
2017年度・第41回学術講演会・セッション一覧（九州大学）

A　会場

2303

10:45-12:15(6) 13:15-14:30(5) 14:45-16:15(6) 16:30-18:00(6)

211名 斉藤 伸(東北大) 神島 謙二(埼玉大) 白井 正文(東北大) 藤枝 俊(東北大)

B　会場

2304

211名

C　会場

2305

13:00-14:45(5) 15:00-16:15(4)

211名 西内 武司(日立金属) 杉本 諭(東北大)

D　会場

2306

10:00-12:00(4) 13:00-14:30(3) 14:45-16:30(5)

211名 内田 裕久(豊橋技科大) 粟野 博之(豊田工大) 三谷 誠司(物材機構)

A　会場

2303

09:00-10:30(6) 10:45-12:00(5) 13:00-14:30(6)

211名 中川 貴(阪大) 本田 崇(九工大) 伊良皆 啓治(九大)

B　会場

2304

10:30-12:00(6) 13:15-14:30(5)

211名 小川 智之(東北大) 冨田 知志(奈良先端大)

C　会場

2305

09:00-10:00(2) 10:15-12:00(5)

211名 徳永 雅亮(元日立金属) 福永 博俊(長崎大) 福永 博俊(長崎大)

D　会場

2306

09:15-10:00(2) 10:15-12:00(4) 13:45-14:30(3)

211名 湯浅 裕美(九大) 三谷 誠司(物材機構) 野村 光(阪大)

（）内は講演数

懇親会

会場　ビッグさんど（B1F）

Symposium "Controlling magnetization by
applying electric current and voltage"

磁気イメージング
17：30～

特別講演会：　16：00－17：00

講師：岡部裕俊先生（伊都国歴史博物館館長）

Symposium "High performance magnets and
evaluation techniques toward innovative

development for next generation magnets"

9:00-12:15 13:00-18:00

医療治療技術 医療用イメージング 医療・磁場効果

表彰式ならびに特別講演

機能性薄膜 微粒子
会場　稲盛ホール

 表 彰 式   ：　15：00－16：00

「『世有王国』伊都国で『邪馬台国』問題を考える」

2017/09/20(水)

2017/09/19(火)

9:00-12:15 13:00-18:00

磁気異方性 磁気光学 薄膜・化合物磁性 理論解析・強誘電体

Symposium "High performance magnets and
evaluation techniques toward innovative

development for next generation magnets"

Symposium "Elucidation and application of new
physical phenomena of magnetic texture"

Symposium "Controlling
magnetization by applying

electric current and voltage"



2017年度・第41回学術講演会・セッション一覧（九州大学）

A　会場

2303

09:00-10:00(2) 10:15-11:15(2) 13:00-14:30(6) 14:45-16:15(6) 16:30-18:00(6)

211名 長谷川 崇(秋田大) 古屋 篤史(富士通) 関 剛斎(東北大) 谷山 智康(東工大) 田中 雅章(名工大)

B　会場

2304

10:45-12:15(6) 13:00-14:30(6) 14:45-16:15(6) 16:30-18:00(6)

211名 伊藤 啓太(東北大) 柳原 英人(筑波大) 介川 裕章(物材機構) 小嗣 真人(東京理科大)

C　会場

2305

09:00-10:15(5) 10:30-11:45(5) 13:00-14:00(4) 14:15-16:00(7)

211名 西内 武司(日立金属) 町田 憲一(阪大) 中野 正基(長崎大) 岡本 聡(東北大)

D　会場

2306

9:00-10:30(6) 10:45-12:15(6) 13:00-14:30(6) 14:45-16:15(6)

211名 枦 修一郎(東北大) 遠藤 恭(東北大) 小林 伸聖(電磁研) 薮上 信(東北学院大)

A　会場

2303

09:00-10:15(5) 10:45-12:00(5)

211名 浜屋 宏平(阪大) 中川 茂樹(東工大)

B　会場

2304

09:15-10:30(5) 10:45-11:45(4) 13:00-14:30(3) 14:45-16：15(3)

211名 戸高 孝(大分大) 中村健二(東北大) 小田原 峻也(北見工大) 山口 正洋(東北大)

C　会場

2305

09:00-10:30(6) 10:45-11:45(4) 13:00-14:15(5) 14:30-15:45(5)

211名 大島 大輝(名大) 塚本 新(日大) 首藤 浩文(東芝) 加藤 剛志(名大)

D　会場

2306

211名

（）内は講演数

パワーマグネティクス・モータ パワーマグネティクス
Symposium "Requirement for magnetism and
magnetic material research excited by power

electronics equipment"

FePt媒体 磁気記録媒体 マイクロ波アシスト記録 記録再生技術

2017/09/22(金)

9:00-12:15 13:00-18:00

垂直磁気異方性・電界効果 磁区・磁化ダイナミクス

ハード磁性材料
(NdFeB)

ハード磁性材料
(ナノコンポジット・粉末・薄膜）

ハード磁性材料
(フェライト)

ソフト磁性材料

FG・薄膜センサ 薄膜・ワイヤーセンサ 高周波 イメージ・計測

化合物薄膜 金属薄膜 垂直磁化膜 硬磁性薄膜

2017/09/21(木)

Symposium "Magnetization excitation on
nanomagnet with microwaves and its application

to storage devices"
MTJ スピン依存伝導 スピン軌道・スピントルク

9:00-12:15 13:00-18:00


