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冷間圧延した Ti 20V 4Al 1Sn 合金における圧下
率と組織形態および機械的性質との関係
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スパッタ成膜中のイオン衝撃が Ni 薄膜の内部応力
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横山嘉彦 Do Hyang Kim
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成とその場 TEM による高温挙動観察
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光触媒抗菌試験条件がチタン基板上の大腸菌生存率
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用…………………倉科佑太 濱野拓巳 宮田昌悟
小茂鳥 潤 小山尹誉
摩擦攪拌接合したアルミニウム合金の疲労強度およ
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挙動への基材処理の影響
………後 裕介 岡井大祐 山本厚之 福嶋 豊
谷口善一 松永 淳
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郡 亜美 松村義人
錫めっき付銅板と銅ワイヤボンディング部の接合界
面構造 …藤原伸一 レインホールド ダウスカート
微粒子ショットピーニングによる真空浸炭材の表面
改質挙動に及ぼす投射材硬度の影響………澤田俊之
低温焼結接合のための酸化銀および酸化銅混合ペー
ストを用いた銅継手の接合性評価
……………………小椋 智 柳下朋大 高田慎也
藤本智之 廣瀬明夫
三点曲げ試験における TiN コーティング膜の破壊
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福井壽男 新家光雄
微細表面凹凸を有するステンレス鋼表面における仔
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……寺尾星明 小日置英明 山田克美 金武直幸
鋼および銅合金のスパッタエッチングによって形成
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シリコン含有鋼板の溶融亜鉛めっき焼鈍前酸化にお
ける硫化鉄の酸化促進効果
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