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日野 実 村上浩二
民間航空機用エンジンの使用済みタービンブレード
における内部クラック分布と組織変化の観察
………木村智人 鈴木崇宣 小泉 裕 横川忠晴
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BN 界面相を有する焼結 SiC 繊維強化 SiO2 ムライ
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4304

121012
121016

生体活性化リン酸カルシウム結晶化ガラスコーティ
ングした生体用 Ti 29Nb 13Ta 4.6Zr 合金の時効
処理と力学的特性…赤堀俊和 新家光雄 小柳禎彦
春日敏宏 戸田裕之 福井壽男 小川道治

4314

炭酸ガスレーザー照射によるチタン合金へのリン酸
カルシウムガラスコーティング
……………………春日敏宏 廣部由紀 新家光雄

4322

リン酸カルシウム高周波スパッタ皮膜の XPS 分析
………小林千悟 岡野宏子 仲井清眞 青野宏通

4330

歯科用金合金の引張特性および静的破壊靭性に及ぼ
すミクロ組織の影響
………福井壽男 梅村幸生 遠山昌志 新家光雄

4337

2 種の圧力型歯科チタン鋳造機における鋳造圧
…………………………………渡辺孝一 岡部

12956

12962

境

鉄鋼材のマテリアルフローを基にした各種製品にお
ける回収率の導出手法の開発
……………………醍醐市朗 松野泰也 足立芳寛

2114

極地の氷の融解と海面水位変動に見る環境情報の伝
達問題…………遠藤小太郎 吉田真悟 中嶋貴裕
行本正雄 武田邦彦

5420

廃ガラスと溶融アルミニウムスクラップとの反応に
関する基礎的研究
……吉川 昇 中野雄也 佐藤健太郎 谷口尚司

6483

廃棄物産業連関マテリアルフロー分析手法と量産金
属への応用……………………中村愼一郎 中島謙一

6505

新製品への代替を考慮した家電製品の廃棄台数予測
………山末英嗣 中島謙一 奥村英之 石原慶一

8611

廃棄物産業連関に基づくマテリアルフロー分析
(WIOMFA)鉄資源循環分析への適用
………………………………中島謙一 中村愼一郎
新幹線鉄道車両外板への超親水性酸化チタンコーテ
ィングの応用とその劣化
……………………森 久史 伊藤 暁 辻村太郎
有機塩素化合物の分解に適する硫黄含有鉄粉の特
性……中丸裕樹 尾野友重 加藤嘉英 小倉邦明
アルミニウムの合金元素を考慮した動的マテリアル
フロー分析…………畑山博樹 山田宏之 醍醐市朗
松野泰也 足立芳寛
金属材料リサイクルフローの最適化手法の開発とア
ルミニウムへの応用
………山田宏之 畑山博樹 醍醐市朗 松野泰也
足立芳寛
炭素/ニッケル接合体の分離現象
…………西田智幸

生体用 Ni, C フリー Co Cr Mo 合金の組織および
機械的性質に及ぼす熱処理の影響…李 尚学 高橋
英児 野村直之 千葉晶彦

Ni および C 無添加生体用 Co 29Cr 6Mo 鍛造合金
の乾式摩擦摩耗挙動
……………………熊谷和重 野村直之 小野 元
堀田昌宏 千葉晶彦
ガスアトマイズ法を用いた生体用 Co Cr Mo 合金
の粉末作製とその焼結体の組織観察
………佐藤 嘉 野村直之 藤沼重雄 千葉晶彦

4343
4350

Ti13Cr1.2FeAl 合金の等時熱処理挙動に及ぼす
Al 添加量の影響
………小川道治 清水哲也 野田俊治 池田勝彦

4359

特集「自動車用材料の開発」号
8618

特集「自動車用材料の開発」によせて …佐々木 元
仲井清眞 金谷輝人 岡崎 健

11857

8638

自動車用鋼板の研究開発最前線(解説論文)
…………………………………瀬沼武秀 竹下哲郎

11858

10809

車載用水素貯蔵材料を目指した軽金属アミド・イミ
ド系複合物質研究の最前線(解説論文)
……………………礒部繁人 市川貴之 藤井博信

11865

12975

摩擦点接合技術の開発(解説論文)
……………………玄道俊行 西口勝也

麻川元康

11870

高強度および高耐衝撃性を備えたベイナイト鋼の開
発(解説論文)
………仲井清眞 小林千悟 濱田昌彦 小溝裕一

11874

排ガス雰囲気中における Al 含有フェライト系ステ
ンレス鋼の酸化挙動
………井上宜治 菊池正夫 天藤雅之 梶村治彦

11880

自動車ボディパネル用 AlMgSi 合金の曲げ変形時
の水素集積挙動
………………堀川敬太郎 日岡健一郎 小林秀敏

11890

4259

Al4Ge 合金の時効組織と疲労亀裂との関係
……………………中川惠友 金谷輝人 長岡紀幸
榊原 精 伊藤吾朗

11897

4260

アルミニウム合金のプリフォーム中での透過係数測
定と低圧含浸シミュレーション
………松木一弘 崔 龍範 有田和司 山中隆志
佐々木 元 柳沢 平

11905

4265

AZ91D マグネシウムダイカスト板材の引張強さに
及ぼす環境調和型陽極酸化処理の影響
……日野 実 村上浩二 水戸岡 豊 平松 実
住岡誠二 金谷輝人 西條充司

11912

12995
121016

特集「QOL 向上のための材料技術」号
特集「QOL 向上のための材料技術」によせて
………新家光雄 塙 隆夫 千葉晶彦 成島尚之
福井壽男 岡崎義光 池田勝彦

徹

ウシ緻密骨における疲労き裂の発生および進展挙動
………金 鍾 憲 新家光雄 赤堀俊和 戸田裕之

4275
放電プラズマ焼結法を用いた生体用多孔質 CoCr
Mo 合金の作製
………………野村直之 宇津橋雅子 阿部麻里子
小野 元 千葉晶彦 4281

