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5． 㼁㼘㼠㼞㼍㻙㻴㼕㼓㼔㻌㼀㼑㼙㼜㼑㼞㼍㼠㼡㼞㼑㻌㻹㼍㼠㼑㼞㼕㼍㼘㼟㻌㼒㼛㼞㻌㻴㼕㼓㼔㼑㼞㻙㻱㼒㼒㼕㼏㼕㼑㼚㼏㼥㻌㻱㼚㼑㼞㼓㼥㻌㻯㼛㼚㼢㼑㼞㼟㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㻴㼑㼍㼠
Engines,Kyosuke Yoshimi,ECO Balance 2014,2014/10/29,つくば
6． 㻱㼒㼒㼑㼏㼠㻌㼛㼒㻌㼀㼕㻌㻭㼐㼐㼕㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼚㻌㻰㼑㼚㼟㼕㼠㼥㻌㼍㼚㼐㻌㻹㼕㼏㼞㼛㼟㼠㼞㼡㼏㼠㼡㼞㼑㻌㻰㼑㼢㼑㼘㼛㼜㼙㼑㼚㼠㻌㼛㼒㻌㻹㼛㻿㼕㻮㼀㼕㻯
㻭㼘㼘㼛㼥㻘㻶㼛㼡㼚㼓㼣㼛㼛㼗㻌㻷㼕㼙㻘㻌㻷㼥㼛㼟㼡㼗㼑㻌㼅㼛㼟㼔㼕㼙㼕㻘㻌㻴㼕㼞㼛㼗㼍㼦㼡㻌㻷㼍㼠㼟㼡㼕㻘㻌㼀㼍㼗㼍㼟㼔㼕㻌㻳㼛㼠㼛㻘㻞㻜㻝㻠㻌㻹㻾㻿㻌㻲㼍㼘㼘
㻹㼑㼑㼠㼕㼚㼓㻘㻞㻜㻝㻠㻛㻝㻞㻛㻞㻘㻮㼛㼟㼠㼛㼚㻘㻌㼁㻿㻭
7． 㻴㻭㻭㻰㻲㻙㻿㼀㻱㻹㻌㻻㼎㼟㼑㼞㼢㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼒㼍㼏㼑㼟㻌㼕㼚㻌㻹㼛㻿㼕㻮㼀㼕㻯㻌㻭㼘㼘㼛㼥㼟㻘㻶㼡㼚㼥㼍㻌㻺㼍㼗㼍㼙㼡㼞㼍㻘㻌㻰㼍㼕㼗㼕
㻷㼍㼚㼑㼗㼛㼚㻘㻌㻷㼥㼛㼟㼡㼗㼑㻌㼅㼛㼟㼔㼕㼙㼕㻘㻞㻜㻝㻠㻌㻹㻾㻿㻌㻲㼍㼘㼘㻌㻹㼑㼑㼠㼕㼚㼓㻘㻞㻜㻝㻠㻛㻝㻞㻛㻞㻘㻮㼛㼟㼠㼛㼚㻘㻌㼁㻿㻭

8． 㻹㼕㼏㼞㼛㼟㼠㼞㼡㼏㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐㻌㻹㼑㼏㼔㼍㼚㼕㼏㼍㼘㻌㻼㼞㼛㼜㼑㼞㼠㼕㼑㼟㻌㼛㼒㻌㼀㼕㻯㻙㻭㼐㼐㼑㼐㻌㻹㼛㻙㻿㼕㻙㻮㻌㻭㼘㼘㼛㼥㼟㻘㻷㼥㼛㼟㼡㼗㼑
㼅㼛㼟㼔㼕㼙㼕㻘㻌㻶㼡㼚㼥㼍㻌㻺㼍㼗㼍㼙㼡㼞㼍㻘㻌㻶㼛㼡㼚㼓㻙㼃㼛㼛㼗㻌㻷㼕㼙㻘㻌㻷㼛㼡㼕㼏㼔㼕㻌㻹㼍㼞㼡㼥㼍㼙㼍㻘㻌㻴㼕㼞㼛㼗㼍㼦㼡㻌㻷㼍㼠㼟㼡㼕㻘
㼀㼍㼗㼍㼟㼔㼕㻌㻳㼛㼠㼛㻘㻞㻜㻝㻠㻌㻹㻾㻿㻌㻲㼍㼘㼘㻌㻹㼑㼑㼠㼕㼚㼓㻘㻞㻜㻝㻠㻛㻝㻞㻛㻞㻘㻮㼛㼟㼠㼛㼚㻘㻌㼁㻿㻭
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生体材料
1． 㻰㼕㼟㼏㼛㼘㼛㼞㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㼀㼕㼠㼍㼚㼕㼡㼙㻌㻭㼘㼘㼛㼥㼟㻌㼎㼥㻌㻿㼡㼘㼒㼕㼐㼑㻌㻭㼘㼗㼍㼘㼕㼚㼑㻌㻿㼛㼘㼡㼠㼕㼛㼚㻘㻿㼔㼕㼚㼖㼕㻌㼀㼍㼗㼑㼙㼛㼠㼛㻘㻌㻹㼍㼟㼍㼛
㼅㼛㼟㼔㼕㼚㼍㼞㼕㻘㻌㼅㼡㼠㼍㼗㼍㻌㻻㼐㼍㻘㻌㻱㼕㼖㼕㻌㻷㼍㼣㼍㼐㼍㻘㻥㻟㼠㼔㻌㻳㼑㼚㼑㼞㼍㼘㻌㻿㼑㼟㼟㼕㼛㼚㻌㻒㻌㻱㼤㼔㼕㼎㼕㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑
IADR,2015/3/14,ボストン、米国

2． 㻿㼡㼞㼒㼍㼏㼑㻌㻯㼔㼍㼞㼍㼏㼠㼑㼞㼕㼦㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㻿㼡㼘㼒㼕㼐㼑㻙㼕㼚㼐㼡㼏㼑㼐㻌㻯㼛㼞㼞㼛㼟㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㼀㼕㼠㼍㼚㼕㼡㼙㻘㻿㼔㼕㼚㼖㼕㻌㼀㼍㼗㼑㼙㼛㼠㼛㻘
㻹㼍㼟㼍㼥㼡㼗㼕㻌㻴㼍㼠㼠㼛㼞㼕㻘㻌㻹㼍㼟㼍㼛㻌㼅㼛㼟㼔㼕㼚㼍㼞㼕㻘㻌㻱㼕㼖㼕㻌㻷㼍㼣㼍㼐㼍㻌㼍㼚㼐㻌㼅㼡㼠㼍㼗㼍㻌㻻㼐㼍㻘㻝㻡㼠㼔㻌㻵㼁㻹㻾㻿㻙㻵㻯㻭
㻔㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㼁㼚㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㻹㼍㼠㼑㼞㼕㼍㼘㼟㻌㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼕㼑㼟㻘㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻯㼛㼚㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑㻌㼕㼚
Asia),2014/8/25,福岡
3． 硫化物を含む溶液中で変色したチタンの表面分析,武本真治、原田麗乃、染谷智子、
田中健介、市川弘道、愛知哲也、小田豊、河田英司,第63回日本歯科理工学会学術
講演会,2014/10/4,広島
4． 生体用 Ti 合金のフレッティング摩耗挙動と機械的性質,三浦永理，横川貴啓，足立大
樹，山崎徹,軽金属学会第 127 回秋期大会,2015/11/15,東工大大岡山キャンパス
5． 㻱㼚㼔㼍㼚㼏㼑㼙㼑㼚㼠㻌㼛㼒㻌㼎㼕㼛㼍㼏㼠㼕㼢㼕㼠㼥㻌㼛㼒㻌㼦㼕㼞㼏㼛㼚㼕㼡㼙㻌㼎㼥㻌㼏㼛㼙㼎㼕㼚㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㼟㼕㼙㼜㼘㼑㻌㼑㼘㼑㼏㼠㼞㼛㼏㼔㼑㼙㼕㼏㼍㼘
㼠㼞㼑㼍㼠㼙㼑㼚㼠㼟㻘㼀㼟㼡㼠㼟㼡㼙㼕㻌㼅㻘㻌㻭㼟㼔㼕㼐㼍㻌㻹㻘㻌㻯㼔㼑㼚㻌㻼㻘㻌㻰㼛㼕㻌㻴㻘㻌㻴㼍㼚㼍㼣㼍㻌㼀㻘㼀㼔㼑㻌㻡㼠㼔㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘
㻿㼥㼙㼜㼛㼟㼕㼡㼙㻌㼛㼚㻌㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻹㼍㼠㼑㼞㼕㼍㼘㼟㻌㻰㼑㼢㼑㼘㼛㼜㼙㼑㼚㼠㻌㼍㼚㼐㻌㻵㼚㼠㼑㼓㼞㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㻺㼛㼢㼑㼘㻌㻿㼠㼞㼡㼏㼠㼡㼞㼑㼐
㻹㼑㼠㼍㼘㼘㼕㼏㻌㼍㼚㼐㻌㻵㼚㼛㼞㼓㼍㼚㼕㼏㻌㻹㼍㼠㼑㼞㼕㼍㼘㼟㻌㻔㻭㻹㻰㻵㻙㻡㻕㻘㻞㻜㻝㻠㻛㻝㻝㻛㻝㻥㻘㼀㼛㼗㼥㼛㻘㻌㻶㼍㼜㼍㼚
6． 㻱㼘㼑㼏㼠㼞㼛㼏㼔㼑㼙㼕㼏㼍㼘㻌㼟㼡㼞㼒㼍㼏㼑㻌㼠㼞㼑㼍㼠㼙㼑㼚㼠㻌㼒㼛㼞㻌㼙㼍㼗㼕㼚㼓㻌㼍㼚㼠㼕㼎㼍㼏㼠㼑㼞㼕㼍㼘㻌㼜㼛㼞㼛㼡㼟㻌㼛㼤㼕㼐㼑㻌㼘㼍㼥㼑㼞㻌㼛㼚
㼀㼕㻘㼀㼟㼡㼠㼟㼡㼙㼕㻌㼅㻘㻌㻺㼕㼕㼦㼑㼗㼕㻌㻺㻘㻌㻯㼔㼑㼚㻌㻼㻘㻌㻭㼟㼔㼕㼐㼍㻌㻹㻘㻌㻰㼛㼕㻌㻴㻘㻌㻺㼛㼐㼍㻌㻷㻘㻌㻴㼍㼚㼍㼣㼍㻌㼀㻘㻞㻢㼠㼔㻌㻭㼚㼚㼡㼍㼘
㻯㼛㼚㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻱㼡㼞㼛㼜㼑㼍㼚㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㼒㼛㼞㻌㻮㼕㼛㼙㼍㼠㼑㼞㼕㼍㼘㼟㻌㻔㻱㻿㻮
㻞㻜㻝㻠㻕㻘㻞㻜㻝㻠㻛㻤㻛㻟㻝㻘㻸㼕㼢㼑㼞㼜㼛㼛㼘㻘㻌㼁㻷

7． ドライプロセスによるチタンの骨適合化表面改質,上田恭介、成島尚之、後藤孝、小幡
亜希子、春日敏宏、小笠原康悦,日本金属学会2015年春期（第156回）,2015/3/20,東
京

8． 生体吸収性リン酸カルシウムによるインプラントの骨適合性向上,上田恭介、成島尚
之、後藤孝、小幡亜希子、春日敏宏、小笠原康悦,日本材料学会 第38回生体・医療
材料部門委員会,2015/1/20,仙台
9． 金属系バイオマテリアルの骨適合化表面処理,上田 恭介,(一社)表面技術協会 関東
支部 第88回講演会,2014/10/24,東京

10． 㻯㼛㼚㼠㼞㼛㼘㻌㼛㼒㻌㻭㼓㻌㼞㼑㼘㼑㼍㼟㼑㻌㼒㼞㼛㼙㻌㻭㼓㻙㼏㼛㼚㼠㼍㼕㼚㼕㼚㼓㻌㼏㼍㼘㼏㼕㼡㼙㻌㼜㼔㼛㼟㼜㼔㼍㼠㼑㼟㻌㼕㼚㻌㼟㼕㼙㼡㼘㼍㼠㼑㼐㻌㼎㼛㼐㼥
㼒㼘㼡㼕㼐㻘㻻㻚㻌㻳㼛㼗㼏㼑㼗㼍㼥㼍㻘㻌㻷㻚㻌㼁㼑㼐㼍㻘㻌㼀㻚㻌㻺㼍㼞㼡㼟㼔㼕㼙㼍㻘㻹㼍㼠㼑㼞㼕㼍㼘㼟㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㻌㻒㻌㼀㼑㼏㼔㼚㼛㼘㼛㼓㼥㻌㻞㻜㻝㻠
(MS&T14),2014/10/16,アメリカ ピッツバーグ
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非晶質・ガラス、液体状態、準結晶
1． Pd-Cu-Ag-Ge液体急冷薄帯の示差走査熱量測定,山本 篤史郎，細川 伸也，加藤
秀実，林 好一,日本金属学会,2014/9/26,名古屋
2． Ni-Wナノ結晶/アモルファス二相合金の塑性変形挙動に及ぼすアモルファス安定性
の影響,足立大樹、中山翔太、鍋島隆行、岡本佳奈、山崎徹,日本金属学会2014年秋
期講演大会,2014/9/24,名古屋大学
3． 高粘性過冷却液体を有するバルク金属ガラスの引張塑性変形挙動,重本北斗、藤田
和孝、山田昌弘、有吉広明、山崎 徹、加藤秀実、横山嘉彦,日本金属学会2014年秋
期講演大会,2014/9/24,名古屋大学
4． Zr-Cu-Ni-Al-Au系金属ガラスの塑性変形性に及ぼすナノ結晶層の析出効果,神里
良、山田昌弘、足立大樹、山崎 徹、藤田和孝、土谷浩一、加藤秀実、D. H. Kim,日本
金属学会2014年秋期講演大会,2014/9/24,名古屋大学
5． 電解浴中のNiイオン濃度制御により作製した電析Ni-W合金の組織と機械的性質,萬
永周輝、足立大樹、山崎徹,日本金属学会2014年秋期講演大会,2014/9/24,名古屋大
学
6． Zr-Cu-Ni系およびZr-Cu-Ni-Al系金属ガラスの中性子照射による衝撃特性変化,山田
昌弘、上野航平、山崎 徹、栗下裕明、横山嘉彦,日本金属学会2014年秋期講演大
会,2014/9/24,名古屋大学
7． Zr-Cu-Ni-Al系金属ガラスの高延性化に及ぼすナノ結晶相析出効果,山田昌弘，神里
良，有吉広明，山崎徹，藤田和孝，土谷浩一，横山嘉彦，D. H. Kim,第58回日本学術
会議材料工学連合講演会,2014/10/27,京都テレサ
8． 㻻㼎㼟㼑㼞㼢㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㼟㼔㼑㼍㼞㻌㼎㼍㼚㼐㼟㻌㼛㼚㻌㼠㼑㼚㼟㼕㼘㼑㻌㼜㼘㼍㼟㼠㼕㼏㻌㼐㼑㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼣㼕㼠㼔㻌㼣㼛㼞㼗㻌㼔㼍㼞㼐㼑㼚㼕㼚㼓㻌㼍㼚㼐
㼟㼑㼞㼞㼍㼠㼕㼛㼚㼟㻌㼕㼚㻌㼔㼕㼓㼔㻌㼢㼕㼟㼏㼛㼟㼕㼠㼥㻌㼙㼛㼚㼛㼘㼕㼠㼔㼕㼏㻌㼆㼞㻌㼎㼍㼟㼑㼐㻌㼎㼡㼘㼗㻌㼙㼑㼠㼍㼘㼘㼕㼏㻌㼓㼘㼍㼟㼟㻘㻿㻚㻌㻳㼛㼠㼛㻘㻌㻷㻚㻌㻲㼡㼖㼕㼠㼍㻘
㻹㻚㻌㼅㼍㼙㼍㼐㼍㻘㻌㻴㻚㻌㻭㼞㼕㼥㼛㼟㼔㼕㻘㻌㼅㻚㻌㼅㼛㼗㼛㼥㼍㼙㼍㻌㼍㼚㼐㻌㼀㻚㻌㼅㼍㼙㼍㼟㼍㼗㼕㻘㼀㼔㼑㻌㻝㻡㼠㼔㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘
㻯㼛㼚㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑㻌㼛㼚㻌㻾㼍㼜㼕㼐㼘㼥㻌㻽㼡㼑㼚㼏㼔㼑㼐㻌㻒㻌㻹㼑㼠㼍㼟㼠㼍㼎㼘㼑㻌㻹㼍㼠㼑㼞㼕㼍㼘㼟㻘㻞㻜㻝㻠㻛㻤㻛㻞㻠㻘㻿㼔㼍㼚㼓㼔㼍㼕㻘㻌㻯㼔㼕㼚㼍
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Magnetic Fields,2014/7/8,沖縄
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佐々木、原,第62回応用物理学会春季学術講演会,2014/3/11,平塚
14． 無添加およびMg/Ce共添加した(La,Ce)2Si2O7単結晶の低温での発光特性およびバ
ンドギャップの評価,村上、黒澤、北浦、庄子、横田、Pejchal、大橋、鎌田、吉川,第69
回応用物理学会東北支部学術講演会,2014/12/4,仙台
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15． FZ法によるGa2O3の結晶育成と光学評価,黒澤、宍戸、菅原、野村、湯蓋、山路、庄
子、大橋、北浦、Pejchal、横田、鎌田、吉川,第9回日本フラックス成長研究
会,2014/12/11,高知
16． 近赤外発光シンチレーター結晶のバンドギャップと発光特性,山路、黒澤、村上、
Pejchal、大橋、鎌田、横田、吉川、北浦,UVSORシンポジウム,2014/11/14,岡崎
17． Gd3Al2Ga3O12結晶におけるGd3+欠陥からの極狭小線幅発光,佐藤、北浦、鎌田、黒
澤、大西、佐々木、原,第75回応用物理学会秋季学術講演会,2014/9/17,北海道
18． 電子状態解析に基づく新規オージェーフリー発光物質の探索,石井、北浦、山路、黒
澤、田中、渡邊、小笠原、大西、佐々木,第27回DV-Xa研究会,2014/8/6,名古屋
19． 㻭㼚㼛㼞㼙㼍㼘㼛㼡㼟㻌㼑㼚㼑㼞㼓㼥㻌㼠㼞㼍㼚㼟㼒㼑㼞㻌㼞㼛㼡㼠㼑㻌㼒㼞㼛㼙㻌㻳㼐㻟㻗㻌㼠㼛㻌㻯㼑㻟㻗㻌㼕㼛㼚㼟㻌㼕㼚㻌㻯㼑㻦㻳㼐㻟㻭㼘㻞㻳㼍㻟㻻㻝㻞
㼏㼞㼥㼟㼠㼍㼘㼟㻘㻹㻚㻌㻷㼕㼠㼍㼡㼞㼍㻘㻌㻭㻚㻌㻿㼍㼠㼛㻘㻌㻷㻚㻌㻷㼍㼙㼍㼐㼍㻘㻌㻿㻚㻌㻷㼡㼞㼛㼟㼍㼣㼍㻘㻌㻭㻚㻌㻻㼔㼚㼕㼟㼔㼕㻘㻌㻹㻚㻌㻿㼍㼟㼍㼗㼕㻘㻌㻷㻚
㻴㼍㼞㼍㻘㼀㼔㼑㻌㻡㼠㼔㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㼃㼛㼞㼗㼟㼔㼛㼜㻌㼛㼚㻌㻼㼔㼛㼠㼛㼘㼡㼙㼕㼚㼑㼟㼏㼑㼚㼏㼑㻌㼕㼚㻌㻾㼍㼞㼑㻙㼑㼍㼞㼠㼔㼟㻦㻌㻼㼔㼛㼠㼛㼚㼕㼏
Materials and Devices,2014/5/13,サンセバスチアン

低温
1． 㻹㼍㼓㼚㼑㼠㼕㼏㻌㻼㼔㼍㼟㼑㻌㻰㼕㼍㼓㼞㼍㼙㻌㼛㼒㻌㻯㼑㻝㻙㼤㻱㼞㼤㻭㼘㻞㻌㼕㼚㼠㼑㼞㼙㼑㼠㼍㼘㼘㼕㼏㻌㼏㼛㼙㼜㼛㼡㼚㼐㼟㻘㻹㻚㻌㻻㼔㼍㼟㼔㼕㻘㻌㻴㻚
㻹㼕㼥㼍㼓㼍㼣㼍㻘㻌㼀㻚㻌㻺㼍㼗㼍㼚㼛㻘㻌㻳㻚㻌㻻㼛㼙㼕㻘㻌㻵㻚㻌㻿㼍㼠㼛㼔㻌㼍㼚㼐㻌㼀㻚㻌㻷㼛㼙㼍㼠㼟㼡㼎㼍㼞㼍㻘㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻯㼛㼚㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑
on Strongly Correlated Electron Systems,2014/6/16,東京

強磁場、高圧
1． 光を使って真空を探る,難波俊雄,日本物理学会第70回年次大会,2015/3/22,東京

2． SPring-8/SACLAにおけるパルス強磁場を用いた弱結合未知粒子の探索II,山崎高幸,
日本物理学会第70回年次大会,2015/3/21,東京

3． SPring-8/SACLAにおけるパルス強磁場を用いた弱結合未知粒子の探索I,稲田聡明,
日本物理学会第70回年次大会,2015/3/21,東京

4． 高輝度X線を用いた素粒子実験,稲田聡明,奈良先端未来開拓コロキウム
2014,2014/10/22,奈良

5． SPring-8/SACLAにおけるパルス強磁場を用いた弱結合未知粒子の探索II,山崎高幸,
日本物理学会2014年秋季大会,2014/9/18,佐賀

6． SPring-8/SCALAにおけるパルス強磁場を用いた弱結合未知粒子の探索I,稲田聡明,
日本物理学会2014年秋季大会,2014/9/18,佐賀
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超高温、プラズマ
1． 㻱㼒㼒㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㼜㼘㼍㼟㼙㼍㻌㼑㼤㼜㼛㼟㼡㼞㼑㻌㼛㼚㻌㼠㼞㼕㼠㼕㼡㼙㻌㼎㼑㼔㼍㼢㼕㼛㼞㻌㼛㼒㻌㼘㼛㼚㼓㻌㼠㼑㼞㼙㻌㼕㼚㼟㼠㼍㼘㼘㼑㼐㻌㼟㼍㼙㼜㼘㼑㼟㻌㼛㼚㻌㼒㼕㼞㼟㼠
㼣㼍㼘㼘㻌㼕㼚㻌㼟㼜㼔㼑㼞㼕㼏㼍㼘㻌㼠㼛㼗㼍㼙㼍㼗㻌㻽㼁㻱㻿㼀㻘㻷㻚㻌㼀㼛㼗㼡㼚㼍㼓㼍㻘㻌㻹㻚㻌㻹㼍㼠㼟㼡㼥㼍㼙㼍㻘㻌㻿㻚㻌㻭㼎㼑㻘㻌㻌㻿㻚㻌㻺㼍㼓㼍㼠㼍㻘㻌㻮㻚
㼀㼟㼡㼏㼔㼕㼥㼍㻘㻌㻹㻚㻌㼀㼛㼗㼕㼠㼍㼚㼕㻘㻌㻌㻌㻷㻚㻌㻭㼞㼍㼗㼕㻘㻌㼀㻚㻌㻲㼡㼖㼕㼣㼍㼞㼍㻘㻌㼅㻚㻌㻹㼕㼥㼍㼙㼛㼠㼛㻘㻌㻹㻚㻌㻴㼍㼟㼑㼓㼍㼣㼍㻘㻌㻷㻚
㻺㼍㼗㼍㼙㼡㼞㼍㻘㻌㻷㻚㻌㻴㼍㼚㼍㼐㼍㻘㻌㻴㻚㻌㼆㼡㼟㼔㼕㻘㻞㻝㼟㼠㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻯㼛㼚㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑㻌㼛㼚㻌㻼㼘㼍㼟㼙㼍㻌㻿㼡㼞㼒㼍㼏㼑
㻵㼚㼠㼑㼞㼍㼏㼠㼕㼛㼚㻘㻞㻜㻝㻠㻛㻡㻛㻞㻣㻘㻷㼍㼚㼍㼦㼍㼣㼍

照射、原子力（材料）
1． 【招待講演】Plasma wall interaction in long-pulse helium discharge in LHD &ndash;
㻹㼕㼏㼞㼛㼟㼏㼛㼜㼕㼏㻌㼙㼛㼐㼕㼒㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㼣㼍㼘㼘㻌㼟㼡㼞㼒㼍㼏㼑㻌㼍㼚㼐㻌㼕㼠㼟㻌㼕㼙㼜㼍㼏㼠㻌㼛㼚㻌㼜㼍㼞㼠㼕㼏㼘㼑㻌㼎㼍㼘㼍㼚㼏㼑㻌㼍㼚㼐
㼕㼙㼜㼡㼞㼕㼠㼥㻌㼓㼑㼚㼑㼞㼍㼠㼕㼛㼚㻘㻹㻚㻌㼀㼛㼗㼕㼠㼍㼚㼕㻘㻌㻴㻚㻌㻷㼍㼟㼍㼔㼍㼞㼍㻘㻌㻿㻚㻌㻹㼍㼟㼡㼦㼍㼗㼕㻘㻌㻳㻚㻌㻹㼛㼠㼛㼖㼕㼙㼍㻘㻌㻹㻚㻌㻿㼔㼛㼖㼕㻘㻌㼅㻚
㼁㼑㼐㼍㻘㻌㻺㻚㻌㼅㼛㼟㼔㼕㼐㼍㻘㻌㼅㻚㻌㼅㼛㼟㼔㼕㼙㼡㼞㼍㻘㻌㻷㻚㻌㻺㼍㼓㼍㼟㼍㼗㼕㻘㻌㻺㻚㻌㻭㼟㼔㼕㼗㼍㼣㼍㻘㻌㼀㻚㻌㻹㼡㼠㼛㼔㻘㻌㻴㻚㻌㼅㼍㼙㼍㼐㼍㻘㻌㻸㻴㻰
㼑㼤㼜㼑㼞㼕㼙㼑㼚㼠㻌㼓㼞㼛㼡㼜㻘㻌㻿㻚㻌㻺㼍㼓㼍㼠㼍㻘㻞㻝㼟㼠㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻯㼛㼚㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑㻌㼛㼚㻌㻼㼘㼍㼟㼙㼍㻌㻿㼡㼞㼒㼍㼏㼑
Interactions 2014,2015/4/6,金沢
2． 㻾㼍㼐㼕㼍㼠㼕㼛㼚㻙㼕㼚㼐㼡㼏㼑㼐㻌㼍㼙㼛㼞㼜㼔㼕㼦㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼞㼑㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼏㼑㻌㼛㼒㻌㼚㼍㼚㼛㼟㼠㼞㼡㼏㼠㼡㼞㼑㼐㻌㻿㼕㻯㻌㻔㼕㼚㼢㼕㼠㼑㼐㻕㻘㻹㻚
㻵㼟㼔㼕㼙㼍㼞㼡㻘㻌㻷㻚㻌㻵㼙㼍㼐㼍㻘㻝㻜㼠㼔㻌㻶㼍㼜㼍㼚㼑㼟㼑㻙㻼㼛㼘㼕㼟㼔㻌㻶㼛㼕㼚㼠㻌㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㼛㼚㻌㻹㼕㼏㼞㼛㻌㼍㼚㼐㻌㻺㼍㼚㼛
Analysis,2014/10/25,札幌
3． 㻿㼠㼞㼡㼏㼠㼡㼞㼍㼘㻌㼏㼔㼍㼚㼓㼑㼟㻌㼛㼒㻌㼚㼍㼚㼛㼟㼠㼞㼡㼏㼠㼡㼞㼑㼐㻌㻿㼕㻯㻌㼡㼚㼐㼑㼞㻌㼞㼍㼐㼕㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼑㼚㼢㼕㼞㼛㼚㼙㼑㼚㼠㼟㻌㻔㼕㼚㼢㼕㼠㼑㼐㻕㻘㻹㻚
㻵㼟㼔㼕㼙㼍㼞㼡㻘㻌㻷㻚㻌㻵㼙㼍㼐㼍㻘㻌㼅㻚㻌㼆㼔㼍㼚㼓㻘㻌㼃㻚㻌㻶㻚㻌㼃㼑㼎㼑㼞㻘㻌㼍㼚㼐㻌㻿㻚㻌㻿㼔㼍㼚㼚㼛㼚㻘㻹㼍㼠㼑㼞㼕㼍㼘㼟㻌㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔
Society 2014 Fall Meeting,2014/12/1,ボストン、米国
4． ナノ構造化による3C-SiCの照射誘起アモルファス化の抑制,今田健太、石丸 学,第56
回日本顕微鏡学会九州支部学術講演会,2014/12/6,宮崎

5． 炭化ケイ素のナノ構造化による耐照射性の向上,今田健太、石丸 学,日本金属学会
2014年秋期講演大会,2014/9/24,名古屋

6． ナノ構造SiCにおける照射誘起構造変化の透過電子顕微鏡観察,今田健太、石丸 学,
日本金属学会・日本鉄鋼協会・軽金属学会九州支部平成26年度合同学術講演
会,2014/6/7,福岡

7． 㻰㼛㼟㼑㻌㼍㼚㼐㻌㼐㼛㼟㼑㻌㼞㼍㼠㼑㻌㼑㼒㼒㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼚㻌㼙㼕㼏㼞㼛㼟㼠㼞㼡㼏㼠㼡㼞㼑㻌㼕㼚㻌㼕㼛㼚㻙㼕㼞㼞㼍㼐㼕㼍㼠㼑㼐㻌㻭㻡㻟㻟㻮㻌㼙㼛㼐㼑㼘㻌㼍㼘㼘㼛㼥㼟㻘㻷㻚
㻹㼡㼞㼍㼗㼍㼙㼕㻘㻌㻺㻚㻌㻿㼑㼗㼕㼙㼡㼞㼍㻘㻝㻤㼠㼔㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻳㼞㼛㼜㼑㻌㼛㼚㻌㻾㼍㼐㼕㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻰㼍㼙㼍㼓㼑㻌㻹㼑㼏㼔㼍㼚㼕㼟㼙㼟㻌㼕㼚
Pressure Vessel Steels,2014/11/25,宮崎

照射、原子力（アクチノイド）
1． 㻹㼍㼓㼚㼑㼠㼕㼏㻌㻾㼑㼘㼍㼤㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻼㼞㼛㼜㼑㼞㼠㼕㼑㼟㻌㼛㼒㻌㻽㼡㼍㼐㼞㼡㼜㼘㼑㻙㻰㼑㼏㼗㼑㼞㻌㼀㼑㼞㼎㼕㼡㼙㻌㻼㼔㼠㼔㼍㼘㼛㼏㼥㼍㼚㼕㼚㼑
㻯㼛㼙㼜㼘㼑㼤㼑㼟㻌㼍㼟㻌㼍㻌㻹㼛㼐㼑㼘㻌㼛㼒㻌㻭㼟㼟㼑㼙㼎㼘㼑㼐㻌㻿㼕㼚㼓㼘㼑㻌㻹㼛㼘㼑㼏㼡㼘㼑㻌㻹㼍㼓㼚㼑㼠㼟㻘㼀㼍㼗㼍㼙㼕㼠㼟㼡
㻲㼡㼗㼡㼐㼍㻘㻾㼑㼏㼑㼚㼠㻌㼜㼞㼛㼓㼞㼑㼟㼟㻌㼕㼚㻌㼟㼕㼚㼓㼘㼑㻌㼙㼛㼘㼑㼏㼡㼘㼑㻌㼑㼘㼑㼏㼠㼞㼛㼚㼕㼏㼟㻌㼍㼚㼐㻌㼟㼕㼚㼓㼘㼑㻌㼙㼛㼘㼑㼏㼡㼘㼑
magnets,2014/10/9,大阪
2． f電子系単分子磁石における非熱励起型磁気緩和の寄与,福田貴光,アルファ放射体
実験室利用報告 および 基盤研究（Ｓ）「価数不安定性をもつアクチノイド化合物に
特有の新奇量子状態の研究」合同研究会,2015/2/23,仙台
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分光、分析、NMR、メスバウアー
1． ドープされたモット絶縁体としての電子ドープ系高温超伝導体,遠山貴己,日本物理学
会第70回年次大会,2015/3/23,東京

2． 中性子散乱でみる銅酸化物における磁気相間の電子・ホール非対称性,藤田全基,日
本物理学会第70回年次大会,2015/3/23,東京

3． 共鳴非弾性Ｘ線散乱による電子ドープ型銅酸化物超伝導体の磁気励起と電荷励起,
石井賢司, 藤田全基, 佐々木隆了, M. Minola, G. Dellea, C. Mazzoli, K. Kummer, G.
Ghiringhelli, L. Braicovich, 遠山貴己, 山田和芳, 吉田雅洋, 黒岡雅仁, 清水裕友, 水木
純一郎,第28会日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム,2014/1/11,滋賀
県草津市
4． X線・中性子非弾性散乱による電子ドープ型銅酸化物超伝導体のスピン・電荷励起の
観測,石井賢司、藤田全基、佐々木隆了、M. Minola、G. Dellea、C. Mazzoli、K.
Kummer、 G. Ghiringhelli、L. Braicovich、遠山貴己、堤健之、佐藤研太朗、梶本亮一、
池内和彦、山田和芳、吉田雅洋、黒岡雅仁、水木純一郎,日本中性子科学会第14回
年会,2014/12/12,札幌

中性子、電子、イオン、X線散乱
1． 反強磁性相転移点近傍でのスピンネマチック揺らぎ,山瀬博之、Roland Zeyher,日本
物理学会秋季大会,2014/9/7,国内：名古屋

2． Ising spin nematic fluctuations near spin-density-wave phase,山瀬博之、Roland
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