本プログラムを印刷して講演大会会場にご持参下さい
一般社団法人日本鉄鋼協会

第 176 回 秋 季 講 演 大 会 プログラム
共催： 東北大学 大学院工学研究科、大学院環境科学研究科、金属材料研究所、多元物質科学研究所
協賛： 公益財団法人仙台観光国際協会
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期： 2018 年 9 月 19 日［水］～21 日［金］
所： 東北大学 川内キャンパス（〒980-8576 仙台市青葉区川内 41）
仙台国際センター 展示棟（〒980-0856 仙台市青葉区青葉山無番地）
付： 初 日(9/19) 8:00 ～ 16:00
二日目(9/20) 8:00 ～ 16:00
最終日(9/21) 8:00 ～ 14:00
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シンポジウム ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 41
高温プロセス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 41
「スラグ・介在物制御による高清浄度クロム鋼溶製研究会 中間報告会」
「今後の資源・環境問題解決に向けた鉄鉱石焼結技術（資源環境調和型焼結技術創成研究会 中間報告会）」
環境・エネルギー・社会工学 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 42
「鉄鋼材料の負荷の評価から価値の評価へ」/「インフラ構造物の経年劣化に対する維持管理の現状 IV」
創形創質工学 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 42
「鉄系金属ガラスの粘性流動成形技術開発研究会 最終報告会」
材料の組織と特性 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 43
「微細組織形成過程解析のための観察と予測技術」/「高温材料の高強度化」/「鉄族合金における界面移動」
「第二相や偏析を利用した組織制御および材料特性におけるプロセスおよび組織因子抽出検討への課題」
評価・分析・解析 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 44
「バイオフィルム被覆による鉄鋼スラグの新機能創出とその評価・分析Ｉ」
「高温冶金プロセスにおける非金属介在物の挙動（評価・分析・解析部会部会集会・特別講演会）」
鉄鋼プレゼンス研究調査委員会「日本の製鉄をリードしてきた東北の鉄の歴史にせまる」 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 45
第 1 回自動車関連材料合同シンポジウム「自動車の革新を支える材料技術の最新動向」 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 45
JST 産学共創基礎基盤研究プログラム「ヘテロ構造制御」公開シンポジウム ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 46
「ヘテロ構造制御で起こすイノベーション －構造用金属材料の新指導原理－」
日本鉄鋼協会・日本金属学会男女共同参画委員会「第 8 回女性会員のつどい」 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 46
全国大学材料関係教室協議会 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 46
平成 30 年度秋季講演会「大学発ベンチャーの難しさと意義 －教育と事業の狭間で－」
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一般社団法人 日本鉄鋼協会
第 176 回秋季講演大会 2018 年 9 月 19 日（水）～21 日（金）
共催：東北大学 大学院工学研究科、大学院環境科学研究科、金属材料研究所、多元物質科学研究所
協賛：公益財団法人仙台観光国際協会
（東北大学 川内キャンパス

〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内 41）

※大会期間中の緊急連絡先：070-4281-1999

（鉄鋼協会事務局室; 講義棟 A 棟 1 階 A104）

ご参加にあたっての注意事項
・ 全会場、PC プロジェクタでの発表になります。発表者は必ず発表用 PC をご持参下さい。
会場には予備 PC の用意はありません（PC プロジェクタは本会で用意します）。
・ PC プロジェクタと PC の接続は VGA 端子(ミニ D-Sub15 ピン)のみとなります。
VGA 端子のない PC をご使用の場合は必ず VGA 端子への変換アダプタをご持参下さい。
・ 本会の許可無く、講演中に写真撮影および録音することを固くお断りします。
・ 駐車場のご用意はありません。会場へは公共の交通機関をご利用下さい。
・ 荷物のお預かりはいたしません。
・ 講演会・懇親会を通して、クールビズを推奨します。

助成金受領のため参加者名簿提出についてご協力お願い
（公財）仙台観光国際協会コンベンション助成金受領のため、同協会に参加者名簿を提出いたしますので、当日参加の方には受付にて
名刺をご提出いただきますようお願い申し上げます。名刺をお持ちでない方は、記帳用紙に氏名、所属等の記入をお願いします。

当日の受付窓口
年間予約しましたか?

はい

ネームカード
引換券を持って
事前予約窓口
(Aの窓口)へ

いいえ

維持会員代表ですか?

はい

ネームカード
引換券を持って
維持会員窓口
(Bの窓口)へ

はい

会員証を持って
会員当日受付窓口
(Cの窓口)へ

いいえ

会員ですか?
いいえ

非会員窓口(Dの窓口)へ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

金属学会相互聴講

Eの窓口へ

シンポジウムのみ

直接会場へ

2

日 程
9 月 19 日（水）

9 月 20 日（木）

8:00～16:00

受付

8:50～

講演会
懇親会

18:30～20:30

9 月 21 日（金）

8:00～16:00

受付

9:00～
講演会
12:00～16:00
学生ポスターセッション
（15:00～16:00 は展示のみ）
17:30～19:00
ISIJ ビアパーティ

8:00～14:00

受付

8:50～

講演会

懇親会（日本金属学会と合同）
日 時： 2018 年 9 月 19 日（水）18:30～20:30
会 場： ホテルメトロポリタン仙台 4 階「千代」
http://sendai.metropolitan.jp/
〒980-8477 仙台市青葉区中央 1-1-1、
TEL. 022-268-2525
＊JR 仙台駅 西口（2 階正面出口）から
歩道橋（ペデストリアンデッキ）に出て
左手へ徒歩 1 分
＊地下鉄仙台駅 南 6 番出口から
階段を上がりホテル正面玄関へ
＊東北大学 川内キャンパスからのアクセス：
仙台市営地下鉄東西線「川内駅」
⇒「仙台駅」下車(4 駅約 6 分)
会 費： 当日 一般 10,000 円
（ご夫婦で参加される場合は同伴者 5,000 円）

学生ポスターセッション
日 時： 2018 年 9 月 20 日（木） 12:00～16:00 (15:00～16:00 は展示のみ)
会 場： 仙台国際センター 展示棟 展示室 1

ISIJ ビアパーティ
日 時： 2018 年 9 月 20 日（木） 17:30～19:00
会 場： 東北大学 川内キャンパス 川内厚生会館内 川内の杜ダイニング
会 費： 当日参加 1,000 円

日本鉄鋼協会・日本金属学会 第 8 回女性会員のつどい
日 時： 2018 年 9 月 21 日（金） 12:00～13:00
会 場： 東北大学 川内キャンパス 講義棟 C 棟 C401
会 費： 無料（女性参加者。昼食持参でお願いします）

講演会場へのアクセス
☆東北大学ホームページも合わせてご覧下さい http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/access/

仙 台 空 港

仙台空港
アクセス線
17～25 分
片道 650 円

仙
台
駅
・
地
下
鉄
仙
台
駅

国際
センター 駅

JR

地下鉄東西線
仙台駅から
約 5 分 片道 200 円

川
地下鉄東西線
仙台駅から
約 6 分 片道 200 円

内
駅

徒歩 3 分

徒歩 3 分
徒歩
約 10 分

徒歩
1分

ホテルメトロポリタン
仙台
【懇 親 会 会 場 】

仙 台 国 際 センター
展示棟
【学 生 ポスター
セッション会 場 】
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東北大学
川 内 キャンパス
講義棟
【大 会 受 付 /講 演 会 場 】

講演会場周辺図

①仙台国際センター 展示棟
⑤マルチメディア教育研究棟

地下鉄東西線
川内駅

避
難
場
所

④講義棟 C 棟

③講義棟 B 棟

②講義棟 A 棟

⑥川内厚生会館

①
②
③
④
⑤
⑥

仙台国際センター 展示棟：
講義棟 A 棟：
講義棟 B 棟:
講義棟 C 棟：
マルチメディア教育研究棟：
川内厚生会館:

学生ポスターセッション会場、評価室（9 月 20 日のみ）
事務局室、会議室、講演会場 4、5、7、8、13、14、
大会受付、講演会場 1～3、9～12、日本金属学会講演会場 R
日本金属学会講演会場 A～Q
講演会場 6、15
生協食堂（川内の杜ダイニング、キッチンテラス Couleur）、購買、ATM

学内は全面禁煙です。おたばこはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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講演会場周辺の食堂・売店
場 所

店 名
かわうち

もり

営業時間

川内の杜ダイニング（450 席）

10：00〜14：00

キッチンテラス Couleur（クルール）
丼・カレーコーナー（400 席）

11：30〜13：30

川内購買書籍店

10：00〜17：00

仙台国際センター
会議棟 1 階

カフェ リーフ（84 席）

11：00〜17：00

国際センター駅 2 階

カフェ モーツアルト メトロ（約 80 席）

10：00〜18：00

仙台市博物館

レストラン三の丸（50 席）

09：00〜16：00

宮城県美術館

カフェ モーツァルト フィガロ（50 席）

09：30〜17：00

東北大学 川内キャンパス
川内厚生会館内

東北大学 川内キャンパスおよび仙台国際センター周辺の
食堂・売店は少ないのでご注意ください。
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講演会場案内図
東北大学・川内キャンパス
Ａ棟

３階

４階

Ａ３０１
Ａ３０７

Ａ４０１

講義棟

Ｃ棟

３階
Ｃ３０１

Ａ４０６
会場８

Ａ４０２
会議室５

Ａ３０４
会議室２

Ａ３０５
会議室３

Ａ４０３
会議室６

Ｃ３０７

Ｃ４０１

Ｃ３０６

日本金属学会

J会場
Ａ４０５
会議室７

Ａ３０６
会議室４

Ｂ棟

Ａ２００

Ｂ２００

日本金属学会

Ｃ３０５

Ｃ４０３

K会場

日本金属学会

日本金属学会

N会場

P会場

Ｃ３０３

Ｃ３０４

Ｃ４０４

日本金属学会

日本金属学会

日本金属学会

L会場

M会場

Q会場

Ｃ棟
Ｃ２００
日本金属学会

E会場

連絡通路

Ａ２０２

連絡通路

Ｂ２０１
会場９

資料室

Ｂ２０４
会場１２

Ａ２０５
Ｂ２０２
会場１０

Ａ２０３

Ｂ２０３
会場１１

Ｃ２０１

Ｃ２０６

日本金属学会

日本金属学会

F会場

I会場

Ｃ２０２

Ｃ２０５

日本金属学会

日本金属学会

G会場

H会場

Ｃ２０３

Ａ２０４

日本金属学会
事務局準備室

連絡通路

Ｃ２０４

連絡通路

自習室
日本鉄鋼協会受付
日本金属学会受付

１階
連絡通路

Ａ１０１
会場１３

Ａ１０６
会場５

Ａ１０２
会場１４

Ａ１０５
会場４

連絡通路

Ｂ１０１
会場１

Ｂ１０４
会場３

Ｂ１０３

Ｂ１０２
会場２
Ａ１０３
会員
休憩室

Ｃ１０１

Ｃ１０６

日本金属学会

日本金属学会

A会場

D会場

Ｃ１０２

Ｃ１０５

日本金属学会

日本金属学会

B会場

機器展示

日本金属学会

R会場

Ａ１０４

Ｃ１０３

Ｃ１０４

日本鉄鋼協会
事務局控室

日本金属学会

日本金属学会

C会場

機器展示

連絡通路

連絡通路

談話室
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Ｃ４０７

O会場

２階

教員控室

Ｃ４０８

Ｃ４０２

Ｃ３０２

Ａ４０４
会場７

Ａ棟

４階

日本金属学会

Ａ３０２

Ａ３０３
会議室１

A～C棟

Ｃ４０６

Ｃ４０５

東北大学・川内キャンパス マルチメディア教育研究棟 ６階

▼

▼

Ｍ６０１－１
会場６

Ｍ６０１－２
会場１５

仙台国際センター 展示棟

展示室１
9月20日
学生ポスター
セッション会場

▼
▼

自販機
渡
り
廊
下

↓
仙台国際センター
会議棟２階へ

WC

自販機

展示棟
会議室３

WC

WC

主
出
入
口

→ 地下鉄東西線
国際センター駅へ

WC

9月20日 学生ポスターセッション評価室
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日本鉄鋼協会 第176回秋季講演大会 日程表
（2018年9月19～21日 東北大学 川内キャンパス）
9月19日（水）

会場名

午前

9月20日（木）
午後

Energy-Environment-Dust processing in ironmaking processes
（製銑プロセスのエネルギー・環境・ダスト処理の現状と課題）
［Int.1-16］（8:50-17:10）
p.14

会場1
講義棟B棟
B101

会場2
講義棟B棟
B102

---

会場3
講義棟B棟
B104

熱力学/移動現象
［1-8］（9:00-11:50）
p.17

会場4
講義棟A棟
A105

会場5
講義棟A棟
A106

会場6
マルチメディア
教育研究棟
M601-1

今後の資源・環境問題解決に向けた鉄鉱石焼結技術
（資源環境調和型焼結技術創成研究会中間報告会）
（10:00-16:50）[1,000円]

---

組織形成、凝固1・2/
連鋳、凝固現象
［9-18］（13:00-16:40）

転炉/精錬プロセスにおける多相
融体界面の物性・反応・移動1
［31-38］（9:00-11:50）
p.18

石炭、コークス/
コークス技術者若手セッション1・2
［19-30］（12:30-16:50）
p.18

ノーベルプロセッシング/
ノーベルプロセッシング
フォーラム研究紹介
［49-56］（9:00-11:50） p.19

---

---

---

鉄鋼材料の負荷の評価から
価値の評価へ
（13:00-17:00）[無料]
p.42

---

---

エリアセンシングに基づく
高度異常診断技術
［D1-D5］（9:15-11:45）

---

p.11
会場7
講義棟A棟
A404

溶接金属研究の最前線1・2
［119-127］（13:00-16:10）
p.25

---

会場8
講義棟A棟
A406

快削化のための制御技術-12/
塑性加工におけるモデリングと
諸現象の解明1・2
［128-139］（13:00-17:20）p.25

---

モデリング・シミュレーション/
状態図
［158-165］（9:10-12:00）

会場9
講義棟B棟
B201

機械構造用鋼
［166-170］（13:00-14:40）
p.27

p.27
会場10
講義棟B棟
B202

拡散変態1・2
［171-178］（9:00-11:50）
p.27

会場11
講義棟B棟
B203

γ-αの変態/逆変態・共晶変態/
再結晶・粒成長
［179-188］（13:00-16:40）
p.28

微細組織形成過程解析のための観察と予測技術
（9:30-16:45）[無料]
p.43

会場12
講義棟B棟
B204

---

会場13
講義棟A棟
A101

---

高温材料の高強度化
（13:00-17:15）[無料]

矯正解析のための数値解析技術
［D16-D22］（9:00-12:00）
p.12

精錬プロセスにおける多相融体
界面の物性・反応・移動2・3
［39-48］（13:00-16:30）
p.19

高炉/COURSE 50
［65-70］（9:30-11:40）

焼結原料1・2
［71-76］（13:00-15:10）
p.20

還元基礎/新鉄源
［77-84］（9:00-11:50）
p.21

---

インフラ構造物の
経年劣化に対する
維持管理の現状IV
（13:20-17:00）[無料] p.42

文化財
［103-106］（10:00-11:20）
p.23

熱延技術者若手セッション1・2/
冷却、潤滑
［140-151］（13:00-17:20）
p.26

計測/制御
［111-118］（9:00-11:50）

p.26

表面技術1・2
［263-270］（9:00-11:50）
p.32

水素脆性1・2
［198-204］（9:20-11:50）
p.29

水素脆性3・4・5
［205-215］（13:00-17:00）
p.29

水素脆化6・7
［281-286］（9:30-11:40）
p.33

オーステナイト系耐熱鋼1・2
［216-223］（9:00-11:50）
p.30

耐熱合金/フェライト系耐熱鋼1
［224-233］（13:30-17:00）
p.30

フェライト系耐熱鋼2
［287-290］（9:00-10:20）
p.33

鉄族合金における界面移動
（9:00-12:20）[無料]

p.31

p.31

p.44

靱性/疲労1・2
［189-197］（13:00-16:20）
p.28

電磁鋼板
［251-255］（10:00-11:40）
p.31

ステンレス鋼1・2
［256-262］（14:00-16:30）
p.32

時効、析出1・2
［291-298］（9:00-11:50）
p.33

p.36

オンサイトまたは
オンライン分析に有用な
分析技術および前処理技術
［299-302］（10:30-11:50）
p.35

バイオフィルム被覆による
鉄鋼スラグの新機能創出と
その評価・分析Ｉ
（13:00-15:50）[無料]
p.44

金属学会
B会場
講義棟C棟
C102

鉄鋼協会･金属学会
共同セッション
超微細粒組織制御の基礎1・2
［J31-J35］（10:00-11:50）
p.37

---

金属学会
R会場
講義棟B棟
B103

---

鉄鋼協会･金属学会
共同セッション
マルテンサイト・ベイナイト変態の
材料科学と応用1・2
［J36-J43］（14:10-17:00）
p.38

析出物・介在物分析/
結晶構造解析
［303-310］（9:00-11:50）
p.35

p.3

部会集会・
特別講演会
（13:00-14:00）
[無料]
p.45

元素分析/
表面・状態解析
［311-317］
（14:10-16:40）
p.35

---

---

懇親会
（18:30-20:30 於：ホテルメトロポリタン仙台（仙台市青葉区））

]：講演番号
)：講演時間帯
：講演大会参加証なしで聴講可能
シンポジウムテキストは開催当日会場入口で配布

鉄鋼協会･金属学会共同セッション
チタン・チタン合金3
［J11-J16］（15:30-17:30）
p.36

p.38

レジリエンスのシステムモデルと
その応用
［D11-D15］（13:00-14:50）
p.11

鉄系金属ガラスの粘性流動成形
技術開発研究会 最終報告会
（12:39-16:30）[無料]
p.42

溶融めっき/腐食防食
［271-280］（13:00-16:30）
p.32

---

---

第二相や偏析を利用した
組織制御および材料特性における
プロセスおよび組織因子抽出
検討への課題
（13:30-16:10）[無料] p.44
構造材料の生物劣化の究明
〜診断と解析〜 I
［D28-D33］（13:20-16:20）
p.13

鉄鋼協会･金属学会共同セッション
チタン・チタン合金4・5・6
［J17-J30］（9:00-15:00）

p.37

Monitoring and analysis methods for industrial processes
（工業プロセスのモニタリング・解析技術）
［Int.17-30］（8:50-16:30）
p.15

---

鉄鋼協会･金属学会共同セッション
マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用3・4・5・6・7
［J44-J63］（9:00-17:20）

---

p.12

p.46

---

p.21

冷間プレス成形解析に関する諸問題
［D23-D27］（10:20-15:00）

変形、加工/二次加工
［152-157］（9:20-11:30）

強度特性、変形特性3・4
［242-250］（13:00-16:10）

スラグからの溶出1・2
［93-99］（13:00-15:30）

p.24

p.45
JST産学共創基礎基盤研究プログラム
「ヘテロ構造制御」公開シンポジウム
ヘテロ構造制御で起こすイノベーション
-構造用金属材料の新指導原理（9:30-16:45）[無料]

p.21

---

スラグ、ダスト処理/スラグ
［89-102］（9:30-12:00）
p.21,23

高能率・安定圧延
を実現する人とシ
システム
ステムのシェアード
［107-110］
コントロール
（16:00-17:20）
［D6-D10］
（13:00-15:45）
p.11
p.24

p.20
製銑技術者若手セッション
［85-88］（13:00-14:20）

ノーベルプロセッシングへの
直接観察法の応用/
耐火物
［57-64］（13:30-16:20）p.20

日本の製鉄をリードしてきた東北の鉄の歴史にせまる
（10:00-17:00）[一般2,000円、学生1,000円]

強度特性、変形特性1・2
［234-241］（9:00-11:50）

会場15
マルチメディア
教育研究棟
M601-2

[
(

午後

p.43

鉄鋼協会･金属学会共同セッション
チタン・チタン合金1・2
［J1-J10］（10:00-14:20）

会場14
講義棟A棟
A102

午前

p.41

スラグ・介在物制御による
高清浄度クロム鋼溶製研究会
中間報告会
（13:00-17:30）[無料] p.41

p.17

9月21日（金）
午後

午前

---

鉄鋼協会･金属学会共同セッション
マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用8・9・10・11
［J64-J80］（9:00-16:10）
p.39

学生ポスターセッション
（12:00-16:00 於：仙台国際センター展示棟 展示室1）
ISIJビアパーティ
（17:30-19:00 於：東北大・川内キャンパス 川内の杜ダイニング）
p.9,47

◆第1回自動車関連材料合同シンポジウム－自動車の革新を支える材料技術の最新動向－
9月19日(水) 10:00-14:35 講義棟C棟C200（金属学会E会場）[4,000円]
◆男女共同参画委員会 第8回女性会員のつどい
9月21日(金) 12:00-13:00 講義棟C棟C401 [無料]
◆全国大学材料関係教室協議会 2018年度秋期講演会
9月21日(金) 15:30-16:30 講義棟C棟C201（金属学会F会場）[無料]
p.45,46
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第 176 回秋季講演大会運営委員一覧表
会場名
講義棟B 棟B101 (会場1)
講義棟B 棟B102 (会場2)
講義棟B 棟B104 (会場3)
講義棟A 棟A105 (会場4)
講義棟A 棟A106 (会場5)
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教育研究棟
M601-1(会場6)
講義棟A 棟A404 (会場7)
講義棟A 棟A406 (会場8)
講義棟B 棟B201 (会場9)
講義棟B 棟B202 (会場10)
講義棟B 棟B203 (会場11)
講義棟B 棟B204 (会場12)
講義棟A 棟A101 (会場13)
講義棟A 棟A102 (会場14)
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教育研究棟
M601-2(会場15)

9 月 19 日（水）

9 月 20 日（木）

AM
PM
国際セッション
シンポジウム
--三木 貴博
安田 秀幸
----シンポジウム
-----

PM
シンポジウム
--上坊 和弥
植田 滋
齊藤 敬高
岩井 一彦
奥村 圭二
--シンポジウム

---

--井上 裕滋
--小森 和武
大谷 博司
長谷 和邦
木村 勇次
船川 義正
シンポジウム
--シンポジウム
--横田 智之
共同セッション
今宿 晋

AM

シンポジウム

討論会

討論会 岡本 陽

9 月 21 日（金）
AM
埜上 洋
宮川 一也
--川畑 涼
丸岡 伸洋

PM
葛西 栄輝
山本 啓司
--斧田 博之
---

前田 知幸

討論会

討論会
藤本 仁
討論会
シンポジウム
多根井 寛志 シンポジウム
シンポジウム
松村 賢一郎 上田 耕一郎
秦野 正治
大村 朋彦
海老原 健一
--三木 一宏
小林 覚
澤田 浩太
--足立 吉隆
高木 節雄
シンポジウム シンポジウム
高島 稔
柘植 信二
竹山 雅夫
討論会
--共同セッション
共同セッション
部会
国村 伸祐
国際セッション
辻 典宏
集会

第 176 回秋季講演大会における催しのご案内
*** 学生ポスターセッション ***
多くの学生に講演大会参加と発表の機会を提供するため、学生ポスターセッションを行います。学生の皆さんの新鮮な
研究成果に触れ、熱意ある討論を交え、次代の担い手に励ましを送りましょう。なお、発表者の中から優秀賞等を選出し、
その結果をビアパーティ席上で発表し、賞品を贈呈します。多数の方々の参加をお待ちしております。
日 時： 2018 年 9 月 20 日（木）12:00～16:00（15:00～16:00 は展示のみ）
場 所： 仙台国際センター 展示棟 展示室 1

*** ISIJ ビアパーティ ***
大勢の皆様が専門分野、年齢、所属の枠を越えて集う有意義で楽しい交流の場です。ぜひ、この場を利用して知己の
輪を広められますようお誘い申し上げます。
日 時： 2018 年 9 月 20 日（木）17:30～19:00
場 所： 東北大学 川内キャンパス 川内厚生会館内 川内の杜ダイニング（生協食堂）
参加費： 1,000 円（正会員、学生会員とも一律。事前申込みは不要です）。
＊但し、学生ポスターセッション発表者は無料です。

講演大会協議会
議長
委員

河野佳織
坂入正敏
宇都宮裕

副議長
富山伸司

小林能直
久保木孝

土山聡宏

佐藤成男

柴田浩幸

柳田 明

田村鉄平
富山伸司
難波茂信
寺田大将
及川 誠
今宿 晋

野村誠治
伊藤邦春
清水 剛
鳥塚史郎
芳賀 純
儀賀義勝

2018 年 7 月 13 日プログラム編成会議参加委員
議長
委員

河野佳織
小林能直
宮川一也
宇都宮裕
木村勇次
野田和彦
戸田広朗

小西宏和
坂入正敏
藤本 仁
千葉亜耶
水口 隆
徳田公平

松浦宏行
大野 肇
植野雅康
小林 覚
森谷智一
三木一宏

野内泰平
村上太一
多根井寛志
澤田浩太
入江広司
横田智之
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日野雄太
盛田元彰
林田康宏
千田徹志
安東知洋
祐谷将人

2018 年日本鉄鋼協会秋季・日本金属学会秋期講演大会実行委員会
顧問

原

信義 東北大学 理事・副学長

鎌田 康寛 岩手大学 教授

滝澤 博胤 東北大学 理事・副学長

我妻 和明 東北大学 教授

長坂 徹也 東北大学 工学研究科長・工学部長

若生 昌光 秋田工業高等専門学校 教授

土屋 範芳 東北大学 環境科学研究科長

阿部 世嗣 （公財）電磁材料研究所

吉岡 敏明 東北大学 環境科学研究科 教授

南條

厨川 常元 東北大学 医工学研究科長

杉山 重彰 秋田県産業技術センター

高梨 弘毅 東北大学 金属材料研究所 所長

山村 英明 （公社）日本金属学会

村松 淳司 東北大学 多元物質科学研究所 所長

浦田 顕里 NEC トーキン（株）
坂本

杉本 諭

東北大学 教授

副組織委員長 鈴木 茂

東北大学 教授

組織委員長

弘 （国研）産業技術総合研究所

昌 新日鐵住金（株）

冨田 邦和 JFE スチール（株）
高橋 芳美 デクセリアルズ（株）
藤山

千葉 晶彦 東北大学 教授

環 大平洋金属（株）

内藤 和宏 高周波熱錬（株）
児玉 順一 新日鐵住金（株）

組織委員

貝沼 亮介 東北大学 教授

成田

折茂 慎一 東北大学 教授

山田 裕樹 東北特殊鋼（株）

福山 博之 東北大学 教授

須田

守 JFE ｽﾁｰﾙ（株）

原 基

米田

寛 新日鐵住金（株）

東北大学 教授

浅田

格 仙台高等専門学校 教授

井上

亮 秋田大学 教授

臼杵

毅 山形大学 教授

智 三菱製鋼（株）

西村 公宏 JFE ｽﾁｰﾙ（株）

及川 勝成 東北大学 教授

実行委員長

貝沼 亮介 東北大学 教授

大谷 博司 東北大学 教授
葛西 栄輝 東北大学 教授

副実行委員長 成島 尚之 東北大学 教授

加藤 秀実 東北大学 教授

古原 忠

東北大学 教授

北村 信也 東北大学 教授

武藤 泉

東北大学 教授

久保 百司 東北大学 教授
小池 淳一 東北大学 教授

実行委員

折茂 慎一 東北大学 教授

今野 豊彦 東北大学 教授

佐藤 裕

蔡

柴田 浩幸 東北大学 教授

安邦 東北大学 教授

東北大学 教授

才田 淳治 東北大学 教授

高村 仁

齋藤 嘉一 秋田大学 教授

成田 史生 東北大学 教授

佐藤 昭規 一関工業高等専門学校 教授

吉見 享祐 東北大学 教授

佐藤 裕之 弘前大学 教授

上田 恭介 東北大学 准教授

柴田 浩幸 東北大学 教授

植田 滋

高村

仁 東北大学 教授

梅津 理恵 東北大学 准教授

陳 迎

東北大学 教授

東北大学 准教授

東北大学 教授

大森 俊洋 東北大学 准教授

成島 尚之 東北大学 教授

須藤 祐司 東北大学 准教授

平塚 貞人 岩手大学 教授

関戸 信彰 東北大学 准教授

藤原 雅美 日本大学 教授

手束 展規 東北大学 准教授

古原

忠 東北大学 教授

野村 直之 東北大学 准教授

武藤

泉 東北大学 教授

三木 貴博 東北大学 准教授

吉見 享祐 東北大学 教授

宮本 吾郎 東北大学 准教授

土井 正晶 東北学院大学 教授

村上 太一 東北大学 准教授

松本 克才 八戸工業高等専門学校 教授
棗
埜上

千修 秋田大学 准教授
洋 東北大学 教授
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計測・制御・システム工学
9月20日 会場6（マルチメディア教育研究棟 M601-1）
エリアセンシングに基づく高度異常診断技術
座長

玉置久 [神戸大]、副座長：飯塚幸理 [JFE]

9:15-9:25
D1 適応的エリアセンシング手法を用いた知能化設備異常診断 −研究会活動の進捗と展望−
神戸大 ○玉置久

・・・

421

9:25-9:55
D2 サンプリングモアレカメラによる構造物の微小振動計測
福井大 ○藤垣元治・中嶋友朗

・・・

422

9:55-10:25
D3 高フレームレートパノラマ画像を用いた広域微小振動計測
広島大 ○石井抱・唐正密・島崎航平・姜明俊・高木健

・・・

426

10:25-10:55
D4 設備診断のための状態・パラメータ・入力推定（多チャンネル計測を前提とする手法）
名大 ○浅井徹

・・・

429

10:55-11:25
D5 変数・パラメータ選択評価関数を用いたエリアセンシング手法による橋梁・コンベア異常検出
東工大 ○小野功， 筑波大 倉橋節也

・・・

431

11:25-11:45
総合討論

高能率・安定圧延を実現する人とシステムのシェアードコントロール
座長

北村章 [鳥取大]、副座長：中川繁政 [新日鐵住金]

13:00-13:05
趣旨説明
13:05-13:35
D6 ｢高能率・安定圧延を実現する人とシステムのシェアードコントロール｣研究会
鳥取大 ○北村章， 東大 柳本潤

・・・

435

13:35-14:05
D7 冷間圧延における先進率の負領域を含む圧延特性について
新日鐵住金 ○白石利幸

・・・

438

14:05-14:35
D8 シェアードコントロールの概念と応用例：自動車の運転支援を例に
筑波大 ○伊藤誠

・・・

440

14:45-15:15
D9 プラント運転スキル抽出を目的とした注視領域遷移系列の潜在構造分析
京大 ○堀口由貴男・西尾顕・須藤敬之・椹木哲夫

・・・

444

15:15-15:45
D10 強化学習の考え方と最近の動向
横国大 ○白川真一

・・・

448

13:10-13:30
D11 レジリエンスのシステムモデルに関する基礎的検討
神戸大 ○藤井信忠・玉置久・鳩野逸生

・・・

451

13:30-13:50
D12 サプライヤの立場からのサプライチェーンのリスク評価と分散化
神戸大 ○鳩野逸生・水野翔太・妻屋彰

・・・

454

9月21日 会場6（マルチメディア教育研究棟 M601-1）
レジリエンスのシステムモデルとその応用
座長

藤井信忠 [神戸大]、鳩野逸生 [神戸大]、玉置久 [神戸大]

13:00-13:10
趣旨説明：藤井信忠 [神戸大]
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13:50-14:10
D13 生産設備ネットワークにおけるフェロモンを用いたエージェントベース異常発見手法
神戸大 ○洪性明・藤井信忠・國領大介・貝原俊也・玉置久・鳩野逸生

・・・

458

14:10-14:30
D14 レジリエントな社会・技術システムのデザインのための拡張型機能共鳴解析手法を用いた
鉄鋼生産ラインのゆらぎ解析
京大 ○広瀬貴之・椹木哲夫

・・・

462

14:30-14:50
D15 想定外事象への対応能力評価のためのシナリオ構築
東北大 ○高橋信・佐藤博則・狩川大輔

・・・

466

9:10-9:30
D16 材料モデルの高度化による高張力鋼板のスプリングバック予測精度向上
JFE ○澄川智史・石渡亮伸・平本治郎

・・・

470

9:30-9:50
D17 板矯正技術の動向
神鋼 ○前田恭志

・・・

472

9:50-10:10
D18 鋼材矯正後残留応力の予測・評価に関する研究動向
静大 ○早川邦夫・坂井田喜久， 岡山大 上森武

・・・

476

10:10-10:30
D19 ローラーレベラにおける入側波長が波形状矯正効果に及ぼす影響の有限要素解析
新日鐵住金 ○根上潤・比護剛志

・・・

479

10:40-11:00
D20 初期曲率がローラ矯正の板反り矯正効果の安定性に及ぼす影響
新日鐵住金 ○比護剛志

・・・

481

11:00-11:20
D21 金属薄板材の面内繰返し変形と材料モデリング
岡山大 ○上森武

・・・

485

11:20-11:40
D22 テンションレベラの定常FEM解析と最適化手法の適用
広島大 ○濱崎洋・吉田総仁

・・・

489

10:25-11:10
D23 板材成形シミュレーションのいための弾塑性構成モデル（バウシンガー効果と異方性発達の表現）
広島大 ○吉田総仁
・・・

492

11:10-11:55
D24 多軸応力試験の活用による鋼板の材料モデルと成形シミュレーションの高精度化
東京農工大 ○桑原利彦

・・・

496

13:00-13:30
D25 高張力鋼板の円形および楕円形穴広げ挙動に及ぼす異方性発展の影響
新日鐵住金 ○鈴木利哉・岡村一男， Guanajuato Univ. G. Capilla， 広島大 濱崎洋・吉田総仁

・・・

500

創形創質工学
9月20日 会場7（講義棟A棟 A404）
矯正解析のための数値解析技術
座長

濱崎洋 [広島大]

9:00-9:10
趣旨説明：濱崎洋 [広島大]

11:40-12:00
総合討論：濱崎洋 [広島大]

9月21日 会場7（講義棟A棟 A404）
冷間プレス成形解析に関する諸問題
座長

早川邦夫 [静岡大]、前田恭志 [神鋼]

10:20-10:25
趣旨説明
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13:30-14:00
D26 スプリングバック要因分析手法による成形品形状精度向上
JFE ○卜部正樹・石渡亮伸・平本治郎

・・・

504

14:00-14:45
D27 依頼講演
トヨタ自動車におけるプレス成形シミュレーションの活用と今後の取り組み
トヨタ ○一条尚樹・橋本治郎・福山義之

・・・

508

13:20-13:45
D28 鉄鋼研究振興助成受給者
鉄腐食性メタン生成菌による腐食におけるカソード反応の再考
神戸大 ○若井暁

・・・

510

13:45-14:10
D29 硝酸塩還元菌および硫酸塩還元菌存在下における硝酸塩添加によるサワー化抑制効果の検討
東工大 ○宮永一彦・K. Ima・日高皓平・丹治保典

・・・

513

14:10-14:35
D30 土壌中における炭素鋼の微生物腐食
東工大 ○林亮馬・丹治保典・宮永一彦

・・・

515

14:50-15:15
D31 多種類の菌で形成されたバイオフィルムの付着量とステンレス鋼溶接部の腐食の発生との関係
大阪市大 ○和田卓大・川上洋司

・・・

516

15:15-15:40
D32 バイオフィルムSICM形態観察に与える液中への固定化剤添加の影響
鈴鹿高専 ○平井信充， 静大 吉岡正義・岩田太， 鈴鹿高専 兼松秀行

・・・

519

15:40-16:05
D33 鉄鋼研究振興助成受給者
擬似海水環境中におけるステンレス鋼の孔食発生に及ぼす微生物および鉄イオン濃度の影響
秋田大 ○宮野泰征・鞠子侑

・・・

520

14:45-15:00
総合討論

材料の組織と特性
9月21日 会場13（講義棟A棟 A101）
構造材料の生物劣化の究明 〜診断と解析〜 I
座長

宮野泰征 [秋田大]、副座長：平井信充 [鈴鹿高専]、若井暁 [神戸大]

16:05-16:20
総合討論・閉会挨拶

13

International Organized Sessions
2018/9/19 Room1 (Kawauchi Lecture Rooms B101)
Energy-Environment-Dust processing in ironmaking processes
Session organizer：H. Nogami [Tohoku Univ.], T. Murakami [Tohoku Univ.], T. Usui [Osaka Univ.]
8:50-8:55
Opening Address: H. Nogami [Tohoku Univ.]
Chair: T. Usui [Osaka Univ.]
8:55-9:20
Int.-1 Invited Lecture
Biogas: how we can reduce environmental impact in the iron and steel industry
Federal Univ. of Ouro Preto ○P. S. Assis， REDEMAT K. O. Calixto，
Federal Univ. of Ouro Preto M. E. Martins

・・・

521

9:20-9:45
Int.-2 Invited Lecture
Rising the efficiency of fossil and renewable energy carriers in the blast furnace
RWTH Aachen Univ. ○A. Babich・D. Senk

・・・

524

9:45-10:10
Int.-3 Carbon requirement for ironmaking under carbon and hydrogen co-existing atmosphere
Tohoku Univ. ○H. Nogami

・・・

526

10:10-10:35
Int.-4 Simultaneous carbonization and pulverization behaviors of biomass in the rapid carbonization process
applying heat storage materials
Tohoku Univ. ○D. Maruoka・T. Nakamura・H. Sumikawa・T. Murakami・E. Kasai

・・・

528

10:35-11:00
Int.-5 Improvements on coking process time and coke quality by coal moisture control
REDEMAT ○P. S. Assis・M. C. Carias， ENVIROX M. C. R. Oliveira，
GERDAU G. L. R. Silva

・・・

530

11:10-11:35
Int.-6 Invited Lecture
Use of biochar and biogas as fuel for iron ore sintering in a small machine
Federal Fluminense Univ. ○J. A. Castro・E. M. Oliveira・M. F. Campos

・・・

534

11:35-12:00
Int.-7 Effect of magnetite on initial melt formation in sintering process
Kyushu Univ. ○Z. Wang， OECD Nuclear Energy Agency H. Ogi，
Kyushu Univ. K. Ohno・T. Maeda・K. Kunitomo

・・・

536

13:10-13:35
Int.-8 Invited Lecture
Use of different particle size pellet feeds on granulation behavior in the sintering process
Federal Univ. of Minas Gerais ○M. C. Bagatini・R. A. Lopes Jr.・I. V. Flores・A. F. L. Oliveira

・・・

538

13:35-14:00
Int.-9 Agglomeration of return fines of sinter for blast furnace raw materials
JFE ○Y. Ogasawara・T. Sato・J. Ishii・R. Murai・S. Watakabe

・・・

540

14:00-14:25
Int.-10 Invited Lecture
Modeling breakage and mechanical degradation of steelmaking materials during handling
Federal Univ. of Rio de Janeiro ○R. M. Carvalho・P. P. S. Cavalcanti・L. M. Tavares

・・・

542

14:35-15:00
Int.-11 Invited Lecture
Kinetics of methane reforming for direct reduction of iron
Inst. Tech. Research ○T. R. Ribeiro， Univ. of Sao Paulo C. Takano，
Univ. Center of FEI J. G. R. Poço， Inst. Tech. Research J. B. F. Neto，
Norwegian Univ. of Sci. Tech. L. Kolbeinsen， SINTEF E. Ringdalen

・・・

546

15:00-15:25
Int.-12 Ethanol-assisted ironmaking of mild-dehydrated goethite-contained ore
Hokkaido Univ. ○A. Kurniawan・T. Akiyama・T. Nomura・K. Abe

・・・

550

Chair: T. Murakami [Tohoku Univ.]

Chair: H. Nogami [Tohoku Univ.]

14

International Organized Sessions
15:25-15:50
Int.-13 Invited Lecture
Economic feasibility for reducing iron by electrolysis
Federal Fluminense Univ. ○M. F. Campos・J. A. Castro

・・・

552

15:50-16:15
Int.-14 Evaluation of carbonization gas from coal and woody biomass and reduction rate enhancement of
carbon composite iron oxide pellets by using semi-char and semi-charcoal
Osaka Univ. ○T. Usui・H. Konishi， JFE K. Ichikawa， Univ. of Toyama H. Ono，
Osaka Univ. H. Kawabata， Federal Univ. of Ouro Preto F. B. Pena・M. H. Souza・
A. A. Xavier・P. S. Assis

・・・

554

16:15-16:40
Int.-15 Experimental research on the dust emission of raw materials in a steel plant stockyard
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd ○H. Li， Tongji Univ. H. Yang，
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd W. Wei・Y. Zhang

・・・

556

16:40-17:05
Int.-16 Practices and analysis of gas dedusting for blast furnaces in Baosteel
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd ○C. Wang・Y. Chen

・・・

560

17:05-17:10
Closing Remark: T. Usui [Osaka Univ.]

2018/9/21 Room15 (Multimedia Education and Research Complex M601-2)
Monitoring and analysis methods for industrial processes
Session organizer：Y. Deguchi [Tokushima Univ.], S. Kashiwakura [Tohoku Univ.]
8:50-9:00
Opening Address: Y. Deguchi [Tokushima Univ.]
Chair: Y. Deguchi [Tokushima Univ.]
9:00-9:30
Int.-17 Invited Lecture
Analysis of cluster formation reactions in laser-induced plasma for LIBS measurement
Kyoto Univ. ○T. Sakka

・・・

564

9:30-10:00
Int.-18 Invited Lecture
Quantification for laser-induced breakdown spectroscopy
Tsinghua Univ. ○Z. Wang

・・・

565

10:00-10:30
Int.-19 Invited Lecture
Improved LIBS detection ability for underwater measurement of solid samples
Xi'an Jiaotong Univ. ○Z. Wang

・・・

566

10:40-11:10
Int.-20 Invited Lecture
Laser induced breakdown spectroscopy for fast quantitative analysis of elemental composition in
manufacturing processes
Gwangju Institute of Science and Technology ○S. Jeong

・・・

568

11:10-11:40
Int.-21 Invited Lecture
Combining LIBS and FTIR for the analysis of coal components
South China Univ. of Technology ○S. Yao

・・・

571

・・・

573

・・・

574

11:40-12:00
Int.-22 Perspectives for rare-earth recycling
Federal Fluminense Univ. ○M. De Campos， UFF - Universidade Federal Fluminense

J. Castro

12:00-12:20
Int.-23 Determination of manganese in steels with a combination of laser-induced breakdown spectroscopy
and partial-least-square regression
Tohoku Univ. ○S. Kashiwakura・K. Wagatsuma

15

International Organized Sessions
Chair: S. Kashiwakura [Tohoku Univ.]
13:10-13:40
Int.-24 Invited Lecture
Laser-induced breakdown spectroscopy in the aluminum industry
Chinese Academy of Sciences ○L. Sun

・・・

576

13:40-14:10
Int.-25 Invited Lecture
Use of a generalized spectrum and machine learning in LIBS data treatment for quantitative elemental
analysis of soils
Shanghai Jiao Tong Univ. ○J. Yu

・・・

579

14:10-14:40
Int.-26 Invited Lecture
Study on high-precision analysis of steel and iron ore content in laser-induced breakdown spectroscopy
Huazhong Univ. of Science and Technology ○L. Guo

・・・

580

14:50-15:20
Int.-27 Invited Lecture
Laser remote analysis for decommissioning of Fukushima Daiichi nuclear power station
Japan Atomic Energy Agency ○I. Wakaida・H. Ohba・K. Akaoka・M. Miyabe・M. Oba，
Institute for Molecular Science T. Taira

・・・

581

15:20-15:40
Int.-28 Fundamental aspects of fiber-optic long-pulse laser-induced breakdown spectroscopy in air
Univ. of Hyogo ○A. Matsumoto

・・・

584

15:40-16:00
Int.-29 Quantitative elemental measurement of steel samples using long and short DP-LIBS
Xi'an Jiaotong Univ. ○M. Cui， Tokushima Univ. Y. Deguchi・Y. Fujita・S. Tanaka，
Xi'an Jiaotong Univ. Z. Wang， National Twaiwan Univ. of Science and Technology F. Shiou

・・・

587

16:00-16:20
Int.-30 LIBS applications to steel and iron making processes
Tokushima Univ. ○Y. Deguchi・M. Cui・Y. Fujita・S. Tanaka， Xi'an Jiaotong Univ.
National Twaiwan Univ. of Science and Technology F. Shiou

・・・

588

16:20-16:30
Closing Address: Y. Deguchi [Tokushima Univ.]
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Z. Wang，

高温プロセス
9月19日 会場3（講義棟B棟 B104）
熱力学
9:00-10:20
座長 長谷川将克 [京大]
1 製鋼温度におけるFe-Mn-Al融体の脱酸平衡とAl2O3/MnAl2O4二固相飽和組成の測定
東大 ○西垣亮介・松浦宏行

・・・

591

2 溶融Fe-Cr-Mn-S合金とFeS-CrS-MnS間の相平衡
東北大 ○高橋海渡・三木貴博・長坂徹也・今川陽絵・Y. Lu

・・・

592

3 スラグ中Cr酸化物と平衡する溶融Ni-Cr合金の酸素溶解度
日本冶金 ○宮崎芳春・桐原史明・轟秀和

・・・

593

4 高温XRDによるFe2O3のCO 2-CO還元によるFe3C 生成の直接観察
東北大 ○佐々木康・三木貴博，
ニューサウスウェルズ大 ユリー カペリューシン・オレッグ オストロフスキー

・・・

594

・・・

595

6 水浴への粒子吹き付け時の気液界面挙動のシミュレーション
JFE ○佐藤新吾・岡田淳， 摂南大 植田芳昭， 北大 井口学

・・・

596

7 Effect of mechanical stirring power on behavior of injected gas in refining process
Northeastern Univ. of China ○K. Wang・Y. Liu， Nagoya Univ. M. Sano，
Northeastern Univ. of China Z. Zhang・T. Zhang・J. He

・・・

597

8 水モデル実験と大規模シミュレーションを用いたKR法における界面変形挙動の解明
東北大 ○方毓・山本卓也・コマロフ セルゲイ

・・・

598

・・・

599

10 0.18鋼のマッシブ的変態時の体積収縮速度に及ぼすTi添加の影響
京大 ○清尚暉， 九大 森下浩平， 京大 安田秀幸， 阪大 柳楽知也・吉矢真人

・・・

600

11 Fe-18Cr-11Ni合金のマッシブ的変態前後の体積変化とδ/γ間の結晶方位関係
京大 ○市田晃大・三野翔平・安田秀幸， 京大(現 九大) 森下浩平， 阪大 吉矢真人

・・・

601

・・・

602

13 鉄鋼研究振興助成受給者
粒子フィルタに基づく熱伝達係数の推定を導入した凝固解析による一方向鋳造実験の
冷却曲線再現
秋田大 ○棗千修・内山涼介， 北大 岡ゆきみ・大野宗一

・・・

603

14 データ同化に基づいた金属の凝固における固液界面エネルギーの推定
北大 ○岡ゆきみ， 東大 澁田靖， 京工繊大 高木知弘， 北大 大野宗一

・・・

604

15 鉄鋼研究振興助成受給者
格子ボルツマン法によるマクロ偏析シミュレーションの高速化と連続鋳造への応用
北大 ○大野宗一・佐藤隼人

・・・

605

・・・

606

17 スラブ表層気泡に及ぼす鋳型内電磁攪拌の周波数の影響
神鋼 ○石川智也・三宅孝司， 神鋼リサーチ 森下雅史

・・・

607

18 高C高Mn鋼の表面割れに及ぼす3次冷却の影響
新日鐵住金 ○廣角太朗・宮本峻至・柿本亮一

・・・

608

移動現象
10:30-11:50
座長 内田祐一 [日工大]
5 Morphology changes during the reduction of Na2O-doped Fe2O3 compacts
Beijing key Laboratory of Green Recyclable Process for Iron & steel Production Technology
○W. Pan・Z. Zhao・H. Ma・Y. Pei， Shougang Institute of Technology X. Zhao，
Yonsei Univ. J. Dong

組織形成、凝固1
13:00-14:00
座長 花尾方史 [新日鐵住金]
9 0.18mass%C鋼におけるマッシブ的変態後のγ相粗大化に及ぼす温度勾配の影響
京大 ○橋本隆弘， 九大 森下浩平， 京大 安田秀幸， 阪大 吉矢真人

組織形成、凝固2
14:10-15:30
座長 三宅孝司 [神鋼]
12 Phase-field法と格子ボルツマン法による柱状デンドライト垂直流れの透過率評価
京工繊大 ○高木知弘・坂根慎治， 北大 大野宗一， 東大 澁田靖， 東工大

青木尊之

連鋳、凝固現象
15:40-16:40
座長 伊藤寿之 [JFE]
16 モールドフラックスの巻き込みに関する実験的検証
新日鐵住金 ○三島和晃・塚口友一

17

9月20日 会場2（講義棟B棟 B102）
石炭、コークス
12:30-14:10
座長 松井貴 [JFE]
19 Application of petrographic analysis for imported cokes in CSC
China Steel ○Y. Chen

・・・

609

20 A novel approach to quantify the effect of oxidized high fluidity coal on Coke Strength after Reaction (CSR)
Hyundai Steel ○K. Ko・J. Lee・J. Seo・S. Shin・K. Kim

・・・

610

21 伸縮型パイプを用いた乾燥コークス用炭の炉内装入方法
天津大 ○張書廷・田津

・・・

611

22 粘結材添加時のコークスの気孔形成過程（コークス気孔形成過程の評価–4）
新日鐵住金 ○林崎秀幸・上坊和弥・野村誠治， 東北大 齋藤泰洋・松下洋介・青木秀之

・・・

612

23 コークスケーキの未乾留部が炉壁突起乗り越え力に及ぼす影響
新日鐵住金 ○愛澤禎典・上坊和弥・野村誠治， 日鉄住金テクノ

・・・

613

中川朝之

コークス技術者若手セッション1
14:20-15:20
座長 松枝恵治 [新日鐵住金]
24 芳香族アミン添加時の石炭改質効果
JFE ○大塚啓司・土肥勇介・松井貴， JFEテクノ

・・・

614

25 和歌山コークス炉における廃プラスチックのリサイクル促進
新日鐵住金 ○朝日裕也・綱島雄二郎・三河健一

花田一利

・・・

615

26 フェロコークス乾留炉内温度条件への各羽口ガス送風条件の影響
JFE ○永山幹也・庵屋敷孝思・藤本英和・佐藤健・山本哲也

・・・

616

・・・

617

28 炭化室付着カーボン制御技術の開発
新日鐵住金 ○枝野寛弘・深澤康裕

・・・

618

29 老朽化したコークス炉におけるCOG専焼操業
新日鐵住金 ○半田圭・深澤康裕

・・・

619

30 室蘭第5コークス炉西の休止前操業状況について
新日鐵住金 ○中杉祐己・工藤達也・三樹賢治

・・・

620

・・・

621

32 溶鋼中炭素による溶融CaO-SiO2-FeOスラグ中FeOの還元挙動
東北大 ○高旭， 中国・安徽工業大 呂寧寧， 東北大 植田滋・北村信也

・・・

622

33 上吹きジェット同士の干渉が二次燃焼に及ぼす影響
新日鐵住金 ○開澤昭英・宮田政樹

・・・

623

・・・

624

・・・

625

36 LF精錬におけるCaF2使用量低減
山特 ○井手口貴弘・吉岡孝宜・大塲康英・中畑憲一郎・福島和輝・小亀宏明

・・・

626

37 シリコン還元による鉄粒子分散モールドフラックスの呈色機構の解明と見かけ熱伝導率の評価
東工大 ○遠藤理恵・官葉・渡邊玄・林幸・須佐匡裕

・・・

627

38 ケイ酸塩系過冷却液体の粘度に及ぼす鉄イオン酸化状態の影響
東北大 ○助永壮平， 東大 脇原徹， 東北大 柴田浩幸，
パリ地球物理学研究所 D. Neuville

・・・

628

コークス技術者若手セッション2
15:30-16:50
座長 花岡浩二 [JFE]
27 コークス炉乾燥用バーナーの最適設計
新日鐵住金 ○布施政人・山岡圭・土岐正弘・林川翔平・林裕介・勝見靖弘

9月20日 会場3（講義棟B棟 B104）
転炉
9:00-10:00
座長 竹田悠吾 [JFE]
31 石灰石造滓で低リン鋼製造と気化脱リン検討
中国北京科技大 ○李宏

精錬プロセスにおける多相融体界面の物性・反応・移動1
10:10-11:50
座長 齊藤敬高 [九大]
34 コークスベッド内の液流れ促進のための物性制御
東北大 ○植田滋・高旭・北村信也・尾久信介
35 溶銑脱りん挙動に及ぼすCaO 粉上吹きタイミングの影響
新日鐵住金 ○田村鉄平・宮田政樹・山﨑強， 産業技術短大

18

樋口善彦

精錬プロセスにおける多相融体界面の物性・反応・移動2
13:00-14:40
座長 植田滋 [東北大]
39 国際宇宙ステーション搭載静電浮遊炉による高温酸化物融体の熱物性計測
JAXA ○石川毅彦・小山千尋

・・・

629

・・・

630

41 静磁場印加電磁浮遊法を用いた溶融Fe-Ni合金の熱伝導率測定
東北大 ○渡邉学・安達正芳・打越雅仁・福山博之

・・・

631

42 電磁浮遊法によるジルカロイ2(Zry-2)およびじるかろい4(Zry-4)融体の表面張力
千葉工大 ○鈴木岳大・小澤俊平

・・・

632

43 溶融Si-C合金の自由表面におけるC原子の挙動の分子動力学
東大 (現:名大VBL) ○鳴海大翔， 東大 澁田靖・吉川健

・・・

633

・・・

634

・・・

635

46 The viscosity and structure of (1-x)CaO-xBaO-SiO2-MgO-Al2O3 slags
Yonsei Univ. ○Z. Wang・I. Sohn

・・・

636

47 アルミノシリケート系融体のインピーダンス測定による融体構造推測の試み
九大 ○原田祐亮・齊藤敬高・中島邦彦

・・・

637

48 溶融SiO2-Na2O-NaF系の粘度の組成依存性
東北大 ○山田将也・川崎眞実・櫻井聡・盧鑫・竹田修・朱鴻民

・・・

638

・・・

639

50 低周波超音波により水中内で凝集した球状粒子群の不安定性
静大 ○村松浩也・齋藤隆之

・・・

640

51 Ni-Al系マイクロチャンネルライニング層成長前面近傍におけるクラック状ボイドの形成に
及ぼす圧粉体気孔率の影響
北大 ○山根良太・大参達也

・・・

641

・・・

642

・・・

643

54 SiC繊維形状を用いたマイクロ波吸収体開発
中部大 ○樫村京一郎

・・・

644

55 The influence of emissivity of two CuFe2O4 ferrite structures on near and middle infrared radiation
Univ. of Science and Technology Beijing ○J. Zhang・H. Bai

・・・

645

56 Effect of adding yttrium on the inclusion modification and impact toughness of E36 shipbuilding steel
Univ. of Science and Technology Beijing ○X. Xi

・・・

646

40 酸化による溶融はんだの表面物性変化
大阪市大 ○加藤健司・脇本辰郎， 摂南大

植田芳昭， 北大

井口学

精錬プロセスにおける多相融体界面の物性・反応・移動3
14:50-16:30
座長 嶋﨑真一 [香川高専]
44 回転円柱によって誘起される固液2相流の数値解析
産業技術短大 ○樋口善彦
45 水系サスペンションの交流電場特性
九大 ○高尾蕗茜・齊藤敬高・中島邦彦， 新日鐵住金

村尾玲子

9月20日 会場4（講義棟A棟 A105）
ノーベルプロセッシング
9:00-10:00
座長 奥村圭二 [名工大]
49 金属薄膜のマイクロ波加熱による膜組織変化
東北大 ○吉川昇・五十嵐健・田口洋行・永田彩花・コマロフ セルゲイ

ノーベルプロセッシングフォーラム研究紹介
10:10-11:50
座長 吉川昇 [東北大]
52 無容器材料プロセッシング研究グループの紹介 -CoFe2O4/BaTiO3複合マルチフェロイック
材料の創製東北大 ○福島潤・滝澤博胤
53 超音波振動による濡れ性改善
名工大 ○田中雄也・奥村圭二， 北大

岩井一彦

19

ノーベルプロセッシングへの直接観察法の応用
13:30-15:10
座長 上野和之 [岩手大]
57 流動抑制下における、超音波による化学反応の空間分布及び経時変化
北大 ○浅羽南海輝・岩井一彦， 名工大 奥村圭二

・・・

647

・・・

648

59 マイクロ波還元マグネタイトを用いた2 step cycle によるCO2資源化プロセスのその場ガス分析
東北大 ○福島潤， 核融合研 田中将裕

・・・

649

60 電磁誘導下における非金属高温融体の温度分布と流動
東北大 ○渡邊健史・五十嵐健・吉川昇・コマロフ セルゲイ

・・・

650

61 製鋼スラグに含まれるリン濃縮相の品位分別を目指した連続磁気分離操作
北大 ○長野真孟・岩井一彦・有田正志

・・・

651

58 超音波振動による液滴形状の変化
名工大 ○奥村圭二・田中雄也， 北大

岩井一彦

耐火物
15:20-16:20
座長 太田裕己 [神鋼]
62 広畑における溶鋼鍋耐火物損傷メカニズム
新日鐵住金 ○神子貴信・中村壽志・石橋正嗣

・・・

652

63 耐火物の電気パルス粉砕挙動におよぼす粗骨材物性値の影響
福岡工大 ○久保裕也・近藤義輝

・・・

653

64 和歌山製鐵所におけるタンディッシュ耐火物改善による生産性向上
新日鐵住金 ○松井俊介

・・・

654

・・・

655

66 高炉のレースウェイ形成に及ぼす充填粒子と送風の影響(第3報)
帝京大 ○篠竹昭彦

・・・

656

67 高炉吹き抜け予測システムにおける操業変化への適応方法
神鋼 ○加茂和史・楢崎博司・前田知幸・田中洋輔

・・・

657

・・・

658

69 13Xゼオライト吸着剤を用いたCO2-PSAにおける吸着剤形状の影響
（COURSE50 物理吸着CO2分離技術）
JFE ○紫垣伸行・茂木康弘・原岡たかし・鷲見郁宏

・・・

659

70 製鉄所における副生ガス高効率利用のエクセルギー評価
岡山県大 ○井上秀一郎・中川二彦・池田有希

・・・

660

・・・

661

72 カルシウムフェライト添加がコークス燃焼に及ぼす影響
新日鐵住金 ○矢部英昭・樋口謙一・野村誠治

・・・

662

73 無機物の添加がコークス燃焼に及ぼす影響
新日鐵住金 ○藤部康弘・平健治

・・・

663

9月21日 会場1（講義棟B棟 B101）
高炉
9:30-10:30
座長 野内泰平 [JFE]
65 Simulation study on BF burden distribution with different sinter size
Shougang Research Institute of Technology ○J. Zhou

COURSE 50
10:40-11:40
座長 昆竜矢 [九大]
68 高温における微粉炭チャーのCO2およびH 2Oガス化特性
名大 ○河原魁人・成瀬一郎・義家亮・植木保昭， 新日鐵住金

松崎眞六

焼結原料1
13:00-14:00
座長 樋口隆英 [JFE]
71 気孔を有する針状SFCAの生成に及ぼす熱履歴及びAl2O3濃度の影響
東工大 ○守本和生・渡邊玄・遠藤理恵・須佐匡裕・林幸， 新日鐵住金

上城親司

焼結原料2
14:10-15:10
座長 樋口謙一 [新日鐵住金]
74 炭材核を有する2 層構造ペレットを配合した焼結原料の偏析調査
JFE ○岩瀬一洋・樋口隆英・山本哲也・深田喜代志

・・・

664

75 900mm thick sintering in shougang jingtang
Univ. of Science and Technology Beijing ○Y. Pei

・・・

665

76 焼結点火炉2段燃焼式高流速バーナの開発
JFE ○岩田好司・堀川透理・松村賢司

・・・

666

20

9月21日 会場2（講義棟B棟 B102）
還元基礎
9:00-10:40
座長 村上太一 [東北大]
77 組織の異なる焼結鉱のCO-CO2-H2混合ガス雰囲気下での還元挙動
九大 ○原全史・前田敬之・大野光一郎・国友和也
78 Effect of inhibitor gas on reduction degradation behavior of sinter
POSCO ○J. Jeon・S. Son・I. Suh
79 AE法を利用した還元粉化のin-situ 評価手法の検討 -2新日鐵住金 ○水谷守利・西村恒久・折本隆・樋口謙一・野村誠治， 東北大

葛西栄輝

・・・

667

・・・

668

・・・

669

80 Increasing proportion of lump ores in blast furnace based on high temperature interaction
Univ. of Science and Technology Beijing ○Y. Lu・S. Wu・L. Wang

・・・

670

81 粒内ガス拡散を考慮した鉄鉱石粒内還元挙動の解析
東北大 ○久保田崇聖・埜上洋・丸岡伸洋

・・・

671

新鉄源
10:50-11:50
座長 大野光一郎 [九大]
82 微粉鉄鉱石の流動層還元特性
中央大 ○藤野和也・幡野博之

・・・

672

83 燃焼合成製鉄の還元率向上のための炭材内装多孔質鉄鉱石作製条件の検討
北大 ○阿部圭佑・A. Kurniawan・真田雅文・能村貴宏・秋山友宏

・・・

673

84 Carbothermic reduction of iron ore with multi-layer packed pellets in gas-fired furnace
China Steel ○F. Lin

・・・

674

・・・

675

86 ベル開条件制御による鉱石堆積傾斜角の増大
神鋼 ○燒谷将大・谷口雅紀・笠井昭人

・・・

676

87 福山地区におけるコークス比低減への取組み
JFE ○木宮宏治・若井造・森侯寿・福本泰洋・岡本悠揮

・・・

677

88 君津1,2焼結におけるコークス破砕整粒設備の改善
新日鐵住金 ○大塚佳毅・古田源幸・戸田欣樹・下澤栄一・松井耕祐

・・・

678

・・・

679

90 Influence of melting behavior on the selective reduction of phosphorus from steelmaking slag
Tohoku Univ. ○D. Shin・S. Kitamura・S. Ueda・X. Gao

・・・

680

91 脱炭スラグ中のMgOの溶解挙動
JFE ○加藤裕介・髙橋克則

・・・

681

92 Physico-chemical properties of ZnFe2O4-Fe3O4 spinel solid solutions in EAF dust
Tohoku Univ. ○M. Lumongsod・T. Miki・Y. Sasaki・T. Nagasaka

・・・

682

・・・

683

94 Separation and recovery of P from modified steelmaking slag with high P2O5 content via selective
leaching and precipitation
東北大 ○杜伝明・高旭・植田滋・北村信也

・・・

684

95 Ca-Si 系鉱物相の水へのカルシウム溶出挙動に及ぼすシリケート構造の影響
東北大 ○阮方・柴田浩幸・川西咲子・助永壮平

・・・

685

96 CaO-SiO2-MgO-FetO-P2O5系スラグの溶出特性に及ぼす冷却条件の影響
東大 ○永田風彦・森田一樹

・・・

686

製銑技術者若手セッション
13:00-14:20
座長 石渡夏生 [JFE]
85 還元性ガス同時吹込みが微粉炭燃焼挙動へ及ぼす影響
JFE ○盛家晃太・髙橋功一・村尾明紀・佐藤健・深田喜代志

9月21日 会場4（講義棟A棟 A105）
スラグ、ダスト処理
9:30-10:50
座長 坂元基紘 [新日鐵住金]
89 冷却時の製鋼スラグ中鉱物相へのSmおよびNdの濃縮
秋田大 ○彦坂洋隆・井上亮・高崎康志， 東北管区警察局

及川裕佳

スラグからの溶出1
13:00-14:20
座長 加藤裕介 [JFE]
93 CaO-SiO2-FeOx-MgO-Al2O3系における初晶のアルカリ溶出挙動
東北大 ○朱祚嶠・高旭・植田滋・北村信也

21

スラグからの溶出2
14:30-15:30
座長 高旭 [東北大]
97 鉄鋼研究振興助成受給者
微細藻類を用いた鉄鋼スラグからのリン再資源化
鳥取大 ○星川淑子
98 高りん酸スラグの肥料効果
新日鐵住金 ○坂元基紘・田村鉄平・原田俊哉・真鍋佳世・伊藤公夫
99 製鋼スラグ中の六価クロム生成機構
秋田大 ○井島翔， マテリアルエコリファイン

佐藤義也， 秋田大

22

高崎康志・井上亮

・・・

687

・・・

688

・・・

689

環境・エネルギー・社会工学
9月21日 会場4（講義棟A棟 A105）
スラグ
11:00-12:00
座長 松浦宏行 [東大]
100 低塩基度スラグにおけるリン酸含有珪酸カルシウム鉱物の高温相平衡
日工大 ○内田祐一・大倉野宇士

・・・

690

101 製鋼スラグのアルカリ溶出挙動に対する結晶化の影響
京大 ○田内征太郎・柏谷悦章

・・・

691

102 開水路流れを用いた製鋼スラグから海水中へのアルカリ溶出挙動の長時間推移
岡山大 ○松田大和・加藤嘉英・U. Azhar

・・・

692

・・・

693

104 弥生時代における直接製鉄法の再現実験
西村 ○西村堅一郎

・・・

694

105 江戸時代の鉄製品の流通小考－江戸の遺跡と都市江戸のガイドブックから－
東京藝大 ○水本和美・田口智子

・・・

695

106 砂鉄製錬炉で生成する鉧と高炉サラマンダ―との類似性
コベルコ科研 ○松井良行， 元東北大 高橋礼二郎

・・・

696

9月21日 会場5（講義棟A棟 A106）
文化財
10:00-11:20
座長 山末英嗣 [立命館大]
103 初期鉄器時代における銅製錬から製鉄法への発展に関する熱力学
東工大 ○永田和宏

23

計測・制御・システム工学
9月20日 会場6（マルチメディア教育研究棟 M601-1）
システム
16:00-17:20
座長 阿部快洋 [新日鐵住金]
107 数理計画手法を用いた鉱石配合計画の最適化
JFE ○熊野徹・吉成有介・山口収

・・・

697

108 季節変動を考慮した原料適正在庫の算出
新日鐵住金 ○川上孝介・小林敬和

・・・

698

109 Properties-to-microstructure inverse analysis of steels by a machine learning approach
名大 ○王志磊・足立吉隆

・・・

699

110 環境対策効果（防塵効果）のラボ評価手法の基礎検討
神鋼 ○林亮太・乾昌広

・・・

700

9月21日 会場6（マルチメディア教育研究棟 M601-1）
計測
9:00-10:40
座長 腰原敬弘 [JFE]
111 表面形状測定に基づく焼結鉱の気孔率計測
新日鐵住金 ○木下貴博・石山理・齋藤実穂・杉橋敦史

・・・

701

112 放射率変動影響を受けない分光主成分放射温度計によるステンレス焼鈍酸洗ライン板温計
JFE ○剱持光俊・大重貴彦・廣田詩乃・秦野直樹

・・・

702

113 ライトフィールドカメラと円錐プリズムによる鋼管内面撮影技術
新日鐵住金 ○今野雄介・中田武男

・・・

703

・・・

704

・・・

705

・・・

706

117 連続鋳造二次冷却伝熱凝固プロセスにおけるデータ同化
新日鐵住金 ○北田宏・伊藤康輔・久保憲司・木村義久

・・・

707

118 スパースな表現に基づくデータ分類を応用した圧延異常検知手法に関する検討
早大 ○菅沼睦・亀山渉， TMEIC 手塚知幸・井波治樹

・・・

708

114 AIを援用したガイド波による減肉深さ推定の検討
徳島大 ○西野秀郎・橋爪環樹・石川真志， 発電技検
新日鐡住金 鹿子慎太郎

古川敬， JFE

四辻淳一，

115 ディープラーニングによる火花試験自動化技術の開発
神鋼 ○尾崎圭太・岡本陽

制御
10:50-11:50
座長 松下昌史 [JFE]
116 Q統計量を用いた高炉シャフト圧の異常検知
JFE ○島本拓幸・伊藤友彦・西村望・山口達也

24

創形創質工学
9月19日 会場7（講義棟A棟 A404）
溶接金属研究の最前線1
13:00-14:20
座長 寺崎秀紀 [熊本大]
119 非圧縮性SPH法と離散要素法の連成計算手法を用いた高電流サブマージアーク溶接中の溶融池
対流現象の三次元数値解析
阪大 ○古免久弥・茂田正哉・田中学， 日立造船 中谷光良・阿部洋平・藤本貴大

・・・

709

120 老朽既設鋼構造物補修溶接へのレーザ・アークハイブリッド溶接適用
IHI ○阿部大輔・松本直幸・置田大記・神林順子・猪瀬幸太郎

・・・

710

121 プラズマミグ溶接法におけるアルミニウムと鉄の異材接合による金属間化合物の厚さの制御
阪大 ○サリザム ビン ママット・田代真一・田中学

・・・

711

122 凝固形態と炭素鋼溶接金属の偏析挙動の関係
阪大 ○門井浩太・中田有紀・鴇田駿・井上裕滋， 新日鐵住金

・・・

712

14:30-16:10
座長 田中学 [阪大]
123 低炭素鋼電子ビーム溶接金属の粒内フェライト核となる介在物に対するSとSi添加の影響
新日鐵住金 ○本間竜一・篠原康浩， 阪大 井上裕滋・門井浩太・鴇田駿

・・・

713

124 低放射化フェライト鋼F82Hの多層盛溶接部における高温割れ感受性に及ぼす添加元素と
溶接熱サイクルの影響
阪大 ○森裕章， 量研機構 谷川博康

・・・

714

125 粒界性格分布を制御したオーステナイト系ステンレス鋼の溶接凝固割れ感受性の検討
阪大 ○鴇田駿・冠野裕大・門井浩太・井上裕滋

・・・

715

126 SAW溶接金属のアシキュラーフェライト形成に対するMnの影響
新日鐵住金 ○藤山直人・児嶋一浩

・・・

716

127 厚板多層溶接部の残留応力分布を考慮した破壊靭性試験プロセスの数値解析
阪大 ○三上欣希， 物材機構 北野萌一， 東大 川畑友弥

・・・

717

・・・

718

129 Fe-Mn鋼の被削性に及ぼす添加成分の影響
物材機構 ○江村聡・山本重男・岩崎智・大澤嘉昭・澤口孝宏

・・・

719

130 依頼講演
無線多機能ホルダシステムによる回転工具の加工現象モニタリング
山本金属製作所 ○松田亮

・・・

720

131 表面テクスチャによる切削工具の高機能化
阪大 ○杉原達哉

・・・

721

132 鉄鋼研究振興助成受給者
ナノ微粒TiN-Al2O3基サーメット工具材料の開発
苫小牧高専 ○浅見廣樹・高澤幸治

・・・

722

・・・

723

134 タンデム圧延機入側の蛇行挙動の解析モデル
神鋼 ○柳修介・藤井康之・小泉重人・小林正宜

・・・

724

135 平坦度不良のテンションレベリングの弾塑性FEM解析
東大 ○王鴻皓・呉博尋・藤本大輔・柳本潤

・・・

725

136 局所圧下を付与した薄板の圧延形状の特徴
新日鐵住金 ○明石透， 産機エンジニアリング

・・・

726

・・・

727

猿渡周雄

溶接金属研究の最前線2

9月19日 会場8（講義棟A棟 A406）
快削化のための制御技術-12
13:00-14:40
座長 生田明彦 [近大]
128 歯切り加工における鋼材の被削性に及ぼすC量の影響
新日鐵住金 ○間曽利治， 東京電機大 松村隆

塑性加工におけるモデリングと諸現象の解明1
14:50-16:10
座長 湯川伸樹 [名大]
133 熱間薄板圧延時の絞り込みのシミュレーション
大同大 ○小森和武

森原秀征

塑性加工におけるモデリングと諸現象の解明2
16:20-17:20
座長 星野倫彦 [日大]
137 センヂミア圧延機向け形状制御システムの開発
TMEIC ○新居稔大

25

138 Research on thermal profile of work roll during strip hot rolling
Baosteel Institute ○G. Zhang

・・・

728

139 ズーミング法を用いたセンターポロシティ変形挙動のマルチスケール解析
名大 ○森川悠太・阿部英嗣・湯川伸樹， 新日鐵住金 永井真二・溝口利明

・・・

729

・・・

730

141 熱延鋼帯の幅不良改善 (FF-AWC(FeedForward Automatic Width Control)の適用)
日新 ○古賀翔多

・・・

731

142 機械精度の観点から見た通板性向上の取り組み
JFE ○赤澤貴大

・・・

732

143 熱延コイル巻き形状改善活動
JFE ○森祐太

・・・

733

9月20日 会場7（講義棟A棟 A404）
熱延技術者若手セッション1
13:00-14:20
座長 高島光一 [日新]
140 燃料原単位改善取組
新日鐵住金 ○山本晃大

熱延技術者若手セッション2
14:30-15:30
座長 髙久健一 [新日鐵住金]
144 巻取温度制御更新
新日鐵住金 ○竹内裕紀

・・・

734

145 巻取温度不良の低減
神鋼 ○原田駿・羽子岡督祥

・・・

735

146 縞鋼板のスケール剥離対策
新日鐵住金 ○中野滋康・鎌田大毅

・・・

736

・・・

737

148 加熱金属箔に衝突するポリマー水溶液液滴の冷却特性
京大 ○珍坂涼太・宅田裕彦・浜孝之・藤本仁

・・・

738

149 Temperature dependence of thermal diffusivity of FeO scale measrued by electrical-optical
hybrid pulse–heating method
東工大 ○楊源儒・渡辺博通・林幸・須佐匡裕・遠藤理恵

・・・

739

150 境界潤滑下におけるCCSCモデルを念頭においたハイテン成形実験
ダイセル 特機・MSDカンパニー ○久保田邦親・上島稔

・・・

740

・・・

741

・・・

742

153 S10Cの熱間圧延時の凝固欠陥の圧着挙動
東北大 ○上島伸文・久米井康志・及川勝成， スチールプランテック 門脇優輝・山口隆二

・・・

743

154 電縫管のフィンパス成形におけるサイドリリーフの影響
日鉄住金鋼管 ○藤本大輔， 東大 柳本潤

・・・

744

・・・

745

156 超音波照射下の水中高速噴流を用いた新しい技術によるSCM435の表面改質
山口東京理科大 ○荒川翔太郎・井尻政孝・吉村敏彦

・・・

746

157 機能性キャビテーション技術の加工時間に及ぼすSCM435の表面への影響
山口東京理科大 ○古垰宙希・井尻政孝・吉村敏彦

・・・

747

冷却、潤滑
15:40-17:20
座長 坂本明洋 [新日鐵住金]
147 高温移動平板に衝突する3本の吹上水噴流の冷却特性
京大 ○永田恵督・平尾卓巳・藤本仁・浜孝之・宅田裕彦

151 金属表面に形成する潤滑油膜に対する結晶方位と結晶粒径の影響
九大 ○岩﨑眞澄・山﨑重人・光原昌寿・中島英治・西田稔， 豊橋技科大

殿塚一希

9月21日 会場8（講義棟A棟 A406）
変形、加工
9:20-10:20
座長 中崎盛彦 [山特]
152 延性破壊条件に及ぼす応力三軸度の影響
新日鐵住金 ○志賀聡・山下朋広・根石豊・野口泰隆

二次加工
10:30-11:30
座長 藤本仁 [京大]
155 選択的レーザー溶融法による積層造形マルエージング鋼の特性に及ぼすレーザー照射条件の影響
名大 ○西田亮也・鈴木飛鳥・高田尚記・小橋眞， あいち産技セ 加藤正樹

26

材料の組織と特性
9月19日 会場9（講義棟B棟 B201）
モデリング・シミュレーション
9:10-10:30
座長 大沼郁雄 [物材機構]
158 第一原理計算によるα-Fe中のNと置換型元素の多体間相互作用の評価
大阪府大 ○上杉徳照・瀧川順庸

・・・

748

159 鉄鋼研究振興助成受給者
第一原理計算に基づくBCC-Fe中の i-s クラスターの安定性評価
東北大 ○榎木勝徳・大谷博司

・・・

749

160 分散粒子溶解に起因する異常粒成長におよぼす界面エネルギー異方性の影響
新日鐵住金 ○諏訪嘉宏・森重宣郷， 日鉄住金総研 潮田浩作

・・・

750

161 Nb添加鋼の高温浸炭における異常粒成長のphase-fieldシミュレーション
北大 ○木下誉久・大野宗一・松浦清隆

・・・

751

・・・

752

163 CALPHAD法による鉄鋼材料の粒界偏析計算
物材機構 ○大沼郁雄・原徹・大村孝仁

・・・

753

164 η -Fe2Al5相を母構造とする高次規則相の多様性と相平衡
京大 ○新津甲大・境龍太郎・東雅也・乾晴行

・・・

754

165 シュードブルッカイトFe2TiO5の生成自由エネルギー
東北大 ○熊谷尚樹

・・・

755

状態図
10:40-12:00
座長 諏訪嘉宏 [新日鐵住金]
162 低合金鋼におけるベイナイト変態に伴うオーステナイトの炭素濃化挙動
新日鐵住金 ○田中駿・重里元一

機械構造用鋼
13:00-14:40
座長 江頭誠 [新日鐵住金]
166 浸炭時の異常粒成長におよぼすAlN粒子径の影響
大同 ○神谷尚秀・田中優樹・石倉亮平・井上圭介

・・・

756

167 浸炭材の衝撃疲労特性に及ぼすボロンの影響
JFE ○建山恭寛・福岡和明・西村公宏

・・・

757

168 鉄鋼研究振興助成受給者
鉄粉浸炭した低炭素鋼におけるパーライト組織形成
久留米高専 ○森園靖浩・山崎翼， 熊本大 山室賢輝・連川貞弘

・・・

758

169 X線小角散乱法による鋼中Fe炭化物の解析
北大 ○井村政仁・大沼正人・増田優起， 新日鐵住金

・・・

759

・・・

760

・・・

761

・・・

762

173 オーステナイト-フェライト二相組織からのパーライト変態
JFE ○長谷川寛・中垣内達也・船川義正

・・・

763

174 パーライト変態における内部応力の動的緩和
東工大 ○雨宮雄太郎・中田伸生

・・・

764

・・・

765

・・・

766

寺本真也・根石豊・鈴木崇久

170 中炭素鋼における相界面析出のX線小角散乱法による定量評価
北大 ○増田優起， 新日鐵住金 寺本真也・根石豊， 北大 大沼正人

9月19日 会場10（講義棟B棟 B202）
拡散変態1
9:00-10:20
座長 足立吉隆 [名大]
171 パーライト中のセメンタイト形態に及ぼす未変態オーステナイト中炭素濃度の影響
東工大 ○安田忠央・中田伸生
172 Divorced eutectoid transformation in Fe-1C and Fe-1C-1.5Mn alloys
Wuhan Univ. of Science and Technology ○G. Zhang， Tohoku Univ.

G. Miyamoto・T. Furuhara

拡散変態2
10:30-11:50
座長 中田伸生 [東工大]
175 変態ひずみを考慮したパーライト変態のフェーズフィールドシミュレーション
名大 ○城秀幸・毛利優斗・塚田祐貴・小山敏幸
176 共析鋼中の擬似パーライト組織の 3D 解析
名大 ○中村祐太・足立吉隆・樋口公孝

27

177 The interfacial structure associated with ledges and dislocations on cementite plate
in the Fe-13Mn-1.3C alloy
Tohoku Univ. / Tsinghua Univ. ○W. Xu， Tohoku Univ. Y. Zhang・G. Miyamoto・T. Furuhara，
Tsinghua Univ. W. Zhang

・・・

767

178 In-situ observation on the interfacial migration and surface relief effect of cementite plate
in the Fe-13Mn-1.3C alloy
Tohoku Univ. / Tsinghua Univ. ○W. Xu， Tohoku Univ. Y. Zhang・G. Miyamoto・T. Furuhara，
Tsinghua Univ. W. Zhang

・・・

768

・・・

769

180 Microstructure evolution during thermomechanical processing in medium Mn steel
京大 ○侯菲菲・白玉・柴田暁伸・辻伸泰

・・・

770

181 鉄鋼研究振興助成受給者
動的な微細組織変化追跡のためのその場中性子回折測定システムの構築
茨城大 ○小貫祐介・平野孝史・佐藤成男・星川晃範， 茨城県 富田俊郎

・・・

771

・・・

772

183 0.03C-9Ni鋼のα→γ変態におけるγ形成挙動のその場SEM/EBSD観察
新日鐵住金 ○大浦夏実・藤原知哉・西山佳孝， 京大 辻伸泰

・・・

773

184 オーステナイト系ステンレス鋼の溶接凝固割れ感受性と共晶相生成の関係
阪大 ○門井浩太・植田誠大・鴇田駿・井上裕滋

・・・

774

・・・

775

・・・

776

187 ピン止め粒子分散状態の異なる鋼の圧着界面におけるγの異常粒成長挙動
新日鐵住金 ○今城大貴・新宅祥晃

・・・

777

188 肌焼鋼における熱間鍛造時の軽圧下付与による粗大組織の形成過程
山特 ○宮﨑武・藤松威史， 東北大 宮本吾郎・古原忠

・・・

778

・・・

779

190 中間段階変態組織を有するCu含有低合金鋼の靱性と組織の関係
日鋼 ○本間祐太・佐々木元・橋邦彦， 阪大 南二三吉

・・・

780

191 TMCP厚鋼板における脆性破壊発生点におけるミクロ組織的特徴の再評価
東大 ○北出敦悠・川畑友弥

・・・

781

・・・

782

193 鉄鋼研究振興助成受給者
散逸エネルギ計測に基づくビードオンプレート溶接部に対する疲労強度評価
神戸大 ○塩澤大輝・荻野雄斗・阪上隆英， 新日鐵住金 上田秀樹・牧野泰三

・・・

783

194 Fe-3mass%Si合金の繰り返し変形中に形成される転位Wallの形成機構
新日鐵住金 ○首藤洋志， 名大 荒井重勇， 東工大 田中悠平・宮澤知孝・藤居俊之

・・・

784

γ-αの変態
13:00-14:00
座長 藤原知哉 [新日鐵住金]
179 パーライトの逆変態挙動に及ぼす初期組織の影響
東工大 ○藤原優輝・中田伸生， 新日鐵住金 藪翔平・林宏太郎

逆変態・共晶変態
14:10-15:10
座長 中田伸生 [東工大]
182 Fe-C二元系合金のセメンタイト溶解を伴うオーステナイト化反応に関する速度論的解析
新日鐵住金 ○西畑敏伸・林宏太郎， 東工大 梶原正憲

再結晶・粒成長
15:20-16:40
座長 柴田暁伸 [京大]
185 Ti炭化物による低炭素高強度冷延鋼板の再結晶挙動の変化
JFE ○南秀和・横田毅・船川義正
186 Nb添加肌焼鋼のオーステナイト異常粒成長に及ぼす熱処理条件の影響
北大 ○髙野小春・松浦清隆・大野宗一・徳永透子・齊藤元貴， 三菱製鋼

山岡拓也

9月19日 会場13（講義棟A棟 A101）
靱性
13:00-14:00
座長 白幡浩幸 [新日鐵住金]
189 低炭素鋼の脆性-延性遷移挙動に及ぼすMn添加の影響
九大 ○今山輝・田中將己・森川龍哉・奥山彫夢， 新日鐵住金

吉村信幸・田中駿

疲労1
14:10-15:10
座長 杵渕雅男 [神鋼]
192 再現HAZ熱処理を施した低炭素鋼の繰返し応力ひずみ特性
物材機構 ○西川嗣彬・古谷佳之

28

疲労2
15:20-16:20
座長 横井龍雄 [新日鐵住金]
195 高強度鋼のギガサイクル疲労強度予測式
物材機構 ○古谷佳之

・・・

785

196 転がり -滑り接触条件下における疲労き裂成長と摩耗の競合
大阪産業大 ○赤間誠， 元コベルコ科研 村橋守

・・・

786

197 二相ステンレス鋼SUS329J3Lの低・高サイクル疲労特性
物材機構 ○蛭川寿・古谷佳之

・・・

787

・・・

788

199 Observation of the fracture process in electrolytically hydrogen-charged duplex stainless steel
Ibaraki Univ. ○A. Yousefi・G. Itoh・Z. Ghorani

・・・

789

200 高強度Fe-Ni-Al-C系合金の機械的特性に及ぼす水素と炭素量の影響
茨城大 ○天羽玄・佐藤智弥・小林純也・倉本繁

・・・

790

・・・

791

・・・

792

203 鉄鋼研究振興助成受給者
ステンレス鋼SUS304における水素誘起平坦ファセットの結晶学的特徴
熊本大 ○植木翔平・峯洋二・高島和希

・・・

793

204 二相ステンレス鋼母材および溶接金属の水素割れ発生特性評価
阪大 ○松本幸樹， 千代田化工建設 荻田玄， 阪大 三上欣希・伊藤和博

・・・

794

・・・

795

206 陽電子消滅法による電解水素添加SUS304における水素脆化欠陥
千葉大 ○藤浪真紀・小松あかり

・・・

796

207 オーステナイト系ステンレス鋼の水素環境下での格子欠陥形成挙動
阪大 ○杉田一樹・荒木秀樹・白井泰治， 新日鐵住金 大村朋彦・富松宏太・崎山裕嗣

・・・

797

・・・

798

209 α／γ二相鋼の昇温脱離曲線に対する水素添加の影響の数値シミュレーションによる考察
JAEA ○海老原健一， 上智大 関根大貴・高井健一

・・・

799

210 複合組織型高強度鋼の異なる水素脆化評価法によって得られた破面近傍の水素存在状態比較
上智大 ○浅里大地・高井健一， マツダ 溝上達志・深堀貢

・・・

800

211 水素存在下で弾性・塑性域破断した冷間伸線パーライト鋼の破面直下における水素存在状態解析
上智大 ○西山慶祐， 新日鐵住金 今野良佑， 上智大 高井健一，
新日鐵住金 真鍋敏之・平上大輔

・・・

801

・・・

802

・・・

803

9月20日 会場10（講義棟B棟 B202）
水素脆性1
9:20-10:20
座長 高桑脩 [九大]
198 SUS430J1L鋼中の水素挙動
茨城大 ○岡崎共洋・伊藤吾朗・小林純也

水素脆性2
10:30-11:50
座長 伊藤吾朗 [茨城大]
201 析出硬化型ステンレス鋼材SUS630中のCu析出物の分布と水素脆化感受性の関係
上智大 ○林友・高井健一， デンソー 伊藤卓弥・西村貴郎
202 鉄基超合金A286の水素誘起破壊メカニズム
九大 ○高桑脩・小川祐平・松永久生， 福岡大

山辺純一郎

水素脆性3
13:00-14:00
座長 高井健一 [上智大]
205 Elastoplastic deformation behavior of textured high strength steel after hydrogen charging studied
by neutron diffraction
JAEA ○徐平光・石島暖太， 物材機構 邱海

水素脆性4
14:10-15:30
座長 長尾彰英 [JFE]
208 高炭素α/γ二相鋼における水素存在状態のγ量依存性
上智大 ○関根大貴・高井健一， 新日鐵住金 崎山裕嗣・大村朋彦， JAEA

海老原健一

水素脆性5
15:40-17:00
座長 富松宏太 [新日鐵住金]
212 V添加高強度鋼中の未固溶・析出VCの水素トラップ状態挙動と水素脆化感受性
上智大 ○外薗幸大， 神鋼 河盛誠・松本洋介， 上智大 高井健一
213 焼戻しマルテンサイト鋼の水素添加による硬化の主要因子
上智大 ○亀井宏美・松本優・鈴木啓史・高井健一

29

214 焼戻しマルテンサイト鋼の水素脆化破面近傍の局所解析
上智大 ○千葉隆弘・鈴木啓史・高井健一

・・・

804

215 超微細析出物分散型フェライト単相鋼板の伸びに及ぼす塑性変形中の水素添加の影響
九工大 ○韓若愚・横山賢一， JFE 高島克利・船川義正

・・・

805

・・・

806

217 発電ボイラ用鋼管SUS347HTBのσ相とクリープ破断強度の関係
九電 ○早川弘之・楠元淳一

・・・

807

218 火SUS321J2HTBの溶接性と溶接継手のクリープ強度
三菱日立パワーシステムズ ○山田一輝・東海林剛

・・・

808

219 低Cオーステナイト鋼のクリープ延性に及ぼす不純物元素の影響
新日鐵住金 ○岡野奈央・岡田浩一

・・・

809

9月20日 会場11（講義棟B棟 B203）
オーステナイト系耐熱鋼1
9:00-10:20
座長 小林覚 [東工大]
216 d電子論による火SUS304J1HTBのクリープ破断強度評価
IHI ○久布白圭司・木村尭弘・塩田佳紀

オーステナイト系耐熱鋼2
10:30-11:50
座長 戸田佳明 [物材機構]
220 超高温における316FR鋼の材料特性式
JAEA ○奥田貴大・山下勇人・豊田晃大・下村健太・鬼澤高志・加藤章一

・・・

810

221 Fe-Cr-Ni-Nb系オーステナイト鋼における粒界及び粒内析出挙動とその計算による再現
東工大 ○菊池健太・中島広豊・小林覚・竹山雅夫

・・・

811

222 粒界制御によるオーステナイト系ステンレス鋼の耐クリープ特性向上
熊本大 ○池田直哉・連川貞弘， NSSC 多久島睦子・濱田純一

・・・

812

223 冷間加工を施した47Ni-23Cr-23Fe-7W合金のクリープ中のミクロ組織変化
IHI ○塩田佳紀・久布白圭司・中川博勝

・・・

813

・・・

814

225 Ni-Cr-Mo3元系合金におけるNi2(Cr, Mo)相の形成過程
東工大 ○永島涼太・山形遼介・小林覚・竹山雅夫

・・・

815

226 ニッケル基合金の粒界移動に伴う不連続粗大化のフェーズフィールドシミュレーション
名大 ○塚田祐貴， 名工大 大島亮太， 名大 小山敏幸， 新日鐵住金 米村光治

・・・

816

227 エネルギー論を用いたニッケル合金の析出遷移過程予測
物材機構 ○戸田佳明・御手洗容子・村上秀之

・・・

817

228 Co-29Cr-10Ni-7.5W-0.01B合金のクリープ特性に及ぼす溶体化処理温度の影響
東芝エネルギーシステムズ ○齊藤大蔵・高久歴・齊藤和宏

・・・

818

・・・

819

230 9Cr-3W-3Co-Nd-B耐熱鋼溶接熱影響部の金属組織とクリープ特性
新日鐵住金 ○浜口友彰・岡田浩一

・・・

820

231 9Cr鋼の長時間クリープ強度および破断延性に及ぼすW-Moバランスの効果
物材機構 ○阿部冨士雄・大場敏夫・宮崎秀子・戸田佳明・田淵正明

・・・

821

232 電子ビーム積層造形で作製した9-12Cr耐熱鋼の組織安定性
東北大 ○T. Lee・青柳健大・千葉晶彦，
東芝エネルギーシステムズ 大西春樹・日野武久・只野智史

・・・

822

233 Fe-Co-Crフェライト系合金の熱膨張に及ぼす磁性の効果
東工大 ○福西勇人・小林覚・竹山雅夫

・・・

823

耐熱合金
13:30-15:10
座長 久布白圭司 [IHI]
224 γ'を非整合化させたTMW合金の熱間鍛造条件における流動応力モデリング
東北大 ○森悠輝・上島伸文・及川勝成， 三菱日立パワーシステムズ 太田敦夫・今野晋也

フェライト系耐熱鋼1
15:20-17:00
座長 光原昌寿 [九大]
229 ボロン添加9%クロムフェライト鋼中のM23C6析出物の安定性
物材機構 ○松永哲也・本郷宏通・田淵正明・ソイシマアウイア・佐原亮二

30

9月20日 会場12（講義棟B棟 B204）
強度特性、変形特性1
9:00-10:20
座長 熊谷正芳 [都市大]
234 Direct fitting / modified Williamson-Hall法による転位解析
九大 ○高木節雄・増村拓朗・土山聡宏

・・・

824

235 Direct Fitting法を用いたオーステナイト鋼の転位密度および加工硬化挙動の評価
九大 ○増村拓朗・高木節雄・土山聡宏

・・・

825

236 分子動力学法を用いたFCC鉄中での窒素-刃状転位間相互作用の解析
九大 ○兵頭克敏・永山享平・宗藤伸治・土山聡宏・高木節雄

・・・

826

237 鉄鋼研究振興助成受給者
超高圧電子顕微鏡法による純鉄中転位の3次元構造解析
鹿大 ○定松直・今別府和樹・六山敬太

・・・

827

・・・

828

239 デジタル画像相関法を用いたオーステナイト系ステンレス鋼の不均一変形挙動の評価
名大 ○山田英史・足立吉隆

・・・

829

240 鉄鋼研究振興助成受給者
超音波共鳴法による格子状金属積層構造体の弾性率の推定
阪大 ○垂水竜一・小林俊典

・・・

830

241 超多点マイクロビッカース硬さ測定による鋼材評価
応用科学研究所 ○長江正寛・久保愛三

・・・

831

・・・

832

243 The effects of Cr on ferritic-bainitic steels
China Steel ○M. Tsai・Y. Wang

・・・

833

244 Dual-Phase鋼の変形挙動に与えるマルテンサイト分布状態の影響
京大 ○松林領汰・辻伸泰・朴明験

・・・

834

245 二相ステンレス鋼の極低温引張特性とひずみ分配
横国大 ○古賀紀光・梅澤修， 横国大(現:大林組)

・・・

835

・・・

836

247 高歪速度下におけるTRIP鋼の延性
JFE ○楊霊玲・中垣内達也・船川義正

・・・

837

248 残留オーステナイトを含むマルテンサイト鋼板の弾性限
JFE ○戸畑潤也・南秀和・田路勇樹・船川義正

・・・

838

249 Rolling & Partitioning法による超高強度・高延性化の推定メカニズム
特殊金属エクセル ○松村雄太・細谷佳弘・小川恭平， 物材機構 友田陽

・・・

839

250 SUS316L鋼における加工誘起変態挙動に及ぼす結晶粒径および転位密度の影響
兵庫県立大 ○古金駿・鳥塚史郎・足立大樹

・・・

840

10:00-11:40
座長 高宮俊人 [JFE]
251 フェライト単相鋼におけるMnSおよびAlN複合析出物の成長挙動
新日鐵住金 ○山縣龍太郎・森重宣郷

・・・

841

252 3%珪素鉄｛110｝＜001＞単結晶の冷間圧延組織に及ぼすSnの影響
新日鐵住金 ○山本信次・牛神義行

・・・

842

強度特性、変形特性2
10:30-11:50
座長 土山聡宏 [九大]
238 大ひずみ二軸応力下における純チタン板の変形挙動測定
東京農工大 ○永野千晴・桑原利彦， ホンダエンジニアリング

河村亮二・嶋田裕太

強度特性、変形特性3
13:00-14:20
座長 田路勇樹 [JFE]
242 低炭素フェライト鋼におけるリューダース変形の粒径依存性
京大 ○朴明験， 京大 / ESISM 辻伸泰

行木辰弥

強度特性、変形特性4
14:30-16:10
座長 川田裕之 [新日鐵住金]
246 0.1%C-2%Si-5%Mn 超微細フェライト-オーステナイト鋼の極短時間組織形成と力学的特性に
及ぼす二相域焼鈍前組織の影響
兵庫県立大 ○安達節展・鳥塚史郎・足立大樹

9月20日 会場13（講義棟A棟 A101）
電磁鋼板

31

253 3DAPによる3%Si鋼二次再結晶粒界の偏析挙動解析2
JFE ○新垣之啓

・・・

843

254 Near-Cube集合組織を有する純鉄の結晶配向評価
兵庫県立大 ○岡井大祐， 京大 土井俊哉

・・・

844

・・・

845

・・・

846

257 ステンレス鋼管の耐発銹性に及ぼす研磨方法の影響
日新 ○関向晃太郎・齋田知明・今川一成

・・・

847

258 フェライト系ステンレス鋼板の高温強度におよぼすSi添加の影響
NSSC ○吉澤俊希・松橋透・神野憲博・濱田純一

・・・

848

255 X線回折法を用いたFe-Ga合金単結晶の磁歪および初期磁区評価
都市大 ○今福宗行・小山晃弘・藤田雅紀・池内岳仁， 東北大

藤枝俊・鈴木茂

ステンレス鋼1
14:00-15:00
座長 藤澤光幸 [JFE]
256 蛍光イメージングによるステンレス鋼のすき間腐食発生過程解明
東北大 ○松村健吾・武藤泉・菅原優

ステンレス鋼2
15:10-16:30
座長 奥学 [日新]
259 高マンガン・窒素系制振鋼の開発と応用
TKテクノコンサルテイング ○小舞忠信

・・・

849

260 冷間加工-時効処理された二相ステンレス鋼の機械的性質に及ぼすγ安定度の影響
NSSC ○山先祥太・高野光司

・・・

850

261 Effect of microstructure on hot workability of utility ferrite stainless steel
POSCO ○J. Lee

・・・

851

9:00-10:20
座長 金子道郎 [新日鐵住金]
263 Corrosion properties of Zn-Ni-Co alloy electroplated steel sheet
Hyundai Steel ○H. Choi・Y. Park・Y. Jeong

・・・

853

264 490MPa級鋼材の溶融亜鉛脆化に及ぼす鋼材組織の影響
中部鋼鈑 ○山本雅之， 名大 高田尚記・李鴻美

・・・

854

265 溶融塩中での不均化反応を利用した鉄鋼表面へのFe-Cr-Ni系被膜の形成
東北大 ○中村真聖・盧鑫・竹田修・朱鴻民

・・・

855

・・・

856

・・・

857

268 機能性キャビテーションを施したSCM435における高温腐食の評価
山口東京理科大 ○山本将人・井尻政孝・吉村敏彦

・・・

858

269 ポリエステル塗装溶融めっき鋼板の大気暴露における変退色挙動
日新 ○尾和克美・牧野智訓

・・・

859

270 ラミネート鋼板フィルム表面へのワックス濃化による表面物性変化
JFE ○河合佑哉・北川淳一・吉田安秀・小島克己

・・・

860

262 取り下げ

9月21日 会場9（講義棟B棟 B201）
表面技術1

266 鉄鋼研究振興助成受給者
酸化銅薄膜を被覆したステンレス鋼の光触媒効果に及ぼす酸化温度の影響
海洋大 ○盛田元彰・トー ネーウェン・元田慎一， 横国大 古賀紀光， 物材機構

篠原正

表面技術2
10:30-11:50
座長 森下敦司 [新日鐵住金]
267 Fe-Siモデル鋼の酸化挙動に及ぼすSi濃度の影響
新日鐵住金 ○片岡隆史・渥美春彦・田中一郎・竹田和年

溶融めっき
13:00-14:40
座長 伏脇祐介 [JFE]
271 溶融アルミニウムめっき鋼板に形成する金属間化合物層の初期組織
防衛大 ○篠塚計・尾藤郷志

・・・

861

272 走査型レーザー顕微鏡によるZn-10%Al合金の共析変態のその場観察
防衛大 ○市川智隆・篠塚計

・・・

862

273 α-Fe相と溶融Zn-6Al-3Mg合金の固液界面反応
名大 ○横井宏紀・髙田尚記・小橋眞・鈴木飛鳥， 日新

・・・

863

32

石井康太郎・古賀慎一

274 溶融Zn-Al系めっき鋼板の組織と耐食性の関係
新日鐵住金 ○光延卓哉・德田公平

・・・

864

275 模擬装置を用いたジェットワイピングによる鋼板冷却速度の測定
淀川製鋼所 ○八重樫光・蜂谷朋良

・・・

865

・・・

866

277 異なる含水率の模擬土壌中における炭素鋼の腐食モニタリング
東工大 ○平田瞭・大井梓・多田英司・西方篤

・・・

867

278 ステンレス鋼のすき間腐食再不働態化に及ぼすアニオンの影響
東北大 ○青山高士・菅原優・武藤泉・原信義

・・・

868

279 強加工を施した鉄鋼の耐食性評価
東北大 ○幸村智基・武藤泉・菅原優

・・・

869

280 Limit performance of grade R6 steel for offshore mooring stud chain
ASAC ○殷匠， XCS 鮑雪君， ASAC 陶安祥

・・・

870

・・・

871

282 パイプライン用鋼X80の水素起因割れ起点における破面の結晶学的解析
上智大 ○本間智華・千葉隆弘・鈴木啓史・高井健一， 東京ガス 小貫翔馬

・・・

872

283 水素下微小曲げ試験による伸線パーライト鋼の水素脆化評価
新日鐵住金 ○富松宏太・網野岳文・千田徹志・大村朋彦・西山佳孝・丸山直紀

・・・

873

・・・

874

285 0.2%C 焼もどしマルテンサイト薄鋼板の水素添加後疲労特性に及ぼすスキンパスの影響
大同大 ○江川雅也・德納一成， 新日鐵住金 西尾拓也， 大同大 三輪洋太

・・・

875

286 定湿度/乾燥の繰り返し試験中におけるさび付き純鉄の水素透過速度
関西大 ○汪洋・山西潤・廣畑洋平・春名匠

・・・

876

・・・

877

・・・

878

289 焼きならし処理のみを施したGr.91鋼における静的時効中のM23C6炭化物成長挙動
九大 ○荒金遼河・山﨑重人・光原昌寿・中島英治， 物材機構 澤田浩太・木村一弘

・・・

879

290 高Crフェライト系耐熱鋼溶接熱影響部再現組織への前焼き戻し処理の影響
九大 ○佐々木王城・山﨑重人・光原昌寿・中島英治，
物材機構 澤田浩太， IHI 久布白圭司

・・・

880

・・・

881

・・・

882

腐食防食
14:50-16:30
座長 茂博雄 [神鋼]
276 炭素鋼の土壌腐食における環境因子の影響
東工大 ○米本和可・平田瞭・大井梓・多田英司・西方篤

9月21日 会場10（講義棟B棟 B202）
水素脆化6
9:30-10:30
座長 柴田暁伸 [京大]
281 水素ガス環境中疲労き裂進展過程におけるBCC鉄中の粒界破壊メカニズム
九大 ○小川祐平， オスロ大 D. Birenis， 九大 松永久生・高桑脩，
福岡大 山辺純一郎

水素脆化7
10:40-11:40
座長 秋山英二 [東北大]
284 0.2%Cマルテンサイト薄鋼板の水素添加後疲労特性に及ぼす焼もどしの影響
大同大 ○三輪洋太・徳納一成， 新日鐵住金 西尾拓也， 大同大 江川雅也

9月21日 会場11（講義棟B棟 B203）
フェライト系耐熱鋼2
9:00-10:20
座長 三木一宏 [日鋼]
287 製造時期が異なるASME Grade T91鋼のクリープ強度評価
物材機構 ○木村一弘・澤田浩太
288 ASME P92鋼のクリープ破断強度のヒート間差
IHI ○木村尭弘・シュイ シャオリ・久布白圭司， 物材機構

澤田浩太・木村一弘

9月21日 会場13（講義棟A棟 A101）
時効、析出1
9:00-10:20
座長 張咏杰 [東北大]
291 Ni-Cr-Nb-Fe 4元系におけるNi3Nb-δ相の不連続析出挙動
東工大 ○大塚智樹・小林覚・竹山雅夫
292 Effect of Ta addition on microstructure and precipitation kinetics of Fe2Nb TCP and Ni3Nb GCP Phases
in austenitic heat resistant steels
Tokyo Tech. ○S. Oh・H. Nakashima・S. Kobayashi・M. Takeyama

33

293 δ-Fe→γ-Fe+Fe2Hf共析型反応経路における組織形成に及ぼすHfおよびCr濃度の影響
東工大 ○袁哲韜・小林覚・竹山雅夫

・・・

883

294 Fe-0.1%C-2%Mn合金におけるオーステナイト粒コーナー、
エッジ、粒界面でのフェライト核生成挙動
名大 ○岡崎竜也・足立吉隆
・・・

884

時効、析出2
10:30-11:50
座長 森谷智一 [名工大]
295 相界面析出における列状炭化物形態の遷移条件
JFE ○高坂典晃・金子真次郎・船川義正

・・・

885

296 軟X線吸収分光とスペクトルシミュレーションによる低炭素鋼中固溶炭素の低温時効挙動の検討
九大 ○二宮翔・西堀麻衣子・神谷和孝， JASRI 為則雄祐，
九州シンクロトロン光研究センター 岡島敏浩， 新日鐵住金 澤田英明
・・・

886

297 低炭素鋼フェライトおよび焼もどしマルテンサイト中のナノサイズVCによる強化
東北大 ○張咏杰・宮本吾郎・古原忠

・・・

887

298 プラズマ窒化したFe-2Al合金の表面硬化挙動に及ぼす微量Ti添加の影響
東北大 ○朱萌・宮本吾郎・古原忠

・・・

888

34

評価・分析・解析
9月19日 会場15（マルチメディア教育研究棟 M601-2）
オンサイトまたはオンライン分析に有用な分析技術および前処理技術
10:30-11:50
座長 国村伸祐 [東京理科大]、今宿晋[東北大]
299 積層した焦電結晶によるX線発生挙動
徳島大 ○山本孝・馬木良輔

・・・

889

300 非金属介在物分析のオンライン・オンサイト化のための装置開発
東北大 ○今宿晋・我妻和明

・・・

890

301 真空紫外1光子イオン化質量分析装置を用いた車道上芳香族分子のオンサイト・リアルタイム測定
新日鐵住金 ○辻典宏， 日鉄住金テクノ 鈴木哲也・岩本尋樹，
新日鐵住金 西藤将之・金橋康二

・・・

891

302 小型全反射蛍光X線分析装置および固相抽出カラムを用いた微量元素分析
東京理科大 ○国村伸祐・袋井祐佳

・・・

892

9:00-10:40
座長 藤浪真紀 [千葉大]
303 鉄鋼研究振興助成受給者
中性子透過率スペクトルを用いた鉄鋼母相および析出物の解析
JAEA ○大場洋次郎・諸岡聡， 九大 土山聡宏， CROSS 大石一城・鈴木淳市

・・・

893

304 X線および中性子小角散乱による析出硬化型ステンレス鋼中の微細析出物定量評価
北大 ○鈴木和哉・大沼正人， 大同 岡本晃彦・杉山健二

・・・

894

305 鋼中硫化物定量分析法の開発
日鉄住金テクノ ○水上和実， 新日鐵住金

・・・

895

306 水素チャージした超音波疲労試験片を用いた大体積中の鋼中介在物評価方法
山特 ○杉本隼之・藤松威史

・・・

896

307 X線CTによる介在物欠陥形状の検討
大平洋製鋼 ○池生剛・井戸一成・山本有一

・・・

897

・・・

898

309 η -Fe2Al5相に現れる高次規則相の結晶構造解析
京大 ○境龍太郎・東雅也・新津甲大・乾晴行

・・・

899

310 Fully Convolutional Networkを用いた高速領域抽出アルゴリズムの開発
名大 ○味岡史登・足立吉隆

・・・

900

・・・

901

312 三次元空間分解能を有するグロー放電発光分析装置の開発-空間分解能の決定東北大 ○張心月・我妻和明

・・・

902

313 ICP-MSによる鋼中極微量Te定量へのMIBK抽出法の適用
新日鐵住金 ○平田純一・相本道宏・板橋大輔

・・・

903

314 カソードルミネッセンス法による製鋼スラグ中の遊離 MgO の分析
東北大 ○常田大喜・今宿晋・我妻和明

・・・

904

315 製鋼スラグからフリーMgOを選択的に抽出するための抽出媒質の探索
宇大 ○上原伸夫・石川祥大

・・・

905

・・・

906

・・・

907

9月20日 会場15（マルチメディア教育研究棟 M601-2）
析出物・介在物分析

板橋大輔・相本道宏・西藤将之

結晶構造解析
10:50-11:50
座長 水上和実 [日鉄住金テクノ]
308 TEMによるIF鋼の転位密度測定法の検討
日鉄住金テクノ ○上山友幸・新谷龍二・高山透・亀井一人

元素分析
14:10-15:50
座長 篠田弘造 [東北大]
311 WDS-ZAF法による鋼中Si濃度定量の誤差とその補正
JFE ○田中裕二・奥田金晴

表面・状態解析
16:00-16:40
座長 我妻和明 [東北大]
316 ATR-FT-IR法による鋼板上の塗油量測定
JFEテクノ ○重井沙知子・永嶋仁・千野淳
317 XAFSによる亜鉛基表面処理鋼板上の腐食生成物の状態解析
新日鐵住金 ○西原克浩・村尾玲子， 高エネ機構 武市泰男・木村正雄
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日本鉄鋼協会・日本金属学会共同セッション
9月19日 会場14（講義棟A棟 A102）
チタン・チタン合金1
10:00-12:00
座長 松本洋明 [香川大]
J1 Ti-5Al-2.5Sn ELI合金の極低温疲労におけるき裂発生要因の検討
横国大 ○中村あゆみ， 物材機構 小野嘉則， 横国大 古賀紀光・梅澤修

・・・

908

・・・

909

・・・

910

J4 画像計測引張試験法を用いたTi-17合金における大ひずみ域までの高温真応力―真ひずみ曲線
兵庫県立大 ○伊東篤志・多賀公則・鳥塚史郎

・・・

911

J5 Effects of strain on microstructure evolution during solution treatment and aging in the hot
deformed Ti-17 alloy
Tohoku Univ. ○E. Chandiran・G. Miyamoto・T. Furuhara

・・・

912

J6 Ti-17合金の高温変形特性に及ぼす酸素・炭素添加の影響
筑波大 ○岸本竜介・塚瀬大規・古谷野有・金熙榮・宮崎修一，
物材機構 北嶋具教・萩原益夫

・・・

913

・・・

914

・・・

915

・・・

916

・・・

917

・・・

918

J12 中温度域におけるチタンの溶融塩平滑電析に向けた挑戦
京大 ○熊本和宏・舩津晃平・岸本章宏・宇田哲也

・・・

919

J13 電析法による高品質チタン箔の製造
東邦チタニウム ○鈴木大輔・中西晴香・堀川松秀・藤井秀樹

・・・

920

J14 Investigation on the microstructure and mechanical properties of Ti-1.0 Fe alloy with equiaxed
α+β microstructures
Kyoto Univ. ○Y. Chong・R. Zheng・N. Tsuji

・・・

921

J15 Ti-(Cu, Ni)合金の組織および室温・高温域での引張変形特性
香川大 ○栁瀬翼・宋龍秋・松本洋明

・・・

922

・・・

923

J2 Al添加チタン合金の冷延に伴う変形組織の発達
新日鐵住金 ○塚本元気・國枝知徳・高橋一浩
J3 Ti-Al-Nb-Zr合金のクリープ機構
芝浦工大,物材機構 ○島上渓， 富山大 伊藤勉， 物材機構
芝浦工大 湯本敦史， 物材機構 御手洗容子

戸田佳明，

チタン・チタン合金2
13:00-14:20
座長 塚本元気 [新日鐵住金]
J7 種々の温度にて鍛造したTi-17溶体化・時効材のミクロ組織と力学的特性
名城大,東北大,阪大,名大 ○新家光雄， 名城大 赤堀俊和，
近大 仲井正昭， 阪大 中野貴由
J8 Ti17の粒界αの生成過程と伸びに対する影響
物材機構 ○御手洗容子・黒田秀治・本橋功会， 香川大
岐阜大 吉田佳典， 神鋼 逸見義男

松本洋明，

J9 Microstructure and mechanical properties of the forged Ti-17 alloy for aircraft engine component
produced by 1500t-forging-simulater
香川大 ○三好健斗・松本洋明， 物材機構 黒田秀治・本橋功会・御手洗容子，
神鋼 逸見義男
J10 航空機エンジン用Ti-17合金鍛造材の組織形成予測・材質予測
香川大 ○松本洋明・三好健斗・田所大輝， 物材機構 御手洗容子

9月20日 会場14（講義棟A棟 A102）
チタン・チタン合金3
15:30-17:30
座長 仲井正昭 [近大]
J11 スポンジチタン製造用鋼製容器のFe溶出におよぼす表層組織の影響
東邦チタニウム ○渡辺明治・井上洋介・滝千博・山口雅憲

J16 高酸素固溶チタンの力学特性とその変形機構
海洋大 ○盛田元彰， 海洋大（現：日立金属） 鈴木彰悟， 横国大

36

梅澤修

9月21日 会場14（講義棟A棟 A102）
チタン・チタン合金4
9:00-10:20
座長 竹元嘉利 [岡山大]
J17 Ti-6Al-4V材の鍛造加工発熱測定および鍛造材の温度変化予測
物材機構 ○北嶋具教， 阪大 松本良， 岐阜大 吉田佳典， 香川大
Jフォージ 西原卓郎， 元Jフォージ 石外伸也

松本洋明，

・・・

924

J18 Ti-6Al-4V合金鍛造材の疲労特性におよぼす製造条件の影響
物材機構 ○江村聡・萩原益夫・早川正夫・黒田秀治・本橋功会・北嶋具教

・・・

925

J19 Ti-6Al-4V鍛造丸棒のDwell疲労特性に及ぼす集合組織異方性の影響
新日鐵住金 ○森健一・橋本翔太朗・奥井利行・宮原光雄

・・・

926

J20 微量B（ボロン）を添加したTi-6Al-4V合金の高サイクル及び超高サイクル疲労
物材機構 ○萩原益夫・北島具教・江村聡・岩崎智・志波光晴

・・・

927

・・・

928

J22 二相Ti合金のα-β界面に生ずるひずみ勾配とGN転位堆積のVanadium濃度依存性
北見工大 ○河野義樹・大橋鉄也， 九大 光原昌寿， 熊本大 眞山剛，
九大 奥山彫夢， 北見工大 佐藤満弘

・・・

929

J23 レーザ積層造形法によるTi-6Al-4V試料の組織形成に及ぼす照射条件の影響評価
物材機構 ○草野正大， 物材機構,芝浦工大 宮崎史帆， 物材機構 岸本哲，
芝浦工大 湯本敦史， 物材機構,東大 渡邊誠

・・・

930

J24 Ti-6Al-4Vを用いたレーザ積層造形材の組織観察および特性評価
芝浦工大,物材機構 ○宮崎史帆， 物材機構 草野正大・岸本哲・D. Bulgarevich，
芝浦工大 湯本敦史， 物材機構,東大 渡邊誠

・・・

931

・・・

932

J26 β型Ti-15-3 合金の異なる時効法による内部組織結果から推察されるα相生成過程について
元・岡山理科大 ○助台榮一

・・・

933

J27 Ti-10Mo-7Al合金の焼戻しによるマルテンサイト変態の温度範囲
岡山大 ○竹元嘉利・荒木稜

・・・

934

J28 Ti-18Nb-xAl合金における焼入れマルテンサイト組織と材料特性に及ぼす温度の影響
鈴鹿高専 ○万谷義和・佐田幸葉， 岡山大 竹元嘉利

・・・

935

J29 Ultrafine grained metastable β-Ti alloy with high yield strength and ductility
Kyoto Univ. ○B. Zhang・N. Tsuji・Y. Bai・Y. Chong

・・・

936

J30 チタン合金の耐摩耗性および疲労特性に及ぼす表面硬化処理の影響
京工繊大 ○北丸章浩・森田辰郎， 新日鐵住金 高橋一浩

・・・

937

・・・

938

J32 Dynamic observation of dislocation nucleation at the grain boundary in ultrafine-grained
interstitial-free steel
NIMS ○李紅星， Kyoto Univ. 高斯， NIMS 井誠一郎，
Kyoto Univ. 辻伸泰， NIMS 大村孝仁

・・・

939

J33 In-situ neutron diffraction study on tensile deformation behaviors of UFG Fe-24Ni-6Al-0.4C alloy
containing B2 intermetallic compounds
Kyoto Univ. ○S. Gao・W. Gong・A. Shibata・N. Tsuji， JAEA S. Harjo

・・・

940

・・・

941

チタン・チタン合金5
10:30-11:50
座長 森健一 [新日鐵住金]
J21 時間分解X線CT(4D-CT)によるTi-6Al-4V合金のβ→α変態の定量評価
京大工 ○藤本誠， 京大工
（現：九大工） 森下浩平， 京大工 安田秀幸・辻伸泰・崇巌・高斯

チタン・チタン合金6
13:00-15:00
座長 北嶋具教 [物材機構]
J25 汎用型Ti-5Fe-5Zr合金焼結材の時効硬化挙動に及ぼす添加元素の影響
長岡技科大 ○本間智之・高野紘彰

9月19日 金属学会 B会場（講義棟C棟 C102）
超微細粒組織制御の基礎1
10:00-11:00
座長 飴山惠 [立命館大]
J31 電解析出法を用いたナノスケールNi/Ni-W多層材の作製とその機械的特性
兵庫県立大 ○粟根昂也・足立大樹・山﨑徹

超微細粒組織制御の基礎2
11:10-11:50
座長 藤原弘 [静理工大]
J34 Fe-0.3C調和組織鋼の焼入れ焼戻しによる強度・靱性の向上
立命館大 ○飴山惠・入谷竜平・川畑美絵

37

J35 純Ti調和組織材料の加工熱処理による選択的再結晶
立命館大 ○宮腰素生・島村秋都・川畑美絵， Univ. Paris 13
立命館大 飴山惠

G. Dirras，

・・・

942

・・・

943

J37 低中C焼入れマルテンサイトの正方性と固溶C量との関係
新日鐵住金 ○丸山直紀・田畑進一郎

・・・

944

J38 鉄中における炭素原子の分布とエネルギー変化に関する第一原理計算
物材機構 ○大塚秀幸・Z. Hou， 九大 津﨑兼彰

・・・

945

J39 Measurement of carbon content in Japanese swords by using EBSD
島根大 ○H. Pham・大庭卓也・森戸茂一・林泰輔・遠山文夫

・・・

946

15:40-17:00
座長 大塚誠 [東北大]
J40 中炭素ラスマルテンサイトのバリアント選択とバリアント境界形状
島根大 ○林泰輔・森戸茂一・大庭卓也

・・・

947

J41 剛体球モデルと不変線解析に基づくマルテンサイト方位関係の計算
新日鐵住金 ○赤星大地・森口晃治・筒井和政・加藤雅治

・・・

948

J42 (Ca, Sr)3Ti2O7強誘電酸化物の構造相変態と微細構造
九大 ○中島宏・村上恭和

・・・

949

J43 Ti-Mo-Al合金単結晶における応力誘起マルテンサイト変態の結晶学的解析
東工大 ○原遼太朗・田原正樹・稲邑朋也・細田秀樹

・・・

950

・・・

951

J45 デジタルホログラフィック顕微鏡を用いたせん断型変態に伴う表面起伏のその場測定
東大 ○小峯修平・井上純哉

・・・

952

J46 マルテンサイト変態を有するTi-Pd-Fe合金の加工に伴う組織変化とアモルファス化の関係
熊本大 ○山下晃司・松田光弘， Univ. of Vienna M. Kerber・T. Waitz

・・・

953

J47 透過型電子顕微鏡法によるNi-Ti-Hf合金マルテンサイト相の微細構造解析
熊本大 ○浦内秀平・松田光弘， 九大 赤嶺大志・西田稔

・・・

954

マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用1
14:10-15:30
座長 宮本吾郎 [東北大]
J36 低中C焼入れマルテンサイト中のC分布のアトムプローブ解析
新日鐵住金 ○丸山直紀・田畑進一郎

マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用2

9月20日 金属学会 R会場（講義棟B棟 B103）
マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用3
9:00-10:20
座長 田原正樹 [東工大]
J44 部分焼入れ焼戻ししたマルエージ鋼を用いたマルテンサイト変態初期組織の観察
名工大 ○知場三周・佐藤尚， 東北大 張咏杰・宮本吾郎・古原忠

マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用4
10:30-11:50
座長 村上恭和 [九大]
J48 鉄炭化物中の合金元素の磁性
新日鐵住金 ○澤田英明・丸山直紀・田畑進一郎

・・・

955

J49 Co2Cr(Ga,Si)合金マルテンサイト相における反強磁性的磁気転移
東北大 ○許皛・貝沼亮介， 東学大 鹿又武

・・・

956

J50 Co-Cr-Al-Si合金の熱・磁場・応力によるマルテンサイト変態と磁気変態
東北大 ○大平拓実・許皛， 東大 三宅厚志， 東北大 大森俊洋，
東大 徳永将史， 東北大 貝沼亮介

・・・

957

J51 Fe-Mn-Al-Ni系形状記憶合金における超弾性効果の温度依存性とエントロピー変化
東北大 ○夏季・許皛・大森俊洋・貝沼亮介

・・・

958

・・・

959

・・・

960

マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用5
13:00-14:20
座長 森戸茂一 [島根大]
J52 A possible γ-Fe(C) →ω-Fe3C →ω′-Fe3C →θ′-Fe3C →θ-Fe3C transition pathway
物材機構 ○平徳海・大村孝仁， 北大 大沼正人
J53 Si含有高炭素マルテンサイト鋼の焼戻し炭化物解析
新日鐵住金 ○鈴木崇久・根石豊

38

J54 Ti-Ni-Pd高温形状記憶合金の変態・変形特性に及ぼすTi濃度と時効の影響
筑波大 ○田口貴寛・服部祐樹・金熙榮・宮崎修一

・・・

961

J55 マルエージング鋼のシャルピー衝撃値特性に及ぼす再変態領域の影響およびその
メカニズムの検討
神鋼 ○難波茂信・陳朱耀・宮村剛夫

・・・

962

・・・

963

・・・

964

J58 Ti-Zr-(Ni, Pd)形状記憶合金の析出物形成に及ぼす時効温度の影響
ISAS/JAXA ○戸部裕史・佐藤英一

・・・

965

J59 Ti-(15,20)Zr-49.7Pd形状記憶合金の熱サイクル特性に及ぼすZr組成の影響
東大工 ○大原昇利， ISAS/JAXA 戸部裕史・佐藤英一

・・・

966

・・・

967

J61 焼入れ-分配処理した中炭素鋼の組織と機械的性質に及ぼす初期オーステナイト粒径の影響
九大 ○天野良則・高木節雄・土山聡宏・増村拓朗

・・・

968

J62 Co-20Cr-10Mo-xNi合金の変形組織と加工硬化
筑波大 ○田崎亘， 筑波大,物材機構 土谷浩一， 物材機構

・・・

969

・・・

970

・・・

971

J65 マルテンサイト変態と動的ひずみ時効を起こすFe-Cr-Ni基準安定オーステナイト鋼の疲労挙動
九大 ○津崎兼彰・小川卓郎・小山元道・西倉優里・野口博司

・・・

972

J66 Fe-Ni-Al合金におけるB2粒子周囲の歪場がマルテンサイト変態に及ぼす影響
名工大 ○森谷智一・知場三周・佐藤尚・渡辺義見

・・・

973

J67 Ti3Ni4を配向析出させたTi-51Ni(at%)合金における応力誘起逆マルテンサイト変態
阪大 ○福田隆， 福井工大 掛下知行， 上海交通大 F. Xiao・H. Chen・X. Jin，
北京理工大 Z. Nie

・・・

974

・・・

975

J69 10%Mnマルテンサイト鋼の焼戻しに伴う組織変化とその靱性への影響
九大 ○片山悟・増村拓朗・土山聡宏・植森龍治， 新日鐵住金 藤岡政昭

・・・

976

J70 Ni添加Cu-Al-Mn合金の超弾性サイクル特性
東北大 ○松本暢康・許皛・大森俊洋・貝沼亮介

・・・

977

J71 等原子比CuZr合金のマルテンサイト変態におよぼす熱サイクルの影響
熊本大 ○久田翔太・松田光弘， 九大 赤嶺大志・西田稔

・・・

978

マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用6
14:30-15:50
座長 大森俊洋 [東北大]
J56 Q&Pプロセス中の相変態と炭素分配に及ぼすオースフォーミングの影響
京大 ○ゴン ウー， JAEA ハルヨ ステファヌス， 京大 柴田曉伸，
物材機構 友田陽， 神鋼 篠崎智也， 京大 辻伸泰
J57 低炭素マルテンサイト鋼の低温焼戻しにおける残留オーステナイトの役割
九大 ○浦中祥平・増村拓朗・土山聡宏・高木節雄・植森龍治， 新日鐵住金

藤岡政昭

マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用7
16:00-17:20
座長 佐藤尚 [名工大]
J60 Effect of Si on the acceleration of bainite transformation by pre-existing martensite
JFE ○田路勇樹・松田広志， MPIE D. Raabe

澤口孝宏

J63 Strain ratio effect on the low cycle fatigue behavior and microstructure of Fe-15Mn-10Cr-8Ni-4Si
seismic damping alloy
NIMS ○I. Nikulin・T. Sawaguchi

9月21日 金属学会 R会場（講義棟B棟 B103）
マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用8
9:00-10:20
座長 土屋浩一 [物材機構]
J64 中性子回折によるTRIP鋼における変形中のマルテンサイト変態の観察
JAEA ○ハルヨ ステファヌス， 兵庫県立大 土田紀之， JAEA 川崎卓郎・諸岡聡

マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用9
10:30-11:50
座長 杉山昌章 [阪大]
J68 低炭素マルテンサイト及びベイナイト鋼の脆性-延性遷移挙動
九大 ○吉田恭一朗・田中將己・森川龍哉・奥山彫夢， 神鋼
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名古秀徳・難波茂信

マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用10
13:00-14:20
座長 松田光弘 [熊本大]
J72 EBSD像の画像相関解析とHR-EBSD法を組み合わせたFe-Cマルテンサイト鋼正方晶比のマッピング
新日鐵住金 ○田中智仁， 新日鉄住金ソリューションズ 中村望，
Univ. of Oxford A. Wilkinson
・・・

979

J73 高炭素鋼ラスマルテンサイトに含まれる三次元ブロック組織の特徴
島根大 ○森戸茂一・A. Pham・大庭卓也・林泰輔， 東北大 古原忠・宮本吾郎

・・・

980

J74 マルテンサイトの変形破壊挙動に関する組織学的因子
阪大工 ○杉山昌章・土佐宗弘， 新日鐵住金 畑顕吾・丸山直紀

・・・

981

J75 Fe-15Mn-10Cr-8Ni-4Si制振合金の異材溶接部におけるラス・マルテンサイトの階層構造
物材機構 ○澤口孝宏・中村照美・I. Nikulin・荒金吾郎， 竹中技研 櫛部淳道・井上泰彦，
淡路マテリア 千葉悠矢

・・・

982

・・・

983

J77 連続鋳造プロセスにより製造したFe-15Mn-10Cr-8Ni-4Si合金厚板の溶接継手特性
淡路マテリア ○千葉悠矢・大塚広明， 物材機構 中村照美・澤口孝宏，
竹中工務店 櫛部淳道・梅村建次・井上泰彦

・・・

984

J78 Ni過剰Ti-Ni単結晶合金の超弾性に及ぼすC-IC転移の影響
東北大 ○木村雄太・X. Xu・大森俊洋・貝沼亮介

・・・

985

・・・

986

・・・

987

マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用11
14:30-16:10
座長 金熙榮 [筑波大]
J76 連続鋳造プロセスによる制振ダンパー用Fe-15Mn-10Cr-8Ni-4Si合金厚板の製造
淡路マテリア ○大塚広明・千葉悠矢， 物材機構 澤口孝宏・高森晋，
竹中工務店 櫛部淳道・梅村建次・井上泰彦

J79 Cu-Al-Mn形状記憶合金における弾性熱量効果
東北大 ○許勝・許皛・大森俊洋・貝沼亮介， 北京科技大
J80 Cu添加Mn-Al合金の相平衡とマルテンサイト変態
東北大 ○橋本直樹・X. Xiao・大森俊洋・貝沼亮介
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黄海友・謝建新

シ ン ポ ジ ウ ム
◆◇◆ シンポジウムのみご参加の方へ◆◇◆
シンポジウムのみ参加する方は、鉄鋼協会受付にお立ち寄りいただく必要はありません。直接シンポジウム会場へお越し下さい。

高温プロセス
9 月 19 日 会場 2（講義棟 B 棟 B102）
スラグ・介在物制御による高清浄度クロム鋼溶製研究会 中間報告会
〔シンポジウム資料は開催当日会場入口にて配布、参加費:無料〕
13:00~13:05
13:05~13:25
13:25~13:45
13:45~14:05
14:05~14:25
14:35~14:55
14:55~15:15
15:15~15:35
15:35~15:55
16:05~16:25
16:25~16:45
16:45~17:05
17:05~17:25

17:25~17:30

開会挨拶
三木貴博（東北大）
加藤千聖、李智、○小林能直（東工大）
CaO-CrOx-SiO2 系スラグ中 Cr2O3 溶解度の酸素分圧依存性
Cr2O3 を含有する固相中の成分活量測定
〇長谷川将克、橋本修志、岩橋広大（京大）
X 線吸収分光を用いた CaO-SiO2 混合酸化物中クロムの化学状態分析
○篠田弘造（東北大）
上底吹き転炉でのステンレス鋼脱炭反応に及ぼすスラグ組成、上吹き撹拌力の影響 ○菊池直樹、岸本康夫（JFE）
高 Cr 鋼の Al 脱酸における非金属介在物の生成機構
○小野英樹（富山大）、冨永英太郎、大東佑汰（阪大）、樋口善彦（産技短大）
1873 K における溶融 Fe-Cr 合金の Al-Ti 脱酸反応の熱力学
○南谷和哉、田中尚良、松浦宏行（東大）
溶融 Fe-Ni-Cr 合金の Ca 脱酸平衡測定
高橋一輝、○三木貴博（東北大）
Fe-Cr-Ni 系ステンレス溶鋼における C、Si および O の平衡
○桐原史明、轟秀和、小林祐介、阿比留裕輔（日本冶金）
酸化物固体の溶融金属に対する濡れ性
張子瑶、○齊藤敬高、中島邦彦（九大）
アーク溶解法によるステンレス鋼中介在物の評価
○江原靖弘（日新）
CaO-MgO 飽和スラグとの反応による介在物組成変化
劉春陽、高旭、○北村信也（東北大）
Influence of the slag composition including CaF2 on the formation of Al2O3 and MgO・Al2O3 spinel inclusions
during ladle treatment via simulation model
Jeong-In KIM,○Sun-Joong KIM（Chosun Univ.）,Shin-ya Kitamura（Tohoku Univ.）
閉会挨拶

9 月 20 日 会場 1（講義棟 B 棟 B101）
製銑部会 資源環境調和型焼結技術創成研究会 中間報告会
「今後の資源・環境問題解決に向けた鉄鉱石焼結技術」
〔シンポジウム資料は開催当日会場入口にて配布、参加費: 1,000 円〕
座長：宮川一也（神鋼）
10：00~10：15 趣旨説明
村上太一（東北大）
10：15~10：45 鉄鉱石の造粒特性に及ぼす核鉱石と微粉鉱石の粒度比の影響
前田敬之、開発健太、大野光一郎、国友和也（九大）
10：45~11：15 微粉鉱石造粒の数値シミュレーション
仲村英也、河田晟生、大崎修司、綿野哲（大阪府立大）
11：15~11：45 造粒過程における鉱石粒子内部への水分移動挙動 樋口隆英（JFE）、Liming Lu（CSIRO）、葛西栄輝（東北大）
座長：弘中論（日新）
13：30~14：00 微粉造粒物の組織と強度に及ぼす脈石成分の影響
中村周矢、丸岡大佑、村上太一、葛西栄輝（東北大）
14：00~14：30 ADEM-SPH による融液生成挙動のモデリング
石原真吾、加納純也（東北大）
14：30~15：00 高エネルギーX 線 CT による焼結層収縮に伴う構造変化の評価
原恭輔、松村勝、樋口謙一、野村誠治（新日鐵住金）
座長：前田敬之（九大）
15：15~15：45 コークスおよびバイオマス炭の燃焼速度に及ぼす酸素濃度の影響
村上賢治、松橋えみり、渡邊凌、中村彩乃（秋田大）
15：45~16：15 鉄鉱石焼結層内における鉄系凝結材の反応に及ぼす酸素分圧の影響
嶋翼、丸岡大佑、村上太一、葛西栄輝（東北大）
16：15~16：30 まとめ
松村勝（新日鐵住金）
16：30~16：50 総合討論
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環境・エネルギー・社会工学
9 月 19 日 会場 5（講義棟 A 棟 A106）
革新的 LCA による鉄鋼材料の社会的価値の見える化研究会
「鉄鋼材料の負荷の評価から価値の評価へ」
〔シンポジウム資料は開催当日会場入口にて配布、参加費:無料〕
13:00~13:05
13:05~13:35
13:35~14:05
14:05~14:35
14:35~15:05
15:20~15:50
15:50~16:20
16:20~16:50
16:50

開会の挨拶
持続可能な開発目標に向けた素材産業の意識
鉄鋼により創出される社会的価値
鉄鋼業における副産物の価値評価
DEA による複数機能の統合化手法
リサイクル性と worldsteel の環境負荷計算手法論
開ループリサイクルシステムにおける材料 LCA
リサイクル材の機能に関する材料学的考察
閉会の挨拶

畑山博樹（産総研）
中島謙一（国環研）
松八重一代（東北大）
山末英嗣（立命館大）
礒原豊司雄（新日鐵住金）
醍醐市朗（東大）
小林能直（東工大）

9 月 20 日 会場 5（講義棟 A 棟 A106）
建設用鋼材利用検討 WG 腐食劣化解析に基づく鋼構造物維持の最適化研究会
/高経年化した鋼構造物の維持管理フォーラム 共催
「インフラ構造物の経年劣化に対する維持管理の現状 IV」
〔シンポジウム資料は開催当日会場入口にて配布、参加費:無料〕
13：20~13：25
13：25~14：25
14：25~14：45
14：45~15：20
15：20~15：40

開会の挨拶
鋼橋および港湾構造物の防食に関する維持管理の現状
今井篤実（日鉄住金防蝕）
千葉誠（旭川高専）
Cl-を含む水溶液の乾湿繰り返し環境における Fe の腐食形態の観察
CCD およびケルビン法を用いた腐食初期挙動の解析
廣畑洋平、春名匠（関西大）
すきま構造部における炭素鋼の腐食挙動と溶存酸素濃度分布解析による腐食評価
多田英司、前田初美（現：IHI）、大井梓、西方篤（東工大）
15：40~16：00 鋼製模擬構造物各部位の腐食モニタリング
片山英樹（物材機構）
16：00~16：20 鋼の水溶液腐食におよぼす金属カチオンの役割
坂入正敏（北大）
16：20~16：55 総合討論
16：55
閉会の挨拶

創形創質工学
9 月 21 日 会場 8（講義棟 A 棟 A406）
鉄系金属ガラスの粘性流動成形技術開発研究会 最終報告会
〔参加費:無料〕
12:39~12:40
12:40~13:05
13:05~13:30
13:30~13:55
13:55~14:20
14:30~14:55
14:55~15:20
15:20~15:45
15:45~16:10
16:10~16:30

開会挨拶
金属ガラス粉のホットプレス固化メカニズム
金属ガラス粉末成形による部品成形技術開発事例
単一球状粒子マイクロ成形加工の粘弾性解析
金属ガラス 医療機器への応用の期待
鋳造技術による金属ガラス部材のアプリケーション
β緩和を利用した金属ガラス加工プロセスの可能性
真壁技研における急冷プロセス開発
Zr 基金属ガラスの塑性と粘性流動性を用いたスクリューの開発
鉄系金属ガラス単分散粒子の作製とその応用
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川崎亮（東北大）
渡辺龍三（航空宇宙技術振興財団、東北大）
島田登（ポーライト）
品川一成（九大）
山田登（さいたま市産業創造財団）
富樫望（アダマンド並木精密宝石）
尾崎由紀子（九大）
福田泰行（真壁技研）
山中茂（丸エム製作所）
吉年規治（東北大）

材料の組織と特性
9 月 19 日 会場 11（講義棟 B 棟 B203）
鉄鋼のミクロ組織要素と特性の量子線解析研究会
/多結晶材料の異方性の評価と予測技術フォーラム
/茨城県中性子利用研究会平成 30 年度第１回 iMATERIA 研究会 共催
「微細組織形成過程解析のための観察と予測技術」
〔シンポジウム資料は開催当日会場入口にて配布、参加費:無料〕
09:30~09:35 開会挨拶
佐藤成男（茨城大）
座長：富田俊郎（茨城県）
09:35~10:25 Keynote： Microstructural studies of steels using neutron diffraction
Sven C. Vogel（Los Alamos National Lab.）
10:25~10:55 Invited： Texture simulation of a severely cold rolled low carbon steel using polycrystal modelin
〇髙城重宏（Los Alamos National Lab. / JFE）, S.C. Vogel, C.N. Tomé（Los Alamos National Lab.）,
I.J. Beyerlein（Univ. of California, Santa Barbara）
座長：佐藤成男（茨城大）
11:05~11:30 Texture development accompanying strain-induced martensitic transformation in cold-rolling of Co–Cr alloys
〇小貫祐介、佐藤成男、中川真惟子（茨城大）、山中謙太（東北大）、森真奈美（仙台高専）、
星川晃範、石垣徹（茨城大）、千葉晶彦（東北大）
11:30~11:55 Texture evolution modeling of Ni alloys by crystal plasticity including twinning
〇伊東正登（三菱マテリアル）、Christopher A. Schuh（MIT）
座長：小貫祐介（茨城大）
13:10~13:30 J-PARC MLF パルス中性子ビームラインの産業利用の状況
富田俊郎（茨城県）
13:30~13:55 鋼の変態集合組織とバリアント選択則
富田俊郎（茨城県）
13:55~14:20 薄鋼鈑の拡散型変態における集合組織形成に及ぼす温度の影響
田中泰明（新日鐵住金）
14:20~14:45 低炭素鋼のα-γ組織の 3 次元再構築と結晶学的解析
畑顕吾（新日鐵住金）
座長：井上博史（大阪府立大）
14:55~15:20 冷延鋼板の集合組織発達に及ぼすフェライト形成元素の影響
早川康之（JFE）
15:20~15:45 Fe-Si 鋼板の二次再結晶方位に及ぼす冷延圧下率の影響
片岡隆史（新日鐵住金）
15:45~16:10 チタン合金の鍛造プロセスにおける局所集合組織領域の微細化技術
〇伊藤良規（神鋼）、辻伸泰（京大）
16:10~16:35 FCC 金属の EBSD 法によるひずみ評価
高山善匡（宇都宮大）
16:35~16:40 ICOTOM 19 の紹介
高山善匡（宇都宮大）
16:40~16:45 閉会挨拶
富田俊郎（茨城県）

9 月 19 日 会場 12（講義棟 B 棟 B204）
高温材料の高強度化研究会
「高温材料の高強度化」
〔シンポジウム資料は開催当日会場入口にて配布、参加費:無料〕
13:00~13:10
13:10~13:35
13:35~14:00
14:00~14:25
14:25~14:50
14:50~15:15
15:30~15:55
15:55~16:20
16:20~16:45
16:45~17:10
17:10~17:15

開会挨拶と趣旨説明
日本の高温材料が世界を救う
A-USC プロジェクトにおける材料・技術開発動向
耐熱鋼の規格化と材料強度基準値の動向について
耐熱材料における新規設計指導原理の構築－粒界析出制御－
窒素添加新規フェライト系耐熱鋼の組織とクリープ特性
ジェットエンジン用高温材料の研究開発動向
耐熱材料のプロセスと力学特性
モシブチック合金の開発思想と材料特性
インダストリー4.0 に適応する高温金属材料技術
閉会挨拶
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中島英治（九大）
金子祥三（東大）
仙波潤之（新日鐵住金）
木村一弘（物材機構）
竹山雅夫（東工大）
光原昌寿（九大）
佐藤彰洋（IHI）
御手洗容子（物材機構）
吉見享祐（東北大）
今野晋也（三菱日立パワーシステムズ）

9 月 21 日 会場 12（講義棟 B 棟 B204）
界面移動の制御による複相鉄族合金の高性能化フォーラム
「鉄族合金における界面移動」
〔参加費:無料〕
09:00~09:20 酸素ガス導入による透過電子顕微鏡内の炭素コンタミ抑制
網野岳文（新日鐵住金）
09:20~09:40 高精度 FE-EPMA および DICTRA による初析フェライト変態初期の炭素分配解析
山下孝子（JFE）
09:40~10:00 Fe-0.21C-1.3Mn 合金の脱炭反応
林宏太郎、西畑敏伸（新日鐵住金）、関彰（日鉄住金テクノロジー）、梶原正憲（東工大）
10:10~10:30 フェライト-パーライトを初期組織とする炭素鋼におけるオーステナイト核生成挙動
中田伸生（東工大）
10:30~10:50 -Fe→-Fe+Fe2Hf 反応経路における Fe2Hf 相の相界面析出
小林覚（東工大）
10:50~11:10 ベイナイト変態に必要な変態駆動力の検討
宮本吾郎、古原忠（東北大）
11:20~11:40 Si を固溶したフェライト固相と Zn 液相の特異な異相界面反応
高田尚記（名大）
11:40~12:00 Co と低融点金属の反応拡散による化合物の成長挙動
Minho O、梶原正憲（東工大）
12:00~12:20 相互拡散係数の異なる二元系化合物の成長挙動に対する解析的検討
山野花穂、長谷川綾乃、Minho O、梶原正憲（東工大）

9 月 21 日 会場 12（講義棟 B 棟 B204）
凝固から熱間加工における組織形成とプロセス因子の検討フォーラム
「第二相や偏析を利用した組織制御および材料特性におけるプロセスおよび組織因子抽出検討への課題」
〔シンポジウム資料は開催当日会場入口にて配布、参加費:無料〕
13:30~13:40 開会挨拶
座長：古賀紀光（横国大）
13:40~14:10 材料組織像の数値化とマテリアルズインフォマティクスへの展開
－材料情報統合型研究によるハイスループット材料設計を目指して－
14:10~14:40 複層材料の変形・破壊挙動
14:40~15:10 極低炭素フェライト鋼の疲労変形に及ぼす溶質雰囲気への転位固着の影響
15:10~15:40 フェライト鋼の降伏挙動に及ぼす粒内・粒界偏析炭素の影響
15:40~16:10 マクロ偏析の数値シミュレーション

古賀紀光（横国大）

足立吉隆（名大）
古賀紀光（横国大）
梅澤修（横国大）
土山聡宏（九大）
及川勝成（東北大）

評価・分析・解析
9 月 19 日 会場 15（マルチメディア教育研究棟 M601-2）
バイオフィルム被覆によるスラグ新機能創出研究会
「バイオフィルム被覆による鉄鋼スラグの新機能創出とその評価・分析 Ｉ」
〔シンポジウム資料は開催当日会場入口にて配布、参加費:無料〕
13:00~13:05 開会挨拶
平井信充（鈴鹿高専）
13:05~13:20 伊勢湾浸漬試験で製鋼スラグ上に形成されたバイオフィルム中の細菌叢解析
○小川亜希子（鈴鹿高専）、田中礼士（三重大）、鈴木賢紀（阪大）、平井信充（鈴鹿高専）
13:20~13:35 ジアンミン銀錯体によるバイオフィルム評価の検討
○幸後健、伊藤玲、杉和史（鈴鹿高専）
13:35~13:50 TOC 分析によるバイオフィルム定量の試み
○梅川響、甲斐穂高、東浦芙宇、平井信充（鈴鹿高専）
13:50~14:05 種々のシラン系樹脂で被覆したスラグ表面へのバイオフィルム形成の差異
○佐野勝彦（ディアンドディ）、兼松秀行、平井信充、黒田大介、小川亜希子、幸後健（鈴鹿高専）
14:20~14:35 有機被膜による製鋼スラグからのアルカリ溶出抑制
○魚石凱斗、高崎康志、井上亮（秋田大）、高橋克則（JFE）
14:35~14:50 製鋼スラグから有機酸含有水に溶出した元素の存在形態の検討
川崎大輝、○松浦宏行（東大）
14:50~15:05 電気炉酸化スラグの純水への溶出におよぼす殺菌灯照射の影響
○横山誠二、安池俊也、Li Bin（豊橋技科大）
15:05~15:20 スラグへの生体分子または微生物コーティングとその効果の検証
○高橋利幸（都城高専）
15:20~15:35 枯草菌ないし海洋菌バイオフィルムで被覆した製鋼スラグを浸漬した人工海水の pH 測定
廣田さくら、加藤花、中川元斗、○平井信充（鈴鹿高専）
15:35~15:50 総合討論・閉会挨拶
平井信充（鈴鹿高専）
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9 月 20 日 会場 15（マルチメディア教育研究棟 M601-2）
第 17 回評価・分析・解析部会部会集会
・特別講演会「高温冶金プロセスにおける非金属介在物の挙動」
〔参加費:無料〕
13:00~14:00

高温冶金プロセスにおける非金属介在物の挙動

柴田浩幸（東北大）

鉄鋼プレゼンス研究調査委員会
9 月 20 日 会場 8（講義棟 A 棟 A406）
「鉄の技術と歴史」研究フォーラム講演会
「日本の製鉄をリードしてきた東北の鉄の歴史にせまる」
協賛：日本民具学会、日本鉱山史研究会、産業考古学会鉱山金属分科会、製鉄遺跡研究会、トキ・タカ基金
〔シンポジウム資料は開催当日会場入口にて配布、参加費: 2,000 円、学生 1,000 円〕
10:00~10:10
10:10~10:50
10:50~11:30
11:30~12:10
13:10~14:10
14:10~15:10
15:30~16:10
16:10~16:50

16:50~17:00

開会挨拶
フォーラム座長：平井昭司（東京都市大名誉教授）
復興関連調査から見えてきた岩手県沿岸部の製鉄遺構の構造変遷
小山内透（岩手県立博物館）
八戸藩葛巻商人の製鉄
佐々木清文（元：岩手県埋蔵文化財センター）
（旧）川崎製鉄 久慈製鉄所 ロータリーキルン製鉄の技術と歴史
天辰正義（元：JFE テクノリサーチ）
特別講演： シリアル遺産「明治日本の産業革命遺産」の釜石の技術トピックス
〇稲角忠弘、菅和彦、加藤康子（元：新日本製鐵）
基調講演： 近代製鉄における日本の夜明けは釜石から
日野光兀（東北大名誉教授）
橋野鉄鉱山を後世に残していくために－東日本大震災以降の取り組みについて－
森一欽（釜石市産業振興部・世界遺産課）
江戸初期における丸森町筆甫のたたら製鉄の復元とプロセス工学的研究の到達点
〇引地芳郎、庄司一郎（筆甫のたらら製鉄を復元する会）、
松井良行（コベルコ科研）、高橋礼二郎（元：東北大）
閉会挨拶
フォーラム幹事：古主泰子（鉄鋼連盟）

その他
9 月 19 日 日本金属学会 E 会場（講義棟 C 棟 C200）
第 1 回自動車関連材料合同シンポジウム
「自動車の革新を支える材料技術の最新動向」
〔シンポジウム資料は開催当日会場入口にて配布（テキスト代: 4,000 円）、参加費:無料〕

10:00~10:05 開会の辞
座長：井上純哉（東大）
10:05~10:35 鑑講演： 車体軽量化動向と技術適用
10:35~11:05 基調講演： 自動車用鋼板接合技術の最新動向
11:05~11:35 基調講演： Al/Fe 異種金属接合における界面創製を目指して
11:35~12:05 基調講演： 鉄鋼材料の水素脆化
座長：杉本諭（東北大）
13:00~13:30 鑑講演： 自動二輪車の材料技術と将来動向
13:30~14:00 基調講演： 自動車用耐熱材料・技術の最新動向
14:00~14:30 基調講演： 軽金属部材製造に関わる 3D プリンター技術
14:30~14:35 閉会の辞
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杉本諭（東北大）
飯塚隆（SUBARU）
児玉真二（新日鐵住金）
佐藤裕（東北大）
高井健一（上智大）
久保田剛（ヤマハ発動機）
高林宏之（大同）
岡根利光（産総研）
井上純哉（東大）

9 月 20 日 会場 9（講義棟 B 棟 B201）
ＪＳＴ産学共創基礎基盤研究プログラム「ヘテロ構造制御」公開シンポジウム
「ヘテロ構造制御で起こすイノベーション －構造用金属材料の新指導原理－」
主催: 日本鉄鋼協会、日本アルミニウム協会、日本チタン協会、科学技術振興機構
協賛: 軽金属学会、日本金属学会、日本塑性加工学会、日本熱処理技術協会、日本溶接協会、溶接学会、物質・材料研究機構
〔シンポジウム資料は開催当日会場入口にて配布、参加費:無料〕
09:30~09:45 プログラムオフィサー挨拶
加藤雅治（新日鐵住金）
09:45~10:15 固溶原子と相変態を利用したマルチスケールでのヘテロ構造化による
チタン焼結材の高強度・高延性同時発現機構の解明と高次機能化
近藤勝義（阪大）
10:15~10:45 階層的マルチヘテロ構造の創出によるアルミニウム合金の多機能化とその指導原理の解明
芹澤愛（芝浦工大）
10:45~11:15 ミクロな内部応力の不均一分布形成機構の理解とその制御技術の確立
中田伸生（東工大）
11:15~11:45 ナノクラスタリング・ナノ析出の学理に基づく鉄鋼材料の表面硬度分布制御と摩擦摩耗特性向上の指導原理確立
宮本吾郎（東北大）
13:00~13:30 ヘテロ凝固機構により高造形性・高強度を実現する積層造形用金属粉末の開発
渡辺義見（名工大）
13:30~14:00 鉄鋼材料の凝固過程におけるマッシブ的変態の解明と新しい凝固・鋳造原理の構築
安田秀幸（京大）
14:00~14:30 協調的粒界すべりのすべり群サイズの決定機構（超塑性変形速度向上の指導原理）の解明
佐藤英一（宇宙航空研究開発機構）
14:30~15:00 「鋼材/潤滑油」界面における機能性ヘテロナノ構造制御に基づく転動疲労高特性化のための指導原理の確立
戸髙義一（豊橋技科大）
15:15~15:45 鉄鋼における水素/マルテンサイト変態相互作用の定量的・理論的解明と水素利用材料の創製
～利用可能な新固溶元素獲得を目指して～
津崎兼彰（九大）
15:45~16:15 水素分配制御によるアルミニウム合金の力学特性最適化
戸田裕之（九大）
16:15~16:45 オーステナイト鋼への単純強圧延によるヘテロナノ構造の付与と超高強度化の実現
三浦博己（豊橋技科大）

9 月 21 日 講義棟Ｃ棟 C401
「第 8 回女性会員のつどい」
主催:日本鉄鋼協会・日本金属学会 男女共同参画委員会
〔参加費:無料（昼食はご持参下さい）〕
12:00~13:00 日本鉄鋼協会と日本金属学会とは、男女共同参画委員会を設置し、金属・材料分野における女性会員の活動を支
援し、女性会員の増強を目指しています。昨年に引き続き、秋季大会期間中に女性会員の方々が気軽に意見交換
できる「つどい」を行います。ランチを楽しみながら、楽しいひとときを過ごしませんか。学生の方、お子様連れの方も
歓迎します。

9月21日 日本金属学会 F会場（講義棟C棟C201）
全国大学材料関係教室協議会
平成30年度秋季講演会「大学発ベンチャーの難しさと意義 －教育と事業の狭間で－」
主催:全国大学材料関係教室協議会
〔参加費:無料〕
15:30~16:30 大学発ベンチャーの難しさと意義 －教育と事業の狭間で－
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小池淳一（東北大）

2018年 第 176 回 秋季 講演大会

第48回学生ポスターセッション発表一覧
日
時：9月20日(木) 12:00～16:00（15:00～16:00は展示のみ）
開催場所：東北大学 川内キャンパス（仙台国際センター）
PS-1

東北大学 大学院工学研究科
指導

PS-6

PS-9

PS-10

PS-15

10

・・・

11

材料創造工学科

・・・

12

・・・

13

・・・

14

・・・

15

修士1年

香川大学 田中康弘
先端環境創生学専攻

修士2年

東北大学 葛西栄輝

地球・環境資源理工学専攻

修士2年

早稲田大学 山口勉功
数学応用数理専攻

修士2年

早稲田大学 伊藤公久

早稲田大学 大学院創造理工学研究科
指導

・・・

修士1年

1523K及び1573KにおけるFeOx-SiO₂系スラグの液相線に及ぼすAl₂O₃の影響
戸田剛仁

9

東北大学 青木秀之・東北大学 齋藤泰洋

早稲田大学 大学院基幹理工学研究科
指導

・・・

修士2年

SPH法による回転剛体の金属浴中侵入のシミュレーション
坪倉太郎

8

修士2年

プロセス解析講座

早稲田大学 大学院創造理工学研究科
指導

PS-14

機械物理学専攻

1573Kにおける二次原料スラグへのAl2O3系耐火物溶損の研究
角川和也

・・・

北海道大学 夏井俊悟・北海道大学 鈴木亮輔

東北大学 大学院環境科学研究科
指導

7

修士2年

繊維状金属鉄の形態に及ぼすFeO中微量元素の影響
高橋孝征

PS-13

材料科学専攻

香川大学 大学院工学研究科
指導

PS-12

数学応用数理専攻

熱間NiショットピーニングによるCu含有鋼の表面赤熱脆性発生抑制機構の検討
田井大貴

・・・

修士2年

京都工芸繊維大学 高木知弘

東北大学 大学院工学研究科
指導

PS-11

物質・化学系専攻

CO2およびH2Oガス化反応前後におけるコークス基質の機会的性質の評価
住谷佑哉

6

早稲田大学 伊藤公久

北海道大学 大学院工学院
指導

・・・

大阪府立大学 仲村英也

トポロジー的手法に基づく充填層空隙の3次元構造評価
澤田旺成

5

秋田大学 棗千修

京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科
指導

・・・

修士1年

等軸晶形成のためのmulti-phase-fieldモデリング
佐藤遼太郎

4

修士2年

物質科学専攻材料理工学コース

早稲田大学 大学院基幹理工学研究科
指導

・・・

修士2年

スラグからのフッ素溶出に及ぼすMgO添加の影響
郡司貴央

PS-8

先端環境創成学専攻

大阪府立大学 大学院工学研究科
指導

PS-7

エネルギー応用科学専攻

粗粒と微粉からなる鉄鉱石粉体の被覆造粒：数値シミュレーションモデルの構築
河田晟生

3

東北大学 葛西栄輝

秋田大学 大学院理工学研究科
指導

・・・

修士1年

セルオートマトン法を用いたFe-C鋼の3次元包晶凝固シミュレーションモデルの開発
小川丈太

2

京都大学 長谷川将克

東北大学 大学院環境科学研究科
指導

PS-5

マテリアル工学専攻

炭材内装鉱の浸炭溶融現象に及ぼすSiO2賦存状態の影響
大野真武

・・・

東京大学 澁田靖

京都大学 大学院エネルギー科学研究科
指導

1

修士2年

脱リンスラグ中の活量測定とCa2SiO4-Ca3P2O8固溶体に適用した溶体モデルの更新
大嶋祐介

・・・

東北大学 柴田浩幸

東京大学 大学院工学系研究科
指導

PS-4

金属フロンティア工学専攻

分子動力学法シミュレーションによるFe-Cr合金固液界面物性の導出
上野健祥

PS-3

※このプログラムは、インターネットで申し
込まれたデータを元に作成しています。

アルカリケイ酸塩系融体の粘度に及ぼすAlO1.5/SiO2比の影響
生駒諒太

PS-2

アブストラクトは当日会場にて配布

地球・環境資源理工学専攻

早稲田大学 山口勉功

47

修士1年

PS-16

1523KにおけるCu₂S-FeS-Fe₃O₄系三元系状態図
富永高規

早稲田大学 大学院創造理工学研究科
指導

PS-17

PS-21

PS-28

金属フロンティア工学専攻

25

・・・

26

・・・

27

・・・

28

・・・

29

・・・

30

・・・

31

修士2年

東北大学 北村信也
機械サイエンス専攻

修士1年

千葉工業大学 小澤俊平
機械物理学専攻

修士1年

京都工芸繊維大学 高木知弘
材料科学専攻

修士1年

北海道大学 大参達也

東北大学 大学院環境科学研究科
指導

・・・

修士2年

修士1年

鉄鉱石焼結過程で発生する粒子状物質の形態と量に影響する因子
馬喆

24

東北大学 葛西栄輝

北海道大学 大学院工学院
指導

PS-31

先端環境創成学専攻

Ni-Al系マイクロチャンネル内壁の高温酸化・水熱処理
郝鸣飞

・・・

東北大学 青木秀之・東北大学 齋藤泰洋

京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科
指導

23

修士1年

溶融亜鉛めっき過程のデンドライト成長2Dphase-fieldシミュレーション
和田晃輝

PS-30

化学工学専攻

千葉工業大学 大学院工学研究科
指導

・・・

大阪大学 藤井英俊

Fe-Si合金融体の表面張力に対する組成依存性
吉崎隼人

PS-29

マテリアル生産科学専攻マテリアル科学コース

東北大学 大学院工学研究科
指導

22

修士2年

MnO-SiO2-Al2O3系スラグにおけるMnOの活量測定
山科遼

・・・

九州大学 国友和也

東北大学 大学院環境科学研究科
指導

PS-27

物質プロセス工学科

焼結鉱の還元反応に及ぼす全圧および水素分圧の影響
山崎真悟

21

秋田大学 棗千修

東北大学 大学院工学研究科
指導

・・・

修士1年

アルミナビーズを配合したコークスにおけるコークス基質の接着性の評価
宮下ゆうみ

PS-26

物質科学専攻材料理工学コース

大阪大学 大学院工学研究科
指導

20

修士2年

A1点以下での接合を実現する局部変形を活用した新規接合法の開発
宮垣徹也

・・・

東北大学 北村信也

九州大学 大学院工学府
指導

PS-25

修士2年

フェロコークスのガス化反応速度に及ぼす温度,ガス組成の影響
松本武浩

PS-24

数学応用数理専攻

金属フロンティア工学専攻

秋田大学 大学院理工学研究科
指導

PS-23

修士2年

数値シミュレーションを用いた熱および溶質濃度分布が与えるデンドライト溶断現象への影響の定量的評価
藤井景太

19

早稲田大学 伊藤公久

東北大学 工学研究科
指導

PS-22

数学応用数理専攻

CaO-Al2O3系固体化合物のサルファイドキャパシティの測定
馬場洋輔

・・・

早稲田大学 伊藤公久

早稲田大学 大学院基幹理工学研究科
指導

18

修士2年

SPH法による擬塑性流体の流動シミュレーション
橋本尭之

・・・

東北大学 北村信也・東北大学 植田滋

早稲田大学 大学院基幹理工学研究科
指導

PS-20

金属フロンティア工学専攻

溶融Li2O-B2O3-Fe2O3スラグを用いたThermo-cellの熱電能
西池遼人

17

修士1年

北海道大学 夏井俊悟・北海道大学 鈴木亮輔

東北大学 大学院工学研究科
指導

PS-19

材料科学専攻

模擬コンクリート中におけるCs, Srの分配挙動および溶出挙動
中川理

・・・

早稲田大学 山口勉功

北海道大学 工学院
指導

16

修士1年

Fowkes理論を適用した多相界面形態のSPHシミュレーション
問谷一偉

PS-18

地球・環境資源理工学専攻

・・・

先端環境創成学専攻

東北大学 葛西栄輝

48

修士2年

PS-32

鉄鉱石の熱処理過程における水銀の放出
Bud
Javzandolgor

PS-33

北海道大学 大学院総合化学院
指導

分子化学コース

32

・・・

33

修士2年

北海道大学 坪内直人

The Effect of Micro-pore-structure of CaO on Liquid Slag Formation
Su Geun Kwak

・・・

Korea University Department of Materials Science Engineering
Engineering Master2年
指導 Korea University Joonho Lee

Material Science and

PS-34

Evolution of inclusions during ladle treatment via simulation model with introduction of changes of
Mg content in Mg-Al spinel inclusion
Jeong-In Kim
Chosun University College of Engineering Department of Advanced Materials
Engineering 修士1年
指導 Chosun University Sun-Joong Kim

・・・

34

PS-35

Influence of viscosity of silicon oil and droplet size on descending velocity of droplets using water
model under the flow
Hyeok-In Kwon
Chosun University College of Engineering Department of Advanced Materials
Engineering 修士2年
指導 Chosun University Sun-Joong Kim

・・・

35

PS-36

Novel process to extract Fe-S-C metallic phase from FeTiO3 via sulfurization

・・・

36

・・・

37

・・・

38

・・・

39

・・・

40

・・・

41

・・・

42

・・・

43

・・・

44

・・・

45

・・・

46

Seung-Hwan
Shin

PS-37

Korea University Department of material science and engineering
material science and engineering Ph.D course2年
指導 Korea University JoonhoLee
Korea Polytechnic University College of Engineering
Engineering 修士2年
指導 Korea Polytechnic University Yongsug Chung
東北大学 大学院工学研究科
指導

材料科学専攻

修士1年

北海道大学 秋山友宏・北海道大学 能村貴宏

落下型管状反応炉によるAlNの連続合成法の開発
仙田竜也

北海道大学 大学院工学院
指導

材料科学専攻

修士2年

北海道大学 秋山友宏・北海道大学 能村貴宏

動的マテリアルフロー解析に基づく鉄鋼資源循環システムの評価手法の検討
武山健太郎

東北大学 大学院工学研究科
指導

金属フロンティア工学専攻

博士2年

東北大学 長坂徹也

高温排熱回収用Al-Cu-Si系潜熱蓄熱マイクロカプセルの開発
長俊介

北海道大学 大学院工学研究科
指導

PS-46

修士1年

北海道大学 秋山友宏・北海道大学 能村貴宏

北海道大学 大学院工学院
指導

PS-45

材料科学専攻

多孔質TiO2と炭材のナノ近接配置によるTiC低温合成
真田雅文

PS-44

修士2年

北海道大学 能村貴宏・北海道大学 秋山友宏

北海道大学 工学研究院
指導

PS-43

材料科学専攻

酸素吸蔵材料LaxCa(2-x)AlMnO5+δの合成
佐藤亜由夢

材料科学専攻

修士1年

北海道大学 能村貴宏・北海道大学 秋山友宏

鉄鋼スラグからの溶出成分を用いた海産珪藻の培養
西村龍起

鳥取大学 大学院持続性社会創生科学研究科
指導

修士1年

東北大学 武藤泉

北海道大学 大学院工学院
指導

PS-42

マテリアル・開発系知能デバイス材料学専攻

Al2O3をマトリックスとしたAl-Si合金系潜熱蓄熱ペレットの作製
坂井浩紀

PS-41

Department of Materials

Fe-Al接合部における異種金属接触腐食機構解明のための試料作製
小鯖匠

PS-40

Department of

Recovery of iron using Redmud-Carbon mixture pellet from EAF slag
Junsoo Yoo

PS-39

Department of Advanced Materials

Investigation of the Formation of Silico-Ferrite of Calcium and Aluminum containing ZnO
Junwoo Park

PS-38

Chosun University College of Engineering
Engineering Univ. 修士2年
指導 Chosun University Sun-Joong Kim

鳥取大学 星川淑子

49

工学専攻

修士2年

PS-47

鉄鋼排熱有効活用に向けた潜熱蓄熱マイクロカプセルの高蓄熱密度化
芳賀美紀

北海道大学 大学院工学院
指導

PS-48

PS-51

PS-53

PS-58

PS-62

地球・環境資源理工学専攻

マテリアル科学コース

56

・・・

57

・・・

58

・・・

59

・・・

60

・・・

61

・・・

62

修士1年

大阪大学 宇都宮裕・大阪大学 松本良
マテリアル生産科学専攻

修士2年

大阪大学 藤井英俊
機械工学科

学士4年

東京大学 柳本潤
知能デバイス材料学専攻

修士1年

東北大学 菅原優・東北大学 武藤泉

兵庫県立大学 鳥塚史郎・兵庫県立大学 足立大樹

愛媛大学 大学院理工学研究科
指導

・・・

修士2年

低炭素鋼のマルテンサイト形成に及ぼす濃度ゆらぎ生成熱処理の影響
飯田大翔

55

修士1年

0.1%C-2%Si-5%Mn 超微細フェライト-オーステナイト鋼の極短時間組織形成と力学的特性に及ぼす
二相域焼鈍前組織の影響の放射光解析
安達節展
兵庫県立大学 大学院工学研究科 材料・放射光工学専攻 修士2年
指導

・・・

早稲田大学 山口勉功・早稲田大学 国吉ニルソン

東北大学 大学院工学研究科
指導

PS-61

総合機械工学コース

乾湿繰り返し環境におけるさび層下での炭素鋼の腐食挙動に及ぼすCu の影響
相磯匠

54

大同大学 小森和武

東京大学 工学部
指導

PS-60

機械工学専攻

テンションレベリングの弾塑性FEM解析における陽解法と陰解法の比較
吉村晃

・・・

学士4年

大阪大学 大学院工学研究科
指導

PS-59

機械工学科

TIG溶接時におけるステンレス鋼の凝固割れのその場観察
山下大輔

53

東京大学 柳本潤

大阪大学 大学院工学研究科
指導

・・・

修士1年

冷間圧延プロセスにおける3層クラッド板の2種の塑性不安定現象
前田宗一郎

52

立命館大学 山末英嗣

早稲田大学 創造理工学研究科
指導

PS-57

機械工学専攻 機械工学コース

シリコンエピタキシャル成長における律速段階反応の活性化エネルギー及び反応速度係数による解析
萩野翔

・・・

北海道大学 能村貴宏・北海道大学 秋山友宏

大同大学 大学院工学研究科
指導

51

博士3年

穴拡げ試験における材料の破壊部近傍の空孔面積率に及ぼす予ひずみの影響
金子双

PS-56

材料科学専攻

北海道大学 秋山友宏・北海道大学 能村貴宏

東京大学 工学部
指導

・・・

豊橋技術科学大学 横山誠二

立命館大学 大学院理工学研究科
指導

50

修士1年

周期的境界条件を用いたCFRTPコアサンドイッチシートの純曲げ剛性評価
宇治孝節

PS-55

材料・生産加工コース

Steel Stock Estimation in Afghanistan
Masihullah
Ahmadi

PS-54

機械工学専攻

Thermal conductivity enhancement of sugar alcohol Phase Change Material using a new type of carbon
fiber sheet material
董凱欣
北海道大学 大学院工学院 材料科学専攻 修士2年
指導

・・・

北海道大学 能村貴宏・北海道大学 秋山友宏

北海道大学 大学院工学院
指導

49

修士2年

Vacuum dehydration of goethite-based ore for faster nanoporous ore production
Ade Kurniawan

PS-52

材料科学専攻

豊橋技術科学大学 大学院工学研究科
指導

・・・

修士1年

電気炉酸化スラグの水への溶解におよぼす紫外線照射の影響
安池俊也

48

豊橋技術科学大学 横山誠二

北海道大学 大学院工学院
指導

PS-50

機械工学専攻材料・生産加工コース

鉄鋼排熱を熱源とした化学製品製造のためのNi担持潜熱蓄熱マイクロカプセル
長谷川裕大

・・・

北海道大学 秋山友宏・北海道大学 能村貴宏

豊橋技術科学大学 大学院工学研究科
指導

47

修士2年

ZnO・Cr2O3の硫酸水溶液への溶解度
長谷川修平

PS-49

材料科学専攻

・・・

物質生命工学専攻

愛媛大学 小林千悟・愛媛大学 岡野聡

50

機能材料工学コース

修士1年

PS-63

Ni基2重複相金属間化合物合金の組織と硬化挙動におよぼす遷移金属元素添加の効果
五百藏一成

大阪府立大学 大学院工学研究科
指導

PS-64

PS-68

PS-71

PS-74

PS-77

物質プロセス工学専攻

・・・

74

・・・

75

・・・

76

・・・

77

・・・

78

・・・

79

修士1年

九州大学 田中將己・九州大学 森川龍哉
機械システム工学専攻

修士2年

岡山大学 竹元嘉利・岡山大学 瀬沼武秀
材料物性工学専攻

修士2年

九州大学 土山聡宏・九州大学 高木節雄
知能デバイス材料学専攻

修士2年

東北大学 吉見享祐・東北大学 井田駿太郎
物質プロセス工学専攻

修士1年

九州大学 田中將己・九州大学 森川龍哉

茨城大学 大学院理工学研究科
指導

73

修士1年

低合金TRIP鋼の耐水素脆化特性に及ぼす残留オーステナイトの影響
坂田僚

・・・

東北大学 上島伸文・東北大学 及川勝成

九州大学大学院 工学府
指導

PS-79

金属フロンティア工学専攻

伸線パーライト鋼におけるデラミネーション亀裂とボイドとの関連
齊藤宏明

72

関西大学 西本明生

東北大学 大学院工学研究科
指導

・・・

修士1年

Al含有フェライト系耐熱鋼におけるLaves相の析出挙動
小齋達也

PS-78

化学生命工学専攻

九州大学 大学院工学研究科
指導

71

修士2年

デジタル画像相関法による粒子分散鋼の不均一変形挙動の評価
古賀茉冬

・・・

東北大学 古原忠・東北大学 張咏杰

岡山大学 大学院自然科学研究科
指導

PS-76

金属フロンティア工学専攻

超高強度マルテンサイト鋼の機械的性質に及ぼす表面脱炭の影響
桑田健太郎

70

東北大学 関戸信彰・東北大学 吉見享祐

九州大学 大学院
指導

・・・

修士1年

冷延したTi添加極低炭素鋼における局所ひずみ分布の微細マーカー法による直接観察
黒坂隆太

PS-75

知能デバイス材料学専攻

東北大学 大学院工学研究科
指導

69

修士1年

高張力鋼板の繰り返し引張による伸び向上と材料組織変化
久保田健太

・・・

名古屋工業大学 森谷智一・名古屋工業大学 渡辺義見

関西大学 大学院理工学研究科
指導

PS-73

物理工学専攻

放電プラズマ焼結法を応用したオーステナイト系ステンレス鋼への浸ホウ処理
久保樹生

68

東北大学 武藤泉・東北大学 菅原優

東北大学 工学研究科
指導

・・・

修士1年

高炭素鋼マルテンサイトの低温焼もどし挙動におよぼす合金元素の影響
工藤航平

PS-72

知能デバイス材料学専攻

東北大学 大学院工学研究科
指導

67

修士1年

拡散対法を用いたγ-Fe中Bの固溶限測定
木村勇太

・・・

九州大学 波多聰

名古屋工業大学 大学院工学研究科
指導

PS-70

量子プロセス理工学専攻

Fe-Ni-Siにおける粒界α粒子がマルテンサイト変態に及ぼす影響
北村和也

66

鹿児島大学 定松直

東北大学 大学院工学研究科
指導

・・・

修士1年

有限要素法による構造用鋼のすき間腐食成長挙動の解析
神田玲哉

PS-69

機械工学専攻

九州大学 大学院総合理工学府
指導

65

修士1年

Mn含有低炭素鋼におけるオーステナイト相形成挙動の分析電子顕微鏡観察
亀井大雅

・・・

兵庫県立大学 鳥塚史郎

鹿児島大学 大学院理工学研究科
指導

PS-67

材料・放射光工学専攻

転位セル形成初期における転位タングルの三次元構造解析
今別府和樹

64

修士1年

大阪府立大学 沼倉宏

兵庫県立大学 大学院工学研究科
指導

PS-66

物質・化学系専攻

SUS301オーステナイト系ステンレス鋼の加工誘起変態に及ぼす結晶粒微細化の影響
出田悠祐

・・・

大阪府立大学 金野泰幸・大阪府立大学 髙杉隆幸

大阪府立大学 大学院工学研究科
指導

63

修士2年

α鉄におけるN-VおよびN-Cr相互作用とi-s溶質原子クラスタリング
石川右京

PS-65

物質・化学系専攻

・・・

機械システム工学専攻

茨城大学 伊藤吾朗・茨城大学 小林純也

51

修士1年

PS-80

U曲げ加工を施した高強度鋼板の耐水素脆化特性評価法
柴山由樹

東北大学 大学院工学研究科
指導

PS-81

PS-85

PS-89

PS-91

PS-93

PS-96

物質化学系専攻マテリアル工学分野

91

・・・

92

材料・放射光工学専攻

・・・

93

・・・

94

・・・

95

・・・

96

修士1年

兵庫県立大学 鳥塚史郎
材料・放射光工学専攻

修士1年

兵庫県立大学 鳥塚史郎
機会工学科

学士4年

立命館大学 飴山惠
物質・化学系専攻

修士1年

大阪府立大学 金野泰幸・大阪府立大学 高杉隆幸

関西大学 大学院理工学研究科
指導

・・・

修士2年

高温短時間プラズマ窒化とDLCコーティングの複合処理における表面堆積物と窒化層厚さの影響
松井拓斗

90

大阪府立大学 沼倉宏・大阪府立大学 仲村龍介

大阪府立大学 大学院工学研究科
指導

・・・

修士2年

炭化物添加によるNi基超々合金鋳造材の結晶粒微細化
前島加奈

89

東北大学 古原忠・東北大学 宮本吾郎

立命館大学 理工学部
指導

PS-95

金属フロンティア工学専攻

調和組織制御されたFe-0.3mass％炭素鋼の熱処理による組織変化と力学特性
堀憲太

・・・

東北大学 関戸信彰・東北大学 吉見享祐

兵庫県立大学 大学院工学研究科
指導

88

修士1年

SUS316L鋼における温間非相似圧延による変形組織の均質化
古金駿

PS-94

知能デバイス材料学専攻

兵庫県立大学 大学院工学研究科
指導

・・・

北海道大学 大野宗一・北海道大学 松浦清隆

低炭素-2Si-5%Mnフレッシュマルテンサイト鋼の強度延性支配機構の放射光解析
布施太雅

87

修士1年

大阪府立大学 大学院工学研究科
指導

PS-92

材料科学専攻

鉄中のホウ素の拡散
濱名桂佑

・・・

松江工業高等専門学校 新野邊幸市

東北大学 大学院工学研究科
指導

86

学士3年

ボロンのγ粒界偏析に及ぼす高温γ化からの冷却速度依存性
濵﨑開州

・・・

修士2年

生産・建設システム工学専攻

東北大学 大学院工学研究科
指導

PS-90

物質理工学専攻

高Bフェライト系耐熱鋼における650℃長時間クリープのミクロ組織変化
八田智之

85

九州大学 中島英治・九州大学 光原昌寿

北海道大学 工学院
指導

・・・

修士2年

ばね鋼の逆変態γ組織に及ぼす予熱処理の影響
中山知哉

84

島根大学 森戸茂一

松江工業高等専門学校 専攻科
指導

PS-88

総合理工学専攻物理・材料コース

積層クラッドと熱処理を利用したMo系アルミナイドの作製
中井佑介

・・・

松江工業高等専門学校 新野邊幸市

九州大学 大学院総合理工学府
指導

83

学士3年

ラスマルテンサイト鋼のクリープ変形挙動に与える転位密度の影響
當山守人

PS-87

生産・建設システム工学専攻

島根大学 大学院総合理工学研究科
指導

・・・

修士2年

ラスマルテンサイトにおけるブロックサイズの評価
田中健三

PS-86

物性・分子工学専攻

筑波大学 古谷野有

松江工業高等専門学校 専攻科
指導

82

修士2年

積層クラッドを利用したNb系アルミナイドの生成に及ぼす添加元素の影響
武田大地

・・・

東北大学 古原忠・東北大学 宮本吾郎

筑波大学大学院 数理物質科学研究科
指導

PS-84

金属フロンティア工学専攻

等温保持中の窒素オーステナイトの組織変化
関口将人

81

修士1年

東京大学 小関敏彦・東京大学 南部将一

東北大学 大学院工学研究科
指導

PS-83

マテリアル工学専攻

ラスマルテンサイトのブロック幅に及ぼすC, Mn濃度および母相粒径の影響
須田隆文

・・・

東北大学 秋山英二・東北大学 北條智彦

東京大学 大学院工学系研究科
指導

80

修士2年

中炭素鋼のγ粒界からのベイナイト変態挙動
神保翔太郎

PS-82

量子エネルギー工学専攻

・・・

化学生命工学専攻

関西大学 西本明生

52

修士1年

PS-97

Ti-6Al-4Vラメラ合金の非底面すべりに及ぼすβ相の影響
松崎悠弥

熊本大学 大学院自然科学研究科
指導

PS-98

化学生命工学専攻

材料・放射光工学専攻

兵庫県立大学 鳥塚史郎

東京工業大学 工学部
指導

・・・ 100

金属工学科

学士4年

東京工業大学 竹山雅夫・東京工業大学 小林覚

PS-101 窒素オーステナイトのフェライト変態挙動
村田貴優

・・・ 101

東北大学 大学院工学研究科
指導

金属フロンティア工学専攻

修士2年

東北大学 古原忠・東北大学 佐藤充孝

PS-102 Fe-Ni合金におけるフェライトからオーステナイトへのマルテンサイト逆変態
山口和哉

東京工業大学 物質理工学院
指導

材料系材料コース

・・・ 102

修士2年

東京工業大学 中田伸生

PS-103 α鉄中のSi-C原子間相互作用
渡邊賢大

・・・ 103

大阪府立大学 大学院工学研究科
指導

物質・化学系専攻

修士2年

大阪府立大学 沼倉宏

PS-104 Behaviour of hydrogen in a duplex stainless steel investigated by means of some visualization methods
GHORANI Zoha

茨城大学 理工学研究科
指導

機械システム工学専攻

茨城大学 伊藤吾朗

京都大学 大学院工学研究科
指導

材料工学専攻

・・・ 105

博士1年

京都大学 辻伸泰

PS-106 窒素マルテンサイトの焼戻しにおける硬さ変化と微細析出物の関係
楊少文

東北大学 大学院工学研究科
指導

・・・ 106

金属フロンティア工学専攻

修士2年

東北大学 古原忠・東北大学 宮本吾郎

PS-107 鋼のマルテンサイトの変形挙動の解明
柳建熙

東京大学 大学院工学系研究科
指導

・・・ 107

マテリアル工学専攻

修士2年

東京大学 小関敏彦・東京大学 南部将一

PS-108 Influence of holding during cooling on hot ductility of Nb containing steel
Hyoungkok Lee

東亞大學校 大学院金屬工學科
指導

金屬工學

・・・ 108

修士2年

東亞大學校 Donggyu kim

PS-109 Effect of Fayalite Penetration and Oxidation Atmosphere on Hot Ductility of Low Carbon Steel
Kyeong-A Kim

東亞大學校 大学院金屬工學科
指導

金屬工學

東亞大學校 Donggyu kim

東亞大學校 大学院金屬工學科
指導

金屬工學

東亞大學校 Donggyu Kim

Dalian Jiaotong University Material science and engineering department
science and engineering Master3年
指導 National Institute for Material Science 平德海

PS-112 鉄鋼スラグ上に形成された常在菌バイオフィルム生成量の定量分析の試み
梅川響

鈴鹿工業高等専門学校 生物応用化学科
指導

・・・ 110

修士2年

PS-111 In-situ heating TEM observation on the carbide formation in twinned martensite
LIU XUAN

・・・ 109

修士1年

PS-110 Influence of Oxidizing Atmosphere on Hot Ductility of Low Carbon Steel Containing Cu, Ni and Si
Heyju Kim

・・・ 104

博士1年

PS-105 Effect of grain refinement on serration behavior in 22Mn-0.6C austenitic steel
Sukyoung Hwang

99

修士1年

PS-100 Ti-Al-Cr3元系における相変態を利用した組織制御
村田健太

・・・

関西大学 西本明生

兵庫県立大学 大学院工学研究科
指導

98

修士2年

1500MPa－30%超高強度高延性5%Mn鋼の力学特性発現機構の放射光解析
蓑田和樹

・・・

熊本大学 峯洋二・熊本大学 高島和希

関西大学 大学院理工学研究科
指導

97

修士2年

炭素鋼へ成膜した多層構造DLC膜が摩耗特性におよぼす影響
丸野英伸

PS-99

マテリアル工学専攻

・・・

応用化学コース

Material

・・・ 112

高専5年

鈴鹿工業高等専門学校 平井信充・鈴鹿工業高等専門学校 甲斐穂高

53

・・・ 111

PS-113 CaO-SiO2系酸化物中クロムの化学状態に及ぼすFe共存の影響
澤田啓二

東北大学 大学院工学研究科
指導

・・・ 113

金属フロンティア工学専攻

修士2年

東北大学 鈴木茂

PS-114 ロング・ショートDP-LIBSを用いた鉄鋼材料のリアルタイム計測技術の開発
田中誠也

徳島大学 先端技術科学教育部
修士1年
指導 徳島大学 出口祥啓

・・・ 114

知的力学システム工学専攻機械創造システム工学コース

PS-115 Fe-Ga磁歪合金の二次元磁歪分布の定量化
藤田雅紀

・・・ 115

東京都市大学 大学院総合理工学研究科
指導

機械専攻

修士1年

東京都市大学 今福宗行

PS-116 レーザ誘起ブレークダウン法を用いた水中における金属材料のリアルタイム計測技術の開発
藤田裕貴

徳島大学 大学院先端技術科学教育部
工学コース 修士2年
指導 徳島大学 出口祥啓

知的力学システム工学専攻

機械創造システム

PS-117 LIBSを用いた鉄鋼材料の長距離計測技術の開発
古川遼

徳島大学 先端技術科学教育部
修士1年
指導 徳島大学 出口祥啓

・・・ 117

知的力学システム工学専攻機会創造システム工学コース

PS-118 微細粒オーステナイト系ステンレス鋼の変形・変態集合組織解析
松尾卓

東京都市大学 総合理工学研究科
指導

・・・ 116

機械専攻

・・・ 118

修士1年

東京都市大学 今福宗行

PS-119 The influences of sample temperature on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and the corresponding
weakening method
Minchao Cui
徳島大学 先端技術科学教育部
博士2年
指導 徳島大学 出口祥啓

・・・ 119

知的力学システム工学専攻機械創造システム工学コース

PS-120 Microstructural characterization of fatigued stainless steels with different strain-hardening
behavior by using EBSD and X-ray diffraction line-profile analysis
Moshtaghi
茨城大学 理工学研究科 量子線科学専攻 博士2年
Masoud
指導 茨城大学 佐藤成男

54

・・・ 120

The timetable the 176th ISIJ Meeting
（September 19-21, 2018 at Tohoku University, Kawauchi Campus）
Session Room
Session Room 1
Kawauchi Lecture
Rooms B101

Sept. 19 （Wed.）
AM

Sept. 20 （Thu.）
PM

Energy-Environment-Dust processing in ironmaking processes
［Int.1-16］（8:50-17:10）
Interim report of "Clean Cr steel
production by slag, inclusion
control" research group
（13:00-17:30）[Charge-Free]

AM

Sept. 21 （Fri.）
PM

AM

PM

Blast furnace/COURSE 50
［65-70］（9:30-11:40）

Sintering 1・2
［71-76］（13:00-15:10）

Coal and coke/Young engineer
session of coke-making 1・2
［19-30］（12:30-16:50）

Fundamentals of reduction/
New iron source
［77-84］（9:00-11:50）

Young engineer session of iron
making
［85-88］（13:00-14:20）

Physico-chemical properties,
reactions, and transport of
multiphase interfaces in matrix of
high temperature melts related to
refining processes 2・3
［39-48］（13:00-16:30）

---

---

Elution from slag 1・2
［93-99］（13:00-15:30）

Iron ore sintering technology toward solving resources and
environmental problems
（10:00-16:50）[1,000yen]

Session Room 2
Kawauchi Lecture
Rooms B102

---

Session Room 3
Kawauchi Lecture
Rooms B104

Thermodynamics/
Transport phenomena
［1-8］（9:00-11:50）

Session Room 4
Kawauchi Lecture
Rooms A105

---

---

Novel processing/
Introduction of research topics in
novel processing forum
［49-56］（9:00-11:50）

Application of direct observation
method to novel processings/
Refractories
［57-64］（13:30-16:20）

Slag and dust treatment/Slag
［89-102］（9:30-12:00）

Session Room 5
Kawauchi Lecture
Rooms A106

---

Value assessment with burden
assessment for steel
（13:00-17:00）[Charge-Free]

---

Present conditions and maintenance
for aging infrastructure IV
（13:20-17:00）[Charge-Free]

Cultural heritage
［103-106］（10:00-11:20）

---

Converter/Physico-chemical
Solidification and structure control properties, reactions, and transport
1・2/Continuous casting and
of multiphase interfaces in matrix
solidification
of high temperature melts related
［9-18］（13:00-16:40）
to refining processes 1
［31-38］（9:00-11:50）

Session Room 6
Multimedia Education
and Research
Complex M601-1

---

---

Advanced abnormality diagnoses
based on area sensing technologies
［D1-D5］（9:15-11:45）

Session Room 7
Kawauchi Lecture
Rooms A404

---

Cutting edge of research for weld
metal 1・2
［119-127］（13:00-16:10）

Numerical simulation of leveling and
straightening of metal
［D16-D22］（9:00-12:00）

Control technology for free
Argument on the history of ironmaking in the Tohoku where has taken the
cutting-12/Modeling of various
lead in the ironmaking technology in Japan
phenomena in metal forming and its
（10:00-17:00）[2,000yen, Student: 1,000yen]
application 1・2
［128-139］（13:00-17:20）

Session Room 8
Kawauchi Lecture
Rooms A406

---

Session Room 9
Kawauchi Lecture
Rooms B201

Modeling and simulation/
Phase diagram
［158-165］（9:10-12:00）

Machine structural steel
［166-170］（13:00-14:40）

Session Room 10
Kawauchi Lecture
Rooms B202

Diffusional transformation 1・2
［171-178］（9:00-11:50）

γ-α transformation/
Reversed transformation and
eutectic transformation/
Recrystallization and grain growth
［179-188］（13:00-16:40）

Session Room 11
Kawauchi Lecture
Rooms B203

Current research and development in cold sheet metal forming
simulation
［D23-D27］（10:20-15:00）

Deformation and forming/
Coating fabrication
［152-157］（9:20-11:30）

Symposium on viscous flow
processing of Fe-based metallic
glass micro-particles
（12:39-16:30）[Charge-Free]

Surface technology 1・2
［263-270］（9:00-11:50）

Hot-dip coating/Mechanism of
corrosion and corrosion protection
［271-280］（13:00-16:30）

Hydrogen embrittlement 6・7
［281-286］（9:30-11:40）

---

Austenitic heat resistant steel 1・2
［216-223］（9:00-11:50）

Heat resistant alloy/
Ferritic heat resistant steel 1
［224-233］（13:30-17:00）

Ferritic heat resistant steels 2
［287-290］（9:00-10:20）

---

Strength and deformation behavior
3・4
［242-250］（13:00-16:10）

Interface migration in iron-familymetal-base alloys
（9:00-12:20）[Charge-Free]

Subjects considering
microstructure control and material
properties using secondary phase
and solute segregation
（13:30-16:10）[Charge-Free]

Electrical steel
［251-255］（10:00-11:40）

Stainless steels 1・2
［256-262］（14:00-16:30）

Aging and precipitation 1・2
［291-298］（9:00-11:50）

Investigation of bio-corrosion of
structural materials ～diagnosis
and analysis～ I
［D28-D33］（13:20-16:20）

---

ISIJ and JIM joint session
Titanium and its alloys 3
[J11-J16]（15:30-17:30）

ISIJ and JIM joint session
Titanium and its alloys 4・5・6
[J17-J30]（9:00-15:00）

New functionalities of iron and
steelmaking slags by biofilm
coating and their evaluation and
characterization I
（13:00-15:50）[Charge-Free]

Precipitate and inclusion
analysis/Crystal structure analysis
［303-310］（9:00-11:50）

Elemental analysis/
Surface and state analysis
［311-317］（14:10-16:40）

Monitoring and analysis methods for industrial processes
［Int.17-30］（8:50-16:30）

ISIJ and JIM joint session
Ultrafine grained materials fundamental aspects for ultrafine
grained structures- 1・2
［J31-J35］（10:00-11:50）

---

---

---

---

ISIJ and JIM joint session
Materials science of martensitic
and bainitic transformations and its
applications 1・2
［J36-J43］（14:10-17:00）

New analytical approach for microstructural evolution
（9:30-16:45）[Charge-Free]

Session Room 13
Kawauchi Lecture
Rooms A101

---

High-strengthening theory in high- Strength and deformation behavior
temperature materials
1・2
（13:00-17:15）[Charge-Free]
［234-241］（9:00-11:50）

Toughness/Fatigue 1・2
［189-197］（13:00-16:20）

ISIJ and JIM joint session
Titanium and its alloys 1・2
[J1-J10]（10:00-14:20）

Session Room 14
Kawauchi Lecture
Rooms A102

Session Room 15 Analytical and sample pretreatment
Multimedia Education
techniques for on-site/on-line
and Research
analysis
Complex M601-2
［299-302］（10:30-11:50）

*Banquet （18:30-20:30 Hotel Metropolitan Sendai）

[
(

System model of resilience and its
application
［D11-D15］（13:00-14:50）

Hydrogen embrittlement 3・4・5
［205-215］（13:00-17:00）

---

JIM Session Room R
Kawauchi Lecture
Rooms B103

Heterogeneous structure control: Towards innovative development of
metallic structural materials
（9:30-16:45）[Charge-Free]

Instrumentation/Control
［111-118］（9:00-11:50）

Hydrogen embrittlement 1・2
［198-204］（9:20-11:50）

Session Room 12
Kawauchi Lecture
Rooms B204

JIM Session Room B
Kawauchi Lecture
Rooms C102

Human-system
shared control
realizing high
System
efficient and
［107-110］
stable rolling
（16:00-17:20）
［D6-D10］
（13:00-15:45）
The technical session by young
engineers of hot rolling 1・2/
Cooling and tribology
［140-151］（13:00-17:20）

ISIJ and JIM joint session
Materials science of martensitic and bainitic transformations and its
applications 3・4・5・6・7
［J44-J63］（9:00-17:20）

*Poster Session for Students
（12:00-16:00 Sendai International Center, Exhibition bldg.,
Exhibition Hall 1）
*ISIJ Beer Party
（17:30-19:00 Cafeteria "Kawauchi no Mori Dining" in Kawauchi
Campus）

]： Lecture Number
)： Lecture Time
: Symposium: Please ask to each of symposium room desks directly
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---

---

ISIJ and JIM joint session
Materials science of martensitic and bainitic transformations and its
applications 8・9・10・11
［J64-J80］（9:00-16:10）
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I
講義棟 C 棟
2 階 C206

H
講義棟 C 棟
2 階 C205

G
講義棟 C 棟
2 階 C202

F
講義棟 C 棟
2 階 C201

E
講義棟 C 棟
2 階 C200

D
講義棟 C 棟
1 階 C106

C
講義棟 C 棟
1 階 C103

B
講義棟 C 棟
1 階 C102

A
講義棟 C 棟
1 階 C101

会

の

辞

講義棟 C 棟 C200

各 種 賞 贈 呈 式

開

大会実行委員長挨拶

900～940

午

(1300～1550)

(1000～1145)

～

(1300～1435)

(1000～1200)

～

(1300～1400)

～

～
(1305～1500)

基調講演 3
外国人特別講演 1
(1300～1700)

基調講演 2

(1000～1200)

～

～

(1300～1650)

(1000～1145)


S2 ハイエントロピー合金の材料科学

基調講演 1
奨励賞受賞講演 1

～

基調講演 1

～


S3 先進ナノ構造解析に基づく材料科学の新展開

(1045～1215)

磁気機能・磁気物性/磁気
記録材料/ソフト磁性材料/
～
ハード磁性材料

スピントロニクス・
ナノ磁性材料

(1000～1155)

基調講演 1

～

S7 永久磁石開発の元素戦略 6

―次世代材料の開発を支える基礎・基盤研究―

鑑講演 1
基調講演 2

鑑講演 1
基調講演 3

～

企画シンポジウム
K1 自動車の革新を支える材料技術の最新動向

基調講演 2

基調講演 1

～

～

(1300～1430)


S1 キンク強化の材料科学

(1030～1130)

技術開発賞受賞講演 1

～

(1300～1430)

薄膜・多層膜・超格子物性

Cu・Cu 合金

学術貢献賞受賞講演 1

～

超微細粒材料
(バルクナノメタル)

(1300～1500)

技術開発賞受賞講演 1

～

午

(1000～1150)

J～J

共同セッション
超微細粒組織制御の基礎

～


水素化物・水素貯蔵・透過材料

(1000～1200)

前

月日(水)

HSP～HSP

1500～1600

高校生ポスター

P～P

1500～1700

ポスターセッション

後

前

午
～

後
～

～

(1300～1515)

基調講演 1

～

(1300～1730)

基調講演 1

～

(1420～1630)

基調講演 1

(900～1155)

基調講演 2
奨励賞受賞講演 1

～

(900～1145)

～

～

～
(1300～1700)

基調講演 2

金属間化合物材料

～

後

(1300～1555)

技術開発賞受賞講演 1
村上奨励賞受賞講演 1

～

強度・力学特性

(1300～1415)

～

～

(900～1210)

基調講演 2

～

S3 先進ナノ構造解析に

(900～1200)

功労賞受賞講演 1

～

(900～1145)

～

(1300～1635)

学術貢献賞受賞講演 1

～

～
(1300～1540)


金属間化合物材料

(900～1155)

村上奨励賞受賞講演 1

～

生体安全性・有効性評価

生体・医療・福祉材料

(900～1150)

基調講演 2

(1300～1620)

基調講演 1
村上奨励賞受賞講演 1

～

S7 永久磁石開発の元素戦略 6

―次世代材料の開発を支える基礎・基盤研究―

～
(900～1130)

疲労・破壊

～

高温変形・クリープ・超塑性

(900～1230)

基調講演 2

～ 基づく材料科学の新展開

～
基調講演 2
(1300～1620)
基調講演 1

ランチョンセミナー
株 TSL ソリューションズ
1205～1245 

S2 ハイエントロピー合金の材料科学

(900～1145)

～


S3 先進ナノ構造解析に基づく材料科学の新展開

(900～1200)

ランチョンセミナー
1205～1245 シュプリンガー・ネイチャー
鉄鋼材料
Additive Manufacturing･
～ テーラーメード医療材料
～
学術貢献賞受賞講演 1
技術開発賞受賞講演 3

基調講演 2
(1300～1710)

(900～1125)

～

基調講演 3

午

ジェットエンジン・ガスタービン耐熱材料

(930～1155)

～

S9 マテリアルズ・
～ インテグレーション


～

(1300～1625)

基調講演 2


S9 マテリアルズ・インテグレーション 

(900～1200)

基調講演 2

S7 永久磁石開発の元素戦略 6

―次世代材料の開発を支える基礎・基盤研究―

(900～1215)

基調講演 2

～

前


アモルファス・準結晶材料

午

月日(金)

S8 材料変形素過程のマル
チスケール解析―計算と実
～ 験の融合を目指して―


～

～

(1300～1745)

基調講演 4


S1 キンク強化の材料科学

(900～1200)

基調講演 3

S8 材料変形素過程のマルチスケール解析

―計算と実験の融合を目指して―

(930～1205)

基調講演 1

ランチョンセミナー
1205～1245 オックスフォードインスツルメンツ
S6 ナノ・マイクロ造形構造体の材料学

～
(1300～1645)


アモルファス・準結晶材料


水素化物・水素貯蔵・透過材料

(900～1145)

午

月日(木)

日 本 金 属 学 会
年 秋 期 講 演 大 会 日 程 一 覧
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◎懇親会ホテルメトロポリタン仙台

仙台国際
センター展示棟

日本鉄鋼協会
第14会場
講義棟 A 等
A102

R
講義棟 B 棟
1 階 B103

Q
講義棟 C 棟
階
4
C404

P
講義棟 C 棟
4 階 C403

O
講義棟 C 棟
4 階 C402

N
講義棟 C 棟
3 階 C305

M
講義棟 C 棟
3 階 C304

L
講義棟 C 棟
3 階 C303

K
講義棟 C 棟
3 階 C302

J
講義棟 C 棟
3 階 C301

～

～

～
(1300～1700)

高温酸化・高温腐食

(1300～1710)

奨励賞受賞講演 1

～


溶接・接合

(1300～1545)

～

～

9 月19日(水)18時30分～

(1000～1200)

J～J

P～P，HSP～HSP
(1500～1700)

ポスターセッション，
高校生ポスター

(1300～1420)

J～J

J～J
(1300～1700)

学術貢献賞受賞講演 1
共同セッション
マルテンサイト・ベイナイ

ト変態の材料科学と応用

～


共同セッションチタン・チタン合金

(1000～1200)

村上記念受賞講演 1
功労賞受賞講演 1

～

マルテンサイト・変位型相変

～
(1030～1130)

Mg・Mg 合金

奨励賞受賞講演 1

～

～

～
(1310～1700)

(900～1155)

～

(1300～1430)

～

(1300～1525)

学術貢献賞受賞講演 1

～

(1300～1520)

配線・実装・マイクロ接合材料

～
(900～1100)

熱電材料

(900～1205)

村上奨励賞受賞講演 1

～


溶接・接合

(900～1200)

～

複合材料

～

ポーラス材料

(915～1140)

～

(1300～1545)

奨励賞受賞講演 1

触媒材料
～

(900～1200)

(900～1150)

J～J

J～J
(1530～1730)

共同セッション

チタン・チタン合金

(1300～1720)

J～J

(1300～1610)

J～J

(900～1150)

J～J

(1300～1500)

J～J


共同セッションチタン・チタン合金

(900～1150)

J～J

共同セッション
共同セッション
 マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用

マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用

～
(900～1210)

原子力材料

(1300～1700)

ナノ・萌芽材料

(930～1200)

～

表面処理・トライボロジー・表面分析

～
(900～1145)


Al・Al 合金

(900～1125)

～

半導体材料

(900～1200)

～

～

～
(1300～1700)

基調講演 1
表界面生体機能化

凝固・結晶成長・鋳造

～

粉末・焼結材料

(900～1140)

基調講演 4

(1000～1205)

(1300～1400)

(1300～1535)

～

ランチョンセミナー
株
1205～1245 ヴァーダー・サイエンティフィック
S5 バイオマテリアル科学におけるイメージング技術

(930～1145)

基調講演 3

学術貢献賞受賞講演 1

～

粒界・粒成長・集合組織

～
(1300～1500)


Al・Al 合金

(1300～1430)

～

～

育

～
(1300～1600)

教

基調講演 2
材料と社会

～

ランチョンセミナー
株
(900～1200)
(1300～1515)
1205～1245 東芝ナノアナリシス

腐食・防食
企画シンポジウムK2 若手 分析・解析・評価・先端技術 熱力学・状態図・相平衡
～ 科学者へ贈る研究のヒント
～
～
技術開発賞受賞講演 1 ～未踏領域へ到達するために～
学術貢献賞受賞講演 1

(900～1150)

基調講演 4

～

S4 材料技術史から見るこれからの技術展開

学術貢献賞受賞講演 1

～

拡散・相変態

～
(1000～1145)

Ti・Ti 合金

(1030～1200)

～

(1300～1400)

イオン伝導・輸送現象

(1030～1145)

エネルギー・電池材料

学術貢献賞受賞講演 1

～

超伝導材料

融体・高温物性プロセス

～

(1300～1505)

(1030～1205)

奨励賞受賞講演 1

～

構造生体機能化

～

(1300～1500)

(1030～1145)

技術開発賞受賞講演 1

細胞機能・組織再生

～

～

(1300～1455)


腐食・防食

(1000～1155)

～

計算材料科学・材料設計

講演大会の緊急時対応について
講演大会協議会では、台風、地震などの天災地変、公共交通機関不通などの非常事態、もしくはその他余儀なき理由によって
講演大会の開催を中止する場合、今後以下の通り対応いたしますので、ご承知置き下さい。

１．開催日の２日以前に、講演大会の中止を決定した場合
・ 講演大会中止の連絡を本会事務局(本部)より関係者各位へ下表の通りご連絡します。
・ シンポジウムの発表者へは、シンポジウム企画者から連絡します。
・ 但し、事務局が被災し、電子メールが配信できない可能性もあります。可能な限り本会ホームページ
（https://www.isij.or.jp/）のトップに「緊急のお知らせ」を掲載しますので、ご確認下さい。

２．開催前日または会期中に、講演大会の中止を決定した場合
・ 講演大会中止の決定が平日の場合、その連絡を本会事務局(本部)より関係者各位へ下表の通りご連絡します。
・ 講演大会中止の決定が休日の場合、その連絡を本会事務局(開催校に設置)より関係者各位へ電子メール(可能な場合
は個人携帯)でご連絡します。
・ シンポジウムの発表者へは、シンポジウム企画者から連絡します。
・ 但し、事務局および開催校が被災した場合や、開催校のメール環境により、電子メールが配信できない可能性もあります。
可能な限り本会ホームページ（https://www.isij.or.jp/）のトップに「緊急のお知らせ」を掲載しますので、ご確認下さい。

表１ 関係者各位への連絡方法
ケース
対象者

開催日の２日以前、
または事務局が東京
の事務所にいる場合

設営日または会期中で、事務局が
東京の事務所にいない場合

発表者以外の会員

ISIJ News

協会 HP

Mail が届かない大会概要集年間予約者

はがき

協会 HP

維持会員（約 180 社）

はがき

協会 HP

非会員

協会 HP

協会 HP

講演大会協議会委員

勤務先 E-mail

勤務先 E-mail または個人携帯電話

運営委員

勤務先 E-mail

勤務先 E-mail または個人携帯電話

討論会・国際セッションの座長

勤務先 E-mail

勤務先 E-mail または個人携帯電話

討論会・国際セッションの発表者

勤務先 E-mail

(座長より連絡)または協会 HP

共同セッション座長

勤務先 E-mail

勤務先 E-mail または個人携帯電話

共同セッション発表者

勤務先 E-mail

勤務先 E-mail または協会 HP

一般講演の座長

勤務先 E-mail

勤務先 E-mail または協会 HP

一般講演の発表者

勤務先 E-mail

協会 HP

学生ポスターセッション発表者

本人指定の E-mail

本人指定の E-mail または協会 HP

学生ポスターセッション評価委員

勤務先 E-mail

勤務先 E-mail または協会 HP

シンポジウム企画者

勤務先 E-mail

勤務先 E-mail または個人携帯電話

シンポジウム発表者

(企画者より連絡)

(企画者より連絡)、または協会 HP

部会主催シンポジウム、部会集会の代表者

勤務先 E-mail

勤務先 E-mail または協会 HP

フォーラムおよび研究会 会議の主催者

勤務先 E-mail

勤務先 E-mail または協会 HP
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OIM Analysis 8
A standard EBSD tool for microstructure analysis
EBSD法を用いたミクロな材料組織解析機能を一段と強化した OIM Analysis 8 を
リリースしました。EBSD法では、データ測定後の解析がより大きな比重を占め、測
定したデータからどれだけの情報を引き出すかは、その解析ソフトの機能で決まりま
す。OIM Analysis は最も解析力のあるEBSD法解析ソフトとして愛用されています。
OIM Analysis 8 では 次のような機能が新たに追加されました。










相関プロットの作成
OIM Analysis8 上でEBSDパターンを用いた指数付けが可能
OIM Analysis8 上でChiScan の実施が可能
マップ位置に対応したEBSDパターンの表示が可能(EBSDパターン保存時)
Highlight機能の強化
アモルファス相等パターンが得られない部分を一つの相として取扱いが可能
HDF5フォーマット形式によるデータ保存が可能
Multi-core CPU 対応のコーディングにより、大きな画像の高速表示に対応
NPAR (Neighbor Pattern Averaging and Re-indexing) 機能を用いた再指
数付けの実施 (Option)

In-Situ 実験装置
TSL ソリューションズでは、OIM と組み合わせて使用する、試料加熱装置、
試料引張装置、試料曲げ装置などの開発･設計･製造･販売を行っています。試料
加熱装置では、初めて試料加熱温度1000ﾟC にて安定したOIM観察を可能としま
した。また試料引張装置には圧縮試験用オプションジグも用意しました。

OIM 用試料引張装置(Max 1500N)

OIM 用試料加熱装置(Max 1100ﾟC)

株式会社 TSL ソリューションズ
252-0131

神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-30 SIC2-401
TEL: 042-774-8841, FAX: 042-770-9314
e-mail: info@tsljapan.com
Homepage: www.tsljapan.com

鉄鋼石粉処理の
ソリューション

低品位焼結原料の改善処理
各種製鉄ダストの混合・造粒
ブリケッティングマシンの前処理
成型炭コークス原料の混練
アトリッション技術の応用による表面改質
（水滓スラグ、廃コン細骨材など）

プロセスソリューションをご提案します
プロセスの評価・開発をテクニカルセンターで承ります

日本アイリッヒ株式会社
本社
〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅3-9-37 合人社名駅3ビル
Tel 052-533-2577 Fax 052-533-2578
成田事業所／テクニカルセンター
〒287-0225 千葉県成田市吉岡1210
Tel 0476-73-5220 Fax 0476-73-5271
Email eigyo@nippon-eirich.co.jp http://www.nippon-eirich.co.jp/

長 時 間 高 温クリープ疲 労 試 験 装 置

『 東伸工業 』の試験装置を！
！

火力、原子力発電プラントの熱交換器、圧力容器などの高
温機器の構造部材には、起動・停止や出力変動時の過度
的温度変化に伴い、熱応力が発生し、この熱応力の変化
により疲労とクリープを生じます。これらのクリープ疲れ
特性を得るための試験装置で、高温機器構造材の寿命を
予測することができます。
弊社では、永年の経験と実績に基づきお客様の目的にあ
った、試験装置を提案、設計、製作致します。
製造品目
● クリープ試験装置
● 高温高圧応力腐食割れ試験装置
● 定歪速度型応力腐食
割れ試験装置 ● 遅れ破壊試験装置 ● 腐食疲労試験装置 ● 熱疲労試験装置
● リラクセーション試験装置
● 摩耗試験装置
● 高温高圧水循環装置
● 各種オートクレーブ及び高圧機器

東伸工業株式会社
ISO9001:2008 認証 本社工場

〔本社・工場〕東 京 都 多 摩 市 永 山 6 丁 目 2 0 番 地

〒206-0025 TEL：042-357-0781 FAX：042-357-0788

E-mail：tsk@toshinkogyo.com
U R L ：http://www.toshinkogyo.com/

講演大会参加方法のお知らせ
講演大会にご参加いただくには、「材料とプロセス（CD-ROM）」の購入とネームカードの
着用が必要となります。購入方法は下記の通りとなりますのでご確認下さい。
1. 当日参加：
会員・非会員を問わず、「材料とプロセス（CD-ROM）」を当日価格で購入いただき、
ネームカードをお受け取り下さい。会員の方は、必ず会員証の提示をお願いします。
なお、非会員の方も当日入会が可能です。入会後、会員と同じサービスが受けられます。
正 ・ 準 ・ 賛助会員

8,000 円/（1 大会分）

学生会員

3,000 円/（1 大会分）

当日価格
(2018 年秋季講演大会
参加費を含む)

外国会員

一般

8,000 円/（1 大会分）

学生

3,000 円/（1 大会分）

非会員

21,000 円/（1 大会分）

非会員学生

6,500 円/（1 大会分）

2. 相互聴講（日本金属学会参加登録者）：
日本金属学会に参加登録された方で本会での聴講を希望されます方は、下記価格にて
ご参加いただけます。
当日聴講価格
(2018 年秋季講演大会
参加費を含む)

聴講のみ

3,000 円/（1 大会分）

聴講＋CD-ROM

6,000 円/（1 大会分）

■□■ 第 176 回秋季講演大会 参加者各位へのお願い ■□■
仙台観光国際協会の助成金受領のため、今回は参加者名簿を作成いたします。
参加者各位におかれましては下記の通りご協力いただきますよう、何卒お願い申し上げます。
1) 当日参加申し込みをされる方：
会員証と名刺１枚を持って当日受付へお越し下さい。
名刺をお持ちでない場合（学生など）は、氏名・所属とその所在地を記帳用紙にご記入下さい。
2) 年間予約をお済ませの方：
「材料とプロセス」に氏名印字済みネームカード引換券を同封しますので必ずご持参下さい
（名刺のご提出は不要です）。
© COPYRIGHT 2018
一般社団法人 日本鉄鋼協会
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 鉄鋼会館 5 階

59

