
座長 座長 座長 座長 座長 座長

講演 1 ～ 4 講演 26 ～ 29 講演 48 ～ 50 講演 71 ～ 74 講演 94 ～ 97 講演 118 ～ 121

座長 座長 座長 座長 座長 座長

講演 5 ～ 8 講演 30 ～ 32 講演 51 ～ 54 講演 75 ～ 78 講演 98 ～ 101 講演 122 ～ 125

13:00～14:30

14:40～15:30

15:40～16:30

16:40～17:40

18:45～20:45

座長 座長 座長 座長 座長 座長

講演 9 ～ 12 講演 33 ～ 36 講演 55 ～ 58 講演 79 ～ 82 講演 102 ～ 105 講演 126 ～ 129

座長 座長 座長 座長 座長 座長

講演 13 ～ 16 講演 37 ～ 40 講演 59 ～ 62 講演 83 ～ 86 講演 106 ～ 109 講演 130 ～ 133

座長 座長 座長 座長 座長 座長

講演 17 ～ 20 講演 41 ～ 43 講演 63 ～ 66 講演 87 ～ 90 講演 110 ～ 113 講演 134 ～ 137

座長 座長 座長 座長 座長 座長

講演 21 ～ 25 講演 44 ～ 47 講演 67 ～ 70 講演 91 ～ 93 講演 114 ～ 117 講演 138 ～ 141

T1：　難燃性マグネシウム合金展伸部材創製のための最新技術開発4
T2：　医療用軽金属材料における表界面制御の現状と将来展望
T3：　シンクロ型LPSO構造の材料科学Ⅲ

14:30～16:10

積層・
ポーラス材2

生体用途
（チタン粉末冶金）

（～15:50）

航空機・宇宙
（時効）
（～15:50）

T3④
溶解・凝固・

鋳造2
自動車

（マグネシウム）

小泉雄一郎 本間智之

東田賢二 原田陽平 増田哲也

昼食　/　若手の会（R4　２F研修室　11:50～13:00）

廣澤渉一 中谷彰宏 織田和宏 行武栄太郎

休憩

13:00～14:20

積層・
ポーラス材1

T2② T1③ T3③

休憩

10:30～11:50

新機能 T2① T1② T3②
自動車
（鋳物）

自動車
（時効析出・
相分解4）

坂入正敏 上田正人

溶解・凝固・
鋳造1

自動車
（加工）

半谷禎彦 三浦永理 吉田克仁 阿部英司 高橋功一 山中晃徳

上東直孝

自動車
（時効析出・
相分解3）

境　昌宏 小林郁夫 鎌土重晴 相澤一也 久米裕二 倉本　繁
9:00～10:20

腐食防食
生体用途

（β型チタン）
T1① T3① 摩擦利用

R1-211 R1-212 R1-311 R1-312 U2-311 U2-312

移動

懇親会（千里阪急ホテル）

第２日目：2016年5月29日（日）
　　　　会　場

 時　間

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場

休憩

定時総会、表彰式　（U3-211）
休憩

軽金属学会賞受賞講演「アルミニウム合金のマルチ組織制御と高強度・高延性化への挑戦」
東京工業大学名誉教授　里　達雄　君　（U3-211）

休憩

市民フォーラム「新しいステージに入った災害に巻き込まれないための知恵」
関西大学　社会安全学部・社会安全研究センター　センター長　　河田　惠昭　教授　（U3-211）

堀川敬太郎 吉野路英 高木秀有 宍戸久郎

昼食　/　企業交流会マイクプレゼンテーション（U2-214）　/　女性会員の会（R4 2F研修室　12:00～14:40）

ポスターセッション（U2-211,212）

休憩

10:30～11:50

電子・電気材料 塑性加工
（～11:30）

航空機・宇宙
（水素）

自動車
（熱交）

力学的特性
自動車

（時効析出・
相分解2）

岩村信吾 西田進一

寺田大将 池田賢一 森下　誠 小林正和 足立大樹

R1-311 R1-312 U2-311 U2-312

一般社団法人　軽金属学会
第130回春期大会プログラム

会　　 　　期：2016年5月27日（金）～29日（日）（27日（金）は見学会）

大 会 会 場：大阪大学　吹田キャンパス（阪急千里線　北千里駅下車　東へ徒歩約15分）

懇親会会場：千里阪急ホテル（北大阪急行（地下鉄御堂筋線と連結）・大阪モノレール　千里中央駅下車　すぐ）

講演セッション・行事一覧

9:00～10:20

航空機・宇宙
（酸化・腐食）

新材料
(9:20～)

再結晶
自動車

（連続鋳造）
新手法・解析

第１日目：2016年5月28日（土）
　　　　会　場

 時　間

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場

R1-211 R1-212

自動車
（時効析出・
相分解1）

大谷良行



1 大気中でのTiおよびTi-6Al-4V合金の高温酸化と拡散に関する
基礎研究／新居浜高専　○高橋知司，　平澤英之，　池田咲
里，　吉田安里

26 リバース4D材料エンジニアリングによるアルミニウム合金のミクロ
組織最適化／九州大　○戸田裕之，　徐道源，　Han LI，
ITESM　Rafael BATRES，　JASRI　上杉健太朗，　竹内晃久

2 Ti-6Al-4V合金の耐酸化性に及ぼすSi添加の影響／東北大　〇
（院）前田幸大，　上田恭介，　成島尚之

27 X線回折援用結晶粒界追跡法を用いたアルミニウム合金の変形
挙動解析／九州大　○平山恭介，　戸田裕之，　JASRI　上杉健
太朗，　竹内晃久

48 Al-Mg-Si系合金の再結晶挙動に及ぼす焼鈍条件の影響／
UACJ　○長谷川啓史，　田中宏樹

3 純アルミニウム1050とCFRPとのガルバニック腐食に及ぼす液流
動条件の影響／室蘭工大　〇（院）植松祐貴，　境　昌宏

28 カーボンナノチューブ分散強化高強度アルミニウム複合材の研
究／大阪大接合研　○陳　彪，　今井久志，　近藤勝義

49 超塑性Al-Mg-Mn合金における連続動的再結晶の初期過程／
東京大　〇(院)増田紘士，　首都大　(院)金澤孝昭，　宇宙研
戸部裕史，　佐藤英一

4 6000系アルミニウム合金の耐湿潤ガス応力腐食割れ性に及ぼす
合金組成の影響／茨城大　〇(学)青島翔平，　(院)楊　帆，　車
田　亮，　伊藤吾朗

29 423Kで時効させたMg-Y-RE合金におけるYの影響／富山大
○(院)浜口拓也，　李昇原，　才川清二，　北陸職能開発大　池
野　進，　富山大　松田健二

50 半溶融射出成形AM60Bマグネシウム合金のα相における動的
再結晶挙動／日本製鋼　○柳屋岳彦，　岸　恭弘，　梶川耕司，
山口　毅，　斉藤　研，　田中慎二

5 Sn添加アルミニウム箔の特性評価／東洋アルミ　○秋山聡太
郎，　井上英俊，　多田裕志

30 ダイレスしごきスピニングによる二重円筒の成形／高知高専　○
鈴木信行，　竹内　修

51 7XXXアルミニウムのき裂進展挙動における水素の役割／九州
大　○Md. Shahnewaz Bhuiyan，　戸田裕之，　JASRI　上杉健太
朗，　竹内晃久，　UACJ　渡辺良夫

6 電解コンデンサ用陽極箔の化成前水和処理条件が化成皮膜中
の欠陥に与える影響／日本軽金属　○榎　修平，　清水裕太，
片野雅彦

31 弾性体ベースインクリメンタルフォーミングによる二重角筒の成形
／高知高専　〇(学)藤岡玄紘，　(学)多田駿斗，　鈴木信行，
竹内　修

52 Al-Zn-Mg-Cu合金における水素誘起擬へき開破壊／九州大
〇(学)益永涼平，　戸田裕之，　(院)蘇　航，　JASRI　上杉健太
朗，　竹内晃久，　UACJ　渡辺良夫

7 Al-Fe合金箔の軟化特性に及ぼすSi添加と熱処理条件の影響
／三菱アルミ　○鈴木貴史，　遠藤昌也，　崔　祺

32 アルミニウム箔表面における深紫外線反射特性の向上／東洋ア
ルミ　○新宮　享，　大八木光成

53 Al-Zn-Mg合金における水素トラップ挙動／九州大　〇（学）藤原
比呂，　戸田裕之，　清水一行，　JASRI　竹内晃久，　上杉健太
朗

8
欠
講

表面活性化接合法によるステンレス鋼/マグネシウム合金クラッド
材の開発／東洋鋼鈑　○橋本裕介，　岡山浩直，　南部光司

54 Al-Mg-Si合金中の水素挙動に及ぼす銅添加の影響／茨城大
〇(院)井出一平，　伊藤吾朗

9:00～
10:20

10:30～
11:50

航空機・宇宙（酸化・腐食） 新材料 再結晶

第１日目　2016年5月28日（土）
第１会場　(R1-211) 第２会場　(R1-212) 第３会場　(R1-311)

大谷良行(UACJ) 寺田大将(千葉工大) 池田賢一(北海道大)

第１会場　(R1-211) 第２会場　(R1-212) 第３会場　(R1-311)

休憩（10:20～10:30）

岩村信吾(UACJ) 西田進一(群馬大) 堀川敬太郎(大阪大)

電子・電気材料 塑性加工 航空機・宇宙（水素）



71 高速双ロールキャスト法により作製したAl-Mn系合金のTEM解析
／東京工大　〇（院）宋　濫，　村石信二，　熊井真次

94 SEM-TKD法を用いた5182冷延板の変形組織解析／神戸製鋼
○田中友己，　塩入翔也，　有賀康博，　松本克史，　コベルコ
科研　諸永友美，　与田利花

118 Al-Mg-Si合金の磁化の時間変化／富山大　〇(院)畠山大智，
西村克彦，　並木孝洋，　松田健二，　(院)吉野太規，　布村紀
男，　理研仁科センター　松崎禎市郎

72 各種銅合金製ロールを用いたアルミニウム合金の双ロールキャ
スティング／群馬大　○西田進一，三菱アルミ　中浦祐典

95 ゴムメタルの強度に及ぼす変形速度の影響／茨城大　〇(院)小
野瀨航平，　(院)柴山裕輝，　倉本　繁，　物材機構　鈴木拓哉，
仲川枝里，　大村孝仁

119 Ag、Sn添加Al-Mg-Si系合金の時効過程の陽電子消滅法による
解析／神戸製鋼　○松本克史，　宍戸久郎，　有賀康博，　大阪
大　（院）清水勝士，　水野正隆，　荒木秀樹

73 双ロール式連続鋳造における結晶粒微細化剤の微細化能／Ｕ
ＡＣＪ　○松居　悠，　高橋功一

96 マイクロカロリメータEDSにより測定したAl-Si合金におけるSiの濃
度分布／物材機構　○井誠一郎，　原　徹，　土谷浩一

120 3DAPとTEMの併用による6016アルミニウム合金の自然時効材と
予備時効材におけるクラスタ形成と時効析出過程の解明／神戸
製鋼　○有賀康博，　小塚雅也，　宍戸久郎，　Hydro
Aluminium　O.Engler，　C.Schafer，　H.J.Brinkman，　SINTEF
C.D.Marioara

74 Al-Si-Fe-Mn系合金の機械的特性に及ぼす第2相粒子の影響
／日本軽金属　○半田岳士，　土屋清美，　穴見敏也

97 ふっ化物溶融塩を用いたAl-Sc合金の製造／日本軽金属　○手
島　翼，　日軽金アクト　谷津倉政仁，　日本軽金属　杉田　薫

121 3DAPを用いたMg/Si比が異なるAl-Mg-Si合金のナノクラスタ形
成と二段時効挙動の関係解明／東京工大　〇（院）金聖寧，　小
林郁夫，　里　達雄，　神戸製鋼　小塚雅也，　有賀康博

75 熱交換器用Al-Mn系合金フィン材の強度および再結晶挙動に
及ぼす銅添加の影響／日本軽金属　○鈴木健太，　小久保貴
訓，　佐々木智浩，　穴見敏也

98 メカニカルアロイング法により作製したAl-5La2O3とAl-5Y2O3の室

温および高温における機械的性質／愛媛大　○阪本辰顕，　愛
媛大　(院）綷谷将太，　小林千悟

122 Zn, Mg量の異なるAl-Zn-Mg合金に対するTEM観察／富山大
〇(院)有田竜馬，　(院)青木文謙，　李昇原，　北陸職能開発大
池野　進，　富山大　松田健二，　アイシン軽金属　西川知志，
吉田朋夫，　村上　哲

76 ろう付加熱した自動車熱交換器用犠牲材の時効挙動／神戸製
鋼　○木村申平，　鶴野招弘

99 プラズマチャージしたAl-Zn-MgおよびAl-Cu-Mg合金の引張特
性／茨城大　〇（院）庄司章人，　伊藤吾朗

123 時効処理を施したAl-Mg-Ge合金における析出組織へのAg, Cu
の影響／富山大　〇(院)佐藤達也，　(院)河合晃弘，　李昇原，
北陸職能開発大　池野　進，　富山大　松田健二

77 フラックスレスろう付用アルミニウム合金における酸化皮膜の破壊
挙動に及ぼすろう付加熱時間の影響／UACJ　○山吉知樹，
伊藤泰永

100 5182冷延板の曲げ加工性に及ぼす変形組織の影響／神戸製
鋼　○塩入翔也，　田中友己，　山口正浩，　鶴田淳人

124 Al-Mg-Si合金の時効挙動と力学特性に及ぼす予加工の影響／
千葉工大　〇（院）川渕純一，　（学）中澤真士，　（学）門田悠
司，　寺田大将

78 極低酸素分圧雰囲気におけるアルミニウム合金のフラックスレス
ろう付／千葉工大　〇（学）篠田智之，　小澤俊平，　栗林一彦，
UACJ　山吉知樹，　伊藤泰永

101 マルチスケールインデンテーションによる純アルミニウムの材料
強度のひずみ速度依存性評価／防衛大　○山田浩之，　（院）
堀田　緑，　小笠原永久

125 Mg-Gd-Sc合金における各添加元素の時効硬化への影響／富
山大　〇(院)戸室優佳，　(院)浜口拓也，　李昇原，　才川清二，
北陸職能開発大　池野　進，　富山大　松田健二

9:00～
10:20

10:30～
11:50

自動車（連続鋳造） 新手法・解析 自動車（時効析出・相分解1）

第４会場　(R1-312) 第５会場　(U2-311) 第６会場　(U2-312)

第１日目　2016年5月28日（土）

吉野路英(三菱アルミ) 高木秀有(日本大) 宍戸久郎(神戸製鋼)

自動車（熱交） 力学的特性 自動車（時効析出・相分解2）

第４会場　(R1-312) 第５会場　(U2-311) 第６会場　(U2-312)

休憩（10:20～10:30）

森下　誠(神戸製鋼) 小林正和(豊橋技科大) 足立大樹(兵庫県立大)



9 Al塗装材の糸錆腐食試験における付着塩種の影響／UACJ　○
三村達矢，　小林敏明，　島田隆登志，　大谷良行，　小山高
弘，　兒島洋一

33 蛍光X線ホログラフィー法によるTi-Nb合金単結晶中マルテンサ
イト相のNb近傍局所原子構造解析／宇都宮大　○山本篤史
郎，　名古屋工大　林　好一，　広島市立大　八方直久，　熊本
大　細川伸也

55 【基調講演】AZX612及びAZ61合金押出材の応力腐食割れと耐
食性／産総研　湯浅元仁，　茨城県工技セ　行武栄太郎，　産
総研　黄新ショウ，　鈴木一孝，　斎藤尚文，　○千野靖正

10 塩化物イオン環境中でのAl合金の腐食挙動に及ぼす硫酸イオ
ンの影響／三菱アルミ　○吉野路英，　加藤いづみ，　岩尾祥
平，　江戸正和

34 β型Ti-X合金のヤング率とβ相安定性における合金元素の影
響の第一原理計算／大阪府立大　（院）小谷野淳史，　○上杉
徳照，　瀧川順庸，　東　健司

56 異種アニオン含有塩水環境下における難燃性マグネシウム合金
AZX612の腐食挙動／芝浦工大　〇（院）綱川美佳，　(院)白鳥
亮太，　(院)中村嘉恵，　石﨑貴裕

11 カチオンによるアルミニウムの淡水腐食予測の新指標／北海道
大　○坂入正敏，　（院）大谷恭平，　日軽金　兼子　彬

35 Ti-Fe-Moβ型合金の相構成と熱処理挙動／関西大　○池田勝
彦，　上田正人，　（学）石丸雄基

57 Mg-8Al-1Zn-1Ca合金圧延材の機械的特性と異方性／権田金
属　○野田雅史，　野口宗利

12 乾湿繰返し環境におけるアルミニウム合金の腐食機構とその塩
化物イオン濃度依存性／旭川高専　○永井かなえ，　斉藤　嵩，
杉浦みのり，　兵野　篤，　千葉　誠，　ダイキン工業　柴田　豊，
旭川高専　高橋英明

36 Ti-Nb、Ti-Mo基形状記憶合金の格子変形ひずみに及ぼす第
三元素の影響の第一原理計算／大阪府立大　〇（院）南 大地，
上杉徳照，　瀧川順庸，　東　健司

58 難燃性Mg合金幅広板材の強度と延性に及ぼす圧延条件の影
響／権田金属　○福田裕太，　野田雅史，　早川佳伸

13 自己修復性塗膜の修復能の分散カプセル合成条件による影響
／旭川高専　○姉帯 一樹，　山田 千波，　Free University
Brussels	　Sven Pletincx，　Hilke Verbruggen，　旭川高専　兵野
篤，　千葉 誠，　Free University Brussels	　Iris　De　Graeve，
Herman Terryn，　旭川高専　高橋英明

37 【基調講演】化学的材料表面制御に基づく高機能性インプラント
作製の試み／名古屋大未来研　○黒田健介

59 Mg-Al-Ca-Mn系高濃度合金圧延材の機械的性質及びミクロ組
織に及ぼす圧延温度の影響／長岡技科大　〇(院)松本拓也，
(院)中田大貴，　鎌土重晴，　住友電工　苅尾耕司，　諏澤和
葉，　吉田克仁，　河部　望

14 熱処理によるアノード酸化ポーラスアルミナの結晶化に対するリ
ン酸アニオンの影響／工学院大　〇（院）重原嘉人，　橋本英
樹，　阿相英孝，　小野幸子

38 Ti表面に形成させたCa(OH)2皮膜の変質と保管条件との関係／

関西大　○春名　匠，　(学)南方良太，　(学)水口拓也

60 Mg-Al-Zn-Ca合金圧延材の成形性に及ぼす組織と金属間化合
物の影響／権田金属　○伊藤友美，　野田雅史，　鉄道総研
森　久史

15 カーボンコートAl集電体によるリチウムイオン電池の長寿命化／
ＵＡＣＪ　○八重樫起郭，　本川幸翁，　加藤　治，　 芦澤公一，
兒島洋一

39 CP Ti並びにTi-Nb-Ta-Zr合金の高温酸化膜の界面組織観察
／兵庫県立大　○三浦永理，　名古屋工大　渡辺義見，　春日
敏宏，　東北大金研　新家光雄

61 希薄Mg-Al-Ca-Mn合金高速押出し材の機械的性質およびミク
ロ組織に及ぼす第二相粒子の影響／長岡技科大　〇(院)安嶋
龍太，　(院)中田大貴，　鎌土重晴，　三協立山　松本泰誠，　清
水和紀

16 注水式マグネシウム‐空気電池の放電特性／アクモH　○中津川
勲，　鈴木　進

40 結晶方位によるMg合金溶解挙動の制御／大阪大　○萩原幸
司，　(院）大久保政欣，　熊本大MRC　山崎倫昭，　大阪大　中
野貴由

62 時効硬化型Mg-Al-Ca-Mn合金高速押出し材の高性能化／長
岡技科大　〇(院)中田大貴，　(院)安嶋龍太，　鎌土重晴，　三
協立山　松本泰誠，　清水和紀，　物材機構　佐々木泰祐，　宝
野和博

9:00～
10:20

10:30～
11:50

昼食/若手の会（R4 2F研修室　11:50～13:00）

休憩（10:20～10:30）

腐食防食 生体用途（β型チタン） T1①

第2日目　2016年5月29日（日）
第１会場　(R1-211)

境　昌宏(室蘭工大) 小林郁夫(東京工大) 鎌土重晴(長岡技科大)

第２会場　(R1-212) 第３会場　(R1-311)

坂入正敏(北海道大) 上田正人(関西大) 上東直孝(鉄道総研)

新機能 T2① T1②

第１会場　(R1-211) 第２会場　(R1-212) 第３会場　(R1-311)



79 【基調講演】シンクロ型LPSO構造に関する研究動向／熊本大
MRC　○河村能人

102 Al合金/鉄鋼材料間における摩擦攪拌点接合の接合ツール形
状が接合強度に及ぼす影響／豊橋技科大　○安井利明，　中
村孝洋，　福本昌宏

126 Cu添加した6XXX系Al合金の時効挙動に及ぼす加工の影響／
富山大　〇(院)捫垣俊哉，　李昇原，　北陸職能開発大　池野
進，　富山大　松田健二

80 Mg-Zn-Gd合金の濃化層析出機構に及ぼす母相過飽和度の影
響／東北大金研　○木口賢紀，　（院）山口陽平，　(院)田代峻
也，　大阪大　佐藤和久，　東北大金研　今野豊彦

103 ECAP加工板材の摩擦攪拌接合における継手効率と接合条件
の関係／芝浦工大　〇（学）関根友世，　（院）永野高彬，　青木
孝史朗，　宇都宮登雄，　（学）山内　潤

127 Al-Mg-Si合金の2段時効挙動に及ぼす最終時効温度の影響／
神戸製鋼　○北村智之，　高木康夫

81 Mg-TM-Yb合金への圧力効果／愛媛大　○松下正史，　熊本
大　山崎倫昭，　愛媛大　犬飼亮太，　塚本亮太，　新名　亨，
入舩徹男，　熊本大　河村能人

104 AZ91マグネシウム合金切削屑を用いた摩擦固化成形時の流動
特性／日本大　〇(院)相馬健一郎，　前田将克，　加藤数良，
野本光輝

128 冷間多軸鍛造加工を施したA6063合金の時効による機械的特性
の変化／豊橋技科大　○青葉知弥，　小林正和，　三浦博己

82 高圧合成Mg-Zn-Ybにおける新規長周期相のSTEM解析／東京
大　〇（院）藤田尚也，　(院)山下賢哉，　松下正史，　熊本大
山崎倫昭，　河村能人，　東京大　阿部英司

105 アルミニウム合金/チタン箔材の摩擦攪拌拡散接合に及ぼす保
持時間の影響／宇都宮大　〇（院）児玉　崇，　高山善匡，　山
本篤史郎，　渡部英男

129 HPT加工を施したAl-Cu-Mg-(Zn)合金の時効挙動／富山大　〇
(院)河合健汰，　(院)捫垣俊哉，　李昇原，　九州大　堀田善治，
北陸職能開発大　池野　進，　富山大　松田健二

83 急冷MgYZn合金の昇温時の組織変化の放射光による評価／京
都大　○奥田浩司，　（院）田中浩登，　(学）杉野智裕，　熊本大
MRC　山崎倫昭，　河村能人

106 T6熱処理したAl-7%Si-0.3%Mg系合金鋳物の時効硬化挙動／富
山大　○（院）高橋弘太，　(院)香村祥太，　柳原恵美，　才川清
二，　松田健二，　北陸職能開発大　池野　進

130 Zn量とMg量を変化させた時におけるAl-Zn-Mg-Cu合金の機械
的性質と組織観察／富山大　〇(院)青木文謙，　李昇原，　(院)
松田健二，　北陸職能開発大　池野　進，　アイシン軽金属　西
川知志，　吉田朋夫，　村上　哲

84 高規則度Mg-Al-Gd系LPSO相中に生成した格子間サイト占有
の定量解析／東京大　〇(院)山下賢哉，　東北大多元研　津田
健治，　東京大　阿部英司

107 溶体化処理を施したAl-7%Si-0.3%Mg系合金鋳物の二段時効挙
動／富山大　〇（院）小笹智也，　(院)香村祥太，　柳原恵美，
才川清二，　松田健二，　北陸職能開発大　池野　進

131 Mg/Si比、Mg+Si量の異なるAl-Mg-Si合金の機械的性質と時効
析出物／富山大　〇（院）吉野太規，　李昇原，　北陸職能開発
大　池野　進，　富山大　松田健二

85 Mg-TM-Y(TM=Cu,Ni)合金に生成するLPSO相の構造多形／千
葉大　〇（院）瀬尾　篤，　(院)大角拓也，　糸井貴臣，　北海道
大　三浦誠司，　北海道科大　堀内寿晃

108 Al-Si-Mg系ダイカスト合金のT5熱処理挙動に及ぼす予備時効
条件の影響／ヤマハ発動機　○進藤孝明，　伊藤寿浩，　木村
嘉浩

132 擬二元系Al-Mg2Si合金におけるCuとAgの添加による時効析出

変化／富山大　〇(院)松本　叡，　(院)捫垣俊哉，　北陸職能開
発大　池野　進，　富山大　松田健二，　李昇原

86 18R 単相シンクロ型LPSO合金のその場圧縮試験下でのグレイン
境界観察／高輝度光研究セ　○木村滋，　梶原堅太郎，　大阪
大　志村考功

109 Al-Mg-Si系合金鋳物における共晶Mg2Siの形態に及ぼすリンお

よびマンガンの影響／日本軽金属　○山元泉実，　織田和宏，
岡田　浩

133 時効処理を施したAl-Mg-Ge合金における析出組織のTEM観察
／富山大　(院)河合晃弘，　○松田健二，　李昇原，　北陸職能
開発大　池野　進

9:00～
10:20

10:30～
11:50

第2日目　2016年5月29日（日）

T3② 自動車（鋳物） 自動車（時効析出・相分解4）

相澤一也(原子力機構) 久米裕二(山形大) 倉本　繁(茨城大)

休憩（10:20～10:30）

T3① 摩擦利用 自動車（時効析出・相分解3）

第４会場　(R1-312) 第５会場　(U2-311) 第６会場　(U2-312)

第５会場　(U2-311) 第６会場　(U2-312)

昼食/若手の会（R4 2F研修室　11:50～13:00）

東田賢二(九州大) 原田陽平(東京工大) 増田哲也(神戸製鋼)

第４会場　(R1-312)



17 電磁圧接による2000系アルミニウム合金の接合板の作製とその
界面組織観察／千葉大　〇(院)井上祥一，　糸井貴臣，　都立
産技高専　岡川啓悟

41 【基調講演】　ドライプロセスを用いたチタンの生体用表面改質／
東北大　○成島尚之

63 希薄Mg-Al-Ca-Mn系マグネシウム合金の押出特性評価／三協
立山　〇松本泰誠，　小川正芳，　清水和紀，　長岡技科大
（院）中田大貴，　鎌土重晴

18 電磁圧接したAl/Cu接合材の波状界面の形成過程と接合界面
の温度変化の数値解析／東工大　〇(院)西脇淳人，　原田陽
平，　村石信二，　熊井真次

64 難燃性マグネシウム合金の接合材の機械的特性評価／鉄道総
研　○上東直孝，　森　久史

19 メッキを利用したアルミニウム積層化におけるアンカー効果／京
都大　〇（院）小橋庸平，　袴田昌高，　馬渕守

42 TiへのAg含有非晶質リン酸カルシウム薄膜の作製とその抗菌性
評価／東北大　○上田恭介，　（院）近藤なつ美，　オズカンゴク
チェカヤ，　名古屋大　小幡亜希子，　春日敏宏，　東北大　小
笠原康悦，　成島尚之

65 難燃性マグネシウム合金FSW接合部の温間変形特性／茨城県
工技セ　○行武栄太郎，　上田　聖，　大阪大接合研　上路林太
郎，　藤井英俊，　総合車両製作　石川　武

20 Al被覆Mg合金薄板の塑性変形挙動に及ぼす微細組織の影響
／北海道大　○徳永透子，　松浦清隆，　大野宗一

43 表面修飾によるチタン表面の骨形成制御／関西大　○上田正
人，　池田勝彦

66 AE法を用いた難燃性マグネシウム合金接合中の高精度位置標
定／東京大　○伊藤海太，　榎　学，　茨城県工技セ　行武栄太
郎

21 Al-xSi-Mg合金の金属粉末積層造形材における組織と力学特性
／　千葉工大　〇（院）荒井俊範，　寺田大将，　コイワイ　安達
充，　栗田健也，　永田佳彦，　小岩井修二，　九州大　中島英
治

44 SPSで加工した細粒Ti6Al4Vの機械的特性／東京工大　〇(院)
キナンティ ララサティ，　(院)岡井大河，　小林郁夫

67 高ひずみ速度加工を与えた7075アルミニウム合金の時効硬化特
性／大阪大　○堀川敬太郎，　（院）遠藤　剛，　小椋　智，　小
林秀敏

22 レーザ積層造形法を用いて作製したAC4CHアルミニウム合金の
組織と機械的性質／大阪府立産技研　○木村貴広，　中本貴
之，　大阪大　水野正隆，　荒木秀樹

45 放電プラズマ焼結法によるZrO2/Ti6Al4V合金焼結接合材の界

面組織／長岡高専　○青柳成俊，　（学）忠康太，　（学）源川竜
也

68 Al-Zn-Mg系合金冷間圧延材の引張特性に及ぼす試験環境の
影響／茨城大　〇(院)中島祐樹，　倉本　繁

23 レーザ積層造形法により作製したAl-10%Si-0.4%Mg合金の疲労
特性に及ぼす内部欠陥の影響／大阪府立産技研　○平田智
丈，　木村貴広，　中本貴之

46 粉末冶金法によるTi-Mg合金の創製およびその特性／日本大
(院)大野卓哉，　○久保田正広

69 2000系アルミニウム合金の疲労特性に及ぼす熱処理と微量元素
の影響／岡山理科大　○中川惠友，　茨城大　伊藤吾朗，　神
戸製鋼　中井　学，　岡山理科大　松浦洋司，　金谷輝人

24 レーザ積層造形法により表面緻密層を形成した発泡アルミニウ
ムの圧縮変形特性／大阪大　○松本　良，　(院)金谷重宏，　宇
都宮裕

47 窒素固溶強化純チタン焼結材の摩擦摺動特性／大阪大　○
（院）山辺康宏，　大阪大接合研　近藤勝義

70 遷移元素添加したAl-Mg₂Si合金の時効析出挙動／富山大　〇
(院)黒田泰孝，　(院)吉野太規，　北陸職能開発大　池野　進，
富山大　李昇原，　松田健二

25 ADC12アルミニウムフォームサンドイッチの曲げ強度と引張り強
度／芝浦工大　○宇都宮登雄，　群馬大　(院)須藤　俊，　半谷
禎彦，　福井大　桑水流理，　ホクダイ　北原総一郎，　東大生研
吉川暢宏

14:30～
16:10

13:00～
14:20

第2日目　2016年5月29日（日）
第１会場　(R1-211) 第２会場　(R1-212) 第３会場　(R1-311)

半谷禎彦(群馬大) 三浦永理(兵庫県立大) 吉田克仁(住友電工)

積層・ポーラス材1 T2② T1③

休憩（14:20～14:30）

第１会場　(R1-211) 第２会場　(R1-212) 第３会場　(R1-311)

小泉雄一郎(東北大) 本間智之(長岡技科大) 廣澤渉一(横浜国立大)

積層・ポーラス材2 生体用途（チタン粉末冶金） 航空機・宇宙（時効）



87 【基調講演】材料不安定性に着目したLPSO-Mgのキンク変形メ
カニズムの研究／大阪大　○中谷彰宏，　福井大　雷霄雯

110 結晶粒微細化がAl-5%Mg合金の半凝固状態の歪速度感受性と
粒界すべりに及ぼす影響／早稲田大　〇（院）高井量資，　(院)
樫内諒太郎，　(院)小瀧　皓，　吉田　誠

134 5000系アルミニウム合金板の成形限界解析精度に及ぼす材料
モデリングの影響 ／東京農工大　○箱山智之，　桑原利彦，
POSTECH　Barlat Frederic

88 Mg-Zn-Y系18R -LPSO単結晶に形成するキンク変形帯近傍の
転位分布／熊本大　〇（院）松本　翼，　熊大MRC　山崎倫昭，
大阪大　萩原幸司，　熊本大MRC　河村能人

111 過剰のSrを含有したAl-6%Mg-3%Si系合金の鋳造割れおよび凝
固組織／富山大　〇（院）加古博紀，　（学）梶田拳史，　柳原恵
美，　才川清二，　北陸職能開発大　池野　進

135 引張圧縮組合せ応力試験による5000系アルミニウム合金板の高
精度材料モデリングと球頭絞り成形シミュレーション／東京農工
大　〇（院）長井圭祐，　桑原利彦，　神戸製鋼　櫻井健夫，　川
口順平

89 シンクロ型LPSO相の変形挙動の考察／大阪大　○萩原幸司，
(院）　岡本拓也，　熊大MRC　山崎倫昭，　河村能人，　大阪大
中野貴由

112 液体分離型Al-Co-La-Pb合金の合金設計とその組織／大阪大
○永瀬丈嗣，　大阪産技研　武村　守，　松室光昭，　神戸大
松本　恵，　藤居義和

136 偏心丸穴を有する矩形中空形状の押出解析／三菱アルミ　○
竹下晴久，　福増秀彰，　富山大　(院)谷村将吾，　富山大　沖
田真吾，　高辻則夫

90 マグネシウム基LPSO合金押出材における押込み荷重急増直後
の塑性変形挙動／日本大　○高木秀有，　（院）板橋怜史，　藤
原雅美

113 アルミニウム箔の高電気抵抗化に影響を及ぼす合金成分／東
洋アルミ　○左近貴浩

137 Al-Mg二元合金の粒界強度に及ぼす溶質マグネシウム濃度の
影響／神戸大　〇(院)二宮友樹，　(院)川　智明，　池尾直子，
原子力研究機構　山口正剛，　物材機構　大澤嘉昭，　神戸大
向井敏司

91 AE同時測定その場中性子回折によるLPSO合金の変形ダイナミ
クス観察／原子力機構　○相澤一也，　ゴンウー，　ハルヨ ステ
ファヌス，　川崎卓郎，　CROSS　阿部　淳，　原子力機構　岩橋
孝明，　高エネ研　神山　崇

114 鋳塊スライスのOES全域測定によるマクロ偏析の特徴把握／ＵＡ
ＣＪ　○山田竜也，　石川宣仁，　久保貴司，　高橋功一

138 Mg-Al系ダイカスト合金熱処理条件が金属光沢に及ぼす影響／
カサタニ　○小原美良，　玉井賢二，　ヤマハ発動機　鈴木貴
晴，　木村嘉浩

92 AE波形クラスタリング手法によるLPSO型マグネシウム合金の変
形発展機構の解析／東京大　○榎　学，　東京大　（院）武藤有
輝，　白岩隆行

115 DC鋳塊のマクロ偏析に関する発光分光分析による広域調査お
よび数値解析／UACJ　○石川宣仁，　山田竜也，　久保貴司，
高橋功一

139 蒸気コーティング法で形成した難燃性マグネシウム合金上の耐
食性皮膜の形成メカニズム／芝浦工大　○中村嘉恵，　（院）綱
川美佳，　白鳥亮太，　芝浦工大　石﨑貴裕

93 Mg-Zn-Y系合金一方向凝固材の薄片4点曲げ試験による塑性
変形挙動の評価／北海道大　○池田賢一，　九州大　（院）西尾
理恵，　高紅叶，　中島英治，　北海道大　三浦誠司

116 使用済み乾電池精製残渣を用いたアルミニウム合金用Mg濃度
低減材の開発／　道総研工試　○高橋英徳，　板橋孝至，　飯
野　潔，　鈴木商会　坂本拓士，　天沼和幸

140 AZ91D合金の機械的特性におよぼす時効処理前の加工熱処理
の影響／首都大　〇（院）山口凜太郎，　(院)北園直樹，　(院)鈴
木大志，　首都大　北薗幸一

117 Al-Mg合金酸化のその場観察／東北大　○平木岳人，　窪田大
悟，東北大多元研　丸岡伸洋，　東北大　長坂徹也

141 Mg-Gd-Y-Zn-Zr合金押出し材の時効析出および機械的性質に
及ぼす均質化処理条件の影響／長岡技科大　○徐　超，　中田
大貴，　ハルビン工大　鄭明毅，　長岡技科大　鎌土重晴

13:00～
14:20

14:30～
15:50

自動車（マグネシウム）

阿部英司(東京大) 高橋功一(UACJ) 山中晃徳(東京農工大)

T3③ 溶解・凝固・鋳造1 自動車（加工）

休憩（14:20～14:30）

第６会場　(U2-312)

中谷彰宏(大阪大) 織田和宏(日軽金) 行武栄太郎(茨城県工技セ)

第2日目　2016年5月29日（日）
第４会場　(R1-312) 第５会場　(U2-311)

T3④ 溶解・凝固・鋳造2



P01 耐熱Mg-Ca二元系鋳造合金におけ
る組織安定性と機械的性質／東京
工大　〇(院)平田俊太郎，　寺田芳
弘

P07 Ti-6Al-4V合金の表面特性と疲労強
度に及ぼすピーニング効果／兵庫
県立大　〇(院)佐伯優斗，　原田泰
典

P13 Ti-Fe合金焼結材の時効硬化挙動
に及ぼすZr添加の効果／長岡技科
大　〇（院）釜田　岳，　本間智之

P19 底面集合組織を持つMg-Al系合金
における不連続析出挙動への外力
効果／金沢大　〇(院）松澤卓也，
渡邊千尋，　門前亮一

P25 耐熱マグネシウム合金とグラファイト
との濡れ性評価と複合材料への展
開／広島大　○佐々木元，　（院）姚
友強，　崔龍範，　杉尾健次郎，　松
木一弘

P02 Ca-Mg-Zn系溶解性化合物複相合
金の創成／大阪大　○(院）石井健
太郎，　萩原幸司，　中野貴由

P08 難燃性マグネシウム合金の表面特
性に及ぼすマイクロショットピーニン
グの影響／兵庫県立大　〇(学)田中
幸平，　(院)佐伯優斗，　原田泰典

P14 硫酸水溶液中で形成したポーラス型
Al陽極酸化皮膜の水素量と変質処
理電位の相関性／関西大　〇(院)
宮﨑昌人，　廣畑洋平，　春名　匠

P20 希薄Mg-Al-Ca-Mn合金高速押出材
のMIG溶接継手強度に及ぼす溶加
材組成の影響／大阪府立大　〇
（学）兵頭由起，　（院）松下　遼，
瀧川順庸，　上杉徳照，　木ノ本伸
線　上田光二，　木ノ本裕，　三協立
山　清水和紀，　長岡技術科学大
鎌土重晴，　大阪府立大　東　健司

P26 A2024合金板の析出強化におよぼ
す時効前の単軸高温プレスの影響
／首都大学東京　○(院)張田雅正，
(院)鈴木理史，　北薗幸一

P03 半凝固温度範囲が広いAl合金の双
ロールキャスティング／大阪工大
〇（院）大西隆介，　羽賀俊雄

P09 Ti不働態皮膜中に含まれる結合水
の深さ方向分析／関西大　〇(学)今
村昌仁，　廣畑洋平，　春名　匠

P15 2種純チタンの動的再結晶挙動／豊
橋技科大　〇（院）田盛惇也，　青葉
知弥，　小林正和，　三浦博己

P21 多孔質セラミックスを用いた溶融Alか
らのMg除去／東北大　○窪田大
悟，　平木岳人，　長坂徹也

P27 アルミニウムの表面電位におよぼす
溶質原子と面方位の影響の第一原
理計算／大阪府立大　〇（院）樋口
公計，　上杉徳照，　瀧川順庸，　東
健司

P04 純アルミニウムの引張特性に及ぼす
液体Bi浸漬の影響／大阪大　〇
（院）北畑真太朗，　堀川敬太郎，
谷垣健一，　小林秀敏

P10 ECAP法による結晶粒微細化マグネ
シウム合金AZ31の腐食挙動／山梨
大　○保坂泰斗，　吉原正一郎

P16 アミン系添加剤を添加したAlCl3－

DMSO2浴からのAl電析／名古屋大

〇(院）金相宰，　(院)鈴木優太，　名
古屋大未来研　黒田健介，　興戸正
純

P22 Mg-Al-Ca-Zn合金ダイカスト材のク
リープ変形メカニズム／長岡技科大
〇（院）岸　拓也，　徐　超，　アーレ
スティ　佐々木一樹，　武田　秀，
折井　晋，　長岡技科大　鎌土重晴

P28 ADC12圧潰ポーラスAlの発泡挙動
／群馬大　〇(学)松下駿人，　半谷
禎彦，　鈴木良祐，　松原雅昭，　小
山真司，　福井大　桑水流理，　東
大生研　吉川暢宏

P05 ショットライニング加工熱処理による
マグネシウム合金への硬質皮膜形
成／兵庫県立大　〇(院)松本　実，
原田泰典，　布引雅之

P11 α＋β型Ti-Fe合金の水素脆性に
及ぼす組織の影響／関西大　〇
（学）三輪佳祐，　廣畑洋平，　春名
匠

P17 Mg-Al-Zn系合金の強度の結晶粒径
依存性／茨城大　〇(学)坂岡優也，
倉本　繁

P23 難燃性マグネシウム合金AZX611に
おける高温変形機構／香川高専
〇（専）齊藤　楽，　伊藤　勉，　鉄道
総研　上東直孝，　森　久史

P29 Mg/LPSO二相双結晶を用いた微小
圧縮試験により形成されるキンク帯
／熊本大　〇（院）渡辺大海，　山崎
倫昭，　大阪大　萩原幸司，　熊本
大　河村能人

P06 深絞り加工によるチタン積層板の成
形性／兵庫県立大　〇(院)服部修
治，　原田泰典

P12 アルミニウム合金の結晶粒変形イ
メージベースシミュレーション／豊橋
技科大　○(院)藪見義隆，　(院)河野
亜耶，　小林正和，　九州大　戸田
裕之，　豊橋技科大　青葉知弥，
三浦博己

P18 Al-Fe合金OCC線材の凝固組織／
千葉工大　〇(院)澤谷拓馬，　(学)秋
山柾夫，　(学)湯浅　諒，　本保元次
郎

P24 Al-8%Mg合金の時効および復元処
理に伴う硬さ変化／茨城大　〇（院）
小松健人，　伊藤吾朗，　神戸製鋼
中井　学

P30 耐熱Mg-5Al-1.5Caダイカスト合金に
おける時効硬化挙動／東京工大
〇(院)野本朝輝，　(院)中川恭輔，
寺田芳弘

第１日目　2016年5月28日（土）
ポスターセッション（U2-211,212）　(13:00～14:30)



P31 生体利用を目指したTi-Cu系金属ガ
ラスの作製とその設計指針の実証／
大阪府立大　〇(院)大橋優生，　(院)
白沢尚也，　瀧川順庸，　上杉徳
照，　東　健司

P37 7000系アルミニウム合金の耐湿潤ガ
ス応力腐食割れ特性／茨城大　〇
(院)望月健吾，　伊藤吾朗，　車田
亮，　サムテック　東條千太，　日軽
金アクト　谷津倉政仁

P43 5052Al合金/異種金属箔材の摩擦
攪拌拡散点接合／宇都宮大　〇
（院）福重広輝，　高山善匡，　渡部
英男

P49 Ti合金酸化膜の色調および耐剥離
性に及ぼす表面形態の影響／兵庫
県立大　〇（院）松武真平，　(院)石
川　晶，　三浦永理，　山崎　徹，
名古屋工大　渡辺義見，　春日敏
宏，　東北大金研　新家光雄

P55 ナノインデンテーションによるゴムメタ
ルの不均一変形挙動の解析／茨城
大　〇（院）柴山裕輝，　(院)小野瀬
航平，　倉本　繁，　物材機構　鈴木
拓哉，　仲川枝里，　大村孝仁

P32 引張変形したAl-Cu-Mg合金の水素
挙動に及ぼすひずみ速度の影響／
茨城大　〇(院)深沢周平，　伊藤吾
朗，　神戸製鋼　中井　学

P38 スクレイパーを装着した縦型双ロー
ルキャスターによるマグネシウム合金
クラッド材の作製／大阪工大　〇(院)
岡村健太朗，　羽賀俊雄，　東京電
機大　　渡利久規，　群馬大　西田
進一，　産総研　松崎邦男，　群馬
大　(院)佐藤由貴

P44 難燃耐熱マグネシウム合金のプラズ
マ電解酸化時の皮膜生成過程／工
学院大　〇（学）矢部友璃絵，　橋本
英樹，　阿相英孝，　小野幸子，　栗
本鐵工所 　森　陽一，　閤師昭彦，
廖金孫

P50 ポーラスアルミニウムのADC12Al合
金粉末添加による機械的性質向上
の検討／群馬大　〇（学）池田裕
樹，　半谷禎彦，　大阪大接合研
藤井英俊，　福井大　桑水流理，
東大生研　吉川暢宏

P56 2000および7000系アルミニウム合金
の疲労き裂進展挙動に及ぼす調質
の影響／茨城大　〇（院）山田隆
一，　伊藤吾朗，　車田　亮，　神戸
製鋼　中井　学

P33 アルミニウム合金における引張変形
中の転位増殖挙動に及ぼす添加元
素の影響／兵庫県立大　〇(院)岡
田将秀，　足立大樹，　UACJ　中西
英貴，　田丸　昇

P39 真空ゾルゲル法によるTIO2/SiO2複

合材料の創製と色調並びに耐剥離
性の評価／兵庫県立大　〇（学）原
田大志，　明石機械工業　　田中良
宜，　兵庫県立大　三浦永理，　山
崎　徹

P45 Mg-9Al-0.3Zn押出合金の高温での
機械的特性に対するSn添加の効果
／全北大　○J.M.Su，J.J.Chan，
K.T.Jun，K.D.Hwan，L.S.Gun

P51 発泡Al-Cu-Mg合金における気孔形
態とセル壁組織が圧縮特性に及ぼ
す影響／早稲田大　〇(学)小坂太
郎，　(院)齊藤瑞樹，　鈴木進補

P57 放電プラズマ焼結による純Tiおよび
Ti3Alの焼結特性／香川高専　〇

（専）福井貴大，　伊藤　勉

P34 Mg-La-Zr合金板素材の創製／千
葉工大　〇(院)佐々木智法，　田村
洋介

P40 炭素棒浸漬による方向性気孔を有
するポーラスA6061合金の作製／早
稲田大　〇（学）武藤大輝，　（院）吉
田智徳，　鈴木進補

P46 Al-3%Mg合金のせん断変形後の組
織変化のその場EBSD解析／宇都
宮大　〇（院）金丸友和，　高山善
匡，　渡部英男

P52 高圧水素貯蔵容器用アルミニウム合
金の高温引張特性に及ぼすひずみ
速度の影響／茨城大　〇(院)小泉
彰平，　小林純也，　伊藤吾朗

P58 Effects of Mn addition on quench
sensitivity and age-hardening
behavior in Al-Mg-Si alloys／韓国
生産技術研究院　○金　在皇，
UACJ　林　稔，　東京工大　小林郁
夫，　里　達雄

P35 Mg-Gd-Al-Ca-Mn合金押出し材の
機械的性質およびミクロ組織に及ぼ
す均質化処理および押出し条件の
影響 ／長岡技科大　〇(院)植田治
美，　中田大貴，　徐超，　鎌土重
晴，　IHI　尾崎智道，　堀内俊希

P41 横型半連続鋳造機を用いたMg合金
板の作製／大阪工大　〇（院）宮崎
圭司，　羽賀俊雄，　東京電機大
渡利久規，　群馬大　西田進一，　ア
マダホールディングス　佐藤由貴

P47 歯科矯正用β型Ti-29Nb-13Ta-
4.6Zr合金ワイヤーの白色化熱処理
条件の検討／兵庫県立大　〇(院)
石川　晶，　(院)松武真平，　三浦永
理，　山崎　徹，　名古屋工大　渡辺
義見，　春日敏宏，　東北大金研
新家光雄

P53 計装化押込み試験法による純マグ
ネシウムの高温クリープ特性評価／
日本大　〇(院)石井康夫，　(院)板橋
怜史，　高木秀有，　藤原雅美

P59 アルミニウムスポット溶接用W-TiN電
極の特性／茨城大　〇(院)太田佳
宏，　車田　亮，　伊藤吾朗，　日本
タングステン　向江信悟

P36 ひずみゲージによる6000系アルミニ
ウム合金の耐湿潤ガス応力腐食割
れ特性の評価／茨城大　○(院)楊
帆，　(学)青島翔平，　車田　亮，
伊藤吾朗

P42 気孔充填材・背圧を用いたECAE加
工および時効によるポーラスAl合金
の強化／早稲田大　〇（院）吉田智
徳，　（学）武藤大輝，　鈴木進補

P48 プラズマチャージした純アルミニウム
の引張特性／茨城大　〇(院)真中
俊明，　伊藤吾朗，　(院)青木雅也

P54 摩擦圧接によるA1050緻密パイプ作
製およびADC12ポーラスAlとの複合
化／群馬大　○（学）織田澤俊介，
半谷禎彦，　芝浦工大　宇都宮登
雄，　福井大　桑水流理，　ホクダイ
北原総一郎，　東大生研　吉川暢宏

第１日目　2016年5月28日（土）
ポスターセッション（U2-211,212）　(13:00～14:30)



  1. Basic studies on high-temperature oxidation and diffusion of Ti and Ti-6Al-4V alloys in air
     ････････････････････････････････････････････････････････････  T.Takahashi，H.Hirazawa，E.Ikeda，A.Yoshida

  2. Effect of Si addition on oxidation resistance of Ti-6Al-4V alloy
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Maeda，K.Ueda，T.Narushima

  3. Effect of liquid flow condition on galvanic corrosion between pure aluminum 1050 and CFRP
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Uematsu，M.Sakai

  4. Resistance to humid-gas stress corrosion cracking in 6000 series aluminum alloys affected by alloy composition
     ････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Aoshima，F.Yang，A.Kurumada，G.Itoh

  5. Evaluation of Sn added Aluminium Foil
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Akiyama，H.Inoue，H.Tada

  6. Effect of hydration conditions on defects in anodic film on electrolytic capacitor foil
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Enoki，Y.Shimizu，M.Katano

  7. Effect of Si addition and annealing conditions on softening behavior of Al-Fe alloys foils
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Suzuki，M.Endo，Q.Cui

  【Cancellation】8. Development of stainless steel/Mg alloy clad material produced by surface activated bonding method
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Hashimoto，H.Okayama，K.Nanbu

  9. Effects of salt species on filiform corrosion test for coated aluminum sheet
     ･･････････････････････････････････････････  T.Mimura，T.Kobayashi，T.Shimada，Y.Oya，T.Koyama，Y.Kojima

  10. Effect of sulfate ion on corrosion behavior of Al alloy in chloride ion environment
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Yoshino，I.Kato，S.Iwao，M.Edo

  11. Novel indicator for corrosion of aluminum in tap water with different cations
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Sakairi，K.Otani，A.Kaneko

  12. Dependence of Cl- concentration on corrosion mechanism of Al alloy under repeated wet-dry cycling condition
     ･･･････････････････････････････････  K.Nagai，S.Saito，M.Sugiura，A.Hyono，M.Chiba，Y.Shibata，H.Takahashi

  13. Effect of capsule synthesis condition on the self-healing ability of coat
     ････････････････  K.Anetai，C.Yamada，S.Pletincx，H.Verbruggen，A.Hyono，M.Chiba，I.DeGraeve，H.Terryn，H.Takahashi

  14. Effect of phosphate anion on crystallization of anodic porous alumina during heat treatment
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Shigehara，H.Hashimoto，H.Asoh，S.Ono

  15. Improvement of life characteristics for the Li ion cell by the carbon coating Al current collector.
     ･･････････････････････････････････････････････････  T.Yaegashi，Y.Honkawa，O.Kato，K.Ashizawa，Y.Kojima

  16. Discharge behavior of water activated magnesium-air battery
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  I.Nakatsugawa，S.Suzuki

  17. Interface microstructure observation of 2000 series aluminum alloy lap joints fabricated by magnetic pulse welding
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Inoue，T.Itoi，K.Okagawa

  18. Numerical analysis of wavy interface formation and temperature change in magnetic pluse welded Al/Cu joint
     ･････････････････････････････････････････････････････････････  J.Nishiwaki，Y.Harada，S.Muraishi，S.Kumai

  19. An anchor effect in laminating aluminum sheets by plating
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Kohashi，M.Hakamada，M.Mabuchi

  20. Effects of microstructures on plastic deformation behaviors of Al-coated Mg alloy sheet
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Tokunaga，K.Matsuura，M.Ohno

  21. Microstructure and mechanical properties of additive　manufactured Al-xSi-Mg alloy
     ･････････････････････････････････････････････  T.Arai，D.Terada，M.Adachi，K.Kurita，Y.Nagata，S.Koiwai，H.Nakashima

  22. Microstructures and mechanical properties of AC4CH aluminum alloy fabricated by selective laser melting
     ･････････････････････････････････････････････････････････････  T.Kimura，T.Nakamoto，M.Mizuno，H.Araki

  23. Influence of internal defect on fatigue properties in Al-10%Si-0.4%Mg alloy fabricated by selective laser melting
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Hirata，T.Kimura，T.Nakamoto

  24. Compressive deformation characteristics of aluminum foam with nonporous surface layer fabricated by selective laser melting
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  R.Matsumoto，S.Kanatani，H.Utsunomiya

  25. Bending strength and tensile strength of ADC12 aluminum foam sandwich
     ････････････････････････････････････  T.Utsunomiya，S.Sudo，Y.Hangai，O.Kuwazuru，S.Kitahara，N.Yoshikawa

  26. Microstructure optimization of aluminum alloy by Reverse 4D Materials Engineering
     ････････････････････････････････････････････････････  H.Toda，D.Seo，H.Li，R.Batres，K.Uesugi，A.Takeuchi

  27. Crystallographic analysis of deformation behavior in aluminum alloy by using diffraction-amalgamated grain-boundary 
　tracking(DAGT) technique
     ･････････････････････････････････････････････････････････････  K.Hirayama，H.Toda，K.Uesugi，A.Takeuchi
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  28. Investigation on high-strength aluminum matrix composites reinforced with few-walled carbon nanotubes
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  B.Chen，H.Imai，K.kondoh

  29. The effect of the Y in Mg-Y-RE alloy that was aged at 423K
     ･････････････････････････････････････････････････････  T.Hamaguchi，S.Lee，S.Saikawa，S.Ikeno，K.Matsuda

  30. Forming of Double Cylinder by Die-Less Shear Spinning
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Suzuki，S.Takeuchi

  31. Forming of Double Square tube by incremental forming using elastic base
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  G.Fujioka，H.Tada，N.Suzuki，O.Takeuchi

  32. Improvement of deep ultraviolet reflection in aluminum foil surface
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Shingu，M.Ooyagi

  33. Analysis of local atomic structure near an Nb in the martensite phase formed in a Ti-Nb alloy single crystal by means of X-ray
　fluorescent holography
     ･･････････････････････････････････････････････････････････  T.Yamamoto，K.Hayashi，N.Happo，S.Hosokawa

  34. Effect of alloying elements on Young's modulus and β phase stability in β Ti-X alloys from first-principles calculations
     ･････････････････････････････････････････････････････････････  A.Koyano，T.Uesugi，Y.Takigawa，K.Higashi

  35. Phase constitution and heat treatment behavior of Ti-Fe-Mo beta type alloys
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Ikeda，M.Ueda，Y.Ishimoto

  36. Effect of third elements on lattice deformation strain in Ti-Nb and Ti-Mo based shape memory alloys from First-principles calculation
     ･････････････････････････････････････････････････････････････  D.Minami，T.Uesugi，Y.Takigawa，K.Higashi

  37. 【Keynote】New approach to the formation of sophisticated implants using chemically surface modification
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Kuroda

  38. Transformation of Ca(OH)2 film on Ti depending on store condition
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Haruna，R.Minakata，T.Mizuguchi

  39. Interfacial microstructure observation of oxide layer on CP Ti or Ti-Nb-Ta-Zr alloys formed by high temperature oxidation
     ･････････････････････････････････････････････････････  E.Miura-Fujiwara，Y.Watanabe，T.Kasuga，M.Niinomi

  40. Control of degradation behavior of Mg alloys by crystal orientation
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････  K.Hagihara，M.Okubo，M.Yamasaki，T.Nakano

  41. 【Keynote】Surface modification of titanium using dry process for biomedical application
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Narushima

  42. Fabrication of Ag-containing amorphous calcium phosphate coating films on Ti substrate and evaluation of their antibacterial activity
     ････････････････････････････  K.Ueda，N.Kondo，O.Gokcekaya，A.Obata，T.Kasuga，K.Ogasawara，T.Narushima

  43. Controlling of bone formation on Ti surface by surface modification
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Ueda，M.Ikeda

  44. Mechanical Properties of fine grained Ti6Al4V fabricated by Spark Plasma Sintering
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  Kinanti.Larasati，T.Okai，E.Kobayashi
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