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第55巻

著 者 索 引 (ABC 順共著者は明朝体で表示)

A

阿部真之特集…12580
相原健作解説…10468

赤瀬善太郎特集…12575，12588
秋山和裕特集…12611

安藤大輔新進気鋭…8377

Anh Pham Hoang 特集…12584，

12594

青柳健大特集…12585

荒井重勇特集…12589

浅井彰二郎プロムナード…13
安坂幸師特集…12587
芦田哲哉新技術･新製品…3114

麻生浩平特集…12583

C

陳 春林特集…12582，12612
陳 明偉最近の研究…18，12589

張 岩特集…12596

E

榎 学ミニ特集…4147
衞藤太紀新技術･新製品…3111

F

フィンドレー スコット特集…12610

藤枝 俊最近の研究…9405
藤田武志特集…12589
深井英明新技術･新製品…3111

福田 隆特集…12586

福富洋志巻頭言…11
舟橋良次ミニ特集…7325
船窪 浩特集…12585

古原 忠特集…12593，12594，

12615
古河弘光特集…12595

G

江目文則新技術･新製品…270

權堂貴志はばたく…6275特集…

12595

郡司貴雄特集…12601

H

Ha Yoosung特集…12576

原 信義本多記念講演…5207
原 徹特集…12593

原田一敏解説…10468

長谷和邦新技術･新製品…3111

ミニ特集…10448

長谷川和宏ミニ特集…4142

長谷美宏幸はばたく…4172
橋本嘉昭新技術･新製品…118

波多 聰特集…12595，12600

服部芳明新技術･新製品…3114

林 泰輔特集…12584，12594

東田賢二特集…12597

樋口 徹特集…12576

日野 実新技術･新製品…121
平賀e二最近の研究…8361特集

…12605，12606，

12607，12608

平野 聡ミニ特集…10461
平尾雅彦特集…12577

平田秋彦最近の研究…18
平山尚美ミニ特集…7302

平山 司特集…12592

平山悠介最近の研究…397
廣澤渉一最近の研究…245
外薗 孝新技術･新製品…3108

本庄 稔ミニ特集…10448

本間智之特集…12575

宝野和博最近の研究…397

堀部陽一特集…12575

堀井則孝特集…12595

堀田善治最近の研究…245

堀内寿晃国際学会だより…127
穂坂雅喜解説…10468

I

一宮克行新技術･新製品…3111

飯田 努ミニ特集…7302
池田勝彦特集…12615

幾原雄一特集…12582，12609，

12610，12611，12612，

12613

稲垣 肇解説…10468

井上裕滋新技術･新製品…270

井上和俊特集…12582
井上貴之新技術･新製品…264ミ

ニ特集…4137
乾 晴行特集…12615

石田徳和新技術･新製品…3114

石田洋平談話室…10485
石井 靖最近の研究…6259

石川 亮新進気鋭…10479特集

…12609
石本卓也ミニ特集…4131

石坂春彦新技術･新製品…264

伊藤拳人特集…12601

伊藤優樹新技術･新製品…267
和泉輝郎特集…12592

K

梶原義雅特集…12615

掛下知行新技術･新製品…118特

集…12586，12615

鎌田俊哉新技術･新製品…115
紙川尚也特集…12593

金谷輝人新技術･新製品…121

金子賢治特集…12603

金子信悟特集…12601

笠田竜太特集…12576
笠間丈史解説…7329
加藤秀実最近の研究…11519
加藤丈晴国際学会だより…8383

特集…12592
加藤 康新技術・新製品裏話…

6271

川喜多仁最近の研究…9412
川本克巳特集…12595

川崎 亮最近の研究…4152

木口賢紀特集…12585，12599，

12614
菊池直樹新技術･新製品…124

木村達己ミニ特集…10448
北原 恒ミニ特集…4142

北村一浩談話室…129
北嶋具教最近の研究…8370
小林慶太特集…12591
小林 亮談話室…11549
小林俊介特集…12613
小林敬成新技術･新製品…267

小谷元子特集…12582



vivi 　　　　　　著 者 索 引

古賀紀光新進気鋭…6267
小池慎也新技術･新製品…267

小泉雄一郎ミニ特集…4131研究

所紹介…11537
今野豊彦特集…12585，12598，

12599，12600，12614

金野泰幸特集…12604

小山敦弘特集…12578
小山元道国際学会だより…5225
朽木智大企業紹介…10484
工藤博幸特集…12595

熊谷 悠新進気鋭…5221
熊本明仁特集…12611
黒光祥郎特集…12611

桑原泰隆新進気鋭…7336
許 新進気鋭…9421

L

李 昇原最近の研究…245

盧 はばたく…9428

M

牧 一誠新技術･新製品…267

牧野彰宏最近の研究…389，

12588，12596，12598

丸山恵史新進気鋭…259
増本 健プロムナード…8357
松田健二最近の研究…245

松垣あいらはばたく…274特集

…12579
松井章敏新技術･新製品…124

松井 功新進気鋭…4166
松村 晶特集…12583，12597

松本 太特集…12601

三木祐司新技術･新製品…124

御手洗容子最近の研究…8370

三浦誠司特集…12615

三宅 隆最近の研究…397

宮本吾郎特集…12593，12594

宮崎裕也特集…12595

宮l 讓ミニ特集…7307
宮崎伸介特集…12595

溝口照康特集…12610

森真奈美はばたく…130
森 勉講義ノート…9416，10475，

11528
森田清三特集…12580

森戸春彦ミニ特集…10447

森戸茂一研究室紹介…273特集

…12584，12594
本村 洋新技術･新製品…270

村上浩二新技術･新製品…121

村山光宏特集…12595

N

永瀬丈嗣特集…12586
長瀬敏之特集…12611

長友義幸特集…12611

仲井正昭ミニ特集…4142

中井由枝新技術･新製品…124
中嶋英雄材料発ベンチャー…6273
中本 斉新技術･新製品…3114
中村篤智特集…12610

中村徹之新技術・新製品裏話…

6271
中野貴由新技術･新製品…118，

264特集…12579

中島孝一新技術･新製品…3111
中島義雄新技術･新製品…264

中田英子談話室…9427
成井美穂解説…10468

成田健吾ミニ特集…4142

成田修二ミニ特集…10464
成島尚之国際学会だより…128
名雪桂一郎特集…12611

新家光雄ミニ特集…4142

仁井貴文研究室紹介…3117
新津甲大はばたく…275
西田一人新技術･新製品…118

西田 稔特集…12615

西嶋雅彦特集…12598
西本健太ミニ特集…10457
野澤和生最近の研究…6259

O

荻 博次特集…12577
大場史康特集…12609

大庭卓也特集…12584，12594

大橋 修解説…10468
大石恵一郎新技術･新製品…3108，

3114

大村孝仁特集…12593

大西 剛特集…12613

大阪武男特集…12601

大谷恭平はばたく…5226

太田裕樹新技術・新製品裏話…

6271

大津直史ミニ特集…4131

及川雄介新技術･新製品…270
岡 正徳企業紹介…9426
岡田浩一ミニ特集…10453

岡田益男学会賞受賞記念講演…

5199
奥西栄治特集…12610

小貫祐介新進気鋭…3104
織部一弥ミニ特集…4142

P

Parmanand Sharma特集…12588，

12596

R

ロイアヒン トリパシィシャリニ特集…12603

S

定松 直特集…12597
斉藤 研新技術･新製品…121

斎藤光浩特集…12582，12612

齋藤弥八特集…12587

坂本 寛特集…12576

佐々井浩志新技術･新製品…264

笹井雄太企業紹介…11548
佐々木淳志特集…12586

佐々木史明新技術･新製品…115

佐々木宏和特集…12581

佐藤博隆新進気鋭…11532
佐藤和久特集…12575，12595，

12596，12614

佐藤幸生特集…12575，12603

佐藤 裕最近の研究…253
Scott. D. Findlay特集…12609

関戸信彰特集…12593
仙波潤之ミニ特集…10453
千星 聡特集…12575，12604
柴田直哉特集…12609，12610，

12611，12613

渋谷陽二特集…12578

重松晃次特集…12583

嶋田雄介特集…12600
島岡勇記特集…12581

進藤大輔特集…12588

塩原 融特集…12592
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白井泰治ご挨拶…6251
白石貴久はばたく…3118特集…

12585，12599
首藤洋志国際学会だより…8382
菅原 章新技術･新製品…115

杉本宜昭特集…12580

鷲見郁宏新技術･新製品…124

須崎孝一新技術･新製品…3108
Swapnil Chetan Ghodkeミニ特集…7311

T

高橋 淳特集…12575

高橋正史ミニ特集…4133
高久田和夫ミニ特集…4142

高梨弘毅研究所紹介…11537
高野吉郎特集…12612

高杉隆幸特集…12604

武田雅敏ミニ特集…7316
竹中佳生特集…12596，12598

竹内 章特集…12598

竹内恒博ミニ特集…7311
田村貴志ミニ特集…4142

田邉豊和特集…12601
田中 功特集…12609

田中和明材料科学のパイオニアたち

…4160，5215

田中将己特集…12597

田中信夫特集…12589

田中敏宏新技術･新製品…118

田中康弘ミニ特集…4131

唐 永鵬最近の研究…245

谷口 尚特集…12609

垂水竜一特集…12575

程 宏輝紹介…4171
寺田大将最近の研究…245

寺田朋広特集…12587

寺井智之特集…12586

寺西正俊新技術･新製品…118
寺崎伸幸特集…12610

栃木栄太特集…12610
藤平哲也特集…12611，12612

徳永智春特集…12589

積川靖弘新技術･新製品…3108

柘植信二新技術･新製品…270

堤 祐介ミニ特集…4131，4133

津屋 修解説…10468

津o兼彰特集…12593

U

上田恭介ミニ特集…4131

薄井洋行特集…12602

W

和田 武最近の研究…11519

Y

山田 類最近の研究…4152

山田高広ミニ特集…7301
山本晃生ミニ特集…7311

山本明保特集…12600

山本和生特集…12590
山本剛久特集…12613

山本知一特集…12583

山本悠大特集…12589

山中 茂ミニ特集…4142

山l 順特集…12581
保田英洋特集…12591，12602
安田弘行特集…12586

安原 聡特集…12605，12606，

12607，12608
吉年規治最近の研究…4152
吉田竜視特集…12592

吉矢真人ミニ特集…7320
湯葢邦夫ミニ特集…7301特集…

12605，12606
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第54巻

著 者 索 引 (ABC 順共著者は明朝体で表示)

A

阿部皓貴ミニ特集…255
阿部真悟プロジェクト研究報告…

10515
赤嶺大志はばたく…4177
秋重幸邦ミニ特集…4138
秋田知樹小特集…7347
秋吉秀保プロジェクト研究報告…

10509
安斎浩一ミニ特集…9440
荒井栄司プロジェクト研究報告…

10498
荒木秀樹プロジェクト研究報告…

10491，10502，10519

E

榎本正人講義ノート…112，265，
3118，4168

F

藤林晃夫ミニ特集…4166
福富洋志ご挨拶…6271
舩木修平ミニ特集…4147
古原 忠最近の研究…13ミニ特

集…243
古澤孝之小特集…7333
古寺雅晴プロジェクト研究報告…

10491，10517
古家 優プロジェクト研究報告…

10509

G

後藤純哉はばたく…6296

H

萩原幸司ミニ特集…260プロジ

ェクト研究報告…10502，
10519

塙 隆夫プロジェクト研究報告…

5236
春本高志ミニ特集…12612
波多 聰小特集…7333
畠山賢彦小特集…7333

秦野正治小特集…7356
林 聡恵プロジェクト研究報告…

10509
東田賢二ミニ特集…260
日野 実新技術･新製品…124
平田直哉ミニ特集…9440
堀尾浩次新技術･新製品…272
宝野和博小特集…7351

I

井手拓哉プロジェクト研究報告…

10498，10502，10519
井頭賢一郎プロジェクト研究報告…

10511
池田亜矢子談話室…276
池田大亮ミニ特集…4137
池谷隼人はばたく…11575
幾原雄一国際学会だより…275
井野川人姿新進気鋭…11564
井上貴之プロジェクト研究報告…

10507
石川和宏小特集…7333
石丸 学小特集…7333
石本卓也プロジェクト研究報告…

10502，10515，10519
礒部繁人小特集…7333
伊藤公久ミニ特集…9436
伊藤真義ミニ特集…12621
伊藤 満プロジェクト研究報告…

5225
伊藤 聰ミニ特集…4142
伊東 航最近の研究…398
岩井一彦研究室紹介…11569
岩村栄治ミニ特集…12607
岩瀬彰宏最近の研究…8390
岩瀬謙二談話室…9471

J

史 蹟ミニ特集…12612

K

貝沼亮介最近の研究…398
掛下知行本多記念講演…5218プ

ロジェクト研究報告…

10491，10496
角田和彦ミニ特集…9449

紙川尚也最近の研究…13
神谷利夫プロジェクト研究報告…

5232
金谷輝人新技術･新製品…124
鹿又 武最近の研究…398
片山聖二プロジェクト研究報告…

5225
加藤 康新技術･新製品…118
川口亜紀プロジェクト研究報告…

10513
河村能人ミニ特集…244
川原田 洋プロジェクト研究報告…

5232
菊池竜也ミニ特集…9432
木浪信之ミニ特集…4161
岸田恭輔国際学会だより…4176
北嶋具教小特集…7333
小林慶太新進気鋭…6291
小林正和最近の研究…3105
小池淳一研究室紹介…12637
小泉諒太郎プロジェクト研究報告…

10507
小澤隆弘新進気鋭…9466

M

前田健作新進気鋭…12633
前嶋 聡プロジェクト研究報告…

10505
牧 正志講義ノート…11557，

12626
増田哲也新技術･新製品…272
松畑洋文最近の研究…6279
松井利之最近の研究…8390
松岡由貴委員会だより…10526
松尾元彰小特集…7333
松下 隆プロジェクト研究報告…

10493
南 久プロジェクト研究報告…

10517
御手洗容子小特集…7339委員会

だより…7365
水戸岡 豊新技術･新製品…124
三井好古新進気鋭…10522
三浦博己最近の研究…3105
三浦誠司国際学会だより…4176
宮原裕二プロジェクト研究報告…

5225
宮本吾郎最近の研究…13
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宮岡裕樹小特集…7333
宮坂史和ミニ特集…9444
宮澤 寛新技術･新製品…121
水谷美香プロジェクト研究報告…

10513
森永正彦学会賞受賞記念講演…

5207
森岡 仁ミニ特集…12602
森田孝治国際学会だより…12638
森戸茂一ミニ特集…4137
村石信二ミニ特集…12601，2612
村瀬 剛プロジェクト研究報告…

10515

N

永沼 博最近の研究…8383
永田員也新技術･新製品…124
中田伸生国際学会だより…7364
中島義雄プロジェクト研究報告…

10507
中本将嗣プロジェクト研究報告…

10498，10502，10519
中本貴之プロジェクト研究報告…

10517
中村徹之新技術･新製品…118
中村吉男ミニ特集…12612
中野貴由プロジェクト研究報告…

10491，10496，10498，
10502，10515，10519

夏井俊悟ミニ特集…9432
新家光雄巻頭言…11プロジェク

ト研究報告…5236
西田一人プロジェクト研究報告…

10491
西田 稔委員会だより…127
野村嘉道プロジェクト研究報告…

10511

O

尾形雅史新技術･新製品…121
小川哲史プロジェクト研究報告…

10513
大橋文人プロジェクト研究報告…

10509
大森俊洋最近の研究…8398
大貫惣明解説…391
大沼郁雄ミニ特集…4137，4142

大沼正人ミニ特集…12616
逢坂哲彌プロジェクト研究報告…

5225
太田裕樹新技術･新製品…118
太田道広小特集…7333，7335
大谷博司ミニ特集…255
奥村圭二ミニ特集…9431
小野寺礼尚はばたく…8413

S

坂井孝司プロジェクト研究報告…

10515
櫻井 浩ミニ特集…12621
櫻井吉晴ミニ特集…12621
三宮 工ミニ特集…12612
佐々井浩志プロジェクト研究報告…

10509
笹井和美プロジェクト研究報告…

10509
佐藤こずえはばたく…10527
関口哲志プロジェクト研究報告…

5227
柴田浩幸研究室紹介…3124
孫 世海プロジェクト研究報告…

10502
下村正樹ミニ特集…4157
篠原圭介新技術･新製品…121
城野克広入門講座…6286，7360，

8405，9462
末國晃一郎小特集…7335
菅原 章新技術･新製品…121
須藤祐司研究室紹介…12637
蘇亜拉図プロジェクト研究報告…

10502
鈴木秀生プロジェクト研究報告…

10500
鈴木宏輔ミニ特集…12621
鈴木亮輔ミニ特集…9432

T

田淵光春小特集…7347
高畠敏郎小特集…7335
橋啓介解説…391
高梨弘毅プロジェクト研究報告…

5225
玉岡秀房プロジェクト研究報告…

10502，10519

田中秀明小特集…7333
田中信夫プロジェクト研究報告…

5225
田中敏宏プロジェクト研究報告…

10491，10496，10498
谷 浩行プロジェクト研究報告…

10509
垂水竜一最近の研究…9454
寺西正俊プロジェクト研究報告…

10491，10500，10505，
10513

栃木栄太新進気鋭…8409
徳永透子はばたく…12639
塚本雅裕プロジェクト研究報告…

5239
堤 祐介プロジェクト研究報告…

5239

U

上田正人委員会だより…11574
梅森直樹新技術･新製品…272
梅津理恵最近の研究…398委員

会だより…9472

W

渡邊 玄ミニ特集…4152

X

許 最近の研究…398

Y

山田功作新技術･新製品…124
山口博隆最近の研究…6279
山口勝己プロジェクト研究報告…

10491，10517
山口正剛最近の研究…3110
山本 淳小特集…7335
山浦真一プロジェクト研究報告…

5227，5239
山崎仁丈最近の研究…5242小特

集…7343
余語利信プロジェクト研究報告…

5227
吉川秀樹プロジェクト研究報告…

10515
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A

安達正芳新進気鋭…118
秋吉竜太郎はばたく…3114
青柳健大はばたく…11558
荒井雅之新技術･新製品…3107

荒川基彦新技術･新製品…123

C

千葉亜耶はばたく…8371

E

遠藤成輝最近の研究…394
遠藤 茂新技術･新製品…126

衞藤太紀新技術･新製品…129

F

Fei„Ting Huang最近の研究…

8355

藤井英俊小特集…12603

藤井啓道国際学会だより…6265
藤井達也はばたく…4170
藤木 章小特集…12608
深井英明新技術･新製品…126

古井光明談話室…7328

H

萩原幸司最近の研究…8348
濱岡 巧はばたく…7329
花田修治新技術･新製品…260
原 信義新技術･新製品…123

長谷和邦新技術･新製品…126

長谷川和宏ミニ特集…4134
長谷川正新技術･新製品…260

林 大和小特集…11541
東 健司ミニ特集…9410

東田賢二ミニ特集…10454

平谷多津彦新技術･新製品…3110
廣本祥子ミニ特集…4133

廣澤渉一小特集…12583

廣瀬明夫新技術･新製品…263

弘津禎彦ミニ特集…10471

本間智之小特集…12583

堀尾浩次材料ニュース…12625

堀部陽一最近の研究…8355
宝来正隆ミニ特集…10454

I

伊木 聡新技術･新製品…3104

池田倫正新技術･新製品…263

池田輝之最近の研究…7307
幾原雄一ミニ特集…9414

稲邑朋也最近の研究…7321
石川善恵解説…387

石本卓也ミニ特集…4133

岩井一彦ミニ特集…10450

K

影山裕史小特集…12612
掛下知行巻頭言…11
笠井勝司新技術･新製品…3110

片山芳則最近の研究…394

加藤雅治本多記念講演…5209
河西寿雄新技術･新製品…123
川野光子ミニ特集…4153

菊月まゆ子はばたく…9432
金 煕榮最近の研究…111
木村 崇新技術・新製品裏話…

5222

小池淳一最近の研究…245

小林智生新技術･新製品…260

小日置英明新技術･新製品…266

小口信行解説…4157
香山正憲ミニ特集…9405
小泉雄一郎ミニ特集…4133

今野豊彦ミニ特集…10471

越崎直人解説…387
熊倉政宣新技術･新製品…3107

黒田健介最近の研究…252
日下部繁新技術･新製品…123

桑山道弘新技術･新製品…129

高 維林新技術・新製品裏話…

5222

M

町田晃彦最近の研究…394

牧 一誠新技術･新製品…269

正橋直哉新技術･新製品…260

升光法行新技術･新製品…3107

増本 健プロムナード…8345
増田哲也材料ニュース…12625

松原行宏新技術･新製品…266

松田光弘談話室…12628
松井 穣新技術･新製品…3104

松村 晶紹介…10485
松永克志ミニ特集…9414

三浦永理ミニ特集…4133

宮田康人新技術･新製品…129
宮崎成正はばたく…10486
宮崎修一学会賞受賞記念講演…

5197
宮崎 亨講義ノート…8363，

9419，10479，11550，

12621
溝口照康ミニ特集…9414
森 広行新技術･新製品…269
森田孝治最近の研究…13
毛利哲夫ミニ特集…9394
武藤 泉新技術･新製品…123

N

柳楽知也ミニ特集…10467
名越貴志はばたく…6266
中川 貴小特集…11529

仲井正昭ミニ特集…4133
中村 生ミニ特集…4153

中村貴宏小特集…11533
中島孝一新技術･新製品…126
生津資大小特集…12616
浪川 操新技術･新製品…3110

夏井俊悟はばたく…272
新家光雄ご挨拶…6250
二宮弘憲新技術･新製品…3110

西 直美小特集…12589
野口大介はばたく…5224

O

尾田善彦新技術･新製品…3110

小笠原康悦ミニ特集…4153
小川文男新進気鋭…9427
小川雄司新技術･新製品…3107
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小椋 智新技術･新製品…263

小原良和新進気鋭…3100
大石 郁小特集…12603
大村孝仁最近の研究…7312
大中逸雄ミニ特集…10462
大野かおるミニ特集…9400

大野宗一ミニ特集…10458
太田裕樹新技術･新製品…266

大津直史ミニ特集…4133

岡部 徹新技術・新製品裏話…

3115
岡部能知新技術･新製品…3104

興戸正純最近の研究…252

小野頌太ミニ特集…9400

小野敏昭ミニ特集…10454

S

佐原亮二ミニ特集…9400
齋藤寛之最近の研究…394

齋藤和也小特集…12584
齊藤雄太最近の研究…245

坂 公恭談話室…8370
坂井孝司ミニ特集…4139
坂手宣夫小特集…12599

SangWook Cheong最近の研究…

8355

佐藤和久ミニ特集…10471
佐藤俊一小特集…11533

佐藤 尚ミニ特集…10449
澤西央海新技術･新製品…263

澤瀬 隆ミニ特集…4143

瀬川勝敬新技術･新製品…260

清野智史小特集…11529

関野 徹小特集…11546
関 修平小特集…11520

柴田直哉ミニ特集…9414

椎原良典ミニ特集…9405

清水崇行材料ニュース…12625
菅原 章新技術・新製品裏話…

5222

菅原 優新進気鋭…4165
杉村 渉ミニ特集…10454
杉本正樹小特集…11524

須藤祐司最近の研究…245，

小特集…12583
鈴木孝英ミニ特集…4148

T

平 曜輔ミニ特集…4143

高際良樹新進気鋭…6260
武田裕利ミニ特集…4153

武田 秀小特集…12594
田中真悟ミニ特集…9405

田中俊一郎小特集…11515，516，

520，546

谷口公一新技術･新製品…263
谷本久典小特集…11537
谷敷多穂新技術･新製品…129

寺尾星明新技術･新製品…266
寺山 朗小特集…12583

手束展規最近の研究…5215
栃木栄太ミニ特集…9414

富田俊郎最近の研究…6253
豊田俊介新技術･新製品…3104
佃 諭志小特集…11520
辻 剛志解説…387

U

上田恭介ミニ特集…4133

上田正人ミニ特集…4133

上杉徳照ミニ特集…9393，9410
梅森直樹材料ニュース…12628

卜部憲登新技術･新製品…129

W

和田 浩新技術･新製品…266

Y

籔本 哲新技術･新製品…3104

矢子ひとみはばたく…5225
山本晃生はばたく…132
山本孝夫小特集…11529
山本民次新技術･新製品…129

山中謙太はばたく…6267
山下大樹新技術･新製品…269

矢野正孝新技術･新製品…3107

保田英洋小特集…11524
安田秀幸ミニ特集…10467

屋山 巴はばたく…3113
吉矢真人ミニ特集…10467
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A

安彦兼次解説…6259
秋葉悦男ミニ特集…7327
安間裕之新技術・新製品…280
浅野耕太ミニ特集…7328

B

趙 柏榮解説…13

C

千野靖正最近の研究…10484

D

堂前和彦ミニ特集…12563

E

榎 浩利ミニ特集…7328

F

藤長政志新技術・新製品…280
藤野謙司最近の研究…10484
福田英次新技術・新製品…274
福田國夫新技術・新製品…129
舟田義則産官学交差点…4182
古林孝夫最近の研究…399
古原 忠国際学会だより…12580
二川正敏最近の研究…8390

G

高 維林新技術・新製品…126
後藤貢一新技術・新製品…117
後藤 孝ミニ特集…9434

H

浜田登喜夫新技術・新製品…120
原田広史ミニ特集…9445最近の

研究…10469
原 卓也新技術・新製品…277
秦野正治新技術・新製品裏話…

4180
林宏太郎新技術・新製品…3116
林 邦夫新技術・新製品…117
林 重成ミニ特集…9427
匹田和夫新技術・新製品…268
平山恭介はばたく…5233
堀家千代子新技術・新製品…271
細田秀樹談話室…132
宝野和博最近の研究…399

I

井 誠一郎国際学会だより…3130
池田一貴ミニ特集…7346
池田勝彦最近の研究…4173
池野 進談話室…10491
池尾直子はばたく…11531
井野博満ミニ特集…4153
乾 晴行国際学会だより…12580
石田清仁学会賞受賞記念講演…

5209
石黒康英新技術・新製品…3125
石井和秀新技術・新製品…129
石井 聡最近の研究…6266
石川和俊新技術・新製品…3125
石丸詠一郎新技術・新製品裏話…

4180
伊藤暁彦新進気鋭…11525
伊藤和博最近の研究…3108

J

城野百合はばたく…7361

K

蔭山博之最近の研究…258
掛下知行巻頭言…6249国際学会

だより…12580
亀川 孝新進気鋭…5229
加藤秀実最近の研究…8395
且井宏和ミニ特集…9434
川岸京子ミニ特集…9445最近の

研究…10469
川合將義最近の研究…8390
菊地祐久新技術・新製品…268
Kim Hyunjeongミニ特集…7328
木村 崇新技術・新製品…126
岸本 茂最近の研究…6266
岸本康夫新技術・新製品…3119
児玉武臣新技術・新製品…120
小原真司最近の研究…249
小泉 晋新技術・新製品…280
児島理恵最近の研究…249
小島由継ミニ特集…7333
粉川博之入門講座…110，264
駒井 浩最近の研究…10484
小松正雄最近の研究…8390
近藤亮太はばたく…12582
河野雅昭新技術・新製品…129
栗原伸之佑新技術・新製品…123
栗田 健最近の研究…10484
黒川一哉ミニ特集…9427，9428
桑野範之談話室…3128

L

李 賢宰最近の研究…6273

M

町田晃彦ミニ特集…7337
桝野 有新技術・新製品…3116
松田健二談話室…10491
松本 篤新技術・新製品…3116
松本愛子ミニ特集…7328
松本一秀最近の研究…10469
松村大樹ミニ特集…7337
松岡由貴ミニ特集…4145
松谷直樹新技術・新製品…117
松山宏之新技術・新製品裏話…

4180
松永利之最近の研究…249
三木祐司新技術・新製品…3119
御手洗容子談話室…132ミニ特

集…9440
宮部さやかはばたく…6284
宮嶋陽司国際学会だより…6283
宮崎修一巻頭言…11
水上英夫新技術・新製品…3116
水谷 孝最近の研究…6266
門前亮一最近の研究…10475
森口晃冶新技術・新製品…123
森 久史最近の研究…10484
森 克徳談話室…10491
森田一樹新技術・新製品…271
盛田元彰はばたく…283
村上秀之ミニ特集…9440
村松康司ミニ特集…12558

N

中江秀雄解説…13
中川誠治新技術・新製品…274
中橋 哲新技術・新製品…3125
中村尚道新技術・新製品…280
中村優美子ミニ特集…7328
中野貴由談話室…132新技術・

新製品…274
中島義雄新技術・新製品…274
中谷友也最近の研究…399
中山伸之新技術・新製品…268
中山武典ミニ特集…12572
南部将一新進気鋭…7357
南口 誠ミニ特集…9427
直江 崇最近の研究…8390
新家光雄本多記念講演…5219
西畑敏伸新技術・新製品…268
西村克彦談話室…10491
西山佳孝新技術・新製品…123
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新田紀子最近の研究…4166
入戸野 修ミニ特集…4150
信木 関はばたく…9450
野田雅史最近の研究…10484
野村勝裕最近の研究…258
野瀬正照談話室…8404

O

小原 久最近の研究…10484
小川 浩ミニ特集…7342
小川尚志新技術・新製品…3119
小川登志男新技術・新製品…117
大場史康最近の研究…7350
大石恵一郎新技術・新製品…3122
大石佑治国際学会だより…11530
大野雄高最近の研究…6266
大野 裕最近の研究…6273
大下英敏ミニ特集…7346
大砂 哲ミニ特集…12553
太田裕樹新技術・新製品…129
大友季哉ミニ特集…7346
岡部 徹新技術・新製品…271
岡田浩一新技術・新製品…123
奥山悟郎新技術・新製品…3119
小野恭子ミニ特集…4163
折橋広樹はばたく…3132
小薄孝裕新技術・新製品…123

S

佐伯 功ミニ特集…9427
齋藤寛之ミニ特集…7337

齋籐尚文最近の研究…10484
榊 浩司ミニ特集…7328
桜井健次ミニ特集…12567
雀部 実プロムナード…8379
佐藤秀雄新技術・新製品…3125
佐藤紘一最近の研究…8390
重里元一新技術・新製品…277
清水 寛新技術・新製品…129
篠原康浩新技術・新製品…277
菅原 章新技術・新製品…126
鈴木進補解説…13
鈴木貴之新技術・新製品…268
鈴木健史新技術・新製品…3125
鈴谷賢太郎ミニ特集…7346

T

高橋明彦新技術・新製品裏話…

4180
高橋広幸新技術・新製品…274
高橋有紀子最近の研究…399
高田昌樹最近の研究…249
竹田幸治ミニ特集…7337
竹田 智新進気鋭…114
田中博之新技術・新製品…117
田中真悟国際学会だより…10493
田中真次新技術・新製品…3122
徳田昌則ミニ特集…4158
徳本有紀最近の研究…6273
當代光陽はばたく…136
豊浦和明新進気鋭…12576
津田雅史最近の研究…8395
辻 伸泰国際学会だより…12581

津留英司新技術・新製品…277

U

内田祐一新技術・新製品…3119
上田正人最近の研究…4173
上田光敏ミニ特集…9427
上島伸文はばたく…8405

W

和田 武最近の研究…8395
若林裕助ミニ特集…12554
渡邊千尋最近の研究…10475

X

徐 最近の研究…8390

Y

山田 昇最近の研究…249
山中章裕新技術・新製品…3116
山嵜春樹新技術・新製品…120
八百隆文最近の研究…6273
安田啓介解説…8382
米永一郎ミニ特集…4146最近の

研究…6273
義家敏正最近の研究…8390
吉川 勉新技術・新製品…3122
吉見享祐談話室…132
弓削是貴新進気鋭…6278
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A

秋岡幸司新技術･新製品…270
天谷 尚新技術･新製品…3117
安藤大輔はばたく…6265
青木 聡新進気鋭…11516
青山正義解説…6251
荒谷昌利新技術･新製品…264
浅田 格ミニ特集…8365
淺間 一小特集…4139
麻生敏光新技術･新製品…128

C

C. M. Gourlay最近の研究…12561
趙 研はばたく…10481
千葉晶彦最近の研究…253

F

深井 有解説…18
船津裕二新技術･新製品…276

G

高 維林新技術･新製品…273

H

萩原幸司ミニ特集…10453
原健一郎はばたく…9438
原 信義談話室…131
波多 聰小特集…4137ミニ特集

…10453
秦野正治新技術･新製品…125
林勇二郎ミニ特集…8360
稗田純子はばたく…9437
東 健司トピックス…9428
樋口淳一新技術･新製品…267
平田秋彦最近の研究…395
廣本祥子ミニ特集…7319
廣澤渉一小特集…4137ミニ特集

…10453
本田和彦新技術･新製品…3120
細田秀樹最近の研究…4168

I

井 誠一郎小特集…4137ミニ特
集…10453

市川正信新技術･新製品…270
五十嵐正晃新技術･新製品…3117
井口 学ミニ特集…8369
池田賢一ミニ特集…10453
今井和仁新技術･新製品…270
井上健裕新技術･新製品…276
石田清仁新技術･新製品…3108
石田昌義新技術･新製品…264

石黒康英新技術･新製品…264
石川 操新技術･新製品…3111
石丸詠一朗新技術･新製品…125
石丸 学最近の研究…395
礒本良則解説…11509
岩間隆史新技術･新製品…122
岩見友司新技術･新製品裏話…

6262

K

貝沼亮介新技術･新製品…3108
梶山浩志新技術･新製品…122
兼松秀行ミニ特集…8362
河端良和新技術･新製品…264
川喜多 仁材料ニュース…11521
君塚 肇最近の研究…395
木村晃彦小特集…4158
喜瀬純男新技術･新製品…3108
小林 覚国際学会だより…3122
小林千悟ミニ特集…7307
小池淳一談話室…131
小泉雄一郎最近の研究…253
小久保信作新技術･新製品…264
今野豊彦最近の研究…395
香山 晃材料発ベンチャー…8383
小山元道はばたく…7335
熊谷晃一ミニ特集…8365
熊谷 進ミニ特集…8365
熊倉浩明小特集…4153
國峯崇裕新進気鋭…3102
藏本孝一新技術･新製品…119
黒o紘史新技術･新製品…3114

M

前野圭輝はばたく…279
丸山公一国際学会だより…9434
松山宏之新技術･新製品…125
松田光弘ミニ特集…10453
松本 篤新技術･新製品…116
松尾 亨新技術･新製品…116
皆川昌紀新技術･新製品…276
南埜宜俊最近の研究…253
三浦永理ミニ特集…7307
宮嶋陽司新進気鋭…8379
宮野公樹ミニ特集…10453
宮田政樹新技術･新製品…116
宮崎修一本多記念講演…5209巻

頭言…6241
森本康秀新技術･新製品…3120
森田孝治ミニ特集…10455
森戸春彦新進気鋭…12569
村上恭和ミニ特集…10453
村山光宏ミニ特集…10462
室田康宏新技術･新製品…3111
武藤俊介最近の研究…9416

N

永井亜希子ミニ特集…7323
長島英紀新技術･新製品…267
柳楽知也最近の研究…12561
中川惠友ミニ特集…10453
中川 佳新技術･新製品…3111
中川郷司新技術･新製品…3111
仲井正昭ミニ特集…7307，7309
中嶋英雄最近の研究…395
仲道治郎小特集…4137
仲村龍介最近の研究…395
中野心哉新技術･新製品…3114
中野貴由新技術･新製品…119最

近の研究…4168
中尾 航小特集…4143
西村 睦談話室…7331
西村一実新技術･新製品…3120
西村直之新技術･新製品…119
野村直之ミニ特集…7307
野山義裕新技術･新製品…119

O

小幡亜希子ミニ特集…7313
落合庄治郎巻頭言…11
小川和博新技術･新製品…267
尾林 彰新技術･新製品…270
大石佑治はばたく…135
大森章夫新技術･新製品…3111
大森俊洋新技術･新製品…3108
大谷 潤新技術･新製品…276
大津直史ミニ特集…7307
大塚雄市解説…9409
大槻悦夫新技術･新製品…3114
大内允之最近の研究…253
大山伸幸新技術･新製品裏話…

6262
大関 崇小特集…4147
岡田浩幸新技術･新製品…128
岡本 力新技術･新製品…128
奥野華子ミニ特集…10467
小野義彦新技術･新製品…122
長田俊郎新進気鋭…7327
乙 陽平新技術･新製品…3117

P

Peter W. Robinson新技術･新製品
…273

S

Samuel M. Allen最近の研究…253
相良雅之新技術･新製品…3117
齋藤 晃最近の研究…8371
斎藤 全はばたく…4179
齊藤敬高国際学会だより…6264
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坂田英二新技術･新製品…267
櫻井理孝新技術･新製品…122
佐藤和久最近の研究…395
佐藤道貴新技術･新製品裏話…

6262
澤渡直樹新技術･新製品…3117
関戸 大ミニ特集…8365
関 剛斎新進気鋭…5216
世古敦人新進気鋭…6258
柴田浩幸国際学会だより…10480
史 蹟ミニ特集…10473
進藤裕英ミニ特集…8367
白幡浩幸新技術･新製品…276
須田 久新技術･新製品…273
須藤俊太郎新技術･新製品…270
菅原 章新技術･新製品…273
杉山 明最近の研究…12561
鈴木 茜ミニ特集…10459
鈴木基彦新技術･新製品…273
鈴木進補国際学会だより…134
鈴木俊明解説…12545

T

高橋明彦新技術･新製品…125
橋健二新技術･新製品…122
高橋可昌解説…12545

武田幹治新技術･新製品裏話…
6262

武田光博ミニ特集…8365
武本真治ミニ特集…7316
竹内 伸トピックス…262
田村鉄平新技術･新製品…116
田中真悟小特集…4137国際学会

だより…8386
田中豊延新技術･新製品…3108
多根正和国際学会だより…134

最近の研究…395
谷垣 武新技術･新製品…116
丹野浩一ミニ特集…8359
蔡 安邦談話室…7333
土田紀之談話室…9436
築山訓明はばたく…12574
津l兼彰小特集…4163
塗 溶ミニ特集…10453

U

植田 滋国際学会だより…10480
上田恭介新進気鋭…9424
上杉健太朗最近の研究…12561
馬越佑吉学会賞受賞記念講演…

5203
梅谷啓二最近の研究…12561

V

Victoria YARDLEYミニ特集…
10471

W

渡辺芳典新技術･新製品裏話…
6262

Y

山田豊和最近の研究…10475
山寺芳美新技術･新製品…267
山本 悠はばたく…5221
山崎和彦はばたく…3123
安田秀幸最近の研究…12561
横井達矢最近の研究…253
吉田英弘最近の研究…12552
吉川秀樹新技術･新製品…119
吉見享祐談話室…131最近の研

究…4168
吉矢真人最近の研究…253，

12561
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A

阿部 賢新技術･新製品…3120
阿部太一解説…13
足立大樹ミニ特集…4149
安達和彦新技術･新製品…3120
青山正義新技術･新製品…124
荒木 暢ミニ特集…9379

E

江草大佑はばたく…5213
遠藤成輝はばたく…4173
遠藤裕寿新技術･新製品…124

F

藤井浩康新技術･新製品…3126
藤本慎司ミニ特集…7274
藤原順介新技術･新製品…273
深井 有解説…11465，12521
福山博之最近の研究…263
舟橋正浩解説…6241

H

袴田昌高新進気鋭…4168
長谷川達也新技術･新製品…273
長谷崎和洋ミニ特集…4143談話

室…4172
林 幸談話室…282
日比谷孟俊最近の研究…263
檜室義幸最近の研究…8339
本庄 稔新技術･新製品…3123
堀 史説最近の研究…6247
細川伸也解説…397
宝野和博最近の研究…9397

I

今西大輔新技術･新製品…279
乾 晴行ミニ特集…4149
石田清仁最近の研究…8339
石田昌義新技術･新製品…133
石川啓史新技術･新製品…3123
石川東一郎ミニ特集…4158
一色 実最近の研究…11480
岩見友司新技術･新製品…270
岩瀬彰宏最近の研究…6247

K

貝沼亮介最近の研究…8339
掛下知行国際学会だより…12531
亀岡 聡最近の研究…11473
亀山達也最近の研究…3105
金子道郎新技術･新製品…276
菅野晃慈はばたく…11488

菅野千晴はばたく…283
加藤謙治新技術･新製品…276
加藤 徹新技術･新製品…127，

273
桂井 隆新技術･新製品…3120
木村 薫談話室…282
木村圭一新技術･新製品…130
木村達己新技術･新製品…3123
木村好里ミニ特集…4141
木皿且人ミニ特集…4158
岸田恭輔ミニ特集…4149
小林英一解説…10423
小岩昌宏解説…255
小嶋隆幸ミニ特集…9389
小嗣真人ミニ特集…9389
河本邦仁ミニ特集…4152
河野雅昭新技術･新製品…133
小山和也最近の研究…4161
小山敏幸解説…13
小塚雅也最近の研究…9397
栗田典明ミニ特集…7273
黒崎 健ミニ特集…4146

M

前田将克最近の研究…10439
前田 亘新技術･新製品…279
真崎義治新技術･新製品…124
松井直樹新技術･新製品…273
松井利之最近の研究…6247
松永哲也最近の研究…3105
松岡才二新技術･新製品…133
松浦宏行新進気鋭…10446
三上祐史ミニ特集…4155
三島良直巻頭言…11
三田尾眞司新技術･新製品…3123
三俣千春ミニ特集…9373，9383
三浦永理最近の研究…8331
宮本典孝ミニ特集…9379
宮崎修一国際学会だより…12531
水口将輝ミニ特集…9389
諸星圭祐最近の研究…263
村上正紀学会賞受賞記念講演…

5199
牟田浩明ミニ特集…4146

N

南雲道彦本多記念講演…5205
中田伸生新進気鋭…3112
中嶋英雄紹介…12529
中村 元ミニ特集…9374
中谷亮一ミニ特集…9393
成田弘一最近の研究…4161
新野正之ミニ特集…4158
西田 稔国際学会だより…12531
西島 元最近の研究…119
西村誠二新技術･新製品…276
西名慶晃新技術･新製品…279

西野洋一ミニ特集…4155
西当弘隆はばたく…136
西山忠夫新技術･新製品…3120

O

落合庄治郎巻頭言…6233
尾田善彦新技術･新製品…133
大出真知子解説…13
大賀信太郎新技術･新製品…127
大石哲雄最近の研究…4161
大木達也プロムナード…251
大久保忠勝最近の研究…9397
大森俊洋最近の研究…8339
大貫 仁最近の研究…11480
大山伸幸新技術･新製品…270
岡田信宏ミニ特集…7274
岡島敏浩解説…10423
岡本範彦ミニ特集…4149
岡山 敦新技術･新製品…273
小野寺秀博解説…13
小野寛太ミニ特集…9379
小澤俊平最近の研究…263

S

定松 直はばたく…12534
齊藤敬高新進気鋭…3116
酒井潤一ミニ特集…7279
佐久間昭正ミニ特集…9383
佐々木浩満新技術･新製品…3120
笹森賢一郎紹介…8353
佐藤秀彦新技術･新製品…276
佐藤剛一最近の研究…111
佐藤道貴新技術･新製品…270
佐藤英一最近の研究…3105
佐藤 尚最近の研究…8331
柴田曉伸新進気鋭…6254
嶋田雄介はばたく…10450
下川智嗣最近の研究…8346
下野昌人解説…13
白井正文ミニ特集…9389
白土 優ミニ特集…9393
染川英俊国際学会だより…5212
須藤祐司最近の研究…8339
諏訪嘉宏解説…13
鈴木一行ミニ特集…4158

T

田原正樹はばたく…12533
太子敏則最近の研究…10431
高橋康夫最近の研究…10439
高梨弘毅ミニ特集…9389
武田幹治新技術･新製品…270
竹田和年新技術･新製品…3126
武井廣見紹介…12529
竹正峰康新技術･新製品…3123
玉橋邦裕最近の研究…11480
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田中克志ミニ特集…4149
田中將己国際学会だより…5212
田中幹也最近の研究…4161
田中敏宏新技術･新製品…127
田中優樹最近の研究…8339
谷口滋次ミニ特集…7287
寺嶋晋一新技術･新製品…130
戸田広朗新技術･新製品…133
友澤方成はばたく…284
土浦宏紀ミニ特集…9383
辻 隆之新技術･新製品…124
塚口友一新技術･新製品…127
水流 徹ミニ特集…7283

U

上田章二最近の研究…3105
宇野智裕新技術･新製品…130
宇佐見明新技術･新製品…276

W

渡邊信輔新技術･新製品…127
渡辺芳典新技術･新製品…270
渡辺義見最近の研究…8331

Y

山中伸介ミニ特集…4146
山崎修一新技術･新製品…3126
矢野正雄ミニ特集…9379
矢野歳和ミニ特集…4158
横山康雄新技術･新製品…279
米永一郎最近の研究…10431
吉原美知子談話室…282
吉永陽一新技術･新製品…279
YimengChen最近の研究…9397
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A

阿部英樹ミニ特集…7314
阿部 賢新技術・新製品…272
鐙屋 匡新技術・新製品…3119
赤坂俊輔ミニ特集…7312
天藤恭太郎新技術・新製品…126
安藤和也ミニ特集…12575
安藤陽一最近の研究…17
荒谷昌利新技術・新製品…3110

D

出村雅彦ミニ特集…7303

F

藤井秀樹新技術・新製品…275
藤井啓道はばたく…8383
藤田紘司はばたく…5208
藤原航三ミニ特集…7303
福元成雄新技術・新製品…126
福村知昭ミニ特集…7312
福村好美小特集…9426
古林孝夫ミニ特集…12580
古川柳蔵小特集…9418
古島 剛新進気鋭…113

G

後藤龍太はばたく…12599
郡司牧男新技術・新製品…3110

H

Hongyang Zhao最近の研究…8364
萩原幸司ミニ特集…7303
花田修治新技術・新製品…3119
原田広史トピックス…11533
波多 聰最近の研究…6274
林 将光新進気鋭…8376
日高武史新技術・新製品…278
東田賢二最近の研究…6274
日野 実最近の研究…12585
平賀 二最近の研究…4161
廣瀬明夫新技術・新製品…120
本多祐二材料発ベンチャー…132
宝野和博ミニ特集…12580
堀 史説最近の研究…262
堀田英輔新技術・新製品…281
堀田 真新技術・新製品…123

I

市野善朗プロムナード…13
井出英一新技術・新製品…120
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究…12585

金子貫太郎新技術・新製品…123
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永瀬丈嗣ミニ特集…7323
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中村篤智ミニ特集…7310
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中山大成新技術・新製品…129
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高橋一浩新技術・新製品…275
橋幸生国際学会だより…5207
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高丸広毅新技術・新製品…129
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田中一郎新技術・新製品…129
田中將己最近の研究…6274
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辻 伸泰ミニ特集…7305
辻江正裕最近の研究…10455
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谷月 峰トピックス…11533
鄭 澤均新技術・新製品…3119
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内田健一解説…8357
植田圭治新技術・新製品…3116
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梅本雅資新技術・新製品…281
梅津理恵最近の研究…10462

魚本 幸最近の研究…11521
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和久芳春ミニ特集…7307
渡邉好紀新技術・新製品…3116
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許 亜ミニ特集…7314
Xiaolin Wang最近の研究…8364
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山本厚之トピックス…8381
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山本剛久ミニ特集…7310
山本 徹ミニ特集…4157
山末英嗣小特集…9405
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柳谷彰彦新技術・新製品…117
屋鋪裕義新技術・新製品…129
保田英洋ミニ特集…7325
保田雄亮新技術・新製品…120
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赤瀬善太郎最近の研究…9458
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有賀康博談話室…3141
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朝比奈俊輔特集…12619
浅井鉄也新技術・新製品…282
安坂幸師特集…12608
浅香 透特集…12640
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N.D. Browning特集…12592
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出村雅彦最近の研究…9452
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枝川圭一プロジェクト報告…6307
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藤井秀樹最近の研究…11547
藤居義和解説…9445
藤田晃司特集…12598
副島啓義特集…12635
古屋一夫特集…12589，12631
S.D. Findlay特集…12639
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浜田弘一特集…12617
浜田龍次新技術・新製品…123
花尾方史新技術・新製品…123
塙 隆夫国際学会だより…8424
原 徹特集…12596，12614，

12627，12630
春名 匠国際学会だより…11565
春名靖志新技術・新製品…135

治田充貴特集…12638
長谷川浩平新技術・新製品…3129
長谷川繁彦特集…12591
橋本直幸特集…12616
波多 聰特集…12610，12611，

12612，12620，12680
林 泰輔特集…12627
東 健司新技術・新製品…288
東 慎也特集…12639
東田賢二特集…12609，12610
檜木達也産官学交差点…10522
平賀賢二特集…12593
平城 正新技術・新製品…120
平野敏幸最近の研究…9452
平尾一之特集…12598
平澤寛子特集…12616
広瀬智行特集…279
平山 司特集…12598，12623
弘津禎彦特集…12590
堀田善治特集…12589
細田奈麻絵ミニ特集…4165
北條 元特集…12598
兵頭志明プロジェクト報告…6303

I

市野健司特集…12624
井手拓哉はばたく…7379
池田賢一特集…12610，12611，

12612，12620
池田倫正新技術・新製品…276，
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池田裕二郎小特集…7372
幾原雄一プロジェクト報告…6283，

6284特集…12589，
12595，12598，12600，
12627，12639

今宿 晋はばたく…5232
井之上勝哉最近の研究…5219
井上幸一郎新技術・新製品…132
石田秀輝ミニ特集…4156
石垣 徹小特集…7351
石黒康英特集…12624
石川浩一新技術・新製品…285
石川 亮はばたく…3142特集…

12597
石丸 学特集…12591
石本卓也はばたく…10523特集

…12620
石崎貴裕ミニ特集…4174
礒部繁人特集…12616
磯田正二特集…12602，12638
板倉 賢特集…12629
伊藤晋一小特集…7363
伊藤高幸新技術・新製品…126

J

陣内浩司特集…12589，12622

K

鹿毛 勇新技術・新製品…3132
梶ヶ谷充敏新技術・新製品…129
垣澤英樹ミニ特集…4155
上野武夫特集…12615
神山 崇小特集…7353
金本規生新技術・新製品…129
金山俊克特集…12634
金子大作ミニ特集…4160
金子賢治特集…12611，12628
金子武司特集…12622
金子達雄ミニ特集…4160
菅野幹宏書評…4200
仮屋房亮新技術・新製品…129
笠田竜太産官学交差点…10522
加藤光郎特集…12621
加藤雅治巻頭言…5201
川邉英尚新技術・新製品…3129
川上 哲最近の研究…11547
川本直幸はばたく…139特集…

12618
河村純一特集…12601
河村健二新技術・新製品…3129
河野正道新技術・新製品…132
川崎雅司特集…12595
川崎直彦特集…12637
川瀬 昇特集…12621
木口賢紀特集…12599
木本浩司特集…12613，12640
木村晃彦産官学交差点…10522
木村博充はばたく…9475
衣川照久新技術・新製品…126
岸田恭輔最近の研究…9452
岸本弘立特集…12617
北濱正法新技術・新製品…279
北村壽朗特集…12635
北岡 諭プロジェクト報告…6317
木太拓志特集…12595
鬼柳善明小特集…7366
小林久理真特集…12629
小林 亮プロジェクト報告…6303
小林 崇新技術・新製品…129
小岩昌宏材料科学のパイオニアたち

…8412
小泉雄一郎特集…12594
小松 寛特集…12638
小峰利夫特集…12603
小森 務新技術・新製品…3132
近藤憲治解説…255
近藤創介産官学交差点…10522
近藤 猛はばたく…291
近藤行人特集…12622
今野豊彦特集…12589，12590，

12591，12599
香山 晃特集…12617



viiviiま て り あ
Materia Japan

第48巻(2009)

小山敏幸プロジェクト報告…
6303入門講座…9466，
10508，11555

小山幸典プロジェクト報告…6299
熊倉誠治新技術・新製品…120
國枝知徳最近の研究…11547
蔵元英一講義ノート…3111，

4179，5225
藏本和彦特集…12596
倉田博基特集…12589，12602，

12638
栗原優介新技術・新製品…285
櫛部淳道新技術・新製品…288
楠瀬尚史最近の研究…10499
京野一章新技術・新製品…3132
S.M. Kauzlarich特集…12592

L

Zhang Ling特集…12614

M

Yves Maniette特集…12603
D.G. Morgan特集…12592
前畑京介特集…12630
牧 正志学会賞受賞記念講演…
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満田和久特集…12630
松原圭佑はばたく…11567
松平恒昭プロジェクト報告…6317
松田光弘特集…12596
松田 穣新技術・新製品…3132
松井秀樹産官学交差点…10522
松井良夫特集…12613，12640
松本洋明新進気鋭…10515
松本 斉新技術・新製品…282
松村 晶特集…12589，12632
松永克志プロジェクト報告…6299
松尾元一郎特集…12617
松尾 孟特集…12612
松下裕秀入門講座…116，267
南埜宜俊特集…12594
南 知幸新技術・新製品…288
三石和貴特集…12589
三田尾眞司新技術・新製品…126
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宮l 亨解説…8397
溝口照康プロジェクト報告…
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12598，12639

水口佳一トピックス…10520
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森永正彦巻頭言…11
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元木創平特集…12622
向井雅貴特集…12634
村上大樹特集…12605
村上恭和特集…12618
村田亜紀代特集…12626
武藤俊介プロジェクト報告…
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N

D. Neiner特集…12592
Stavros Nicolopoulos特集…12603
長井拓郎特集…12613，12640
永瀬丈嗣国際学会だより…6327

特集…12607
中村篤智特集…12600
中村展之新技術・新製品…129
中村新一特集…12626
中野貴由特集…12620
中島英治特集…12610，12611，

12612，12620
中山敦子プロジェクト報告…6311
新原皓一最近の研究…10499
新家光雄書評…2102
仁野章弘特集…12607
西田育生特集…12636
西田 稔特集…12596，12629
西嶋雅彦特集…12593
西川俊一郎新技術・新製品…135
西村恵次新技術・新製品…279
西岡秀夫特集…12622
野口博司特集…12609
野口 伸特集…12635

O

尾形修司プロジェクト報告…6303
小川和博新技術・新製品…123
小川真一特集…12637
大場史康プロジェクト報告…6299，

6311
大石恵一郎新技術・新製品…3135
大蔵善博特集…12622
大森健一プロムナード…251
大村孝仁特集…12614
大野宗一新進気鋭…7375
大野直子産官学交差点…10522
大野 裕特集…12625
大貫惣明特集…12589，12616
大崎光明特集…12630
太田元基新技術・新製品…3126
太田繁正特集…12630
大友 明特集…12595
大友季哉小特集…7349
大塚広明最近の研究…11547
大塚祐二特集…12637
岡本範彦特集…12592
沖田泰明新技術・新製品…276
奥出正樹特集…12595
奥寺公也特集…12616
奥山哲也特集…12628
小野守章新技術・新製品…276

R

Edgar Rauch特集…12603
Q.M. Ramasse特集…12592

S

斎藤 晃特集…12605
齋藤永宏ミニ特集…4174
斎藤光浩特集…12595
齋藤弥八特集…12608
酒井 拓最近の研究…10491
阪本康弘特集…12619
目 義雄最近の研究…6321
Sam M Stevens特集…12619
佐野直幸新技術・新製品…282
佐々木宏和特集…12623
佐々木 勉新技術・新製品…3138
佐々木 康トピックス…4185
佐藤和久特集…12590，12591
佐藤康弘新技術・新製品…120
佐藤泰史特集…12626
佐藤庸平特集…12634
佐和康二特集…12621
関戸薫子特集…12614
関戸信彰新進気鋭…271
関口秀明新技術・新製品…285
関口隆史特集…12589
関野 徹最近の研究…10499
世古敦人プロジェクト報告…6299
瀬戸秀紀小特集…7360
柴田直哉プロジェクト報告…

6284特集…12600，
12639

柴山環樹特集…12617
澁田 靖最近の研究…261
重本晴美新技術・新製品…3129
重里有三特集…12626
島川祐一特集…12638
清水敬介新技術・新製品…135
清水哲也新技術・新製品…285
清水夕美子特集…12637
下ヶ橋秀典小特集…7360
進藤大輔最近の研究…9458特集

…12589，12618
篠田弘造最近の研究…5219
篠崎和夫特集…12599
塩谷和彦新技術・新製品…3132
白井善久新技術・新製品…120
ステファヌス ハルヨ小特集…

7355
杉本宣昭プロジェクト報告…6294
杉山正和プロジェクト報告…6307
須崎孝一新技術・新製品…3135
鈴木伸一新技術・新製品…126
鈴木淳市小特集…7358
鈴木謙爾小特集…7345
鈴木正哉ミニ特集…4170
鈴木 茂最近の研究…5219
鈴木 達最近の研究…6321
鈴木喬博特集…12633
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T

田口 昇はばたく…8426
太子敏則特集…12625
高田 一新技術・新製品…279
高木敏晃新技術・新製品…288
高橋一浩最近の研究…11547
高橋可昌特集…12609
橋幸生新進気鋭…11561
高井 治ミニ特集…4174
高井義造特集…12589
高野義彦トピックス…10520
高下拓也特集…12611
高杉英登特集…12624
竹田 修新進気鋭…9471
竹口雅樹特集…12589，12613，

12631
竹田精治特集…12589
竹中康司最近の研究…3105
瀧川順庸新技術・新製品…288
瀧谷善弘新技術・新製品…282
田中英彦最近の研究…8404
田中伊知朗小特集…7369
田中 功プロジェクト報告…6299，

6311
田中勝久特集…12598
田中啓一特集…12630
田中將己特集…12609，12610
田中將元新技術・新製品…3138
田中美代子特集…12631
田中信夫特集…12589，12604，

12605
田中真次新技術・新製品…3135
田中裕輔特集…12591
谷川昌弘特集…12620
谷口 尚プロジェクト報告…6311
丹野健徳最近の研究…5219

谷山 明最近の研究…9458
垂水竜一新進気鋭…8420
樽谷芳男新技術・新製品…123
巽 一厳プロジェクト報告…

6290特集…12636
寺崎 治特集…12619
寺嶋晋一新技術・新製品…3138
寺内正己特集…12589，12634
栃木栄太特集…12600
田路勇樹新技術・新製品…3129
徳本有紀特集…12625
友田 陽紹介…4187
広瀬智行新技術・新製品…279
鳥居周輝小特集…7353
鳥飼直也小特集…7360
蔡 安邦特集…12605
着本 享特集…12595
連川貞弘特集…12596
鶴井隆雄特集…12601
鶴田健二プロジェクト報告…6303
堤 晴美はばたく…11566
堤 規彦ミニ特集…4160
津o兼彰特集…12614

U

打越哲郎最近の研究…6321
植田圭治新技術・新製品…126
植田茂紀新技術・新製品…285
馬越佑吉特集…12607
馬野則之新技術・新製品…135
梅本博史特集…12629

W

和田匡史プロジェクト報告…6317
脇谷尚樹特集…12599
王 中長特集…12595

王 永明特集…12616
早稲田嘉夫本多記念講演…5212
渡邉賢司プロジェクト報告…6311
渡邊奈月特集…12629
渡辺精一特集…12617

X

Changhong Xiao特集…12619
許 亜最近の研究…9452

Y

叶 際平談話室…4188
矢口紀恵特集…12615
山田和広特集…12611
山田悟史小特集…7360
山本千綾はばたく…4189
山本和生特集…12623
山本直紀特集…12589，12633
山本剛久プロジェクト報告…

6307特集…12600，
12639

山本知一特集…12632
山中章裕新技術・新製品…120
山崎 順特集…12604
山崎典子特集…12630
安田和弘特集…12632
安田功一新技術・新製品…276
横尾哲也小特集…7363
米永一郎特集…12625
吉田朋子プロジェクト報告…6290
吉川 昇解説…13
吉沢克仁新技術・新製品…3126
弓削是貴プロジェクト報告…6299
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A

A. Almazouzi特集…12610
阿部弘亨特集…12597，12616，

12622
阿部四朗産官学交差点…10524
安達和彦新技術･新製品…136
足立吉隆解説…272
赤坂尚昭特集…12624，12625
安藤 等最近の研究…3147
安藤新二紹介…7382
青井 基最近の研究…5249
青砥紀身ミニ特集…9459
青山正義新技術･新製品…2102
荒河一渡特集…12597，12598，

12603，12604
有賀康博新技術･新製品…133

B

馬場友紹特集…12632
R.C. Birtcher特集…12603

C

Luyang Chen最近の研究…8413
陳 明偉最近の研究…8413
近田伸芳特集…12627

D

土肥謙次特集…12619

E

M. Eldrup特集…12634

F

藤枝 俊最近の研究…110
藤井克彦特集…12618
藤岡順三紹介…151
藤田麻哉最近の研究…110
藤田武志最近の研究…8413
藤田泰宏新技術･新製品…2105
深道和明最近の研究…110
福田達雄トピックス…6323
福元謙一特集…12611
福永俊晴最近の研究…117
福島貴和プロムナード…11549
福谷耕司特集…12618
古井光明談話室…6325

G

Swami Ganesh新技術･新製品…
296

R. Gerard特集…12610
郡司牧男新技術･新製品…142

H

袴田昌高ミニ特集…4182
浜田弘一特集…12608
濱口 大特集…12602，12635
濱岡 巧特集…12599
花田修治本多記念講演…5242
原田広史紹介…151
長谷川 晃特集…12623，12633
長谷川雅幸特集…12610，12634
長谷川 直特集…12616
橋 邦彦新技術･新製品…2108
畠山賢彦特集…12610，12634
波多野雄治特集…12617
服部高典最近の研究…10507
林 謙次新技術･新製品…293
林 幸ミニ特集…7364
林 重成特集…12627
檜木達也ミニ特集…9464
平井昭司ミニ特集…7350
平田健二新技術･新製品…293
平田好則新技術･新製品…299
本間啓史特集…12617
本間琢也入門講座…285，3154，

4216
宝野和博最近の研究…8406特集

…12626
百留忠洋新技術･新製品…2102
玄 丞均解説…4196

I

市野瀬英喜特集…12638
池田倫正新技術･新製品…299
井上明久新技術･新製品…139
井上明子最近の研究…11553
井上賢紀ミニ特集…9450
井上達雄ミニ特集…7359
石田清仁巻頭言…11
石井和秀新技術･新製品…145
石井知洋新技術･新製品…145
石丸 学特集…12613，12640
一色 実特集…12598
伊藤大輝特集…12608
伊藤秀明新技術･新製品…2108
伊藤高幸新技術･新製品…293
伊藤恵司最近の研究…117
岩井岳夫特集…12616，12622
岩切宏友特集…12602，12632
岩間隆史新技術･新製品…148
岩本隆志新技術･新製品…2105
岩崎 博解説…3127

J

神保 至最近の研究…3147

K

兜森俊樹新技術･新製品…2108
皆藤威二特集…12627
梶原 桂新技術･新製品…133
梶川耕司新技術･新製品…296
金武直幸ミニ特集…4178
鹿野文寿特集…12621
片伯部陽一特集…12602
片岡時彦新技術･新製品…299
加藤雄大特集…12601
加藤雅治講義ノート()～()…

5256，6317，7375，
8418，9469，10513

桂井 隆新技術･新製品…136
河端良和新技術･新製品…142
川岸京子紹介…151
木戸俊哉特集…12622
菊地賢司特集…12635
木村公俊新技術･新製品…296
木村晃彦ミニ特集…9445，9450
木村英之新技術･新製品…148
木村孝光新技術･新製品…2102
木下博嗣特集…12638
木下智見特集…12647
桐野文良ミニ特集…7345
岸本弘立特集…12628，12629
岸本直樹特集…12641
北田正弘ミニ特集…7346
北上 修最近の研究…5249
北嶋具教新進気鋭…8423
北薗幸一ミニ特集…4177
小橋 眞ミニ特集…4178
小林正和ミニ特集…4191
小林千悟特集…12630
光野直美はばたく…7383
小岩昌宏プロムナード…10495
小森文夫特集…12649
近藤周平特集…12615
近藤創介特集…12601
小柴寿人新技術･新製品…139
香山 晃ミニ特集…9455特集…

12628，12629
栗林一彦最近の研究…3147
栗下裕明特集…12630，12633
黒田洋光新技術･新製品…2102
京極秀樹最近の研究…279

L

Xingyou Lang最近の研究…8413
李 正九解説…7368
林 礼明解説…8399

M

馬渕 守ミニ特集…4182
鱒渕俊児特集…12620
松橋 透解説…10501
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松井秀樹特集…12599，12605，
12611

松井一秋ミニ特集…9446
松川義孝特集…12600
松村 晶特集…12612，12614，

12639，12647
松永哲也はばたく…3164
三村耕司特集…12598
御手洗容子ミニ特集…7345
三輪洋介新技術･新製品…133
宮本光貴特集…12603，12604
宮崎修一国際学会だより…3162，

4221
水嶋隆夫新技術･新製品…139
森 博太郎解説…7368特集…

12598，12648
森 浩亮新進気鋭…9475
森永正彦巻頭言…5231
室賀健夫ミニ特集…9464
武藤俊介特集…12597，12642

N

永井康介特集…12597，12610，
12634

長尾彰英新技術･新製品…293
永瀬丈嗣新進気鋭…10519特集

…12644
長汐晃輔最近の研究…3147
永田和宏ミニ特集…7364
永田晋二特集…12615
内藤宗幸特集…12640
内藤 豊新技術･新製品…139
中川清和最近の研究…4209
仲井清眞特集…12630
中嶋英雄解説…4196，7368，

8399
中島勝己新技術･新製品…148
中森裕子新技術･新製品…2108
仲村龍介解説…7368
中谷友也最近の研究…8406
中辻 寛特集…12649
那須三郎最近の研究…6312
仁野章弘特集…12644
西田憲二特集…12619
西村昭彦特集…12626
新田紀子特集…12636，12637
庭瀬敬右特集…12645
野田俊治トピックス…6323
野上修平特集…12633
野際公宏特集…12626
野間 敬特集…12647
野本明義特集…12619
野崎 勉特集…12650

O

小田開行特集…12607
小田知正新技術･新製品…2105
小川道治トピックス…6323
小川琢之特集…12633
小栗和幸最近の研究…11553
小黒英俊はばたく…4220
大場弘則特集…12626

大平圭介新進気鋭…289
大井健次新技術･新製品…293
大久保忠勝特集…12610，12618，

12626，12634
大村高正特集…12629
大野直子特集…12605
大貫惣明特集…12627
大嶋建一解説…3127
大友季哉最近の研究…117
大塚智史特集…12627
大津直史解説…4203
大脇悠介はばたく…2111
奥山勇治はばたく…6326
尾亦孝男特集…12616
小野興太郎特集…12598，12603，

12604
小野守章新技術･新製品…299
小野輝男最近の研究…6312
小野義彦新技術･新製品…148
折茂慎一新技術･新製品…2108
尾崎良一新技術･新製品…133

P

F. Phillipp特集…12645

Q

Lihua Qian最近の研究…8413

R

A. Rajanikanth最近の研究…8406

S

Robin Schwant新技術･新製品…
296

A. Seeger特集…12645
B. N. Singh特集…12634
L. L. Snead特集…12601
齋藤英之特集…12617
齋藤 滋特集…12635
坂口紀史特集…12638
坂田 隆新技術･新製品…142
佐久間健人学会賞受賞記念講演…

5236
櫻井理孝新技術･新製品…148
佐々木修斗特集…12623
佐々木優吉特集…12643
佐藤昭夫新技術･新製品…142
佐藤隆裕新技術･新製品…2102
佐藤紘一特集…12608
佐藤 学特集…12597
佐藤裕樹特集…12597，12599，

12605，12606
佐藤雄太特集…12646
澤野憲太郎最近の研究…4209
関川貴洋最近の研究…11553
関村直人特集…12622
関根 学特集…12624
瀬谷 修新技術･新製品…2102
柴田曉伸はばたく…4219
柴田裕実特集…12616

柴山環樹特集…12628
渋谷将行新技術･新製品…136
四竃樹男特集…12615
島田幸一ミニ特集…7364
島津武仁最近の研究…5249
清水哲也トピックス…6323
下村義治特集…12607
篠原靖周特集…12622
白井 学特集…12639
白木靖寛最近の研究…4209
椎山謙一特集…12612
染川英俊新進気鋭…3157
曽根田直樹特集…12619
園田 健特集…12612
相馬康孝はばたく…8427
末永和知特集…12646
杉本克久講義ノート…123
鈴木昭弘トピックス…6323
鈴木清一解説…272
鈴木進補国際学会だより…152

解説…4196，6305

T

多賀康訓解説…267
田島道夫最近の研究…3147
高木周作国際学会だより…3161
高橋明彦解説…10501
高橋平七郎特集…12625
高橋有紀子最近の研究…8406
高野幹夫最近の研究…6312
高橋美和子解説…3127
高田尚記はばたく…6327
武田良彦特集…12641
玉田芳紀最近の研究…6312
田邉豊和はばたく…3163
田中信夫特集…12650
田中泰彦新技術･新製品…296
多根正和国際学会だより…152

解説…4196国際学会だ
より…7381

谷川博康ミニ特集…9464
谷脇雅文特集…12597，12637
丹野敬嗣特集…12623
巽 一厳新進気鋭…11566
戸田裕之ミニ特集…4191
床桜大輔解説…7368
徳井 翔はばたく…153
富松宏太特集…12649
富田一行はばたく…9480
友清芳二技術資料…11560
当舎勝次解説…3134
外山 健特集…12597，12610
豊田俊介新技術･新製品…142
土屋 文特集…12615
土屋直柔特集…12610
辻 和彦最近の研究…10507
辻川勝裕特集…12608
月岡 哲新技術･新製品…2102
津守孝一特集…12639
鶴井隆雄特集…12615
堤 祐介はばたく…5262
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U

打越雅仁特集…12598
宇田応之ミニ特集…7355
上野俊吉解説…8399
宇城 工新技術･新製品…145
鵜飼重治ミニ特集…9450特集…

12627
馬越佑吉特集…12644
梅澤 修ミニ特集…7345

W

E. van Walle特集…12610
若井栄一特集…12597
渡辺英雄特集…12597，12620，

12631
渡邉壮俊特集…12647
渡邉満洋はばたく…2112
渡辺精一特集…12597，12638
渡邊 玄ミニ特集…7364

X

徐 特集…12608

Y

Jinshan Yu最近の研究…8413
柳沼 寛新技術･新製品…145
山川浩二特集…12607
山本真平最近の研究…6312
山本剛久国際学会だより…9479
山本知一特集…12614
山下英明新技術･新製品…145
山下真一郎特集…12624，12625
山末英嗣ミニ特集…7345
山崎智裕最近の研究…3147
矢野康英特集…12625，12628
保田英洋特集…12597，12648
安田和弘特集…12597，12612，

12614，12639，12647

安田巧一新技術･新製品…299
安永和史特集…12612，12647
横山 淳特集…12626
横川忠晴紹介…151
米永一郎解説…13
吉田健太特集…12650
吉田直亮特集…12602，12620，

12631，12632
吉田朋子特集…12642
吉田 豊最近の研究…3140
義家敏正特集…12597，12606，

12609
吉村英徳ミニ特集…4186
吉武庸光特集…12625

Z

S. J. Zinkle特集…12600
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著 者 索 引 (ABC 順共著者は明朝体で表示)

A

安部 睦新技術・新製品…2102
アブスアイリキ サーレはばたく…

11759
安達泰治ミニ特集…7456特集…

12834
阿尻雅文特集…12787
秋山俊一郎国際学会だより…10

692
A. Almazouzi特集…12812
Angelika BruecknerFoit最近の研

究…9594
青木正和はばたく…9629
青木貞雄特集…12830
青山一弘特集…12801
Ilke Arslan特集…12786
朝山匡一郎特集…12802

B

L. Bourgeois特集…12809

C

S. Cao特集…12803
Vincent Carmona特集…12822
A. Cerezo特集…12814
陳 明偉特集…12784
千葉晶彦特集…3194
千田 晋産官学交差点…7498
近浦芳則特集…12823
車 順愛最近の研究…5335

D

大門 寛特集…12828

E

遠藤徳明特集…12789，12790
榎本清志新技術・新製品…2102
榎本正人特集…12807
Jonah Erlebacher特集…12784

F

藤井健輔最近の研究…11731
藤井重男最近の研究…6406
藤本慎司プロジェクト報告…8549
藤田展弘新技術・新製品…2108
藤田武志特集…12784
深道和明最近の研究…6413
福田 隆特集…3188
福田達雄新技術・新製品…296
福本晃二特集…12796
福澤英明特集…12811
古河弘光特集…12797，12798

G

X. Gao特集…12809
R. Gerard特集…12812

五味 均新技術・新製品…146
後藤 貢一新技術・新製品…2108
後藤安則特集…12795
後藤佳行新技術・新製品…125
郭 方准特集…12828

H

萩原益夫国際学会だより…10692
袴田昌高はばたく…10700
塙 隆夫特集…3203ミニ特集…

7464
原 通子特集…12811
原 徹特集…12790
原田幸明特集…3166プロジェク

ト報告…8543
春田正毅最近の研究…4265
羽坂雅之解説…7480
長谷川雅幸特集…12812
長谷川達也新技術・新製品…128
橋村雅之新技術・新製品…2105
波多 聰プロジェクト報告…4

278特集…12785，12
792，12800

林 好一特集…3151，12829
林 重成特集…3225
東田賢二特集…12785，12786，

12788
平賀 仁特集…3211
平尾雅彦最近の研究…270
平等文雄特集…12799
廣澤渉一特集…12783，12814，

12815
廣瀬幸範特集…12796
広角太朗新技術・新製品…2105
弘津禎彦解説…10652
M. G. Honnicke特集…12825
堀井 滋解説…9581
堀田善治特集…12788
細田衛士特集…3152
細田秀樹プロジェクト報告…4278
細谷佳弘産官学交差点…9626
宝野和博特集…3176，12783，

12809，12810
Ava B. Hungria特集…12787

I

一瀬 中解説…9581
市坪 哲最近の研究…270
五十嵐貴教新技術・新製品…131
飯田 敏特集…12823
飯田善次新技術・新製品…128
池田賢一特集…12800
池田勝彦新技術・新製品…296

国際学会だより…10692
池田輝之解説…9587
幾原雄一国際学会だより…11758
稲田 充新技術・新製品…137
伊野家浩司特集…12784，12786，

12787，12788
井上明久新技術・新製品…131，

143
井上 亮特集…3193ミニ特集…

7451

乾 晴行プロジェクト報告…
4278最近の研究…
7487

Isabelle Martin特集…12810
伊勢田敦朗新技術・新製品…299
石田清仁材料ニュース…288巻

頭言…5311
石原一彦ミニ特集…7468
石川哲也特集…12827
石丸 学解説…10652
伊丹俊夫最近の研究…8530
伊藤芳典新技術・新製品…137
和泉輝郎特集…3137

J

D. Juul Jensen特集…12826
陣内浩司特集…12799，12806
G. Johnson特集…12825

K

貝沼亮介材料ニュース…288
鍛示和利特集…12794
梶原賢太郎特集…12823
梶原義雅国際学会だより…10692
掛下知行特集…3188解説…5

327
覚間誠一解説…13
鎌田俊英特集…3184
上野武夫特集…12794
金児紘征特集…3157
金子賢治特集…12783，12786，

12787，12788
金子武次郎解説…10645，11723
鹿又 武解説…10645，11723
加藤英久特集…3229
加藤光郎特集…12806
加藤好美特集…12802
勝藤拓郎解説…6395
川戸清爾特集…12823
川原 潤最近の研究…4265
川本直幸最近の研究…9601
河村能人新技術・新製品…2102
川瀬 昇特集…12806
茅野林造新技術・新製品…146
吉川 純はばたく…2113
菊池潮美特集…12801，12805
金 正煥最近の研究…7487
木村久道新技術・新製品…131
木村 薫談話室…2112
木村耕輔特集…12792
木村光男新技術・新製品…134
木村 隆新技術・新製品…290
木村好里プロジェクト報告…4278
A. King特集…12825
喜多隆介解説…9581
北脇高太郎特集…12786，12787
小林弘幸特集…12793
小林宏一郎特集…3207
小林正和特集…12816，12817，

12818，12835
小林俊郎特集…12816，12817，

12818，12835
小林 陽最近の研究…9607
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小出康夫最近の研究…4272
小岩昌宏材料科学のパイオニアたち

…10682
小宮良樹特集…12815
小守純子特集…12796，12804
小関智史新技術・新製品…134
小柴 俊最近の研究…11731
小山 徹特集…12804
工藤修一特集…12796
久次米利彦特集…12836
倉林 徹解説…263
栗山信宏特集…12801，12805
黒崎養成特集…12811
沓掛健太朗はばたく…7499

L

劉 崢最近の研究…5335
Wolfgang Ludwig特集…12822，

12825
ThetThetLwin特集…12832

M

Eric Maire特集…12822
牧 正志本多記念講演…5321
牧原正樹特集…12791
Marco Di Michiel特集…12822
丸山公一国際学会だより…10692
正村克身新技術・新製品…134
松原英一郎特集…12783，12827
松田幸紀新技術・新製品…140
松井文彦特集…12828
松井良夫特集…12790
松木邦美紹介…8561
松本 要解説…9581
松本高利特集…3162
松村 晶特集…12783，12792
松尾宗次講義ノート…4284，5

342，6421，7492
松下智裕特集…12828
松浦 真材料教育…9622
松山香苗特集…12792
Paul A. Midgley特集…12786，

12787，12788
南 恵介特集…12817
三島良直プロジェクト報告…4278，

8538
三谷誠司国際学会だより…6434
光原昌寿特集…12800
三浦誠司特集…3215プロジェク

ト報告…4278
三浦義正特集…3180
三輪和利解説…8515
三輪謙治最近の研究…11739
宮川正人最近の研究…6413
宮本健一郎新技術・新製品…2105
宮村 弘特集…12801，12805
宮西 慶新技術・新製品…2105
宮坂慶一特集…12798
宮田由紀夫新技術・新製品…134
宮脇 亮特集…12835
宮崎裕也特集…12785
宮l 忠新進気鋭…11754
宮崎修一特集…3171
溝口照康新進気鋭…6427
水谷宇一郎入門講座…115，277
森 博太郎特集…12802
森 信幸解説…9581

森 孝男特集…12821
森村隆夫解説…7480
森田一樹特集…3133
元屋敷靖子最近の研究…9594
向田昌志解説…9581
村上恭和最近の研究…9601
村田 薫特集…12805

N

長濱大輔特集…12810
永井康介特集…12812
長坂 宏新技術・新製品…143
長坂徹也最近の研究…19特集…

3129
柳楽知也特集…12819特集…12

820
内藤宗幸解説…10652
中浜俊介新技術・新製品…140
仲井正昭はばたく…9630
中島英治特集…12800
中嶋英雄最近の研究…270解説

…9587特集…12836
仲道治郎新技術・新製品…134
中村美樹特集…12805
中村愼一郎最近の研究…19
中村貴宏新進気鋭…283
中野和彦特集…12833
中野貴由プロジェクト報告…4

278ミニ特集…7456
特集…12834

中谷亮一特集…3175プロジェク
ト報告…4278

中山幸仁特集…12808
中澤英子特集…12793
南原孝弘特集…12791
成田修二国際学会だより…2111
成田敏夫特集…3225
J. F. Nie特集…12809
新家光雄新技術・新製品…137

特集…3198ミニ特集…
7452国際学会だより…
10692

西田憲二新技術・新製品…290
西村 睦プロジェクト報告…8539
西野吉則特集…12827
西谷滋人特集…3216
西山信行新技術・新製品…143
新田幸夫新技術・新製品…146
野田俊治新技術・新製品…296
野中俊樹新技術・新製品…2108
野瀬嘉太郎解説…9587
野崎 潔最近の研究…8530

O

小笠原光雄特集…12793，12794
小川和博新技術・新製品…299
小川道治新技術・新製品…296
大庭伸子解説…8515
大塲康英新進気鋭…121
大垣智巳特集…12818
大原 智特集…12787
大東琢治特集…12783，12830
大石敬一郎特集…12809
大石恵一郎新技術・新製品…125
大河内 均新技術・新製品…2102
大久保忠勝特集…12810
大森俊洋材料ニュース…288

大村孝仁解説…4251
大中逸雄特集…12820
大沼郁雄材料ニュース…288
大砂 哲最近の研究…5335
大谷博司特集…3193ミニ特集…

7451
及川勝成材料ニュース…288特

集…3175
及川哲夫特集…12789
岡 尚之新技術・新製品…125
岡部 徹解説…8522
岡田浩一新技術・新製品…299
岡本範彦最近の研究…7487
岡野輝男新技術・新製品…131
奥 健夫最近の研究…6406
奥田一平最近の研究…4265
折茂慎一特集…3128
尾崎公造新技術・新製品…140
尾o由紀子新技術・新製品…293
小澤知巳新技術・新製品…137

P

ピョートル・プロトカ解説…263

Q

Lihua Qian特集…12784，12835

R

P. Reischig特集…12825

S

阪本康弘最近の研究…5335特集
…12797，12798

櫻庭正広新技術・新製品…146
櫻谷和之材料ニュース…10689
Adrian Sandu特集…12790
佐野直幸新技術・新製品…128
佐藤 順材料ニュース…288
佐藤憲治新技術・新製品…137
里 達雄特集…12815
佐藤雄太解説…4259
佐藤圭介特集…12786
佐和康二特集…12799
佐山利彦特集…12821
D. Schryvers特集…12803
関川貴洋新技術・新製品…2102
仙波潤之新技術・新製品…299
清水美代子特集…12797，12798
清水崇行新技術・新製品…140
清水哲也新技術・新製品…296
進藤大輔特集…3127最近の研究

…9601
塩原 融特集…3137
白石孝信国際学会だより…149
G. D. W. Smith特集…12814
W. シュプレンゲル材料科学のパイ

オニアたち…
10682

末永和知解説…4259
管田 淳最近の研究…9594
杉本克久講義ノート…8552，9

614，10673，11744
杉山 明特集…12820
杉山昌章特集…12783
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杉山雅治新技術・新製品…131
助永壮平はばたく…4291
鈴木淳史談話室…5348
鈴木 茂談話室…150
鈴木俊夫プロムナード…7478
鈴木芳文特集…12823
鈴木芳生特集…12818，12824，

12831

T

田畑泰彦ミニ特集…7472
橘 幸男特集…3146
田原大輔ミニ特集…7456
太子敏則特集…12823
高田健太郎新技術・新製品…128
高木周作国際学会だより…4290
高橋英志特集…3162
高橋 淳特集…12813
高橋慶紀解説…10645，11723
高橋幸生特集…12827
高見安孝特集…12818
高梨弘毅プロジェクト報告…4278
高野秀和特集…12831
高野直樹ミニ特集…7456特集…

12834
鷹岡昭夫特集…12802
高柳 毅特集…12821
竹田英樹新技術・新製品…143
武田 徹特集…12832
竹市信彦特集…12801，12805
竹中俊英最近の研究…10665
竹内晃久特集…12817，12824，

12831
竹内恒博特集…3141
竹山雅夫プロジェクト報告…4278
田村隆治最近の研究…10660
田村卓也最近の研究…11739
田辺浩久はばたく…5349
田中英一ミニ特集…7460
田中秀明特集…12801，12805
田中克志最近の研究…7487
田中孝治特集…12801，12805
田中將己特集…12785
田中信夫特集…12783，12791
田中知浩特集…12804
多根正和最近の研究…270特集

…12836

谷口裕一新技術・新製品…2108
田沼繁夫新技術・新製品…290
辰巳 敬最近の研究…5335
樽井俊三特集…12813
寺田靖子特集…12831
寺井智之解説…5327
寺西 亮解説…9581
寺崎 治最近の研究…5335特集

…12797，12798
寺下直宏解説…9587
W. Tirry特集…12803
釣谷浩之特集…12821
戸田裕之特集…12783，12816，

12817，12818，12835
戸高義一国際学会だより…9627

特集…12790
所 久人最近の研究…6406
富永 亮新技術・新製品…143
友清寿雅新技術・新製品…2108
田路和幸特集…3162
外山 健特集…12812
土谷浩一特集…12783，12790
辻 幸一特集…12833
塚原 誠特集…12801，12805
津l兼彰解説…4251談話室…6

432材料ニュース…10
689

U

上田 完特集…12801，12805
上杉健太朗特集…12816，12817，

12818，12819，12
821，12824，12831，
12835

宇治原 徹談話室…6433
馬越佑吉巻頭言…11ミニ特集…

7456特集…12834
梅本 実特集…12790
梅谷啓二特集…12820
梅津理恵最近の研究…6413
宇波 繁新技術・新製品…293

W

若井隆純特集…12800
和久芳春特集…12819
E. van Walle特集…12812

渡辺万三志特集…12794
渡辺紀生特集…12830
M. Weyland特集…12788
呉 勁特集…12832

X

徐 一斌解説…6402

Y

家口 浩特集…3234
矢口紀恵特集…12794
山田淳夫最近の研究…9607
山田浩之新技術・新製品…290
山田和宏解説…9581
山寺芳美新技術・新製品…299
山口正治学会賞受賞記念講演…5

316プロムナード…7
476

山本重男材料ニュース…10689
山本剛久特集…3128
山本洋介特集…12820
山崎 順特集…12791
山末英嗣談話室…9628
八島正知特集…3151
安田秀幸特集…12819，12820
安田弘行プロジェクト報告…4278
横山一代最近の研究…19
米永一郎談話室…2112特集…

12829
吉田映二特集…12804
吉田健太特集…12791
吉田健太郎特集…12819
吉田 隆解説…9581
吉川 純はばたく…2113
吉川 健特集…3133
吉川 勉新技術・新製品…125
吉見享祐特集…3215，3220プ

ロジェクト報告…4278
吉矢真人特集…12819，12820

Z

張 静特集…12787
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著 者 索 引 (ABC 順共著者は明朝体で表示)

A

阿部英司特集…12837，12853
安居院あかね解説…11791
赤荻隆之特集…12887
赤瀬善太郎特集…12891
明石哲也特集…12888，12894
秋葉 洋ミニ特集…284
秋葉浩二郎はばたく…2153
秋田知樹特集…12867，12890
秋田 亨新技術・新製品…154
青木和雄ミニ特集…294
青木 清最近の研究…3186
青野宏通最近の研究…9664
荒井重勇特集…12904，12905
荒河一渡最近の研究…2106特集

…12907
有本 智小特集…10704
有賀康博新技術・新製品…151
浅香 透特集…12893
朝山匡一郎特集…12872
淡路 智ミニ特集…7523
D. Agrawalミニ特集…8574

B

馬場宣彰新技術・新製品…145
萬谷志郎講義ノート…18，2114，

3197
DANA M. Barry材料教育…5380
R. C. Birtcher最近の研究…2106
James P. Bauban特集…12852

C

陳 君小特集…10729
千葉 博新技術・新製品…3228
知見康弘最近の研究…6456
J. Chengミニ特集…8574

D

太期雄三はばたく…164
大門 寛解説…11791
土井 稔特集…12863

F

郭 方准解説…11791
藤枝 俊はばたく…6483
藤居俊之材料ニュース…2125，

10751
藤松威史新技術・新製品…2141
藤本健資特集…12906
藤本正之特集…12849
藤本十和子特集…12847
藤浪真紀最近の研究…4276
藤野 豊最近の研究…123
藤澤宏太郎新技術・新製品…157
藤田麻哉最近の研究…3178
藤田武志技術資料…7535特集…

12896
藤原航三小特集…10720

藤原優行新技術・新製品…148
深道和明最近の研究…3178本多

記念講演…5347
福島英沖ミニ特集…8581
福山博之ミニ特集…7507，7523
船川義正新技術・新製品…2135
古君 修新技術・新製品…2135
古屋一夫特集…12854
布施俊明新技術・新製品…3222
Y. Fangミニ特集…8574

G

後藤 健談話室…11819
郭 行健特集…12854
R. Gotthardtt特集…12908

H

羽賀浩一最近の研究…11797
萩原幸司新進気鋭…11813
花澤和浩小特集…10712
原 直広新技術・新製品…151
原 重樹談話室…161
原 徹特集…12856
原田 研特集…12888，12894
原田俊太特集…12870
橋本和弥新技術・新製品…2141
橋本隆仁特集…12878
畑 明郎ミニ特集…4252
波多 聰特集…12863
林 大和ミニ特集…8577
林 靖彦特集…12896
林田千絵ミニ特集…8577
日比谷孟俊ミニ特集…7508
東 健司ミニ特集…294
樋口健介ミニ特集…7517
日野 実新技術・新製品裏話…4

300
平賀啓二郎ミニ特集…9640
平賀賢二特集…12838，12857
平松 実新技術・新製品裏話…4

300
平澤英之最近の研究…9664
平田秋彦特集…12848
平田直哉はばたく…6484
平山 司特集…12837，12892
広橋光治特集…12857
廣澤渉一特集…12860，12861
廣田 健特集…12906
弘津禎彦特集…12848
堀田善治最近の研究…8598
堀内大吾特集…12898
星屋裕之入門講座…2122
細川鉄平特集…12900
平岡和雄プロジェクト報告…6429

I

市川 聡特集…12890
井手信介新技術・新製品…2135
伊賀文俊特集…12886
井口 誠新技術・新製品…2141
井口泰孝プロムナード…13

井 誠一郎特集…12875，12906
池田賢一特集…12843，12906
池田伸一特集…12851
幾原雄一特集…12837，12842，

12845，12852，12871，
12875

今井茂樹特集…12849
今泉純一新技術・新製品…3216
稲熊宣之特集…12881
伊野家浩司最近の研究…8598
井上明久新技術・新製品…2138
井上雅夫特集…12891
井上宜治新技術・新製品…2147
乾 晴行特集…12850，12870
入山恭寿特集…12850
石田 央新技術・新製品…2138
石川和宏最近の研究…3186
石川法人最近の研究…6456
石川毅彦ミニ特集…7520
石川哲也解説…299
石渡 裕新技術・新製品…3222
磯田正二特集…12866
一色俊之特集…12897
一色 実新技術・新製品…3216
板倉 賢特集…12868
伊藤吾朗ミニ特集…9648
糸井貴臣特集…12857
伊藤和博特集…12879
伊藤俊彦特集…12858
伊藤 俊小特集…10729
伊藤義起新技術・新製品…145
岩本知広特集…12845
岩瀬彰宏最近の研究…6456
井澤英二ミニ特集…4263
和泉輝郎特集…12844

J

陣内浩司特集…12837，12858，
12859

K

皆藤威二新技術・新製品…148
梶原 桂新技術・新製品…151
梶田恭之新技術・新製品裏話…9

684
梶原節夫特集…12846
梶原 将材料ニュース…2125
柿坂昭紀特集…12847
上野武夫特集…12878，12879
金谷輝人新技術・新製品裏話…4

300
金子貫太郎新技術・新製品…154
金子賢治最近の研究…8598
兼松秀行材料教育…5380
菅野裕士小特集…10725
鹿野文寿新技術・新製品…3219
鹿又 武解説…3165
葛西裕人特集…12894
粕壁善隆最近の研究…123
片田康行プロジェクト報告…6425，

6444
片山芳則ミニ特集…7517
加藤光郎特集…12859
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加藤直子特集…12892
加藤 徹新技術・新製品…145
加藤 康新技術・新製品…2135
加藤嘉英小特集…10712
勝又哲裕特集…12881
勝本加奈子トピックス…8611
川井隆夫トピックス…3214
川瀬 昇特集…12859
木戸康太小特集…10734
木口賢紀特集…12841
菊地武丕児特集…12846
金 炳男ミニ特集…9640
木本浩司特集…12893
木村耕輔特集…12863
木村光男新技術・新製品…157
木下博嗣特集…12908
木下圭介特集…12905
岸田恭輔特集…12850，12870
北上 修入門講座…5385
北薗幸一ミニ特集…9653
鬼頭 豊特集…12844
小畠秀和ミニ特集…7523
小林正和新進気鋭…5389
小林千悟特集…12839
小林十思美新技術・新製品…148
國府田由紀特集…12873
小口信行特集…12854
河野日出夫特集…12840
香山正憲小特集…10716特集…

12867，12871，12890
小池和幸最近の研究…3192
小池洋二解説…7527，8592
小岩昌宏学会賞受賞記念講演…5

341
児嶋 浩新技術・新製品…3225
近藤勝義新技術・新製品…154
今野一弥最近の研究…118特集

…12838
今野 充特集…12878，12879
小山 弘特集…12849
熊野勝文最近の研究…11797
倉田博基特集…12837，12866
栗林一彦ミニ特集…7511
栗下裕明材料教育…3209
黒田光太郎特集…12895，12904，

12905
櫛部淳道ミニ特集…294
沓掛健太郎小特集…10720
桑野範之特集…12868

M

町田憲一特集…12868
前田京剛特集…12894
前原常弘最近の研究…9664
前川英己集録…5359，6464，7

540
槙井浩一ミニ特集…294
間野高明特集…12854
正橋直哉トピックス…8611
益田秀樹最近の研究…3172
増本 博国際学会だより…3231
松原一郎材料ニュース…9683
松原秀彰新技術・新製品…3222
松畑洋文特集…12845，12851，

12886
松田潤子特集…12844
松田健二特集…12860
松田光弘特集…12847，12856

松田 強特集…12888，12894
松井文彦解説…11791
松井秀樹材料教育…3209
松井光二特集…12875
松井智政特集…12847
松井良夫特集…12893
松本 創特集…12862
松本一秀新技術・新製品…3222
松村 晶特集…12863
松永克志特集…12871
松岡由貴談話室…162
松下智裕解説…11791
松浦 真最近の研究…118特集

…12838
宮岡 豊特集…12898
三村耕司新技術・新製品…3216
三田尾眞司新技術・新製品裏話…

9684
御手洗容子談話室…2152
三石和貴特集…12854
三浦誠司ミニ特集…283
美浦康宏講義ノート…4283，5

371，6473，7547
三輪洋介新技術・新製品…151
三宅正司ミニ特集…8585
宮本光貴最近の研究…2106特集

…12907
宮尾正信小特集…10725
溝口照康特集…12871
水林 博国際学会だより…11818
水野章敏ミニ特集…7517
水谷惟恭特集…12841
水谷宇一郎入門講座…8605，9

677，10745，11803
望月亮輔新技術・新製品…157
森川茂弘産官学交差点…11817
森本立男材料ニュース…2125，

10751
森田孝治ミニ特集…9640特集…

12843
森谷智一特集…12863
森山和彦特集…12877
本橋嘉信ミニ特集…9648
村上浩二最近の研究…132新技

術・新製品裏話…4300
村上正紀特集…12879
村上俊之新技術・新製品…2144
村岡裕明入門講座…141
武藤俊介特集…12869，12874

N

長井一郎特集…12851
長尾彰英新技術・新製品裏話…9

684
長汐晃輔新進気鋭…4294
永田和宏談話室…2150
仲井清眞特集…12839
中嶋英雄新技術・新製品…3228

国際学会だより…8618
中嶋一雄小特集…10720
中本一広入門講座…2122
中村尚道小特集…10712
仲村龍介はばたく…11820
中村照美プロジェクト報告…6429
中根茂行新進気鋭…8614
中野寿廣特集…12886
中野貴之特集…12853
中野義昭特集…12853

中岡晃一特集…12844
中島英治特集…12843，12906
中島 寛特集…12906
中島孝一はばたく…7553
中山大成新技術・新製品…3225
南原孝啓特集…12903
南口 誠談話室…6486
猶原 隆最近の研究…9664
西田 稔特集…12847，12856
西田典秀最近の研究…132
西嶋雅彦特集…12838，12857
西森 博新技術・新製品…2141
西野吉則解説…299
西野洋一国際学会だより…11818
西尾和之最近の研究…3172
西山信行新技術・新製品…2138

新技術・新製品裏話…5
393

仁富洋克新技術・新製品…3225
野瀬嘉太郎小特集…10720
沼倉 宏国際学会だより…4303，

11818
T. G. Nieh特集…12848
Franco Nori特集…12894

O

小形曜一郎特集…12885
小川 浩最近の研究…4269
小川一行特集…12846
荻 慎一郎ミニ特集…4246
荻沼秀樹新技術・新製品…154
小久見善八特集…12850
大場史康特集…12842
大出真知子最近の研究…5353
大串哲朗新技術・新製品…3228
大井健次新技術・新製品裏話…9

684
大川雅弘新技術・新製品…3219
大久保忠勝特集…12848
大村知也特集…12861
大西 隆特集…12878，12879
大野 裕特集…12901
大塚智志新技術・新製品…148
大塚裕二特集…12858
及川勝成最近の研究…3178
岡野宏子特集…12839
岡崎一行特集…12890
奥 健夫特集…12864
奥西栄治特集…12855，12856，

12865，12876
奥山哲也特集…12882
小野興太郎最近の研究…2106特

集…12907
小野寺秀博最近の研究…5353
長村光造最近の研究…132

P

F. Z. Philipp特集…12908
R. Peelameduミニ特集…8574
Richard C. Puetter特集…12869

R

R. Royミニ特集…8574
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S

定井麻子特集…12873
佐道泰造小特集…10725
佐橋政司入門講座…4289
西條充司新技術・新製品裏話…4

300
斎藤宣久新技術・新製品…3219
斎藤實則ミニ特集…4256
齋藤弥八特集…12902
坂 公恭特集…12892，12904
坂口紀史特集…12908
阪口泰彦小特集…10712
酒井宏明プロムナード…13
阪本辰顕はばたく…163
目 義雄ミニ特集…9640
佐久間昭正最近の研究…3178
櫻井雅樹最近の研究…118
佐野博成特集…12862
早乙女康典新技術・新製品…2138
篠嶋 妥紹介…10758
佐々木勝寛特集…12892，12895，

12905
佐々木健夫特集…12871
佐々木 厳特集…12869，12904
佐々野裕介特集…12869
里 達雄特集…12860，12861
里中 忍特集…12845
佐藤英一ミニ特集…9653
沢田英敬特集…12855，12865，

12876
澤口直哉材料ニュース…9683
澤口孝宏特集…12846
関戸信彰はばたく…4304
関口隆史小特集…10729特集…

12837，12899
瀬戸英人特集…12905
柴田直哉特集…12842，12852
柴山環樹新技術・新製品…3219
渋谷英香新技術・新製品…3216
島 久最近の研究…3178
清水幸春新技術・新製品…2138
霜垣幸浩特集…12853
進藤大輔特集…12891
篠崎和夫特集…12841
申 ウソク材料ニュース…9683
塩原 融特集…12844
塩崎修司新技術・新製品…154
白神哲夫新技術・新製品…2144
白井 孝新進気鋭…2131
白川直樹特集…12851
白瀬文一特集…12880
添田武志特集…12884
祖山 均解説…9657
杉本陽平特集…12906
杉岡正敏新技術・新製品裏話…9

684
杉山昌章ミニ特集…283
杉山正和特集…12853
住田弘祐特集…12873
鈴木博之材料ニュース…2125，

10751
鈴木賢次特集…12844
鈴木謙爾追悼…8618
鈴木徹也最近の研究…132
鈴木 達ミニ特集…9640
鈴木俊治特集…12868
鈴木敏洋特集…12877

鈴木義和特集…12861
鈴木芳生解説…6451
G. J. Shiflet特集…12860

T

平 初雄ミニ特集…8589
竹田精治特集…12840
高田尚紀特集…12906
木周作小特集…10703
高木敏晃ミニ特集…294
高橋平七郎特集…12908
高橋尚久新技術・新製品…2147
高畠敏郎特集…12886
高梨晃一ミニ特集…289
高野章弘小特集…10708
竹口雅樹特集…12854
竹内宏典特集…12905
竹内要二特集…12869
瀧川順庸ミニ特集…294
滝沢博胤ミニ特集…8577
玉利孝徳新技術・新製品…157
田辺栄司特集…12873
田中一郎新技術・新製品…3225
田中克志特集…12850，12870
田中孝治特集…12867，12890
田中通義特集…12885，12887
田中信夫特集…12837，12848，

12855，12903
田中真悟特集…12871
田中高志新技術・新製品…2141
棚瀬照義特集…12880
谷内俊之特集…12880
谷脇雅文ミニ特集…4245，4259
谷山 明特集…12891
丹司敬義特集…12889
田上利男新技術・新製品…2147
垰田博史解説…10738
巽 一厳特集…12869，12874
天藤雅之新技術・新製品…2147
寺田英司特集…12870
寺田尚平特集…12872
寺井慶和はばたく…5395
寺内正己特集…12887
戸川欣彦特集…12888，12894
徳永辰也談話室…6485
徳永智春特集…12896
友田 陽最近の研究…132
外村 彰特集…12888，12894
鳥山素弘紹介…4302
鳥塚史郎プロジェクト報告…6438
坪田雅己特集…12886
土田 錠ミニ特集…4266
土屋由美子新技術・新製品…3219
津田健治特集…12837，12885，

12887
塚田隆夫ミニ特集…7523
着本 享特集…12879
連川貞弘小特集…10703，10734
鶴井隆雄特集…12881
津崎兼彰ミニ特集…283

U

打越雅仁新技術・新製品…3216
上杉健太郎解説…6451
鵜飼重治新技術・新製品…148
右京良雄特集…12869，12904
馬越佑吉巻頭言…5325

梅田和巳はばたく…9686
宇佐美徳隆小特集…10703，10

720

W

和田国彦新技術・新製品…3222
和田直之特集…12850
若井史博ミニ特集…9644
脇谷尚樹特集…12841
早稲田嘉夫巻頭言…11
渡辺大樹新技術・新製品…157
渡辺匡人ミニ特集…7517
渡邉正人特集…12881
渡邉奈月特集…12868
渡辺精一特集…12908
渡邉忠雄小特集…10734
渡部祐司最近の研究…9664
王 建軍最近の研究…123
王 洲光特集…12892

X

袁 暁利特集…12899

Y

薮内康文特集…12900
矢口紀恵特集…12878，12879
山田和治特集…12908
山田 穣特集…12844
山口梅太郎ミニ特集…4249
山本和生特集…12896
山本直紀特集…12898
山本春也最近の研究…123
山本剛久ミニ特集…9639特集…

12837，12842，12845，
12852，12871，12880

山本 悠特集…12874
山村 力最近の研究…123
山中章裕新技術・新製品…145
山中一司材料ニュース…4298
山中悠子特集…12880
山根八州男新技術・新製品…2144
山l政義談話室…160
山崎貴司特集…12883
山崎 順特集…12855
谷中隆志特集…12877
屋鋪裕義新技術・新製品…3225
安田秀幸ミニ特集…7514
吉田英弘ミニ特集…9640特集…

12875
吉田健太特集…12903
吉田光彦特集…12838
吉田朋子特集…12869
吉田良行特集…12851
吉川 昇ミニ特集…8573
吉川正人最近の研究…123
吉見享祐ミニ特集…283
吉矢真人最近の研究…9670
湯下憲吉小特集…10712
曹 勇プロムナード…13
Gao HongYe特集…12863
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著 者 索 引 (ABC 順共著者は明朝体で表示)

A

阿部英司特集…12980
阿部弘亨特集…121002
阿部俊治新技術・新製品…156
赤堀俊和新技術・新製品…168
明石孝也談話室…8694
秋光 純解説…9722
網谷健児材料ニュース…5431
青木敏洋特集…121000
青野正和最近の研究…9757
青柳克信特集…12983
荒井重勇特集…12973，121005
荒河一渡特集…12984
有田正志特集…12990
淺野攝郎小特集…8630
朝岡純也新技術・新製品…165
芦野哲也最近の研究…2125
淡路 智最近の研究…110

B

馬場幸裕新技術・新製品…153
萬谷志郎講義ノート…10841，11

925
M. E. Brito小特集…3207
Ernst Bauer最近の研究…11906

C

徐 超男最近の研究…9742
千葉晶彦広告特集…6545ミニ特

集…10793

D

大門英夫談話室…8695
David D. Djayaprawira最近の研究

…9734
出川 通ミニ特集…291，299

E

榎本成晃特集…121005

F

藤枝 俊特集…12977
藤井秀紀特集…12989
藤井伸平小特集…8630
藤田麻哉小特集…8661特集…

12977
藤田大介最近の研究…11910
藤田展弘新技術・新製品…3254
藤田武志特集…12974
深道和明小特集…8661特集…

12977

福田 隆解説…4285小特集…

8642
福井壽男新技術・新製品…168
福元成雄新技術・新製品…2160
福島絵里材料ニュース…5431
福谷耕司紹介…11936
舟木義行新技術・新製品…3245
船見国男特集…12996
古市直樹小特集…6482
古君 修新技術・新製品…153
古川克己ミニ特集…7565
古屋一夫特集…12958，12972
伏見公志談話室…2170

G

後迫 勉新技術・新製品…3248
Anna V. Gubarevich特集…12962

H

萩原幸司特集…12997
浜田弘一特集…12990
濱田昌彦特集…12981
濱野修次新技術・新製品…2151
塙 隆夫新技術・新製品裏話…8

691ミニ特集…10793
原田幸明解説…4292
春山哲也ミニ特集…10804
長谷和邦談話室…2172
長谷部光弘最近の研究…5395
長谷川雅幸解説…8667
長谷川 剛最近の研究…9757
長谷川英雄新技術・新製品…3245
橋本剛志新技術・新製品…2160
蓮野貞夫新技術・新製品…153
畠中 誠特集…12984
波多 聰特集…12958
林 邦夫新技術・新製品…3254
林 重成特集…12966
林 俊一最近の研究…11906
林 泰輔最近の研究…2131
飛鷹秀幸特集…12960
東 健司トピックス…9768
日原岳彦最近の研究…8680
肱黒恵美特集…12983
日野谷重晴広告特集…6543
日野 実新技術・新製品…147

新技術・新製品裏話…4
340最近の研究…11917

日野竜太郎小特集…3216
平林 眞解説…8674
平松 実新技術・新製品…147

新技術・新製品裏話…4
340最近の研究…11917

平田敦嗣新技術・新製品…162
平山 司特集…12957
広橋光治特集…12980，12996

広沢 哲最近の研究…4296特集
…12978

広瀬龍介特集…12990
弘津禎彦最近の研究…124特集

…12957，12988
本間三孝新技術・新製品…3251
本間琢也小特集…3197
堀 辰男新技術・新製品裏話…4

340
堀尾浩次新技術・新製品…2154
堀田照久小特集…3207
星 雅彦新技術・新製品…2163
細谷陽三材料教育…7599
宝野和博特集…12957，12960，

12978
Anthony A. Haasz特集…121005

I

井 誠一郎最近の研究…4302特
集…12971

市田恵美技術資料…132
井口泰孝ミニ特集…293
井島 清最近の研究…4292
池田一貴はばたく…7608
池田賢一特集…12971，12993
幾原雄一最近の研究…4302特集

…12957，12963，12
965，12998

稲葉 崇小特集…6466
井口征夫新技術・新製品…3242
猪俣浩一郎小特集…8654
井上明久新技術・新製品…159

新技術・新製品裏話…5
429材料ニュース…5
431

井上裕滋新技術・新製品…2160
井上哲雄ミニ特集…2101
乾 晴行特集…12957，12968，

12969
入山恭彦新技術・新製品…2157
石田清仁小特集…8635
石田 央材料ニュース…5431
石田尚治小特集…8630
石川和宏小特集…8635
板倉 賢小特集…6465
糸井貴臣特集…12980
伊藤和博最近の研究…2131
岩本知広最近の研究…4302特集

…12967
岩本雄二最近の研究…3220
岩佐浩樹新技術・新製品…2145
泉 大樹特集…12986

J

浄徳昌宏特集…12999
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K

海江田裕介特集…12993
貝沼亮介小特集…8635
梶田恭之新技術・新製品…2148
掛下知行解説…4285小特集…8

642
鎌土重晴小特集…6465
紙田 徹ミニ特集…7560
金谷輝人新技術・新製品…147

新技術・新製品裏話…4
340最近の研究…11917

神田 基実学講座…4333
金子純一特集…12989
金子彰一小特集…3202
兼松秀行ミニ特集…291，2114
鹿野文寿特集…121006
狩野 隆新技術・新製品…165
笠原健裕特集…12976
春日敏宏ミニ特集…10812
片桐忠夫新技術・新製品…2166
加藤亮二最近の研究…8680
加藤 康新技術・新製品…153
桂井 隆新技術・新製品…2151
川本正幸新技術・新製品…162
川本直幸特集…12977
河村能人特集…12980，12994
川崎宏一最近の研究…7580
桂 成基新技術・新製品…168
剣持一仁新技術・新製品…2166
金 翼水はばたく…5436
木本浩司特集…12970
木村久道新技術・新製品裏話…5

429
木村健一郎新技術・新製品…165
木村耕輔特集…12958
木下博嗣特集…121006
桐野文良ミニ特集…291
岸田恭輔特集…12969
喜多川眞好トピックス…9768
北原弘基特集…12982
喜多和彦材料ニュース…5431
小畠秀和はばたく…9777
小林恒誠小特集…8635
小林正和特集…12959
小林信夫新技術・新製品…3257
小林千悟特集…12981，12991
小林俊郎特集…12959
古賀 猛新技術・新製品…2151
香山正憲国際学会だより…4343
児嶋伸浩特集…12993
小島由継新技術・新製品…3257
小溝裕一特集…12981
近藤 淳解説…10824
近藤幸一特集…12976
近藤幹夫新技術・新製品…3248
光藤誠太郎最近の研究…4296
小貫 薫小特集…3216
越川孝範最近の研究…11906
香山 晃特集…12992
小山佳一最近の研究…110談話

室…9775

小山敏幸談話室…9774
小櫻義隆小特集…6482
久保田正広特集…12989
久保田 健はばたく…10858
久次米 進新技術・新製品…3260
蔵元英一特集…12984
黒田大介新技術・新製品裏話…8

691
黒田光太郎特集…12957，12973
黒川一哉紹介…8693
黒崎順功新技術・新製品裏話…5

429
草野貴史新技術・新製品…3251
櫛田隆弘新技術・新製品…156
桑原彰秀最近の研究…11898
桑野範之特集…12957，12983

L

李 正九特集…12987
李 正操特集…121002

M

馬 朝利新技術・新製品…159
M. R. McCartney特集…12974
間渕 博紹介…3265
前田宗裕特集…12991
前田佳均小特集…6471
前畑さおりミニ特集…2116
真壁英一新技術・新製品…159
槇田 顕最近の研究…4296
万谷義和はばたく…3269
丸山正明ミニ特集…2111
真下 茂最近の研究…4296
松田光弘特集…12994
松橋 亮新技術・新製品…2160
松井良夫特集…12970
松倉良徳新技術・新製品…2163
松本広重最近の研究…3226
松本昌弘新技術・新製品…3242
松本峰明はばたく…7609
松村 晶特集…12957，12958
松永克志最近の研究…4302特集

…12998
松永朋也新技術・新製品…3257
松永利之最近の研究…117
松村 勝新技術・新製品…2163
道浦吉貞トピックス…9768
南川裕隆新技術・新製品…2154
南埜宜俊特集…12982
三島弘行ミニ特集…7565
三田尾眞司新技術・新製品…2148
三石和貴特集…12972
光嶋康一新技術・新製品…150
三浦健太郎小特集…6466
宮野泰征国際学会だより…9773
宮澤薫一最近の研究…7571
三次敏夫特集…12978
溝口 正特集…12975
水口 隆特集…12971
水谷 聡小特集…8630
水内 潔紹介…9771

水由雄介小特集…6466
門前亮一特集…12979
森 大五郎新技術・新製品…3257
森 博太郎新技術・新製品…3

242特集…12957，12
984，12987

森 広行新技術・新製品…3245
森 久史トピックス…9768特集

…12996
森 克巳新技術・新製品…165
森川 茂ミニ特集…2106
森島克成ミニ特集…7565
森山和彦特集…121006
本河光博最近の研究…4296
村上健一談話室…3268
村上浩二新技術・新製品…147

最近の研究…11917特
集…12961

村上正紀巻頭言…11
村上 敬最近の研究…2131
村上恭和特集…12977
村中隆弘解説…9722
室町英治トピックス…4337
室岡和樹特集…121003
武藤俊介特集…12957，12973，

121005

N

長濱大輔特集…12978
長浜拓也新技術・新製品…2166
長井拓郎特集…12970
永井康介解説…8667
長尾彰英新技術・新製品…2148
長坂徹也解説…4292
永瀬丈嗣特集…121001
永田晋二特集…121003
永田 考小特集…6482
中畑拓治解説…5389
仲井清眞特集…12957，12981，

12991
中嶋英雄解説…5389
中島 寛特集…12971
中島謙一解説…4292
中嶋健次新技術・新製品…150
中前正彦特集…12971
中森裕子小特集…3192
中村 茂新技術・新製品…156
中西和之新技術・新製品…3245
中野貴由特集…12997
中尾 航談話室…9776
中島英治特集…12971，12993
中山知信最近の研究…9757
成田一人はばたく…11939
成田敏夫特集…12966
鳴井 實特集…12992
成島尚之ミニ特集…10793
二瓶正俊物性・技術データ最前線…

5419
新野邊幸市特集…12986
新家光雄新技術・新製品…168

ミニ特集…10793
二宮正晴特集…12971
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西田 稔特集…12967，12994，
12995

西田典秀特集…12961
西戸誠志はばたく…4346
西原英喜新技術・新製品…2145
西村一敏新技術・新製品裏話…5

429
西野洋一小特集…8629，8648
西浦智博特集…12995
西山信行新技術・新製品…159

材料ニュース…5431
西山忠夫新技術・新製品…2151
野田雅史特集…12996
野北和宏談話室…11937
野中吉紀ミニ特集…7565
沼倉 宏最近の研究…2131

O

大場史康新進気鋭…8687特集…

12965
小高 直小特集…6482
小田原 修特集…12962
織田直樹新技術・新製品裏話…8

691
緒形俊夫ミニ特集…7548
大垣智巳特集…12959
大井健次新技術・新製品…2148
大石政治新技術・新製品…3242
大石琢也小特集…6466
大川雅弘特集…121006
大久保宏記特集…12981
大久保忠勝最近の研究…124特

集…12978
大森 明国際学会だより…9773
大森良太小特集…3188
大西一正新技術・新製品…159
大貫惣明特集…12957，12966，

121004
大沼郁雄小特集…8635
大谷博司最近の研究…5395
太田元基はばたく…6519
大塚 誠最近の研究…4308
大塚和也はばたく…4345
大塚智史最近の研究…9749
大松澤 亮新技術・新製品…2157
大村朋彦新技術・新製品…156

国際学会だより…9772
大崎 智特集…12960
及川勝成小特集…8642
岡田宏成はばたく…172
岡本範彦特集…12968
岡村一男新技術・新製品…162
岡村 進小特集…8654
岡 桂一朗特集…121004
興戸正純ミニ特集…10808
奥村 潔新技術・新製品裏話…

5429
奥富 功新技術・新製品…3251
尾中 晋特集…12979
小野目寛久新技術・新製品…3248
小野興太郎特集…12984

折茂慎一小特集…3187，3192
長部 清新技術・新製品…3251
長村光造特集…12961

P

朴 賢洵特集…12976
彭 棟粱最近の研究…8680談話

室…11938

Q

邱 然鋒特集…12967

R

蓮覚寺聖一材料発ベンチャー…3
263

S

西條充司新技術・新製品…147
斎藤宣久特集…121006
斎藤 茂新技術・新製品…3242
酒井夏子小特集…3207
坂 公恭本多記念講演…5381，

12973
阪本辰顕特集…12981，12991
坂田 敬新技術・新製品…2166
佐久間康治新技術・新製品…3254
櫻井裕也トピックス…4337
佐野健一ミニ特集…10799
早乙女康典材料ニュース…5431
佐々木健夫特集…12998
佐々木要助技術資料…10832
佐々木 厳特集…12973
佐藤彰一解説…14
里中 忍特集…12967
佐藤英一ミニ特集…7547，7554，

7565
佐藤和久新進気鋭…5425特集…

12988
佐藤一則小特集…6477
佐藤正之はばたく…3270
佐藤隆文特集…12976
佐藤俊樹新技術・新製品…3260
佐藤幸生特集…12964，12965
澤井秀次郎ミニ特集…7565
沢井友次特集…121004
関村直人特集…121002
瀬沼武秀解説…6488
柴田 清ミニ特集…291
柴田直哉新進気鋭…10852特集

…12963，12964
芝 清隆ミニ特集…10799
志賀正幸講義ノート…138，2138，

3233，4315，5403，6
503，7587

四竃樹男特集…121003
清水一郎談話室…3267
清水謙一解説…10817
清水真樹新技術・新製品…165
清水幸春材料ニュース…5431

下田達也入門講座…4324，5411，
6510

進藤大輔入門講座…9764，10848，
11932特集…12957，
12976，12977

白土 優解説…11891
染川英俊はばたく…121007
宋 明暉特集…12972
須田孝徳特集…12966
末石裕一郎特集…12992
菅又 信特集…12989
杉岡正敏新技術・新製品…2148
角田直人特集…12985
隅山兼治最近の研究…8680
砂原公平新技術・新製品…2163
須藤祐司新進気鋭…7604
諏訪嘉宏はばたく…8697
鈴木 威新技術・新製品…2145
鈴木徹也特集…12961
David J. Smith特集…12974，12

1000

T

太刀川英男新技術・新製品…3245
田所 裕新技術・新製品…2160
田口正美談話室…2171
田原 晃紹介…2169
高田和典トピックス…4337
高木教行小特集…6466
高木節雄特集…12960
高木康夫技術資料…10832
高原一樹新技術・新製品…3260
高橋 学新技術・新製品…3254

解説…6488
高橋亮一ミニ特集…297
高橋庸夫特集…12990
高村 仁小特集…3187，3211
高杉隆幸国際学会だより…3266
竹林重人新技術・新製品…3254
竹田英樹材料ニュース…5431
武田 茂談話室…6518
竹口雅樹特集…121000
竹内徹也解説…4285
武内道一特集…12983
竹内 力新技術・新製品…168
玉生良孝小特集…3188
田邉匡生はばたく…173
田辺哲朗特集…121005
田中克志特集…12968，12969，

12985
田中良平解説…9729
田中智史特集…12998
田中勇太はばたく…8696
谷口潤一郎特集…12985
谷野 仁新技術・新製品…3248
田代 均最近の研究…6495
立岡浩一小特集…6466
寺部一弥最近の研究…9757
寺田敦彦小特集…3216
寺田英司特集…12969
寺井慶和小特集…6471
手島光一談話室…171
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手束展規小特集…8654
戸田裕之特集…12959国際学会

だより…121008
藤 敬司新技術・新製品…3257
藤 健太郎特集…121003
徳本有紀特集…12964
冨田知志はばたく…6520
友清芳二特集…12957
友田 陽特集…12961
蔡 安邦談話室…10856
椿野晴繁特集…12999
中條屋 真新技術・新製品…2154
土屋由美子特集…121006
土屋 文特集…121003
土谷浩一小特集…8629，8642
辻 伸泰特集…12982，12985
塚口友一新技術・新製品…162
辻村太郎トピックス…9768

U

植田昌克新技術・新製品…156
上路林太郎特集…12982，12985
上杉健太朗特集…12959
上杉邦憲ミニ特集…7565
宇治澤 優新技術・新製品…2163
鵜飼重治最近の研究…9749
右京良雄特集…12973
馬越佑吉特集…12997，121001
梅村 貢談話室…10857

梅津理恵小特集…8661
梅澤 修ミニ特集…291
薄 葉州特集…12962

W

我妻和明広告特集…6541
若井栄一特集…121004
王 永明特集…12966
早稲田嘉夫巻頭言…5367
渡辺千尋特集…12979
渡邉大智材料ニュース…5431
渡辺和雄最近の研究…110
渡辺精一特集…12957
渡辺豊文新技術・新製品…2145
渡辺義見談話室…5434

X

謝 国強特集…12972
黄 新最近の研究…4296

Y

山地克彦小特集…3207
山田政之実学講座…7594
山田 昇最近の研究…117
山田竜二小特集…6466
山田豊和特集…12975
山口登士也新技術・新製品…3248

山口喜弘談話室…5435
山本玲子新技術・新製品裏話…8

691
山本敦史新技術・新製品…3251
山本厚之特集…12999
山本和弘特集…12962
山本兼司新技術・新製品…3260
山本雅彦解説…11891
山本剛久最近の研究…4302特集

…12964，12965，12
998

山室佐益最近の研究…8680
八十致雄ミニ特集…2103
安田 健ミニ特集…2108
安江常夫最近の研究…11906
矢沢好弘新技術・新製品…153
淀川正忠特集…12965
横堀武夫プロムナード…9717
横川晴美小特集…3207
横山敦郎新技術・新製品裏話…8

691
曹 勇ミニ特集…293
吉田友幸新技術・新製品…150
吉川秀之特集…12976
吉成正雄ミニ特集…10794
吉武道子解説…2119
湯浅新治最近の研究…9734
鄒 勇談話室…4344
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著 者 索 引 (ABC 順共著者は明朝体で表示)

A

阿部英司特集…12983
阿部真丈紹介…5433
阿部太一談話室…7613
赤堀俊和特集…121034
赤星晴夫ミニ特集…13，128
秋元祐介特集…121011
安藤功兒小特集…6480
安藤寿浩最近の研究…3218
安藤庸平特集…121001
青木敏洋はばたく…4329
荒井重勇特集…12996
荒川史子特集…121028
荒河一渡特集…12995
有持和茂新技術・新製品…2148
浅見勝彦最近の研究…4318
浅野秀文小特集…6467，6485
浅岡裕史はばたく…8698
朝山匡一郎特集…121028

B

板東義雄特集…121016
Vladimir Bengus特集…121002

C

陳 栄最近の研究…10840
竹士伊知郎小特集…10815
千野靖正小特集…4270
張 光智特集…121023

D

出川 通実学講座…6535，7604
土井俊哉談話室…7612
杜 文博小特集…4275
Mukuk C. Debnath小特集…6480

E

越後谷淳一委員会だより…170
榎本成晃特集…121008

F

渕 真悟特集…12987
藤井昭宏特集…12989
藤井克彦特集…121039
藤居俊之解説…11925特集…

121018
藤森宏高談話室…9773
藤尾諭志特集…12989
藤田明次談話室…9774
藤田麻哉談話室…121048
藤田大介最近の研究…9724
藤田英一ミニ特集…128

藤田 毅新技術・新製品…3235
藤田武志特集…121000
藤谷 渉特集…121032
藤原知哉新技術・新製品…2148
藤原康文最近の研究…4312
深道和明解説…10831
福元謙一特集…121027
福本晃二最近の研究…143
福永俊晴最近の研究…3225
福谷耕司特集…121039
福富勝夫特集…121013
福山貴博新技術・新製品…2145
福崎智司最近の研究…5418
福澤英明特集…121031
船川義正特集…121037
船見国男特集…121019
古原 忠小特集…2103
古井光明談話室…10860
古君 修新技術・新製品…3238
古田忠彦新技術・新製品…2154

最近の研究…10840
古屋一夫特集…121017

G

蒲生西谷美香最近の研究…3218
後藤隆一談話室…5436
後藤 孝最近の研究…7585

H

幅崎浩樹最近の研究…4318
萩原幸司特集…12993
原田幸明小特集…4264
花田 剛特集…121002
塙 隆夫新技術・新製品…2139

ミニ特集…3176特集…
121035，1040

長谷川英雄新技術・新製品…149
長谷川清一郎特集…121035
橋本初次郎特集…121021
橋本 等産官学交差点…8692
橋本功二最近の研究…4318
橋本拓也特集…12990
橋爪太朗特集…12991
畑 克彦新技術・新製品…167
畑野 等新技術・新製品…3244
波多 聰特集…121013
羽鳥仁人最近の研究…2129
服部友一特集…121033
早川正夫最近の研究…9717
林 克郎新進気鋭…8686
林 照彦新技術・新製品…161
飛田 聡最近の研究…8667
飛田守孝特集…121020
日野 実新技術・新製品…152

特集…121041
平松 実新技術・新製品…152
平澤淳一郎新技術・新製品…3238

平田秋彦特集…121002
平山 司特集…12999
広橋光治特集…121019
廣瀬幸範最近の研究…143
弘津禎彦特集…121002
久恒邦博特集…121036
財本多記念会・東北大学金属材料研究
所研究会材料科学のパイオニアたち

…10851
宝野和博特集…121031
堀 崇展新技術・新製品…164
堀内隆夫特集…121003
細野秀雄特集…12985
黄 煥新技術・新製品…2154最

近の研究…10840
Eric R. Hodgson特集…121009

I

市橋鋭也特集…121015
市野瀬英喜特集…12984
五十嵐信行小特集…2108
井形直弘談話室…8695
井口孝巻頭言…11
飯塚俊治新技術・新製品…3235
井島 清小特集…4264
池田勝彦ミニ特集…8635
池田倫正新技術・新製品…2151
幾原雄一小特集…291特集…

12985，994
稲葉信幸ミニ特集…117
猪俣浩一郎材料ニュース…9770
井上明久新技術・新製品…2142，

145
乾 晴行特集…12989
井 誠一郎特集…12994
石田清仁新技術・新製品…2136

最近の研究…6515
石原一彦小特集…2118
石政 勉特集…12991
石塚哲夫新技術・新製品…158
板倉 賢特集…121010
一宮克行新技術・新製品…3232
伊東一彦新技術・新製品…2154
伊藤恵司最近の研究…3225
伊藤和博特集…12992
伊藤孝至紹介…2157
伊藤 勉最近の研究…11931
岩本友広特集…12994
岩崎 源小特集…4270
岩崎仁志特集…121031
泉 岳志はばたく…3250
泉屋宏一最近の研究…4318

J

神野哲也特集…121035
城 健男解説…4298
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K

梶原正憲談話室…3249
梶山博司新技術・新製品…164
垣澤英樹紹介…4326
鎌土重晴小特集…4263，4275
金谷輝人新技術・新製品…152
神原 淳新進気鋭…121042
金子道郎新技術・新製品…161
兼松秀行談話室…2158
冠 和樹特集…121018
鹿野文寿特集…121038
加納 眞小特集…10823
苅谷義治談話室…4328
笠茂利広新技術・新製品…3238
春日敏宏特集…121034
片岡將和小特集…4293
片岡時彦新技術・新製品…2151
加藤一実ミニ特集…8655
加藤雅治解説…11925特集…12

1018
香月 太談話室…11959
川原浩一小特集…2113特集…

121001
川喜多 仁新進気鋭…11954
川野晴弥新技術・新製品…3244
川添良幸委員会だより…171談

話室…121050
來田 歩小特集…6485
木口賢紀特集…12988
菊池伸明最近の研究…9737
菊地竜也はばたく…3251
金 翼水特集…121025
木本浩司特集…12982
木村久道新技術・新製品…2142
木村敏宣ミニ特集…5392
北田正弘談話室…5437材料科学

のパイオニアたち…10
851

北川邦行ミニ特集…3194
北口 仁特集…121013
北上 修最近の研究…9737談話

室…121048
喜多和彦新技術・新製品…2145
北村英男解説…7569
木谷 靖新技術・新製品…3232
小林千悟新進気鋭…9766特集…

121041
小林能直最近の研究…9730
小林 武ミニ特集…8647
小舘香椎子小特集…11896
小日向 茂ミニ特集…128
香山正憲小特集…291，92
小出康夫ミニ特集…13
小嶋理恵はばたく…9778
小松正雄特集…121006
小森和範特集…121013
誉田 登新技術・新製品…2148
近藤勝義小特集…4275
近藤隆彦新技術・新製品…164
今野豊彦小特集…11895，921
小谷政規トピックス…7609

小谷岳生談話室…5436
神前 隆特集…121029
久保田正広特集…121024
工藤赳夫紹介…10859
熊谷直和最近の研究…4318
熊井真次ミニ特集…5384
熊倉浩明特集…121013
倉林 徹最近の研究…6504
倉本 繁新技術・新製品…2154

最近の研究…10840
黒田大介新技術・新製品…2139

ミニ特集…8643特集…

121040
黒田光太郎小特集…11895，910，

921特集…12996
黒崎順功新技術・新製品…2142
桑原潤史特集…121012
桑野範之特集…121010，1013
権 湧宰最近の研究…7592
京野一章新技術・新製品裏話…6

540
R. J. Kurtz特集…121027

L

李 正九特集…12997

M

馬渕 守小特集…4270
前田康二最近の研究…8667
前澤 龍特集…12991
万谷義和特集…121020
丸山正明小特集…10801
丸山公一委員会だより…171
丸山 徹ミニ特集…8647
間瀬一夫材料教育…11945
増子 I学会賞受賞記念講演…5

371
益子洋治最近の研究…143
増本 健特集…121003
松倉文ミニ特集…123
松木一弘特集…121023
松井秀樹特集…121027，1038
松井正顯小特集…6485
松川義孝特集…121005
松倉良徳新技術・新製品…155
松本明善特集…121013
松本光弘新技術・新製品…158
松村 晶特集…121003
松永克志国際学会だより…12

1052特集…12994
松岡三郎最近の研究…9717
松岡由貴小特集…11916
松尾宗次紹介…6542
松嶋正道談話室…8693
松下富春談話室…6544
目黒眞作最近の研究…4318
目良 裕最近の研究…8667
三村裕幸新技術・新製品…158
峯村哲郎新技術・新製品…164
三島良直ミニ特集…5384小特集

…10799

御手洗容子小特集…11895，921
光井 啓最近の研究…6515はば

たく…11961
三石和貴特集…121017
三尾 淳紹介…5434
光嶋康一特集…121011
三浦永理特集…121036
宮本光貴はばたく…9779
宮本良之小特集…2108
溝口照康特集…12982
水田明能ミニ特集…5392
水谷惟恭特集…12988
森 博太郎特集…12981
森本 裕新技術・新製品…158
森本 昇最近の研究…143
森谷信義談話室…4327
元島謙二特集…121036
本屋敷洋一新技術・新製品…3235
向井敏司小特集…10810
宗片比呂夫小特集…6474
村上晃一特集…121035
村上正紀巻頭言…5355特集…

12992
村上俊之新技術・新製品…2136
村上恭和特集…12998
村上善明新技術・新製品…3232
村山 徹特集…121018
武藤 泉新技術・新製品…161
武藤俊介特集…121008
P. J. Maziasz特集…121025
M. R. McCartney特集…121000
B. C. Muddle特集…121024

N

長井 寿最近の研究…9730
長野博夫材料発ベンチャー…10

858
長野隆洋ミニ特集…13
長沼勝義談話室…5435
永田晋二 特集…121009
中川清晴最近の研究…3218
中東重雄特集…121038
仲井清眞特集…121041
中嶋英雄国際学会だより…121051
中島謙一はばたく…7618
仲道治郎特集…121037
中村展之新技術・新製品…3235
中村志保小特集…6498
中村新一特集…121012
中西栄三郎小特集…10805
中野伸祐特集…121008
中野貴由談話室…2159特集…

12993，1032
中田博士新技術・新製品…3235
中谷亮一ミニ特集…13小特集…

6467最近の研究…10
845

中山則昭談話室…7615
中山武典新技術・新製品…3241
名西之ミニ特集…112
新家光雄ミニ特集…3173特集…

121034



ixix　　　　　　著 者 索 引

西村一敏新技術・新製品…2142
西村哲郎ミニ特集…8651
西野和彰最近の研究…10840
西澤潤一解説…4304最近の研究

…6504
新田紀子特集…121014
丹羽滋郎ミニ特集…3186
野田雅史特集…121019
野村祐司小特集…4293
野浪 亨材料発ベンチャー…5431
納富 啓談話室…9775
沼倉 宏国際学会だより…121051
J. F. Nie特集…121024

O

織田直樹新技術・新製品…2139
小形曜一郎特集…12990
小川一行最近の研究…3218
大場史康特集…12985
大渕博宣最近の研究…4312
大木泰造最近の研究…2122，9

724
大原久典小特集…10827
大井健次新技術・新製品…3232
大石恵一郎新技術・新製品…167
大石知司談話室…8694
大久保忠勝特集…12986，1002
大参達也談話室…9776
大村朋彦紹介…10859
大西一志新技術・新製品…2148
大野哲史特集…121022
大野英男ミニ特集…123
大貫 仁ミニ特集…13，128
大澤一典新技術・新製品裏話…6

540
太田弘道最近の研究…2129
太田裕道特集…12985
大谷博司ミニ特集…8635国際学

会だより…10862
大谷淳一新技術・新製品…167
大友朗紀談話室…6543
大塚正久最近の研究…11931
大和田伸郎ミニ特集…17
及川勝成新技術・新製品…2136

最近の研究…6515
大井健次新技術・新製品…3232
岡部 徹解説…134
岡本篤樹談話室…121047
岡本潤一新技術・新製品…158
岡本和孝新進気鋭…8690
岡本 聡最近の研究…9737
岡野重雄新技術・新製品…3244
岡野哲之特集…121029
岡野康之特集…12995
岡崎一行小特集…292
岡崎義光ミニ特集…3182
岡崎喜臣新技術・新製品…3244
奥村 潔新技術・新製品…2142
奥野幸洋談話室…5436
尾中 晋解説…11925特集…

121018

小野勝敏最近の研究…5425講義
ノート…6529，7598，
8680，9744

小野興太郎特集…12995
尾崎芳宏新技術・新製品…3238

Q

徐 特集…121007

S

完山正林特集…121029
鷺坂恵介最近の研究…9724
佐原亮二はばたく…7616
西條充司特集…121041
齋藤秀和小特集…6480
齋藤秀雄特集…121019
齋藤公児ミニ特集…3206
斎藤尚文最近の研究…7592
斎藤 卓新技術・新製品…2154

最近の研究…10840
坂口 勲小特集…297
坂口紀史紹介…9772
阪口修一新技術・新製品…2151
坂 公恭特集…12996
酒井宏司新技術・新製品…152
榊原 精特集…121020，1026
坂本宙樹特集…12989
佐久間昭正小特集…6468解説…

10831
佐久間健人本多記念講演…5377
三瓶哲也新技術・新製品…2136
讃井 宏小特集…4293
佐々木 元特集…121023
佐々木 勲新技術・新製品…167
佐々木哲朗解説…4304
佐々木 厳特集…12996
佐藤弘孝新技術・新製品…155
佐藤 馨特集…121037
佐藤紘一特集…121007
佐藤裕樹特集…121004
佐藤幸生特集…12985
佐東信司談話室…10861
里 達雄ミニ特集…5400
澤邊厚仁特集…121012
沢田英敬特集…12984
澤渡直樹特集…121018
千星 聡新進気鋭…10854
志賀正幸講義ノート…11938
四竃樹男特集…121009
島田 寛最近の研究…9737
清水一郎特集…121026
清水哲雄新技術・新製品裏話…

6540
下条雅幸特集…121017
志村 眞ミニ特集…3213
進藤大輔特集…12998
篠崎和夫特集…12988
白神哲夫新技術・新製品…2136
白石孝信特集…121036
志波光晴談話室…7614
重松一典最近の研究…7592

成 圭はばたく…173
空 剛史談話室…5436
須賀田正泰材料教育…11945
杉本憲昭特集…121011
杉本 諭談話室…121048
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