Invited Talk : Fabrication of Harmonic Structured Composites by MM/SPS Process and

its Properties 

〇藤原 弘1 （1.立命館大学） 

講演特集：メカニカルアロイング技術を用いた材料開発 
座長:石原 慶一(京都大学)、神田 康行(琉球大学) 

13:30～14:00

14:00～16:15

10:30～11:40

招待講演： Zr2Fe12P7型遷移金属リン化物における磁性と構造に関する最近の研究 

Invited Talk : Recent magnetic and structural studies of Zr2Fe12P7– type transition metal

phosphides 

〇太田 寛人1 （1.同志社大学 理工学部） 

休憩 

Break 

招待講演：異常高原子価 Fe5+を含むダブルペロブスカイトLn2LiFeO6（Ln：ランタノイド）の構造と

磁性 

Invited Talk : Structural and magnetic properties of double perovskites Ln2LiFeO6 (Ln: 

lanthanoid elements) with unusually high valence Fe5+ ion 

11:15

11:20  [1-6]

13:00  [1-7]

13:40

13:45  [1-8]

14:25

14:30  [1-9]

15:10

[2-1]

[2-2A]

休憩 

Break

招待講演：遷移金属酸化物における電気的・磁気的物性と固体化学 

Invited Talk : Electric and magnetic properties from the viewpoint of solid-state chemistry in 

transition-metal oxides 
〇加藤 将樹1 （1.同志社大学） 

講演特集：磁性材料・磁気デバイスにおける微細構造制御と機能発現 
座長:北本 仁孝(東京工業大学)、小原 学(明治大学) 

第Ⅰ会場

協会賞受賞記念講演(研究功績賞） 

永久磁石焼結体の保磁力発現機構における磁区構造変化の役割 

Memorial Lecture of JSPM Award 

A role of domain structure change in the coercivity mechanism in sintered permanent magnets 

〇小林 久理眞1 （1.静岡理工科大学） 

休憩 

Break 

協会賞受賞記念講演(技術功績賞） 

Nd-Fe-B永久磁石材料の量産化に係る基礎研究 

Memorial Lecture of JSPM Award 

Studies of fundamental materials science for production of Nd-Fe-B permanent magnets 

〇広沢 哲1 （1.（国立研究開発法人）物質・材料研究機構） 

休憩 

Break 

協会賞受賞記念講演(技術進歩賞） 

樹脂レスでネットシェイプ成形が可能な NdFeB磁石の開発 

Memorial Lecture of JSPM Award 

NdFeB Magnet formed by Binder-less Net Shaping Process 

〇前田 徹1、渡辺 麻子1、嶋内 一誠1 （1.住友電気工業(株)） 

特集全体の質疑応答 

Q＆ A Time 

全日公開

講演特集：各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 
座長:吉田 英弘(東京大学)、森田 孝治(物質・材料研究機構) 

協会賞受賞記念講演(研究進歩賞） 

熱分解反応焼結法を用いた多孔質セラミックスの微構造制御に関する研究 

Memorial Lecture of JSPM Award 

Microstructure Control of Porous Ceramics by Pyrolytic Reactive Sintering 

〇鈴木 義和1 （1.筑波大学） 

反応焼結で作製した Al/Ti/Al3Ti複合材料の組織と熱伝導率 

Structure and thermal conductivity of Al/Ti/Al3Ti compound material fabricated by reaction sintering 

オンデマンド動画配信

2021年6月3日(木) Zoomによるライブ配信 

第Ⅱ会場

13:00～16:10

2021年6月１日(火)～3日(木)
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特別講演：ナノ粒子を利用した低温焼結接合 

Special Invited Talk : Low-Temperature Sintering Bonding using Nanoparticles 

〇廣瀬 明夫1 （1.大阪大学大学院工学研究科　） 

休憩 

Break 

協会賞受賞記念講演(研究進歩賞） 

金属粉末射出成形 Ti-6Al-4V 合金の高疲労強度化とその支配因子の解明 

Memorial Lecture of JSPM Award 

Improvement of fatigue strength in Ti-6Al-4V alloy manufactured by metal injection molding and

Elucidation of its influence factors 

〇工藤 健太郎1、品川 一成1、三浦 秀士1 （1.九州大学） 

特集全体の質疑応答 

Q＆ A Session 
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Zoomによるライブ配信 
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its Properties 

〇藤原 弘1 （1.立命館大学） 

講演特集：メカニカルアロイング技術を用いた材料開発 
座長:石原 慶一(京都大学)、神田 康行(琉球大学) 

13:30～14:00

14:00～16:15

10:30～11:40

招待講演： Zr2Fe12P7型遷移金属リン化物における磁性と構造に関する最近の研究 

Invited Talk : Recent magnetic and structural studies of Zr2Fe12P7– type transition metal

phosphides 

〇太田 寛人1 （1.同志社大学 理工学部） 

休憩 

Break 

招待講演：異常高原子価 Fe5+を含むダブルペロブスカイトLn2LiFeO6（Ln：ランタノイド）の構造と

磁性 

Invited Talk : Structural and magnetic properties of double perovskites Ln2LiFeO6 (Ln: 

lanthanoid elements) with unusually high valence Fe5+ ion 

11:15
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13:40

13:45  [1-8]
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14:30  [1-9]

15:10
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Break

招待講演：遷移金属酸化物における電気的・磁気的物性と固体化学 

Invited Talk : Electric and magnetic properties from the viewpoint of solid-state chemistry in 

transition-metal oxides 
〇加藤 将樹1 （1.同志社大学） 

講演特集：磁性材料・磁気デバイスにおける微細構造制御と機能発現 
座長:北本 仁孝(東京工業大学)、小原 学(明治大学) 

第Ⅰ会場

協会賞受賞記念講演(研究功績賞） 

永久磁石焼結体の保磁力発現機構における磁区構造変化の役割 

Memorial Lecture of JSPM Award 

A role of domain structure change in the coercivity mechanism in sintered permanent magnets 

〇小林 久理眞1 （1.静岡理工科大学） 

休憩 

Break 

協会賞受賞記念講演(技術功績賞） 

Nd-Fe-B永久磁石材料の量産化に係る基礎研究 

Memorial Lecture of JSPM Award 

Studies of fundamental materials science for production of Nd-Fe-B permanent magnets 

〇広沢 哲1 （1.（国立研究開発法人）物質・材料研究機構） 

休憩 

Break 

協会賞受賞記念講演(技術進歩賞） 

樹脂レスでネットシェイプ成形が可能な NdFeB磁石の開発 

Memorial Lecture of JSPM Award 

NdFeB Magnet formed by Binder-less Net Shaping Process 

〇前田 徹1、渡辺 麻子1、嶋内 一誠1 （1.住友電気工業(株)） 

特集全体の質疑応答 

Q＆ A Time 

全日公開

講演特集：各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 
座長:吉田 英弘(東京大学)、森田 孝治(物質・材料研究機構) 

協会賞受賞記念講演(研究進歩賞） 

熱分解反応焼結法を用いた多孔質セラミックスの微構造制御に関する研究 

Memorial Lecture of JSPM Award 

Microstructure Control of Porous Ceramics by Pyrolytic Reactive Sintering 

〇鈴木 義和1 （1.筑波大学） 

反応焼結で作製した Al/Ti/Al3Ti複合材料の組織と熱伝導率 

Structure and thermal conductivity of Al/Ti/Al3Ti compound material fabricated by reaction sintering 

オンデマンド動画配信

2021年6月3日(木) Zoomによるライブ配信 

第Ⅱ会場

13:00～16:10

2021年6月１日(火)～3日(木)
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[2-3B]

[2-4A]

[2-5A]

[2-6A]

[2-7B]

[2-8A]

[2-9A]

[2-10A]

[2-11A]

[2-12A]

[2-13A]

〇中村 俊太1、鈴木 飛鳥1、高田 尚記1、小橋 眞1 （1.名古屋大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者で

す。） 

三元共晶合金粉末を用いたアルミニウム粉末の低温無加圧焼結プロセス 

Low temperature pressure-less sintering process of aluminum powder using ternary eutectic alloy

powder 

〇林 秀亮1、鈴木 飛鳥1、高田 尚記1、小橋 眞1 （1.名古屋大学大学院 工学研究科 物質プロセス工学専攻 材料複合工学

研究グループ　小橋・高田研究室）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

フラッシュ現象を利用した Al2O3-GAP共晶セラミックスの作製

Formation of Al2O3-GAP eutectic ceramics by flash event

〇青木 勇太1、増田 紘士1、吉田 英弘1 （1.東京大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）

フラッシュ焼結が及ぼす Y2O3の結晶構造への影響

The effect of flash sintering on the crystal structure of Y2O3

〇中元 綾乃1、南部 洸太2、増田 紘士1、吉田 英弘1 （1.東京大学、2.物質・材料研究機構）（ ※この発表者は優秀講演

発表賞の対象者です。）

パルス通電焼結装置を用いた酸化物の焼結における通電効果

Current effect on the sintering of oxides in pulsed current sintering

〇森田 孝治1、金 炳男1 （1.物質・材料研究機構）

パルス通電焼結（ PECS）による MgF2粉末の基礎的焼結条件の研究

Study on preliminary sintering conditions of MgF2 powder by using pulsed electric current sintering

process

〇谷光 大成1、西見 蒼維2、川上 雄士2 （1.株式会社黒木工業所、2.久留米工業高等専門学校）

Simultaneously enhanced dispersion and interfacial adhesion in Al matrix composites reinforced with

nanoceramic-decorated carbon nanotubes 

〇 Weiwei ZHOU1、 Naoyuki NOMURA1 （1.tohoku university） 

Cuを局在化させた Fe-3%Cu-0.7%C焼結体の機械的性質に及ぼす冷却速度の影響 

Effect of cooling rate on Mechanical Properties of Fe-3%Cu-0.7%C Sintered Steels using Cu Hybrid-

Alloyed Steel Powder 

〇重田 雄二1、荒牧 正俊1、生駒 嘉史1、芦塚 康佑2、尾﨑 由紀子1 （1.九州大学、2.JFEスチール株式会社）（ ※この

発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

CuAlNi系合金の作製および圧延加工と熱処理による粒成長制御 

Grain growth control by fabrication of CuAlNi alloy and rolling and heat treatment 

〇板井 駿1、相見 晃久1、藤本 憲次郎1 （1.東京理科大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

Co-29mass%Cr-6mass%Mo合金焼結体の組織と変形挙動 

Microstructure and deformation behavior of Co-29mass%Cr-6mass%Mo alloy compacts. 

〇川畑 美絵1、松村 翔3、藤原 弘2、飴山 惠2 （1.立命館大学　総合科学技術研究機構、2.立命館大学　理工学

部、3.立命館大学院 理工学研究科学生（現：株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション）） 

ボロン添加液相焼結歯車の開発 

Development of boron-added liquid phase sintered gear 

〇江頭 繁樹1、伊志嶺 朝之1、上野 友之1、藤井 正浩2 （1.住友電気工業株式会社、2.岡山大学） 

FFTアナライザーの周波数応答関数法による Al-Si-Ti系焼結材料の振動減衰特性 

Vibration Dumping Behavior of Al-Si-Ti Sintered Material by Frequency Response Function of FFT

Analyzer 

講演特集：各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 
座長:飴山 惠(立命館大学)、尾﨑 由紀子(九州大学) 

第Ⅱ会場

[2-14A]

[2-15A]

[2-16A]

[2-17A]

[2-18A]

[2-19A]

[2-20A]

[2-21A]

[2-22A]

光本 晴貴2、〇日比野 敦1 （1.富山県立大学工学部機械システム工学科、2.富山県立大学工学部機械システム工学科　

学生） 

金属粉末射出成形による炭素繊維/銅複合材料の変形挙動 

Deformation of CF/Cu composites fabricated by Metal Injection Molding 

〇長田 稔子1、小林 訓史1、品川 一成2 （1.東京都立大学、2.九州大学） 

有限要素法による成形と焼結のシミュレーション 

Simulation of powder compaction and sintering by using the finite element method 

〇青木 英彦1、松原 秀彰4、寺坂 宗太2、高田 真之3 （1.株式会社 ASIM、2.非営利・一般財団法人 JFCC、3.日本特殊

合金株式会社、4.東北大学） 

基板拘束された多孔質膜の焼結シミュレーション 

Simulation for sintering of substrate constrained porous coating 

〇寺坂 宗太1、松原 秀彰1,2、松本 修次3、清水 正義4、青木 英彦5、木村 禎一1 （1.（一財）ファインセラミックスセ

ンター、2.東北大学、3.（株）村田製作所、4.（株）みどりの素材研究所、5.（株） ASIM）

混合率と分散度が異なる異種混合粉末の PFM/DEM連成焼結解析

Combined PFM/DEM analysis of sintering of powder mixtures with different mixing ratios and

dispersion degrees of dissimilar particles

〇池田 俊輝1、工藤 健太郎2、品川 一成2 （1.九州大学大学院、2.九州大学）

実験と離散要素法による積層造形用インコネル718合金粉末の流動性評価

Flowability of Inconel 718 alloy powders for additive manufacturing: A combined experimental and

simulation study

〇趙 宇凡1、崔 玉傑1、卞 華康1、山中 謙太1、青柳 健大1、千葉 晶彦1 （1.東北大学 金属材料研究所）

次世代型産業用金属3Dプリンタの技術開発プロジェクトと今後の展開 

Next Generation Industrial 3D Printer Technology Project and Future Development 

〇橋谷 道明1 （1.技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構） 

レーザ積層造形における Cu-Cr合金の特性

The properties of Cu-Cr alloy prepared by laser additive manufacturing

〇杉谷 雄史1、今井 堅1、松本 誠一1、石田 悠1、櫛橋 誠1 （1.福田金属箔粉工業株式会社）

炭素含有量の異なる LPBF造形 WC-Coのη相形成と硬度に及ぼす熱処理の影響

Effect of Heat Treatment on η Phase Formation and Hardness of LPBF WC-Co with Different Carbon

Content

〇伊部 博之1,2、山田 純也1、加藤 雄太1、加藤 正樹3、鈴木 飛鳥2、高田 尚記2、小橋 眞2 （1.株式会社フジミイン

コーポレーテッド、2.名古屋大学、3.あいち産業科学技術総合センター）

選択的レーザ溶融法におけるレーザ走査パターンが AlSi10Mg造形物の残留応力に及ぼす影響

Effect of Laser Scanning Strategy on Residual Stress in AlSi10Mg Objects Fabricated by Laser Powder

Bed Fusion

〇井上 陽太1、佐々木 信也2 （1.東京理科大学大学院、2.東京理科大学）

第Ⅱ会場

講演特集：各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 
座長:松原 秀彰(東北大学)、品川 一成(九州大学) 

第Ⅱ会場

講演特集：各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 
座長:千葉 晶彦(東北大学)、野村 直之(東北大学) 
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[2-3B]

[2-4A]

[2-5A]

[2-6A]

[2-7B]

[2-8A]

[2-9A]

[2-10A]

[2-11A]

[2-12A]

[2-13A]

〇中村 俊太1、鈴木 飛鳥1、高田 尚記1、小橋 眞1 （1.名古屋大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者で

す。） 

三元共晶合金粉末を用いたアルミニウム粉末の低温無加圧焼結プロセス 

Low temperature pressure-less sintering process of aluminum powder using ternary eutectic alloy

powder 

〇林 秀亮1、鈴木 飛鳥1、高田 尚記1、小橋 眞1 （1.名古屋大学大学院 工学研究科 物質プロセス工学専攻 材料複合工学

研究グループ　小橋・高田研究室）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

フラッシュ現象を利用した Al2O3-GAP共晶セラミックスの作製

Formation of Al2O3-GAP eutectic ceramics by flash event

〇青木 勇太1、増田 紘士1、吉田 英弘1 （1.東京大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）

フラッシュ焼結が及ぼす Y2O3の結晶構造への影響

The effect of flash sintering on the crystal structure of Y2O3

〇中元 綾乃1、南部 洸太2、増田 紘士1、吉田 英弘1 （1.東京大学、2.物質・材料研究機構）（ ※この発表者は優秀講演

発表賞の対象者です。）

パルス通電焼結装置を用いた酸化物の焼結における通電効果

Current effect on the sintering of oxides in pulsed current sintering

〇森田 孝治1、金 炳男1 （1.物質・材料研究機構）

パルス通電焼結（ PECS）による MgF2粉末の基礎的焼結条件の研究

Study on preliminary sintering conditions of MgF2 powder by using pulsed electric current sintering

process

〇谷光 大成1、西見 蒼維2、川上 雄士2 （1.株式会社黒木工業所、2.久留米工業高等専門学校）

Simultaneously enhanced dispersion and interfacial adhesion in Al matrix composites reinforced with

nanoceramic-decorated carbon nanotubes 

〇 Weiwei ZHOU1、 Naoyuki NOMURA1 （1.tohoku university） 

Cuを局在化させた Fe-3%Cu-0.7%C焼結体の機械的性質に及ぼす冷却速度の影響 

Effect of cooling rate on Mechanical Properties of Fe-3%Cu-0.7%C Sintered Steels using Cu Hybrid-

Alloyed Steel Powder 

〇重田 雄二1、荒牧 正俊1、生駒 嘉史1、芦塚 康佑2、尾﨑 由紀子1 （1.九州大学、2.JFEスチール株式会社）（ ※この

発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

CuAlNi系合金の作製および圧延加工と熱処理による粒成長制御 

Grain growth control by fabrication of CuAlNi alloy and rolling and heat treatment 

〇板井 駿1、相見 晃久1、藤本 憲次郎1 （1.東京理科大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

Co-29mass%Cr-6mass%Mo合金焼結体の組織と変形挙動 

Microstructure and deformation behavior of Co-29mass%Cr-6mass%Mo alloy compacts. 

〇川畑 美絵1、松村 翔3、藤原 弘2、飴山 惠2 （1.立命館大学　総合科学技術研究機構、2.立命館大学　理工学

部、3.立命館大学院 理工学研究科学生（現：株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション）） 

ボロン添加液相焼結歯車の開発 

Development of boron-added liquid phase sintered gear 

〇江頭 繁樹1、伊志嶺 朝之1、上野 友之1、藤井 正浩2 （1.住友電気工業株式会社、2.岡山大学） 

FFTアナライザーの周波数応答関数法による Al-Si-Ti系焼結材料の振動減衰特性 

Vibration Dumping Behavior of Al-Si-Ti Sintered Material by Frequency Response Function of FFT

Analyzer 

講演特集：各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 
座長:飴山 惠(立命館大学)、尾﨑 由紀子(九州大学) 

第Ⅱ会場

[2-14A]

[2-15A]

[2-16A]

[2-17A]

[2-18A]

[2-19A]

[2-20A]

[2-21A]

[2-22A]

光本 晴貴2、〇日比野 敦1 （1.富山県立大学工学部機械システム工学科、2.富山県立大学工学部機械システム工学科　

学生） 

金属粉末射出成形による炭素繊維/銅複合材料の変形挙動 

Deformation of CF/Cu composites fabricated by Metal Injection Molding 

〇長田 稔子1、小林 訓史1、品川 一成2 （1.東京都立大学、2.九州大学） 

有限要素法による成形と焼結のシミュレーション 

Simulation of powder compaction and sintering by using the finite element method 

〇青木 英彦1、松原 秀彰4、寺坂 宗太2、高田 真之3 （1.株式会社 ASIM、2.非営利・一般財団法人 JFCC、3.日本特殊

合金株式会社、4.東北大学） 

基板拘束された多孔質膜の焼結シミュレーション 

Simulation for sintering of substrate constrained porous coating 

〇寺坂 宗太1、松原 秀彰1,2、松本 修次3、清水 正義4、青木 英彦5、木村 禎一1 （1.（一財）ファインセラミックスセ

ンター、2.東北大学、3.（株）村田製作所、4.（株）みどりの素材研究所、5.（株） ASIM）

混合率と分散度が異なる異種混合粉末の PFM/DEM連成焼結解析

Combined PFM/DEM analysis of sintering of powder mixtures with different mixing ratios and

dispersion degrees of dissimilar particles

〇池田 俊輝1、工藤 健太郎2、品川 一成2 （1.九州大学大学院、2.九州大学）

実験と離散要素法による積層造形用インコネル718合金粉末の流動性評価

Flowability of Inconel 718 alloy powders for additive manufacturing: A combined experimental and

simulation study

〇趙 宇凡1、崔 玉傑1、卞 華康1、山中 謙太1、青柳 健大1、千葉 晶彦1 （1.東北大学 金属材料研究所）

次世代型産業用金属3Dプリンタの技術開発プロジェクトと今後の展開 

Next Generation Industrial 3D Printer Technology Project and Future Development 

〇橋谷 道明1 （1.技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構） 

レーザ積層造形における Cu-Cr合金の特性

The properties of Cu-Cr alloy prepared by laser additive manufacturing

〇杉谷 雄史1、今井 堅1、松本 誠一1、石田 悠1、櫛橋 誠1 （1.福田金属箔粉工業株式会社）

炭素含有量の異なる LPBF造形 WC-Coのη相形成と硬度に及ぼす熱処理の影響

Effect of Heat Treatment on η Phase Formation and Hardness of LPBF WC-Co with Different Carbon

Content

〇伊部 博之1,2、山田 純也1、加藤 雄太1、加藤 正樹3、鈴木 飛鳥2、高田 尚記2、小橋 眞2 （1.株式会社フジミイン

コーポレーテッド、2.名古屋大学、3.あいち産業科学技術総合センター）

選択的レーザ溶融法におけるレーザ走査パターンが AlSi10Mg造形物の残留応力に及ぼす影響

Effect of Laser Scanning Strategy on Residual Stress in AlSi10Mg Objects Fabricated by Laser Powder

Bed Fusion

〇井上 陽太1、佐々木 信也2 （1.東京理科大学大学院、2.東京理科大学）

第Ⅱ会場

講演特集：各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 
座長:松原 秀彰(東北大学)、品川 一成(九州大学) 

第Ⅱ会場

講演特集：各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 
座長:千葉 晶彦(東北大学)、野村 直之(東北大学) 



〔　〕8

[2-23A]

[2-24A]

[2-25A]

[2-26A]

[2-27A]

[2-28A]

[2-29A]

[2-30A]

[2-31A]

[2-32A]

AlSi10Mg電子ビーム積層造形条件の検討 

Study of processing parameters of AlSi10Mg by electron beam melting 

シンクロトロン光 X線 CTによるガスアトマイズ粉末に含まれる気孔量評価およびガス種の影響調査

Evaluation of Porosity in Gas-atomized Powder by Synchrotron X-ray CT and Investigation of the

Effect of Gas Species.

〇吉年 規治1、遠藤 嵩英1、正橋 直哉1 （1.東北大学金属材料研究所）

Formation Mechanism of Powder Particles Fabricated by Freeze-dry Pulsated Orifice Ejection

Method

〇 Zhenxing ZHOU1、 Yuta SEINO1、 Suxia GUO1、 Weiwei ZHOU1、 Naoyuki NOMURA1 （1.TOHOKU

University）

プラズマ回転電極法における粉末形成に及ぼすプロセス条件の影響

The influences of process parameters on the powder formation in plasma rotating electrode process

(PREP)

〇崔 玉傑1、趙 宇凡1、沼田 春子2、若生 公郎3、卞 華康1、青柳 健大1、山中 謙太1、千葉 晶彦1 （1.東北大学金属材

料研究所、2.東北大学工学部、3.日本積層造形㈱）

Impact of Al/Al interface with extremely reduced oxide layer in ultrafine grained Al compact prepared

by low oxygen powder metallurgy process

〇 KIM Dasom1、 HIRAYAMA Yusuke2、 LIU Zheng2、 TAKAGI Kenta2、 KWON Hansang3、 KOBASHI Makoto1

（1.Nagoya University、2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology、3.Pukyong

National Univerisity）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）

静電引力による湿式顆粒化過程の「その場」観察と形成機構

In-situ observation and formation mechanism of wet granulation process by electrostatic attraction

〇砂田 拓人1、中村 雅輝1、横井 敦史1、タン ワイキアン1、河村 剛1、松田 厚範1、武藤 浩行1 （1.豊橋技術科学大

学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）

第Ⅱ会場

講演特集：各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 
座長:小橋 眞(名古屋大学)、武藤 浩行(豊橋技術科学大学) 

〇石神 健太1、青柳 健大2、卞 華康2、千葉 晶彦2、橋詰 良樹1、田中 昭衛1、村上 勇夫1 （1.東洋アルミニウム株式会

社、2.東北大学） 

電子ビーム積層造形における合金粉末床のボールミル処理による”スモーク”抑制効果 

"Smoke" suppression effect by ball milling for alloy powder in electron beam additive manufacturing 

〇千葉 晶彦1、青柳 健大1、台野 洋平1、工藤 貴浩1 （1.東北大学金属材料研究所） 

Ti-6Al-4V／ Cuマルチマテリアル電子ビーム粉末床溶融結合のためのシングルトラック溶融実験 

Single-Track Melting Tests for Ti-6Al-4V/Copper Multi-Material Electron Beam Powder Bed Fusion 

〇王 雷1、檜枝 賢護1、奥川 将行1,2、川端 弘俊1、小泉 雄一郎1,2、中野 貴由1,2 （1.大阪大学工学研究科　マテリアル

生産科学専攻、2.大阪大学工学研究科　AM（3Dプリンター）研究開発センター）（※この発表者は優秀講演発表賞

の対象者です。） 

バインダジェット方式3Dプリンティングのための粉末特性評価 

Powder characteristics of binder jet 3D printing technology for metals 

〇木内 雄太1、長田 稔子1、小林 訓史1、高橋 友2、加藤 欽之3、横山 謙次4 （1.東京都立大学、2.株式会社パシ

フィックソーワ、3.加藤技術士事務所、4.株式会社 ExOne）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）

金属３ Dプリンタ用脱脂焼結炉の開発

Development of Sintering Furnace for Metal 3D Printer.

〇岩本　広美1、森元　陽介1、山田　龍之介1、髙間　洋祐1 （1.島津産機システムズ株式会社）

[3-1A]

[3-2A]

[3-3A]

[3-4A]

[3-5A]

[3-6A]

[3-7A]

[3-8A]

[4-1] 協会賞受賞記念講演(研究進歩賞） 

永久磁石用フェライト化合物の La-Co置換による磁気異方性向上原理の研究 

Memorial Lecture of JSPM Award 

The study on the mechanism of the enhancement of magnetic anisotropy of La-Co co-substituted

ferrite magnets 

〇和氣 剛1 （1.京都大学） 

第Ⅲ会場

講演特集：メカニカルアロイング技術を用いた材料開発 
座長:石原 慶一(京都大学)、藤　正督(名古屋工業大学) 

第Ⅳ会場

講演特集：磁性材料・磁気デバイスにおける微細構造制御と機能発現 
座長:北本 仁孝(東京工業大学)、杉本 諭(東北大学) 

放電プラズマ焼結法による石灰質廃コンクリート粉末を用いたセラミックス作製の基礎的検討 

Fundamental examination of fabrication of ceramics using calcareous waste concrete powder by spark

plasma sintering 

〇神田 康行1 （1.琉球大学工学部） 

無焼成固化法を用いて作製したシリカ多孔質断熱材のセルロースナノファイバーによる強度向上 

Mechanical properties enhancement of non-firing silica body using cellulose nanofiber as porous

insulating material 

〇加藤 宏幸1、川端 秀明1、高井 千加2、藤 正督1 （1.名古屋工業大学先進セラミックス研究センター、2.岐阜大

学）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

シリカ系無焼成セラミックス/CNT複合体の作製とマイクロ波吸収発熱

Fabrication of silica-base/CNTs non-firing ceramics and microwave absorption

〇矢久保 怜奈1、瀬奈 ハディ1、石原 真裕1、堀田 禎1、藤 正督1 （1.名古屋工業大学）（※この発表者は優秀講演発表

賞の対象者です。）

メカノケミカル法により Nb添加した TiO2粉末の相転移挙動と光触媒活性

Phase transformation and photocatalytic properties of Nb-added TiO2 powders prepared by a

mechanochemical method

鈴木 大雅1、小安 智士1、樽谷 直紀2、打越 哲郎3、〇石垣 隆正1 （1.法政大学、2.広島大学、3.物質・材料研究機構）

ベルチェ鉱 FeSb2S4のボールミリングを用いた合成とその熱電特性

Synthesis of Berthierite FeSb2S4 with ball-milling and its thermoelectric properties

〇辻井 直人1、森 孝雄1、桜井 裕也1 （1.物質・材料研究機構）

メカニカルアロイングによる fcc-Ti相の形成に及ぼす添加元素の影響

Influence of added elements on the formation of fcc-Ti phase by mechanical alloying

〇原 輝1、亀谷 長諒1、戸髙 義一1、足立 望1 （1.豊橋技術科学大学）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者で

す。）

メカニカルミリングによる Fe-Ni合金の作成とその物理化学特性

Physicochemical Properties of Fe-Ni alloys prepared by mechanical milling

石原 慶一1、〇宇佐美 岳良1、水本 隆太1、小川 敬也1、奥村 英之1 （1.京都大学エネルギー科学研究科）（※この発表

者は優秀講演発表賞の対象者です。）

鉄－高炭素合金放電プラズマ焼結体の特性

Characteristics of Iron – High Carbon Alloy Spark Plasma Sintered Compacts

〇内藤 浩生1、川森 重弘1 （1.玉川大学）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）
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[2-23A]

[2-24A]

[2-25A]

[2-26A]

[2-27A]

[2-28A]

[2-29A]

[2-30A]

[2-31A]

[2-32A]

AlSi10Mg電子ビーム積層造形条件の検討 

Study of processing parameters of AlSi10Mg by electron beam melting 

シンクロトロン光 X線 CTによるガスアトマイズ粉末に含まれる気孔量評価およびガス種の影響調査

Evaluation of Porosity in Gas-atomized Powder by Synchrotron X-ray CT and Investigation of the

Effect of Gas Species.

〇吉年 規治1、遠藤 嵩英1、正橋 直哉1 （1.東北大学金属材料研究所）

Formation Mechanism of Powder Particles Fabricated by Freeze-dry Pulsated Orifice Ejection

Method

〇 Zhenxing ZHOU1、 Yuta SEINO1、 Suxia GUO1、 Weiwei ZHOU1、 Naoyuki NOMURA1 （1.TOHOKU

University）

プラズマ回転電極法における粉末形成に及ぼすプロセス条件の影響

The influences of process parameters on the powder formation in plasma rotating electrode process

(PREP)

〇崔 玉傑1、趙 宇凡1、沼田 春子2、若生 公郎3、卞 華康1、青柳 健大1、山中 謙太1、千葉 晶彦1 （1.東北大学金属材

料研究所、2.東北大学工学部、3.日本積層造形㈱）

Impact of Al/Al interface with extremely reduced oxide layer in ultrafine grained Al compact prepared

by low oxygen powder metallurgy process

〇 KIM Dasom1、 HIRAYAMA Yusuke2、 LIU Zheng2、 TAKAGI Kenta2、 KWON Hansang3、 KOBASHI Makoto1

（1.Nagoya University、2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology、3.Pukyong

National Univerisity）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）

静電引力による湿式顆粒化過程の「その場」観察と形成機構

In-situ observation and formation mechanism of wet granulation process by electrostatic attraction

〇砂田 拓人1、中村 雅輝1、横井 敦史1、タン ワイキアン1、河村 剛1、松田 厚範1、武藤 浩行1 （1.豊橋技術科学大

学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）

第Ⅱ会場

講演特集：各種粉末の焼結技術および焼結機構の新たな展開 
座長:小橋 眞(名古屋大学)、武藤 浩行(豊橋技術科学大学) 

〇石神 健太1、青柳 健大2、卞 華康2、千葉 晶彦2、橋詰 良樹1、田中 昭衛1、村上 勇夫1 （1.東洋アルミニウム株式会

社、2.東北大学） 

電子ビーム積層造形における合金粉末床のボールミル処理による”スモーク”抑制効果 

"Smoke" suppression effect by ball milling for alloy powder in electron beam additive manufacturing 

〇千葉 晶彦1、青柳 健大1、台野 洋平1、工藤 貴浩1 （1.東北大学金属材料研究所） 

Ti-6Al-4V／ Cuマルチマテリアル電子ビーム粉末床溶融結合のためのシングルトラック溶融実験 

Single-Track Melting Tests for Ti-6Al-4V/Copper Multi-Material Electron Beam Powder Bed Fusion 

〇王 雷1、檜枝 賢護1、奥川 将行1,2、川端 弘俊1、小泉 雄一郎1,2、中野 貴由1,2 （1.大阪大学工学研究科　マテリアル

生産科学専攻、2.大阪大学工学研究科　AM（3Dプリンター）研究開発センター）（※この発表者は優秀講演発表賞

の対象者です。） 

バインダジェット方式3Dプリンティングのための粉末特性評価 

Powder characteristics of binder jet 3D printing technology for metals 

〇木内 雄太1、長田 稔子1、小林 訓史1、高橋 友2、加藤 欽之3、横山 謙次4 （1.東京都立大学、2.株式会社パシ

フィックソーワ、3.加藤技術士事務所、4.株式会社 ExOne）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）

金属３ Dプリンタ用脱脂焼結炉の開発

Development of Sintering Furnace for Metal 3D Printer.

〇岩本　広美1、森元　陽介1、山田　龍之介1、髙間　洋祐1 （1.島津産機システムズ株式会社）
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[3-7A]

[3-8A]

[4-1] 協会賞受賞記念講演(研究進歩賞） 

永久磁石用フェライト化合物の La-Co置換による磁気異方性向上原理の研究 

Memorial Lecture of JSPM Award 

The study on the mechanism of the enhancement of magnetic anisotropy of La-Co co-substituted

ferrite magnets 

〇和氣 剛1 （1.京都大学） 

第Ⅲ会場

講演特集：メカニカルアロイング技術を用いた材料開発 
座長:石原 慶一(京都大学)、藤　正督(名古屋工業大学) 

第Ⅳ会場

講演特集：磁性材料・磁気デバイスにおける微細構造制御と機能発現 
座長:北本 仁孝(東京工業大学)、杉本 諭(東北大学) 

放電プラズマ焼結法による石灰質廃コンクリート粉末を用いたセラミックス作製の基礎的検討 

Fundamental examination of fabrication of ceramics using calcareous waste concrete powder by spark

plasma sintering 

〇神田 康行1 （1.琉球大学工学部） 

無焼成固化法を用いて作製したシリカ多孔質断熱材のセルロースナノファイバーによる強度向上 

Mechanical properties enhancement of non-firing silica body using cellulose nanofiber as porous

insulating material 

〇加藤 宏幸1、川端 秀明1、高井 千加2、藤 正督1 （1.名古屋工業大学先進セラミックス研究センター、2.岐阜大

学）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

シリカ系無焼成セラミックス/CNT複合体の作製とマイクロ波吸収発熱

Fabrication of silica-base/CNTs non-firing ceramics and microwave absorption

〇矢久保 怜奈1、瀬奈 ハディ1、石原 真裕1、堀田 禎1、藤 正督1 （1.名古屋工業大学）（※この発表者は優秀講演発表

賞の対象者です。）

メカノケミカル法により Nb添加した TiO2粉末の相転移挙動と光触媒活性

Phase transformation and photocatalytic properties of Nb-added TiO2 powders prepared by a

mechanochemical method

鈴木 大雅1、小安 智士1、樽谷 直紀2、打越 哲郎3、〇石垣 隆正1 （1.法政大学、2.広島大学、3.物質・材料研究機構）

ベルチェ鉱 FeSb2S4のボールミリングを用いた合成とその熱電特性

Synthesis of Berthierite FeSb2S4 with ball-milling and its thermoelectric properties

〇辻井 直人1、森 孝雄1、桜井 裕也1 （1.物質・材料研究機構）

メカニカルアロイングによる fcc-Ti相の形成に及ぼす添加元素の影響

Influence of added elements on the formation of fcc-Ti phase by mechanical alloying

〇原 輝1、亀谷 長諒1、戸髙 義一1、足立 望1 （1.豊橋技術科学大学）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者で

す。）

メカニカルミリングによる Fe-Ni合金の作成とその物理化学特性

Physicochemical Properties of Fe-Ni alloys prepared by mechanical milling

石原 慶一1、〇宇佐美 岳良1、水本 隆太1、小川 敬也1、奥村 英之1 （1.京都大学エネルギー科学研究科）（※この発表

者は優秀講演発表賞の対象者です。）

鉄－高炭素合金放電プラズマ焼結体の特性

Characteristics of Iron – High Carbon Alloy Spark Plasma Sintered Compacts

〇内藤 浩生1、川森 重弘1 （1.玉川大学）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）
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W型フェライトの本焼成中結晶相変位に還元剤と本焼成前低温熱処理が与える影響 

Effect of Reducing Agents and Low Temperature Annealing on Crystalline Phase of W-Type Ferrites in

the Sintering Process 

〇大塚 雄貴1、小原 学1 （1.明治大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

Characterization of Sm-Co alloy nanopowder prepared by low oxygen-induction thermal plasma

process 

〇 PARK Kwangjae1,2、 HIRAYAMA Yusuke2、 SHIGETA Masaya3、 LIU Zheng2、 KOBASHI Makoto1、 TAKAGI

Kenta2 （1.Nagoya University、2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

(AIST)、3.Osaka University）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

放電プラズマ焼結法による SmFe12系磁石の作製 

Production of SmFe12 magnets 

〇齋藤 哲治1 （1.千葉工業大学） 

圧粉コアを用いたアキシャルギャップモータによる小型・軽量化の効果 

The Effect of Reduction in Size and Weight by Axial Gap Motor with Soft Magnetic Composites 

〇漆畑 里美1、笠井 信吾1、北条 啓文1、三谷 宏幸1、鈴木 浩則1 （1.株式会社神戸製鋼所） 

圧粉磁芯のヒステリシス損に及ぼす気孔率の影響 

Influence of the porosity on the coercive force of pure iron powder core 

第Ⅳ会場

講演特集：磁性材料・磁気デバイスにおける微細構造制御と機能発現 
座長:小原 学(明治大学)、和氣 剛(京都大学) 

第Ⅳ会場

講演特集：磁性材料・磁気デバイスにおける微細構造制御と機能発現 
座長:北本 仁孝(東京工業大学)、高木 健太(産業技術総合研究所) 

Low Current Driven Vertical Domain Wall Motion Memory with Artificial Ferromagnet 

〇 Hung Yu Min1、 Li Tian1、 Hisatomi Ryusuke1、 Shiota Yoichi1、 Moriyama Takahiro1、 Ono Teruo1 （1.Kyoto

University）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

Nb/V/Ta超伝導人工格子における非相反臨界電流 

Nonreciprocal critical current in Nb/V/Ta superlattice superconductors 

〇河原崎 諒1、宮坂 優太1、安藤 冬希、李 恬1、池田 侑平2、石塚 淳2、成田 秀樹1、久富 隆佑1、塩田 陽一1、森山 貴宏
1、大同 暁人2、柳瀬 陽一2、小野 輝男1 （1.京都大学化学研究所、2.京都大学理学研究科）（ ※この発表者は優秀講演

発表賞の対象者です。） 

温度応答性ポリマー・ポリ（N-イソプロピルアクリルアミド）（ PNIPAM）ゲル中の磁性ナノ粒子の交流

磁化特性に関する研究 

Study on alternating magnetization of magnetic nanoparticles in temperature-responsive polymeric

Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) hydrogels 

〇ビー チイ1、倉科 佑太1、北本 仁孝1 （1.東京工業大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

pH応答性ポリマー／酸化鉄ナノ粒子複合ハイドロゲルの作製 

Synthesis of composite hydrogels composed of pH-responsive polymer and iron-oxide nanoparticles 

〇 Chen Ye1、阿部 雅崇1、倉科 佑太1、北本 仁孝1 （1.東京工業大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者で

す。） 

積層化合物MxTX2(M =Cr, Co, Ni, T = Nb, Ta, X = S, Se)における電荷輸送特性 

Charge transport properties in layered compounds MxTX2(M  = Cr, Co, Ni, T = Nb, Ta, X = S, Se) 

〇山中 俊介1、道岡 千城1、植田 浩明1、吉村 一良1 （1.京都大学大学院理学研究科） 
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〇高下 拓也1、尾﨑 由紀子2 （1.JFEスチール株式会社、2.九州大学） 

ディーゼルエンジン向けインジェクタ用電磁弁部品の開発（その１：材料） 

Development of Solenoid core for diesel fuel injector (part 1: material) 

〇小川 哲矢1、石原 千生1、三富 将敬2、平山 雄斗2 （1.昭和電工マテリアルズ株式会社、2.株式会社デンソー） 

ディーゼルエンジン向けインジェクタ用電磁弁部品の開発（その２：製品） 

Development of Solenoid core for diesel fuel injector (part 2: product) 

〇小川 哲矢1、石原 千生1、三富 将敬2、平山 雄斗2 （1.昭和電工マテリアルズ株式会社、2.株式会社デンソー） 

講演特集：光機能材料の基礎と応用 
座長:田中 勝久(京都大学)、村井 俊介(京都大学) 

協会賞受賞記念講演(研究功績賞） 

金属酸化物および金属単体のナノ構造制御による磁気特性と光機能の創出 

Memorial Lecture of JSPM Award 

Magnetic and Optical Functionalities of Nano-structured Metal Oxides and Elements 

〇田中 勝久1 （1.京都大学） 

特別講演：複雑形状を有する透明焼結シリカガラスの３ D光造形法に関する研究 

Special Invited Talk : Laser fabrication method for 3D complex sintered silica glass 

〇藤野 茂1 （1.九州大学） 

特別講演：金属微粒子を含有する金属有機構造体配向薄膜における偏光依存光応答性の開拓 

Special Invited Talk : Polarization-dependent optical responses of metal nanoparticles in metal-organic

framework oriented films 

〇髙橋 雅英1 （1.大阪府立大学） 

招待講演：酸窒化物発光ガラスの作製とその評価 

Invited Talk : Synthesis and investigation of luminescent oxynitride glasses 

〇瀬川 浩代1 （1.物質・材料研究機構） 

招待講演：酸フッ化物の結合選択性による微構造誘起と新規光機能性ガラスの開発 

Invited Talk : Development of photo-functional glasses with nanostructure induced though bond

selectivity in oxyfluoride 

〇篠崎 健二1 （1.国立研究開発法人産業技術総合研究所） 

講演特集：光機能材料の基礎と応用 
座長:田中 勝久(京都大学)、藤野 茂(九州大学) 

「きれいじゃない」粉末の評価－磨砕・焼成処理による酸化チタン光触媒の構造変化 

Messy-powder analysis: How are surface/bulk structure and activity of titania photocatalyst particles

changed by milling? 

〇大谷 文章1,2、陳 光奕2、高島 舞1,2 （1.北海道大学触媒科学研究所、2.北海道大学大学院環境科学院） 

銅含有酸化物ガラスにおけるラジオフォトルミネッセンス挙動と銅による電子および正孔捕獲 

Radiophotoluminescence behaviors in Cu-doped oxide glasses and electron and hole capture

processes 

〇西 祐作1、高田 雄矢1、橋川 凌1、木野村 淳2、斎藤 毅2、岡田 有史1、角野 広平1 （1.京都工芸繊維大学、2.京都大学

　複合原子力科学研究所）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

転写プロセスによるナノアンテナシールの開発 

Nanoantenna sticker fabricated by a transfer process 

第Ⅴ会場

第Ⅴ会場



〔　〕11

[4-2A]

[4-3A]

[4-4A]

[4-5A]

[4-6B]

[4-7A]

[4-8A]

[4-9A]

[4-10A]

[4-11A]

W型フェライトの本焼成中結晶相変位に還元剤と本焼成前低温熱処理が与える影響 

Effect of Reducing Agents and Low Temperature Annealing on Crystalline Phase of W-Type Ferrites in

the Sintering Process 

〇大塚 雄貴1、小原 学1 （1.明治大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

Characterization of Sm-Co alloy nanopowder prepared by low oxygen-induction thermal plasma

process 

〇 PARK Kwangjae1,2、 HIRAYAMA Yusuke2、 SHIGETA Masaya3、 LIU Zheng2、 KOBASHI Makoto1、 TAKAGI

Kenta2 （1.Nagoya University、2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

(AIST)、3.Osaka University）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

放電プラズマ焼結法による SmFe12系磁石の作製 

Production of SmFe12 magnets 

〇齋藤 哲治1 （1.千葉工業大学） 

圧粉コアを用いたアキシャルギャップモータによる小型・軽量化の効果 

The Effect of Reduction in Size and Weight by Axial Gap Motor with Soft Magnetic Composites 

〇漆畑 里美1、笠井 信吾1、北条 啓文1、三谷 宏幸1、鈴木 浩則1 （1.株式会社神戸製鋼所） 

圧粉磁芯のヒステリシス損に及ぼす気孔率の影響 

Influence of the porosity on the coercive force of pure iron powder core 

第Ⅳ会場

講演特集：磁性材料・磁気デバイスにおける微細構造制御と機能発現 
座長:小原 学(明治大学)、和氣 剛(京都大学) 

第Ⅳ会場

講演特集：磁性材料・磁気デバイスにおける微細構造制御と機能発現 
座長:北本 仁孝(東京工業大学)、高木 健太(産業技術総合研究所) 

Low Current Driven Vertical Domain Wall Motion Memory with Artificial Ferromagnet 

〇 Hung Yu Min1、 Li Tian1、 Hisatomi Ryusuke1、 Shiota Yoichi1、 Moriyama Takahiro1、 Ono Teruo1 （1.Kyoto

University）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

Nb/V/Ta超伝導人工格子における非相反臨界電流 

Nonreciprocal critical current in Nb/V/Ta superlattice superconductors 

〇河原崎 諒1、宮坂 優太1、安藤 冬希、李 恬1、池田 侑平2、石塚 淳2、成田 秀樹1、久富 隆佑1、塩田 陽一1、森山 貴宏
1、大同 暁人2、柳瀬 陽一2、小野 輝男1 （1.京都大学化学研究所、2.京都大学理学研究科）（ ※この発表者は優秀講演

発表賞の対象者です。） 

温度応答性ポリマー・ポリ（N-イソプロピルアクリルアミド）（ PNIPAM）ゲル中の磁性ナノ粒子の交流

磁化特性に関する研究 

Study on alternating magnetization of magnetic nanoparticles in temperature-responsive polymeric

Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) hydrogels 

〇ビー チイ1、倉科 佑太1、北本 仁孝1 （1.東京工業大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

pH応答性ポリマー／酸化鉄ナノ粒子複合ハイドロゲルの作製 

Synthesis of composite hydrogels composed of pH-responsive polymer and iron-oxide nanoparticles 

〇 Chen Ye1、阿部 雅崇1、倉科 佑太1、北本 仁孝1 （1.東京工業大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者で

す。） 

積層化合物MxTX2(M =Cr, Co, Ni, T = Nb, Ta, X = S, Se)における電荷輸送特性 

Charge transport properties in layered compounds MxTX2(M  = Cr, Co, Ni, T = Nb, Ta, X = S, Se) 

〇山中 俊介1、道岡 千城1、植田 浩明1、吉村 一良1 （1.京都大学大学院理学研究科） 

[4-12A]

[4-13A]

[5-1]

[5-2]

[5-3]

[5-4]

[5-5]

[5-6A]

[5-7A]

[5-8A]

〇高下 拓也1、尾﨑 由紀子2 （1.JFEスチール株式会社、2.九州大学） 

ディーゼルエンジン向けインジェクタ用電磁弁部品の開発（その１：材料） 

Development of Solenoid core for diesel fuel injector (part 1: material) 

〇小川 哲矢1、石原 千生1、三富 将敬2、平山 雄斗2 （1.昭和電工マテリアルズ株式会社、2.株式会社デンソー） 

ディーゼルエンジン向けインジェクタ用電磁弁部品の開発（その２：製品） 

Development of Solenoid core for diesel fuel injector (part 2: product) 

〇小川 哲矢1、石原 千生1、三富 将敬2、平山 雄斗2 （1.昭和電工マテリアルズ株式会社、2.株式会社デンソー） 

講演特集：光機能材料の基礎と応用 
座長:田中 勝久(京都大学)、村井 俊介(京都大学) 

協会賞受賞記念講演(研究功績賞） 

金属酸化物および金属単体のナノ構造制御による磁気特性と光機能の創出 

Memorial Lecture of JSPM Award 

Magnetic and Optical Functionalities of Nano-structured Metal Oxides and Elements 

〇田中 勝久1 （1.京都大学） 

特別講演：複雑形状を有する透明焼結シリカガラスの３ D光造形法に関する研究 

Special Invited Talk : Laser fabrication method for 3D complex sintered silica glass 

〇藤野 茂1 （1.九州大学） 

特別講演：金属微粒子を含有する金属有機構造体配向薄膜における偏光依存光応答性の開拓 

Special Invited Talk : Polarization-dependent optical responses of metal nanoparticles in metal-organic

framework oriented films 

〇髙橋 雅英1 （1.大阪府立大学） 

招待講演：酸窒化物発光ガラスの作製とその評価 

Invited Talk : Synthesis and investigation of luminescent oxynitride glasses 

〇瀬川 浩代1 （1.物質・材料研究機構） 

招待講演：酸フッ化物の結合選択性による微構造誘起と新規光機能性ガラスの開発 

Invited Talk : Development of photo-functional glasses with nanostructure induced though bond

selectivity in oxyfluoride 

〇篠崎 健二1 （1.国立研究開発法人産業技術総合研究所） 

講演特集：光機能材料の基礎と応用 
座長:田中 勝久(京都大学)、藤野 茂(九州大学) 

「きれいじゃない」粉末の評価－磨砕・焼成処理による酸化チタン光触媒の構造変化 

Messy-powder analysis: How are surface/bulk structure and activity of titania photocatalyst particles

changed by milling? 

〇大谷 文章1,2、陳 光奕2、高島 舞1,2 （1.北海道大学触媒科学研究所、2.北海道大学大学院環境科学院） 

銅含有酸化物ガラスにおけるラジオフォトルミネッセンス挙動と銅による電子および正孔捕獲 

Radiophotoluminescence behaviors in Cu-doped oxide glasses and electron and hole capture

processes 

〇西 祐作1、高田 雄矢1、橋川 凌1、木野村 淳2、斎藤 毅2、岡田 有史1、角野 広平1 （1.京都工芸繊維大学、2.京都大学

　複合原子力科学研究所）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

転写プロセスによるナノアンテナシールの開発 

Nanoantenna sticker fabricated by a transfer process 

第Ⅴ会場

第Ⅴ会場
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[5-9A]

[6-1]

[6-2A]

[6-3A]

[6-4A]

[6-5A]

[6-6A]

〇井上 雄斗1、村井 俊介1、田中 勝久1 （1.京都大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

Plasmonic Enhancement of Luminescence from Er3+/Yb3+ Co-doped Upconversion Nanoparticles by

Aluminum Lattice Mode 

〇 Yuan GAO1、 Shunsuke MURAI1、 Kenji SHINOZAKI2、 Satoshi ISHII3、 Kstsuhisa TANAKA1 （1.Kyoto

University、2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology、3.National Institute for Materials

Science）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

講演特集：イオン伝導材料 
座長:町田 信也(甲南大学)、荒地 良典(関西大学) 

特別講演：硫化物固体電解質の液相合成化学 

Special Invited Talk : Liquid synthsis chemistry of sulfide electrolytes 

〇三浦 章1 （1.北海道大学） 

湿式法により合成した Li10+xGe1+xP2-xS12固体電解質の電気化学的特性 

Electrochemical properties of Li10+xGe1+xP2-xS12 solid electrolytes which were prepared by use of a wet

process 

〇東山 由樹1、中川 十志1、町田 信也1 （1.甲南大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

Oxygen-substitution of solid electrolytes towards the purified Li10GeP2S12-type structure in Li– Si– P–

S– Cl systems 

〇 LI Yuxiang1、 HORI Satoshi2、 SUZUKI Kota1,3、 HIRAYAMA Masaaki1、 KANNO Ryoji1,2 （1.Kanno-Hirayama

Laboratory, Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology,

Tokyo Institute of Technology、2.Institute of Innovative Research(IIR) All-Solid-State Battery Unit, Tokyo Institute

of Technology、3.Japan Science and Technology Agency (JST), Precursry Research for Embryonic Science and

Technology） 

シリコン溶射膜の全固体電池用負極材料としての特性

Electrochemical properties of silicon sprayed film as a negative electrode material for all-solid-state

batteries

〇中川 十志1、町田 信也1 （1.甲南大学）

講演特集：イオン伝導材料 
座長:町田 信也(甲南大学)、中川 十志(甲南大学) 

化学組成によるイオン導電率予測を用いたリチウムイオン導電性酸化物の探索 

Material Search of Lithium-Ion Conducting Oxides Using a Prediction of Ionic Conductivity by

Chemical Composition Based Machine Learning 

〇岩水 佑大1、鈴木 耕太1,2、平山 雅章1、菅野 了次1 （1.東京工業大学、2.JSTさきがけ）（ ※この発表者は優秀講演

発表賞の対象者です。） 

トンネル型リン酸塩の合成と中低温での高プロトン導電特性

Synthesis and high proton conductivity at low-medium temperatures of tunnel-type phosphate

中島 潤1、上田 直哉1、森 大輔2、東本 慎也1、〇松田 泰明1 （1.大阪工業大学、2.三重大学）

第Ⅵ会場

第Ⅵ会場

[6-7B]

[6-8A]

[6-9A]

[7-1A]

[7-2A]

[7-3A]

[7-4A]

[7-5B]

講演特集：イオン伝導材料 
座長:松田 泰明(大阪工業大学)、鈴木 耕太(東京工業大学) 

0.3Ti1.7P3O12 (LATP) 

〇石井 健斗1、三好 正悟1、大出 真知子1、東 翔太1、大野 隆央1、高田 和典1、打越 哲郎1 （1.国立研究開発法人　物

質・材料研究機構） 

NASICON型固体電解質 LATPの低温焼結に向けたヘテロ凝集法による集積型複合粒子の作製 

Fabrication of composite particle by hetero coagulation for low-temperature sintering of NASICON

type solid electrolyte 

〇東 翔太1、石井 健斗1、三好 正悟1、鈴木 達1、高田 和典1、打越 哲郎1 （1.国立研究開発法人　物質・材料研究機

構） 

講演特集：遷移金属（希土類）化合物・酸化物材料の新物質と新物性 
座長:桜井 裕也(物質・材料研究機構)、中村 裕之(京都大学) 

異常高原子価 Feイオンを含むAサイト層状ダブルペロブスカイト酸化物RBaFe2O6(R=Sm, Nd)における逐

次相転移 

Successive phase transition in A-site layer-ordered double-perovskites RBaFe2O6(R=Sm, Nd) with

unusually high valence Fe ions 

〇飯星 眞1、後藤 真人1、島川 祐一1 （1.京都大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

Nafionゲートを利用した SrFeOxの電界制御 

Electric field control of SrFeOx by Nafion gating 

〇磯田 洋介1、菅 大介1、島川 祐一1 （1.京大化研）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

YSZ単結晶基板上における YbFe2O4エピタキシャル薄膜の面内配向制御 

In-plane orientation of epitaxial YbFe2O4 films on single-crystalline YSZ substrates 

〇小笠原 史織1、大田 怜佳1、阪上 拓巳1、狩野 旬1、池田 直1、藤井 達生1 （1.岡山大学）（ ※この発表者は優秀講演

発表賞の対象者です。） 

窒化ホウ素を固体窒素源に用いた第５，6族金属窒化物の合成 

Synthesis of group 5 and 6 nitrides using boron nitride as a solid nitrogen source 

〇久下 直也1,2、関谷 暢1,2、山田 高広1、山根 久典1 （1.東北大学 多元物質科学研究所、2.東北大学大学院　工学研究

科）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

チタン酸化物と固体窒素源を用いた窒化チタンの合成

Synthesis of titanium nitride using titanium oxides and a solid nitrogen source

〇山田 高広1、関谷 暢1、山根 久典1 （1.東北大学）

第Ⅵ会場

第Ⅶ会場

機械加工による構造化させた Li0.29La0.57TiO3固体電解質上への溶融塩による LiCoO２電極層の作製 

Preparation of LiCoO2 electrode layer by molten salt on structured Li0.29La0.57TiO3 solid electrolyte by

mechanical machining 

〇及川 聖1、荒地 良典1 （1.関西大学）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

NASICON型酸化物系固体電解質 Li1.3Al0.3Ti1.7P3O12 (LATP)の焼結性に Co元素が及ぼす影響　 

Effect of Co element addition on the low-temperature sintering of oxide-based solid electrolyte Li1.3Al
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[5-9A]

[6-1]

[6-2A]

[6-3A]

[6-4A]

[6-5A]

[6-6A]

〇井上 雄斗1、村井 俊介1、田中 勝久1 （1.京都大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

Plasmonic Enhancement of Luminescence from Er3+/Yb3+ Co-doped Upconversion Nanoparticles by

Aluminum Lattice Mode 

〇 Yuan GAO1、 Shunsuke MURAI1、 Kenji SHINOZAKI2、 Satoshi ISHII3、 Kstsuhisa TANAKA1 （1.Kyoto

University、2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology、3.National Institute for Materials

Science）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

講演特集：イオン伝導材料 
座長:町田 信也(甲南大学)、荒地 良典(関西大学) 

特別講演：硫化物固体電解質の液相合成化学 

Special Invited Talk : Liquid synthsis chemistry of sulfide electrolytes 

〇三浦 章1 （1.北海道大学） 

湿式法により合成した Li10+xGe1+xP2-xS12固体電解質の電気化学的特性 

Electrochemical properties of Li10+xGe1+xP2-xS12 solid electrolytes which were prepared by use of a wet

process 

〇東山 由樹1、中川 十志1、町田 信也1 （1.甲南大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

Oxygen-substitution of solid electrolytes towards the purified Li10GeP2S12-type structure in Li– Si– P–

S– Cl systems 

〇 LI Yuxiang1、 HORI Satoshi2、 SUZUKI Kota1,3、 HIRAYAMA Masaaki1、 KANNO Ryoji1,2 （1.Kanno-Hirayama

Laboratory, Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology,

Tokyo Institute of Technology、2.Institute of Innovative Research(IIR) All-Solid-State Battery Unit, Tokyo Institute

of Technology、3.Japan Science and Technology Agency (JST), Precursry Research for Embryonic Science and

Technology） 

シリコン溶射膜の全固体電池用負極材料としての特性

Electrochemical properties of silicon sprayed film as a negative electrode material for all-solid-state

batteries

〇中川 十志1、町田 信也1 （1.甲南大学）

講演特集：イオン伝導材料 
座長:町田 信也(甲南大学)、中川 十志(甲南大学) 

化学組成によるイオン導電率予測を用いたリチウムイオン導電性酸化物の探索 

Material Search of Lithium-Ion Conducting Oxides Using a Prediction of Ionic Conductivity by

Chemical Composition Based Machine Learning 

〇岩水 佑大1、鈴木 耕太1,2、平山 雅章1、菅野 了次1 （1.東京工業大学、2.JSTさきがけ）（ ※この発表者は優秀講演

発表賞の対象者です。） 

トンネル型リン酸塩の合成と中低温での高プロトン導電特性

Synthesis and high proton conductivity at low-medium temperatures of tunnel-type phosphate

中島 潤1、上田 直哉1、森 大輔2、東本 慎也1、〇松田 泰明1 （1.大阪工業大学、2.三重大学）

第Ⅵ会場

第Ⅵ会場

[6-7B]

[6-8A]

[6-9A]

[7-1A]

[7-2A]

[7-3A]

[7-4A]

[7-5B]

講演特集：イオン伝導材料 
座長:松田 泰明(大阪工業大学)、鈴木 耕太(東京工業大学) 

0.3Ti1.7P3O12 (LATP) 

〇石井 健斗1、三好 正悟1、大出 真知子1、東 翔太1、大野 隆央1、高田 和典1、打越 哲郎1 （1.国立研究開発法人　物

質・材料研究機構） 

NASICON型固体電解質 LATPの低温焼結に向けたヘテロ凝集法による集積型複合粒子の作製 

Fabrication of composite particle by hetero coagulation for low-temperature sintering of NASICON

type solid electrolyte 

〇東 翔太1、石井 健斗1、三好 正悟1、鈴木 達1、高田 和典1、打越 哲郎1 （1.国立研究開発法人　物質・材料研究機

構） 

講演特集：遷移金属（希土類）化合物・酸化物材料の新物質と新物性 
座長:桜井 裕也(物質・材料研究機構)、中村 裕之(京都大学) 

異常高原子価 Feイオンを含むAサイト層状ダブルペロブスカイト酸化物RBaFe2O6(R=Sm, Nd)における逐

次相転移 

Successive phase transition in A-site layer-ordered double-perovskites RBaFe2O6(R=Sm, Nd) with

unusually high valence Fe ions 

〇飯星 眞1、後藤 真人1、島川 祐一1 （1.京都大学）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

Nafionゲートを利用した SrFeOxの電界制御 

Electric field control of SrFeOx by Nafion gating 

〇磯田 洋介1、菅 大介1、島川 祐一1 （1.京大化研）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

YSZ単結晶基板上における YbFe2O4エピタキシャル薄膜の面内配向制御 

In-plane orientation of epitaxial YbFe2O4 films on single-crystalline YSZ substrates 

〇小笠原 史織1、大田 怜佳1、阪上 拓巳1、狩野 旬1、池田 直1、藤井 達生1 （1.岡山大学）（ ※この発表者は優秀講演

発表賞の対象者です。） 

窒化ホウ素を固体窒素源に用いた第５，6族金属窒化物の合成 

Synthesis of group 5 and 6 nitrides using boron nitride as a solid nitrogen source 

〇久下 直也1,2、関谷 暢1,2、山田 高広1、山根 久典1 （1.東北大学 多元物質科学研究所、2.東北大学大学院　工学研究

科）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

チタン酸化物と固体窒素源を用いた窒化チタンの合成

Synthesis of titanium nitride using titanium oxides and a solid nitrogen source

〇山田 高広1、関谷 暢1、山根 久典1 （1.東北大学）

第Ⅵ会場

第Ⅶ会場

機械加工による構造化させた Li0.29La0.57TiO3固体電解質上への溶融塩による LiCoO２電極層の作製 

Preparation of LiCoO2 electrode layer by molten salt on structured Li0.29La0.57TiO3 solid electrolyte by

mechanical machining 

〇及川 聖1、荒地 良典1 （1.関西大学）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

NASICON型酸化物系固体電解質 Li1.3Al0.3Ti1.7P3O12 (LATP)の焼結性に Co元素が及ぼす影響　 

Effect of Co element addition on the low-temperature sintering of oxide-based solid electrolyte Li1.3Al
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[7-6A]

[7-7A]

[7-8A]

[7-9A]

[7-10A]

[7-11A]

[7-12A]

[7-13A]

[7-14A]

[7-15A]

講演特集：遷移金属（希土類）化合物・酸化物材料の新物質と新物性 
座長:加藤 将樹(同志社大学)、後藤 真人(京都大学) 

CeAgxCu1-xSb2の量子臨界点に関する研究 その２ 

Quantum criticality in CeAgxCu1-xSb2 Part.2 

〇風早 宏基1、菅野 聡1、山中 俊介1、道岡 千城1、植田 浩明1、吉村 一良1 （1.京都大学理学研究科金相学研究室） 

Sr3Re2O9の電子状態 

Electronic state of Sr3Re2O9

〇桜井 裕也1、漆原 大典2、浅香 透2、福田 功一郎2、中山 将伸2、中平 夕貴3、森吉 千佳子3、黒岩 芳弘3、 Forslund

Ola4、松原 菜美4、 Må nsson Martin4、 Papadopoulos Konstantinos5、 Sassa Yasmine5、大石 一城6、杉山 純6

、松下 能孝1 （1.研究開発法人物質・材料研究機構、2.名古屋工業大学、3.広島大学、4.KTH Royal Institute of

Technology、5.Chalmers University of Technology、6.総合科学研究機構） 

カルコパイライト CuFeS2における Cuと Feの電子配置

Charge distribution of Cu and Fe in chalcopyrite CuFeS2

〇辻井 直人1、山岡 人志2、古江 優作3、大村 彩子3、石井 啓文4、平岡 望4 （1.物質・材料研究機構、2.理研、3.新潟

大理、4.台湾放射光）

FCCフラストレート磁性体 GdInCu4単結晶の磁性

Single crystalline study of the magnetism in FCC frustrated magnet GdInCu4

木原 史瑛1、〇中村 裕之1、和氣 剛1、田畑 吉計1、太田 寛人1 （1.京大工）

エピタキシャル YbFe2O4膜の構造と磁気転移温度との関係

Effects of structural properties of epitaxial YbFe2O4 films on their magnetic transition temperatures

〇野崎 真由1、大田 怜佳1、阪上 拓巳1、狩野 旬1、池田 直1、藤井 達生1 （1.岡山大学）（ ※この発表者は優秀講演

発表賞の対象者です。）

講演特集：遷移金属（希土類）化合物・酸化物材料の新物質と新物性 
座長:太田 寛人(京都大学)、辻井 直人(物質・材料研究機構) 

S=1/2 チタンフッ化物反強磁性体におけるカゴメ格子の歪みと物性 

Distortion of kagome lattice and physical properties of S=1/2 titanium fluoride antiferromagnets 

〇林 真弘1、植田 浩明1、道岡 千城1、吉村 一良1、松尾 晶2、金道 浩一2 （1.京都大学理学研究科金相学研究室、2.東

京大学物性研究所） 

低温固相メタセシスによるサイトミクスチャーの無いスピネル酸化物 MgCo2O4の合成 

Synthesis of site-mixture-free spinel MgCo2O4 via a low-temperature solid state metathesis 

〇原口 祐哉1、安倍 崇仁1、香取 浩子1 （1.東京農工大学工学研究院化学物理工学科） 

フェリ磁性ガーネット Gd3Fe5O12薄膜における磁気共鳴

Magnetic resonance in ferrimagnetic garnet Gd3Fe5O12 thin film

〇船田 晋作1、菅 大介1、石橋 未央1、塩田 陽一1、久富 隆佑1、森山 貴広1、島川 祐一1、小野 輝男1 （1.京都大学

化学研究所）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）

擬二次元層状化合物 LaCo2(P1− xAsx)2の遍歴電子強磁性

Itinerant-electron ferromagnetism in the quasi two dimensional layered compound LaCo2(P1− xAsx)2

〇松井 涼一郎1、森山 広大1、道岡 千城1、植田 浩明1、吉村 一良1 （1.京都大学理学研究科金相学研究室）（ ※この

発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）

層状化合物 SrCo2(Ge1-xPx)2における遍歴強磁性とスピン揺らぎ

Itinerant-electron ferromagnetism and spin fluctuation in the layerd compound SrCo2(Ge1-xPx)2

第Ⅶ会場

第Ⅶ会場

[8-1A]

[8-2A]

[8-3A]

[8-4A]

[8-5A]

[8-6B]

[8-7A]

[8-8A]

〇森山 広大1、道岡 千城1、植田 浩明1、吉村 一良1 （1.京都大学大学院理学研究科） 

一般講演発表：硬質材料 
座長:松原 秀彰(東北大学)、高田 真之(日本特殊合金) 

WC-Ni系硬質皮膜の機械的特性に及ぼす熱処理条件の影響 

Influence of Heat Treatment on the Mechanical Properties of WC-Ni Hard Coating 

〇大木 基史1、大庭 浩樹2、中川 昌幸3、齋藤 庸賀4、齋藤 浩1 （1.新潟大学工学部、2.新潟大学大学院自然科学研究

科、3.新潟県工業技術総合研究所、4.東京都立産業技術研究センター） 

超硬合金における WC/WC界面密着力評価 

Analysis of WC/WC Interfacial adhesion in cemented carbide 

〇小野 聡1、岡村 克己1、中島 英治2、光原 昌寿2、吉田 歩夢2 （1.住友電気工業株式会社、2.九州大学） 

AlNセラミックスの機械的性質に及ぼす硬質炭化物添加の効果 

Effects of hard carbide additions on mechanical properties of AlN ceramics 

〇関根 崇1,2、仁野 章弘2、菅原 靖1、杉山 重彰1、大口 健一2、泰松 斉2 （1.秋田県産業技術センター、2.秋田大学大学

院理工学研究科） 

W-Ti-Ta-C硬質セラミックスの機械的性質に及ぼす Taおよび Hf量の効果

Effects of Ta and Hf amount on mechanical properties of W-Ti-Ta-C hard ceramics

〇仁野 章弘1、石積 優人1、関根 崇2、杉山 重彰2 （1.秋田大学、2.秋田県産業技術センター）

一般講演発表：多孔体･生体材料 
座長:岸本 昭(岡山大学)、大槻 主税(名古屋大学) 

第Ⅷ会場

第Ⅷ会場

多孔質ゼオライトバルク体の作製と階層的気孔構造の評価 

Fabrication and characterization of hierarchically porous zeolite bulk body 

〇植松 昌子1,2、石井 健斗2、佐光 貞樹2、打越 哲郎1,2 （1.北海道大学、2.物質材料研究機構）（※この発表者は優秀講

演発表賞の対象者です。） 

籾殻と貝殻から作製する耐火断熱材 

Fireproof porous ceramics made from rice husks and shells 

〇横田 遼太郎1、近藤 真矢1、寺西 貴志1、岸本 昭1 （1.岡山大学）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

骨芽細胞への分化を促進する因子を導入した層状リン酸ジルコニウムのin vitro評価 

In vitro evaluation of layered zirconium phosphate introduced with promoting factor of osteogenic

differentiation 

〇大塚 陸渡1、遠藤 寛太1、中村 仁1,2、鳴瀧 彩絵1、大槻 主税1 （1.名古屋大学大学院 工学研究科、2.名古屋大学 高等

研究院）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

再生骨材粉末を用いたゼオライト合成に関する基礎的研究 

Fundamental study of zeolite synthesis from recycled aggregate powder 

〇原田 哲利1、神田 康行2 （1.琉球大学大学院理工学研究科機械システム工学専攻、2.琉球大学工学部工学科機械工学

コース）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）
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[7-6A]

[7-7A]

[7-8A]

[7-9A]

[7-10A]

[7-11A]

[7-12A]

[7-13A]

[7-14A]

[7-15A]

講演特集：遷移金属（希土類）化合物・酸化物材料の新物質と新物性 
座長:加藤 将樹(同志社大学)、後藤 真人(京都大学) 

CeAgxCu1-xSb2の量子臨界点に関する研究 その２ 

Quantum criticality in CeAgxCu1-xSb2 Part.2

〇風早 宏基1、菅野 聡1、山中 俊介1、道岡 千城1、植田 浩明1、吉村 一良1 （1.京都大学理学研究科金相学研究室） 

Sr3Re2O9の電子状態 

Electronic state of Sr3Re2O9

〇桜井 裕也1、漆原 大典2、浅香 透2、福田 功一郎2、中山 将伸2、中平 夕貴3、森吉 千佳子3、黒岩 芳弘3、 Forslund

Ola4、松原 菜美4、 Må nsson Martin4、 Papadopoulos Konstantinos5、 Sassa Yasmine5、大石 一城6、杉山 純6

、松下 能孝1 （1.研究開発法人物質・材料研究機構、2.名古屋工業大学、3.広島大学、4.KTH Royal Institute of

Technology、5.Chalmers University of Technology、6.総合科学研究機構） 

カルコパイライト CuFeS2における Cuと Feの電子配置

Charge distribution of Cu and Fe in chalcopyrite CuFeS2

〇辻井 直人1、山岡 人志2、古江 優作3、大村 彩子3、石井 啓文4、平岡 望4 （1.物質・材料研究機構、2.理研、3.新潟

大理、4.台湾放射光）

FCCフラストレート磁性体 GdInCu4単結晶の磁性

Single crystalline study of the magnetism in FCC frustrated magnet GdInCu4

木原 史瑛1、〇中村 裕之1、和氣 剛1、田畑 吉計1、太田 寛人1 （1.京大工）

エピタキシャル YbFe2O4膜の構造と磁気転移温度との関係

Effects of structural properties of epitaxial YbFe2O4 films on their magnetic transition temperatures

〇野崎 真由1、大田 怜佳1、阪上 拓巳1、狩野 旬1、池田 直1、藤井 達生1 （1.岡山大学）（ ※この発表者は優秀講演

発表賞の対象者です。）

講演特集：遷移金属（希土類）化合物・酸化物材料の新物質と新物性 
座長:太田 寛人(京都大学)、辻井 直人(物質・材料研究機構) 

S=1/2 チタンフッ化物反強磁性体におけるカゴメ格子の歪みと物性 

Distortion of kagome lattice and physical properties of S=1/2 titanium fluoride antiferromagnets

〇林 真弘1、植田 浩明1、道岡 千城1、吉村 一良1、松尾 晶2、金道 浩一2 （1.京都大学理学研究科金相学研究室、2.東

京大学物性研究所） 

低温固相メタセシスによるサイトミクスチャーの無いスピネル酸化物 MgCo2O4の合成 

Synthesis of site-mixture-free spinel MgCo2O4 via a low-temperature solid state metathesis

〇原口 祐哉1、安倍 崇仁1、香取 浩子1 （1.東京農工大学工学研究院化学物理工学科） 

フェリ磁性ガーネット Gd3Fe5O12薄膜における磁気共鳴

Magnetic resonance in ferrimagnetic garnet Gd3Fe5O12 thin film

〇船田 晋作1、菅 大介1、石橋 未央1、塩田 陽一1、久富 隆佑1、森山 貴広1、島川 祐一1、小野 輝男1 （1.京都大学

化学研究所）（ ※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）

擬二次元層状化合物 LaCo2(P1− xAsx)2の遍歴電子強磁性

Itinerant-electron ferromagnetism in the quasi two dimensional layered compound LaCo2(P1− xAsx)2

〇松井 涼一郎1、森山 広大1、道岡 千城1、植田 浩明1、吉村 一良1 （1.京都大学理学研究科金相学研究室）（ ※この

発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）

層状化合物 SrCo2(Ge1-xPx)2における遍歴強磁性とスピン揺らぎ

Itinerant-electron ferromagnetism and spin fluctuation in the layerd compound SrCo2(Ge1-xPx)2

第Ⅶ会場

第Ⅶ会場

[8-1A]

[8-2A]

[8-3A]

[8-4A]

[8-5A]

[8-6B]

[8-7A]

[8-8A]

〇森山 広大1、道岡 千城1、植田 浩明1、吉村 一良1 （1.京都大学大学院理学研究科） 

一般講演発表：硬質材料 
座長:松原 秀彰(東北大学)、高田 真之(日本特殊合金) 

WC-Ni系硬質皮膜の機械的特性に及ぼす熱処理条件の影響 

Influence of Heat Treatment on the Mechanical Properties of WC-Ni Hard Coating 

〇大木 基史1、大庭 浩樹2、中川 昌幸3、齋藤 庸賀4、齋藤 浩1 （1.新潟大学工学部、2.新潟大学大学院自然科学研究

科、3.新潟県工業技術総合研究所、4.東京都立産業技術研究センター） 

超硬合金における WC/WC界面密着力評価 

Analysis of WC/WC Interfacial adhesion in cemented carbide 

〇小野 聡1、岡村 克己1、中島 英治2、光原 昌寿2、吉田 歩夢2 （1.住友電気工業株式会社、2.九州大学） 

AlNセラミックスの機械的性質に及ぼす硬質炭化物添加の効果 

Effects of hard carbide additions on mechanical properties of AlN ceramics 

〇関根 崇1,2、仁野 章弘2、菅原 靖1、杉山 重彰1、大口 健一2、泰松 斉2 （1.秋田県産業技術センター、2.秋田大学大学

院理工学研究科） 

W-Ti-Ta-C硬質セラミックスの機械的性質に及ぼす Taおよび Hf量の効果

Effects of Ta and Hf amount on mechanical properties of W-Ti-Ta-C hard ceramics

〇仁野 章弘1、石積 優人1、関根 崇2、杉山 重彰2 （1.秋田大学、2.秋田県産業技術センター）

一般講演発表：多孔体･生体材料 
座長:岸本 昭(岡山大学)、大槻 主税(名古屋大学) 

第Ⅷ会場

第Ⅷ会場

多孔質ゼオライトバルク体の作製と階層的気孔構造の評価 

Fabrication and characterization of hierarchically porous zeolite bulk body 

〇植松 昌子1,2、石井 健斗2、佐光 貞樹2、打越 哲郎1,2 （1.北海道大学、2.物質材料研究機構）（※この発表者は優秀講

演発表賞の対象者です。） 

籾殻と貝殻から作製する耐火断熱材 

Fireproof porous ceramics made from rice husks and shells 

〇横田 遼太郎1、近藤 真矢1、寺西 貴志1、岸本 昭1 （1.岡山大学）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

骨芽細胞への分化を促進する因子を導入した層状リン酸ジルコニウムのin vitro評価 

In vitro evaluation of layered zirconium phosphate introduced with promoting factor of osteogenic

differentiation 

〇大塚 陸渡1、遠藤 寛太1、中村 仁1,2、鳴瀧 彩絵1、大槻 主税1 （1.名古屋大学大学院 工学研究科、2.名古屋大学 高等

研究院）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。） 

再生骨材粉末を用いたゼオライト合成に関する基礎的研究 

Fundamental study of zeolite synthesis from recycled aggregate powder 

〇原田 哲利1、神田 康行2 （1.琉球大学大学院理工学研究科機械システム工学専攻、2.琉球大学工学部工学科機械工学

コース）（※この発表者は優秀講演発表賞の対象者です。）
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日本粉末冶金工業会受賞記念特別セッション 
座長:森谷 徹((株)ファインシンター) 

ご挨拶 

Opening Address 

〇井上 洋一1 （1.(株)ファインシンター） 

新製品賞・デザイン部門 

車載 LEDヘッドライト冷却ファン用軸受の焼結化 

Development Prize･ New Design 

Sintering of Bearings for Automotive LED Headlight Cooling Fans 

〇水村 吉徳1 （1.ポーライト(株)） 

新製品賞・デザイン部門 

パーキングロック部品の曲率溝形状型出し化によるコスト低減 

Development Prize･ New Design 

Cost-down by Using Shape Molding for the Curved Groove of Parking Lock Part 

〇原 哲也1 （1.(株)ファインシンター） 

新製品賞・デザイン部門 

二輪車トランスミッション用焼結部品 

Development Prize･ New Design 

Sintered Part for Motorcycle Transmission 

〇阿部 大地1 （1.(株)ダイヤメット） 

新製品賞・製法開発部門 

磁束密度を確保し鉄損を低減した HEV向けリアクトル用圧粉コア 

Development Prize･ Process Development 

Powder Magnetic Core for HEV with High Magnetic Flux Density and Low Iron Loss 

〇中西 真之1 （1.住友電気工業(株)） 

奨励賞 

冷蔵庫用・庫内庫外統合ファンモータ用軸受の開発 

Effort Prize 

Development of Bearings for Refrigerator Evaporator and Condenser Cooling Fans 

〇今江 晃誠1 （1.ポーライト(株)） 

奨励賞 

低コスト C/C複合材製カーボン系すり板の開発 

Effort Prize 

Development of Lower Cost C/C Composite Metalized Carbon Contact Strip 

〇吉井 達哉1 （1.(株)ファインシンター） 

2021年6月3日(木)

定時社員総会、受賞式、懇親会 
第Ⅰ会場

2021年度定時社員総会 

Ordinary General Meeting 2021 

2020年度協会賞受賞式 

Award Ceremony 2020 

第Ⅸ会場

17:00 懇親会 

Meeting Party 

REMOによるライブ配信

<本セッションは、講演概要PDFのみ公開>  講 演 時 間 の ご 案 内 

セッション区分別講演時間

各セッションの講演及び質問時間は次の通りですので、各持時間を厳守いただきますようお願い申し上げます。 

セッション名 講 演 時 間（分） 質 問 時 間（分） ライブ講演ベル時間

各種粉末の焼結技術および 
焼結機構の新たな展開 

※受賞記念講演 40
＊特 別 講 演 25

⼀般（講演A） 15 
⼀般（講演B） 10 

0 
5 

＊＜特別講演＞ 
講演開始 
23 分後 1 鈴 
25 〃 2 〃 
質問 
30 分後 終鈴 

＜招待講演＞ 
講演開始 
13 分後 1 鈴 
15 〃 2 〃 
質問 
20 分後 終鈴 

※＜受賞記念講演＞ 
講演開始 
38 分後 1 鈴 
40 分後 終鈴 
※オンデマンド動画配信の 

受賞記念講演の講演時間 
も40 分です。 

メカニカルアロイング技術 
を⽤いた材料開発 

＊特 別 講 演 25 
⼀般（講演A） 15 

5 

磁性材料・磁気デバイスにおける 
微細構造制御と機能発現 

※受賞記念講演 40
⼀般（講演A） 15 
⼀般（講演B） 10 

0 

光機能材料の基礎と応⽤ 

受賞記念講演 40 
特 別 講 演 30 
招 待 講 演 20 
⼀般（講演A） 10 

イオン伝導材料 
特 別 講 演 30 
⼀般（講演A） 15 
⼀般（講演B） 10 

遷移⾦属（希⼟類）化合物・ 
酸化物材料の新物質と新物性  

招 待 講 演 15 
⼀般（講演A） 15 
⼀般（講演B）  10 

5 

⼀    般 ⼀般（講演A） 15 
⼀般（講演B） 10 
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日本粉末冶金工業会受賞記念特別セッション 
座長:森谷 徹((株)ファインシンター) 

ご挨拶 

Opening Address 

〇井上 洋一1 （1.(株)ファインシンター） 

新製品賞・デザイン部門 

車載 LEDヘッドライト冷却ファン用軸受の焼結化 

Development Prize･ New Design 

Sintering of Bearings for Automotive LED Headlight Cooling Fans 

〇水村 吉徳1 （1.ポーライト(株)） 

新製品賞・デザイン部門 

パーキングロック部品の曲率溝形状型出し化によるコスト低減 

Development Prize･ New Design 

Cost-down by Using Shape Molding for the Curved Groove of Parking Lock Part 

〇原 哲也1 （1.(株)ファインシンター） 

新製品賞・デザイン部門 

二輪車トランスミッション用焼結部品 

Development Prize･ New Design 

Sintered Part for Motorcycle Transmission 

〇阿部 大地1 （1.(株)ダイヤメット） 

新製品賞・製法開発部門 

磁束密度を確保し鉄損を低減した HEV向けリアクトル用圧粉コア 

Development Prize･ Process Development 

Powder Magnetic Core for HEV with High Magnetic Flux Density and Low Iron Loss 

〇中西 真之1 （1.住友電気工業(株)） 

奨励賞 

冷蔵庫用・庫内庫外統合ファンモータ用軸受の開発 

Effort Prize 

Development of Bearings for Refrigerator Evaporator and Condenser Cooling Fans 

〇今江 晃誠1 （1.ポーライト(株)） 

奨励賞 

低コスト C/C複合材製カーボン系すり板の開発 

Effort Prize 

Development of Lower Cost C/C Composite Metalized Carbon Contact Strip 

〇吉井 達哉1 （1.(株)ファインシンター） 

2021年6月3日(木)

定時社員総会、受賞式、懇親会 
第Ⅰ会場

2021年度定時社員総会 

Ordinary General Meeting 2021 

2020年度協会賞受賞式 

Award Ceremony 2020 

第Ⅸ会場

17:00 懇親会 

Meeting Party 

REMOによるライブ配信

<本セッションは、講演概要PDFのみ公開>  講 演 時 間 の ご 案 内 

セッション区分別講演時間

各セッションの講演及び質問時間は次の通りですので、各持時間を厳守いただきますようお願い申し上げます。 

セッション名 講 演 時 間（分） 質 問 時 間（分） ライブ講演ベル時間

各種粉末の焼結技術および 
焼結機構の新たな展開 

※受賞記念講演 40
＊特 別 講 演 25

⼀般（講演A） 15 
⼀般（講演B） 10 

0 
5 

＊＜特別講演＞ 
講演開始 
23 分後 1 鈴 
25 〃 2 〃 
質問 
30 分後 終鈴 

＜招待講演＞ 
講演開始 
13 分後 1 鈴 
15 〃 2 〃 
質問 
20 分後 終鈴 

※＜受賞記念講演＞ 
講演開始 
38 分後 1 鈴 
40 分後 終鈴 
※オンデマンド動画配信の 

受賞記念講演の講演時間 
も40 分です。 

メカニカルアロイング技術 
を⽤いた材料開発 

＊特 別 講 演 25 
⼀般（講演A） 15 

5 

磁性材料・磁気デバイスにおける 
微細構造制御と機能発現 

※受賞記念講演 40
⼀般（講演A） 15 
⼀般（講演B） 10 

0 

光機能材料の基礎と応⽤ 

受賞記念講演 40 
特 別 講 演 30 
招 待 講 演 20 
⼀般（講演A） 10 

イオン伝導材料 
特 別 講 演 30 
⼀般（講演A） 15 
⼀般（講演B） 10 

遷移⾦属（希⼟類）化合物・ 
酸化物材料の新物質と新物性  

招 待 講 演 15 
⼀般（講演A） 15 
⼀般（講演B）  10 

5 

⼀    般 ⼀般（講演A） 15 
⼀般（講演B） 10 
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登   録   費                 ※不課税 
事前予約   5⽉14⽇（⾦）までに申し込みをされた⽅ 

正 会 員 学 ⽣ ⾮  会 員 
12,000円※ 6,000円※ 30,800円〈税込み〉 

⾮予約（当⽇） 5⽉15⽇（⼟）〜6⽉3⽇（⽊） 
正 会 員 学 ⽣ ⾮  会 員 
14,000円※ 7,000円※ 30,800円〈税込み〉 

  ５⽉15(⼟)以降のお申し込みは，クレジットカード決済の
みとなります。 

 
○正会員等の他⼈への名義貸しは堅くお断りします． 
○発表者は必ず登録をして下さい． 
○維持会員・特別会員の⽅へ 

以前設けておりました維持会員および特別会員の特典は
なくなりました.⼤会にご参加頂く場合は，通常の登録(正
会員)をお願いします. 

 
講演概要集について 
 講演概要集は冊⼦体では作成しません. 全講演概要は，上
記⼤会Webサイトで公開します. 講演概要閲覧には，参加登
録が必要です. 参加事前予約申込者には，決済終了後、閲覧
に必要なログインIDとパスワードを連絡します. 講演概要は 
5⽉18⽇(⽕) に公開します． 

今まで概要集のみお申込をされていた⽅も，通常の参加登
録を頂き，概要の閲覧をお願いします． 

 
懇 親 会 

⽇時：6⽉3⽇(⽊) 17:00〜19:00 
オンライン開催：REMOを利⽤ 
参加費：無料 
 

申 込 ⽅ 法  
上記⼤会Webサイトよりお申込下さい. 
講演申込者は，申込時に作成したIDとPWでログインの上，

参加申込をして下さい.それ以外の⽅は，最初にアカウント
の作成を頂き，ID，パスワード取得後に参加申込下さい. 

事前参加申込の参加費はクレジットまたは銀⾏振込でお⽀
払い下さい. 

また，5⽉15⽇(⼟)以降の参加費の⽀払いはクレジットカ
ードのみの取扱いとなります 

◎既納⾦はいかなる理由があっても返⾦致しません． 
 

参加登録者へのIDとPWの送付 
５⽉14⽇(⾦)までに事前参加申込ならびにオンライン決済

を完了された⽅には、決済完了後、講演概要PDFならびにオ
ンラインでの講演（ライブ配信ならびにオンデマンド配信）
視聴に必要ログインIDとPWがメールで送られます。お⼿元
に届いたメールは⼤切に保管下さい。 

なお，５⽉15⽇(⼟)以降の参加登録の⽅には，決済完了後
間もなく，ログインIDとPWをお送りします。 

 

 

予約申込締切⽇   2021年5⽉14⽇（⾦）24:00 
（予約登録費⽀払期限） 
 
申   込   先   ⼀般社団法⼈   粉体粉末冶⾦協会 

（〒606-0805）京都市左京区下鴨森本町15    ⽣研内 
Tel    075（721）3650 代    Fax   075（721）3653 
E-mail:  taikai@jspm.or.jp 
 

※発表者の⽅は会員⼿続きが必要です。 
⼊会申込みは当会HP（https://www.jspm.or.jp）から 
お⼿続き下さい。 

 
 

2021年度春季⼤会実⾏委員 
 

委員会 京都⼤学  島 川 祐 ⼀ 
委 員 福⽥⾦属箔粉⼯業(株)  新 ⾒ 義 朗 
 京都⼤学  ⽯ 原 慶 ⼀ 
 (株)村⽥製作所  ⼤ 宮 季 武 
 京都⼤学  ⼩ 野 輝 男 
 同志社⼤学  加 藤 将 樹 
 京都⼯芸繊維⼤学  塩 野 剛 司 
 京都⼤学  ⽥ 中 勝 久 
 応⽤科学研究所  ⻑ 江 正 寛 
 京都⼤学  中 村 裕 之 

 




