
1．3　50周年記禽行事の開催
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平成15年6月5臼、東京禽舘にて特殊材料溶接研究委員会が下記の式次第にて行われた。

第一部：記念式典

1．委員長あいさつ（西本和俊委員長〉

　・特殊材料溶接研究委員会の歴史

　・特殊材料溶接研究委員会の果たした役割

　・今後の役割（展望〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣i騨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纏穐

2．50周年記念事業「ガイドブック発刊」唱について

　・「ステンレス鋼溶接トラブル事例集」の紹介（川嶋　巖副委員長）

3．関連学協会からのあいさつ

　・社団法人日本溶接協会（小暮寛彦専務理事〉

　・化学機械溶接研究委員会、（河勝武亮副委員畏）

　・表面改質技術研究委員会ド（三宅正司委員喪〉』．

　・粉体接合・加工技術研究委員会（勝村宗英委員長〉

　・社団法人溶接学会（豊田．政男』会長〉．

第二部：記念講演

　　「自然の驚異と技術者の叡智一畢ノつくりを愛する技術脅の不易と流行の間で一」

　　（大阪大学大学院　豊田政男教授〉

y灘1’



●伽特殊材料溶接研究類会5。周年記念

第三部：記念撮影
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第四部：ド交歓会

　　　　　　　響糊囎噸騨灘灘鞭鍍

轍欄融磯獺鋤糀翻吻．
　　　　　　　　㈱躰醐象
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1．4　今後の活動予定

特殊材料溶接確翻鎚本年（20・3年〉創設5欄年を蘇た・歴代の翻長並び燗係者の努

力により，現葎の盤右な基磐ができた。今後さち鱒委員禽活動を充実させ，少しでも多くめ社会貢献

を果たすべく努力をする所存である。・



●●●特殊材料溶接研究委員会5。周年記念

日本溶接協会特殊材料溶接研究委員会

　　　　　　50周年記念行事

　　　　　　　　式次第

平成15年6月5日（木曜日）　於＝浜松町東京會舘

　　　　　　　　　　　　司会＝古賀信次副委員長
第一部：記念式典（チェリールーム）

1．委員長あいさつ

2．50周年記念事業「ガイドブック発刊」について

3．関連学協会からのあいさつ

・社団法人日本溶接協会

　　・化学機械溶接研究委員会

　　・表面改質技術研究委員会

　　・粉体接合・加工技術研究委員会

・社団法人溶接学会

西本和俊委員長

川嶋　巖副委員長

小暮寛彦専務理事

河野武亮副委員長

三宅正司委員長

勝村宗英委員長

豊田政男会長

13＝30～13＝50

13＝50’》14：05

14＝05～14：30

第二部：記念講演（チェリールーム）

　・「自然の驚異と技術者の叡智一モノつくりを愛する技術者の不易と流行の間で一」

　　　　　　　　　　　　　　大阪大学大学院　豊田政男教授 14＝30～15＝30

………休　憩一……

第三部：記念撮影（オリオンルーム） 15：45＾’16＝00

第四部＝交歓会（オリオンルーム）

　開宴のあいさつ

　乾杯のあいさつ

　なかじめ

司会：篠崎賢二幹事

西本和俊委員長

大重広明監事

古賀信次副委員長

16＝00～18＝00
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平成元年～平成拓年度特殊材料濤接研究委員会資料リスト（1）
・ぼ 賃料罫骨　・ へH￥転』　v囲訣ド強、蚊㎡軌遍昼嵜訊、響．》∫』遥ヰヤ．　溌‘・　、轟鯵《ヤ、解諸㍉ ㌣所欝《、’ず語磁 《、匁　、劉卸看奢鳩翔囎ゾ、

SW“69一書 零98蜂痩獄降純殊材料溶擾硝窒婁員会纂箕欝齎書《累》

S雛一G9礎 紹狛63年痩舗殊特殊材料潟擾“究曇員会収窒決舞○｛累》

I
S

W略9－3 平成元年屋特殊材料濤擾研究曇鎌会収交予算書儒》

1－1 s翼略9弓 笥殊材料潟撞研究婁員会名薄

SW一も9－5 隠邸吐e駒y期→1の高温割れ感受性に及ぼすBの影響 大阪大学 中縄痘邦．篠爾賢二

s〕一69略 Sl3屑と恥の接含継年強腹に及ぽす界面反応層の彫響 大阪大学 中縄痛邦．西本和優、才田一攣

sw弔9－7 ステンレス箔の製造とその二、三の萄惟 β本ステンレス 憲葭載

s實弔9r6 平成元年霞第一囲特殊材料溶捜研究曇員会繊事録

s脚一G9－9 籔管のアモルファス高遮捜合システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住友金壌工業（株） 小溝総一

1－2 s脚一89－10 アモル7アス高遼搬舎システム〔周よカタログ》

SW－69司1 鉱倣搬含蟹高遮回転羽繊導について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三覆霊工業｛株） 深谷保樗

SW｛9－12 剛Pによる粉末の焼結予測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斬日本縦鑑｛株》 大ロ警康

S〕略9一雪3 東芝セーサ加工システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯨，東芝 塞材

SW略9一筆4 1，qDEX200エキシマレーザ装置とその応用 住友震機会工鑑1株》 山中豪弘
ト3

S雛一59一総 三覆炭簾ガスレーザ触エ機 三覆電機㈱ 新晃鯛置

S胃略9一董6 番丹付けミスのため欠餐

SW唱9一” 平虞死年虞第三圓特材餐員会繕事録

S〕一●9司8 平虞元黛度活勤鞭告

＄〕一69一看9 平戚元年度収支決算書

SW｛9，20平成2年痩特㌶委員会事業針爾
ト1

sw略9“2驚 平虞2年度奴支予算○

3〕49顧22媛錫機能材料〔傾㎜能材硝究の類状について》 命編材料技術観窒所 塩霞一踏

＄〕一囎一23 S麟麟アダマンクラッド｛溶浸による表薗被穰法とその硲用について 住綻愈属館山（株》 悶傘恭房

3膨一69－24 エレクトロケミカルメクライジングの漂理と搭用 セレクトロンズ・リミテッド 高赫貞夫

5〕一90一寒 平戒元犀屋錦4回特材婁議富録

SW一つ04 平成死年魔第4圃特材婁幹事会繊事録

S〕40櫓 粉末饒縞鈍クロム板の溶接性 大阪大学 中田一縛

I
S

〕噌04 活性血属クラツド鱒の捜台部特姓 住左金贋工業縣》 小州狛縛
2－1

5〕→Orl－2 チタンクラツド鍛板

s騨一go－5 チタン触材料の材質と用達窃 新9率蟹蝋橡｝ 鈴木淳夫

s脚一go略 A㎞ソ80側溶接熱影響齢の経年劣化額れ 石妻旧播癌震工業㈱ 園家瞥

s翼一go麟7 平成死年霞収交決算書・平成2年霞収支予算累

5脚一90一¢ 平成2無雛囲鵯繕婁繍事録

S賢“90－9 平戒2年雛回特材曇幹凄会議導録

S脚・90備雪0 平戒2年箪咽特材婁名郷

2－2 S尉→0→1 回転電棚藤によりつくられた金属繊宋の特性 a鐵溶擾工錐蘇》 醸谷良平

S響一90→2 A書一5i系含愈におする溶射界爾笥惚こついて 堵手県工集賦磯場 舞糠正弘

S騨廟00司3 唖くlrイe三元系含愈の頁跳溶鮫傘纏の高温割れ感受性に及ぼすP劃及びSの影響 穴阪大学工学郁 中尾瓢弧

S騨一舶一14 当社におけるP了Aの利用状況（プラズマ粉体鮫舎の利用状溌及び刈ット》 特殊電極（株》 中鍬饗一

S響“90→5 平域2犀第2回特材曇繊事録

s脚“go→5 平成2鯵第2回特材婁幹事会謡事録

S脚→O輔7 胃ES7105硬‘ヒ肉盛被覆ア岬ク溶掻俸業糠準｛案）

S距90→8鋤鉄溶嫉の蒋殊妓衛 禦京工業穴学 簾藤轟

24 s脚→o－19 新嫉含法による複合部樗の閑晃 甥嶋璽工業像1 山田猛

SW・・90→9章属性能耐摩擦；璽管簡sバイブ 鰐崎重工雄僻》

S轡→0－20 ステンレスクラッドアルミニウム板の緒輔性 ㈱紳戸製鋼所 大家正次郎

S脚一90－21 スーパーステンシス銅 日本為金工業像｝ 繊峯力鱗

S轡一90－22 レーザ煕討によるジルコニア溶射層の表薗畿質 1擁環芝 中蠣畠子

SW－90づ～3 平成2年窮3回特材婁議導録

SW噌〇一24 平戒2年第3回菊繕萎幹蓼会護黎録

S胃一90｛5 平戒2年疲収支決算・平成3年度予算見込書

S影→046 平戒3年虞事鱗欝酉

S讐一90－27縮“粒徽絹化鋳造紡を鳳、た新しいタ司ビンディスク材の彌晃 ”1崎猛工業蘇｝ 田中照司
2圃

脚→O魂8高髄i含金擁食爾管の湖藤 NKK蘇⊃ 辻疋勇
SW－90－28’ 圓袖哺A陶y的po5251C蝕dPlp曇輔a闇伽c豊りr㊤dbりUOEProc●” 糧KK蘇1 辻運男
S脚“90－29 最近のステンレス鋼の切断披術 〔株）ダイヘン 薦川和一

S〕一90－30 CO2環壌における13％Cr油井鋼管および22％Cr二籟ステンレス郷パイブラインの耐食性 鱒崎襲鐵㈱ 累置党臣

S轡一90“1 特翻料の溶嫉・嫉禽施工条件のデータベース化について（累）

S轡一璽一9璽 平戒2鯵第4圃笥梼委識事録

SW4“91 平疲2年第4昼特繕委幹事会蹴事録

sw一き一引 特殊材料の溶横・搬台施工データシートの作戒について

SWr己一引 新鑑材の製遭とその用途例について 三薇マテリアル㈱ 言田秀昭

SW“5－91 覆々の粉蒙冶金ブ0セスによるτi｛1金繍閏化台物焼化体の機械的姓質 日鉄溶授工桑㈱ 高山麟
3→

SW｛r91 D瓶伽髄80而輌80伽象㊤rnetal畢にCo㈱o柵dτiAl 大阪大学 中尾瓢部

s膨一も一2－91 金屋閣化舎物の溶授・捜合

S轡一6－3一・91 A●ro離“撃9肇E》餉t5一At縞一Gl紡c◎

sw碑一引 金屡粉体の射出戒形について 8本ウエルディングロツド㈲ll 三木長治

SW略一引　活性金属総蒋の溶搬継￥性能に及ほす不純ガスの影響 石川島幡磨鑑工業㈱ 松本栄



●●●特殊材料溶接研究委員会5。周年記念

平成元年酎平成15年慶特殊材料溶接研鳴委員会資料リスト（2）
・贔や 舗赫撒が継騨鎖暗無，所郎、馬ザ蠣、題饗鰭肱1鴻、、訊焔す訊！ヂ．嚇ゾ・ダ肇《》解’攣・β 鼻声い蝕∴ぜ郵義テ・5’礪翼環国・ぎ毒以　　　擁 マー夢ぺ嬢屡剛謄噸■漬瘤嚇“融デ・島㌔淑

sw－9一綴 平成3年第1圏特材婁繊禦録

S脚蝉10→1 平成3年第1囲特材曇幹事会議導録

S尉“1レ91 材料糠含・加工技斎セッション等のテーマ（案｝

3－2 S騨一12－91 特鮒料の溶捜・幾合織工データシートの収捨状況

s騨輔3・91 高滋酸化物紹伝導材斜鴨a2C蝿07ッの嫉舎 大賑大学 篠嶋賢二

S脚司4－91 レ葡サアブレーション法による酸化物超伝導薄譲の縮品嫌遭および物性制御 ”1嫡鴛工雛｛橡》 醗畑仁
s脚嗣肇5｝91 超伝導擢磁推進紛について 三菱臓工業｛掬 坂井蕨
s脚噸嘩6一駅 平戒3隼痢2園特材委議事鱒

S〕一唾7一朝 平成3犀第2回特紡曇幹事会鎖事録

s脚一穐一●1 平成3年第3回笥勧婁幹事会鵬事鎌

S膨49一朝 最近のステンレス鋼及び高合金の渇披披術｛こ関する鱗習会（簾》

S尉”20→1 最避のステンレス鋼及び高合血の溶接披術に関する購翼会嬢内先リスト

SW魂ト9警 特難材斜の蕩按・擦舎寡工データシート依頼舩業リスト
3櫓

SW42→璽 アークブラズマによる超徽粒亭の作犠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盒属材料技術研究獅 大欝価

SW魂3－9筆 頼斜機能杉料製遣への減圧ブラズマ溶射の適用 新日率雛鐵（株》 北ロ三郎
S膨ぞ4“9警 S確ウィスカ轍化アルミニウム含金被含紡料とアルミニウム台金の線合 〔橡》紳芦縦鋳所 翼藤憧
SWり25－9韮 酸化蜘分敗強化合愈の拡数幾金 石’隔播綴鴛工鑑（練》 莫野和明
S紺一26－91 通巌省工業技衛院四墨工業製験場 通産省工業按術陸 米田理史

S慰一27r引 鍛逝の成渠に碁づく外部との協力騰係 通産省工業技術眺 闇塞英
S尉48。G1 平戒3年第3園輔材婁議事録

sw’29一創 平成3零第4圏腕樗婁幹零会議篠鋒

S尉一3041 邦z戒3年虞収支郵卜轍1圏曙墜。平成4年度羅粟藁：予1闘曙翼

＄脚“3韮41 平成3年醒箏業報齎

s實一32一引 箪成4卑度冨簾雛顕篠》

S脚一33弔1 特蘇材料溶擦研豊婁貧金倉員リスト
3補

S脚一34－91 胃ES7105硬化自盛被覆7ク溶被作業標攣

S買櫓5－91 騰冒金に薦する7ンケート隅童紬娯

SW顧36一引 谷覆材料の溶頓・鞭台雑工柴仲に隠するデータシート犠（その1》

SW47－91 イオンプレーティング注により形成しだ丁醐3鎮によるτ脚の耐酸化健敬警 大阪大学工学郡 中尾癩郎．篠崎愛二

S脚“38－91 レーザ員旧敢愛処現による”i一¢r欄㌍6触の耐躍耗性改養 ‘綜》神芦闘箭 轍田暫炎
S響礎39一“ 交流矩形波プラズマ電灘の鶴発と《1。A9含血溶綬への適用 8霞港捜工業‘株） 星野裂

S脚司一92 平戒3隼第5圃特材婁餓蓼録幹導金

s騨顧2r92 寧破3犀第4団特紛婁餓“録

s轡一3－92 平成3勾目薗ヒ倣決算書‘三F規4舞；震3阪支予1蔭劉畦

S螂r‘→2 特殊材斜渚娘観実曇轟会鯖習会収支決舞報窃書

S螂一5－92 平戒4年度寧議貯猶

S”略尋2零年魔嚢員会岡催のテーマと担当幹事

4－1 S騨舜｝92濤接●嫉倉施工乗件データシートの平戚4年度収集及び出版計薦（寮》

S騨嫡G→2　最近のステンレス釦恥高合血の裏用湾嫉技術に随する鵬習会《察｝

淵一9→2特殊材斜湖聾研寵袋員会禽員リスト

SW司O一鞭AトC駈撫合ワイヤによる《1の硬化肉盛撲術 日鐵濤授工雛｛株》 票簾驚

SW－11－92内』…クリーブ影鍵験によるポイラチューブ員籾繊勲）熱店力蹴れ再現紋験 石川鳥播磨貫工桑㈱ 粂亮一

S脚一12→2輔lP十熱面挿出ωHの法による超合金複合赫の製進 新8本8臓（雛》 小川灘之

S脚一13噸2活性血属インサート材を用いたセラミックスと食属の摩嬢径捜 大販大学 池内健二

S騨一14→92　平成4年第1四穂零霊婁織餅事金m事餌

S脚一15－92平成4年第1圃翻婁挺会臓欝録

4－2 S尉一16－92　S鱗1紺A薩　O翻　JOI厩1麓G　OFAD》A網CεD翻ρ』7ε縫巴AしS

sw爾17－92 了洲を主体とした盒属闇化金物の擦台および応用について 鱒嬬璽工鑑｛徐》 B野春樹

S脚印聾8一◎2 ガスターピンの加工技術と品賃管瑠 三覆璽工叢㈱ 広田法舞

S欝49－92 平戒4年第2鮒暢婁艮金幹事会繊事録

S尉“20雨2 平成4犀第2回特樗餐員会蹴事鋒

S榔一2ト92 駈のステンレス鍛溶糠職工技術の實際とその応力に闘する縞習金プログラム

S轡一22噸2 ジ5ブシ3ッブから見たエキシマレーザ篇工の現状 渠戒エレクトラビーム蘇》 門農輝慶
4－3

SW－23“92 CO2レーザ溶綾による各禰金属材料の切噺 ，“嶋璽工蹴｛株） 長谷澄憲

S尉一24弔2 Sic織維強化τ博A風VF贈のレーザ鴻接 大阪大学 広瀬明夫

SW44弔2 鋳物切サ覆の再利用による溶射皮膜への応用 長嶋県工窺技術センター 平木郎弘

S賢一25→2 CO2レーザ溜嫉の臓饗と者覆材料への鴻吊 泉鍛丁墜》 貰鍛修二
S轡一26－92 平戒4母第3厨捗材曇瓜会幹事会餓“録

s尉一27－92 平戒4年第4周特材婁員会幹事会餓廓錨

sw－28－92 平戒4年窮3圓特材婁員会議事鎌

S脚一29”92 平威4鯵震事業嬢告

5W－30－92 平戒4犀魔収支見込決算○・平成5隼醒収支予輝衆

s膨鴫1－92 平成5年醒事鑑欝“

4r曝 s悔櫓2－92 093先端材料の溶娘・搬倉国際セミナー嗣催累内

S榔一33－92 Sε蟻旧A舜O髄jo舞髄警鎚G　OF　AV《魏CED麟Aマ【肇AしSα¢轟t轟勃》e　Proσ＆鵤》

5轡一制一92 データシートの敬リまとめ日穫及び縁見鯛整

S尉鴫5→2ジルコニウム含金の溶接 8本ニューグリアヒュエル｛擁｝ 小霊孝次熱

s〕一36→2 広がる噺日鐵のチタン3その他 8雛溶棲工窺1株》 鎌田啓一

s罵一5マー92 イオンツレーティングを秘用した盆散嫉含 欝盤曝立丁糞権術ヤンター 伊豊雅箪

sw－36－92 再処環施設における縄材接含部の特性 大販大学 中織嘉郊

27
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平成元年～平成15年産特殊材料溶接研寵曇員会資料リスト（3）
墨“ ￥誕料1謄脅賂 瞭輻轍ゾ　　』沸軸一碧響渉　　　　　　　　　軍　　ぜ斑、’ 《　　　　　　雪蝋翫脅穿　　　　｛嶋ン 独㌔蔓、…　蚕欄卜瓢讐　　　　ウヘ“ジ

SW軸1→3 平鷹4塞馨震第5回特材婁員搬幹事金■事録

I
S

買學2母3 平戒5年度第1回韓材婁鑑会幹事会議事録

I
S

胃魂43 平成4毎度収支決算書・平成5年魔収支予算案

I
S

W→→3 特材婁貧会議習会収支決算書

I
S

W略一93 平成4年震代4回特材餐飛会議事縁
5－1

S饗略一93 肉盛パイプ、蒸慧膜および溶射部材の残留応力測定方法について 九州工業大学 専崎俊交

S〕尋一93 熱霞圧鑑法による蕎処環用属繕綴手の臓艶 住友愈属工繋蘇》 小川潤搏

s〕一6－93 A5083！SUS304癖クラッド伶製のための儀発』…棲鮒の設定　　　　　　　　　　　　　旭化成（株》 俸嚢猛憲

S脚弔一2→3 ステンレス鋼中闘材を用いた各種Al合金とステンレス鋼の爆琵座接粂件と接含強霞　　　　規化成（株》 便妻猛憲

SW弔”93 ブラズマ紛体掬盛による表憾硬化について 川崎璽工業1株》 幽口正治

SW一量Or93 平成5年渡第咽特材硬員会議事縁

SW一！ト93 平醸5年震第2回特材髪員…8癖事会議事縁

5魂
SW樋2“93平成5年震第3圃特材擬員鱒事会臓事録

S脚一讐3－93 鉄骨ポックス柱の製作ライン 1株》巴技研 松率歪B

SW一14“93 ステンレス鍋濯擦用シームレスフラックス入りワイヤの醐党 日鐵溶授工鑑｛株》 長嶋撃
S榔一篭5－93 ステンレス獅溶績施工嫁鷲並びに粉体肉盛鼓術の裏際とその応用→資料なし 縛鋭パンテック（株》 山田公鍔

s尉一16→3 平成5年嵐第2囲特材婁員会謡事録

SW－17・93 平戒5自霞震第5闘辱●砲『婁員会幹事会議冨鋒

S脚一18→3 『最逝のステンレλ編矯餓趨工彼衛遊びに粉体肉藍嫁斎の震際とモ・の応用に薦する鶴貿会0縫》5テキスト

S尉→9－93 『金編営料渚嫉・披含鰭工データシート集囎33パンフレット

5－3 SW－20－93 鱗習会に隠するアンケート緩驚綾果

S膨一21一響3 オーステナイト系ステンレス鋼渚綴金属の凝固・変触挙動について 新日本蟹蝋株》 井上裕滋
S轡一22－93 恥講o，Wを含む嚇P系樗の紹澗使用後の渚峡特性 大阪大学工学郡 西零霜俊
SW－23－93 A閥ewT”“齢驚●臓A恥ye6S鰭ゆ●rD凹ゆ鯵翼Sta掬1●38Sto●lDP3影 住金藩授工繋（韓⊃ 水田盤3

SW－24r93鋳物の切り肩の再利用による港射蝕への応用 長醜県工業技術センター 平＊郊弘

SW陶25｝93 零成5琿度鰭3囹鴇材婁織会鱈事鍬

S尉一26－93 平戒5年度第6圏辱◎材曇員金幹事会餓蓼録

S〕“27一◎3 平成5壕度事素綴告（霞）

8
SW－23－93 平成6卑霞蟹簾附日僚》

SW－29－93 笥捧材料濤嫉硝窺婁員愈餐員名郷婁員名簿

5胃一30→3 金属基複合勧料伽蘭C》の製造技術の關艶と適用観賓 州峻璽工鑑〔橡） 中谷港

S脚一6卜93 ア’レミ碁複禽材鱈の製遣：方法とその笥巌・用遼について 三覆アルミニウム1縁⊃ 渡都昌
S欝“2－93 超僧嶺材講の接続方浅とその特性について （株》粟芝 渋谷範曝
S轡一4－94 平成5犀霞第4四特樗登員会擾冨録

SW－2｝94 平虞5勾三痩第7圃特零『曇員虫幹箏禽議事録

SW略一94 平成6年痩事鑑計口

S〕r蔭→4 平成5年度収寅決算。平成6年産収支ラ算累
6→

S樹一5・’94 特殊材料溶擾厩窺婁員会嚢員名菊

SW略噌4　濠絶抵融嫉含注壷用いた翼i碁超含金と耐熟鋼の搬禽 撫歯羅 中橘昌子

SW曜・鯛　釦に一16Cr－5臨系ステンレス鋼及び溶擾材料の醐憂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繊鱈膚璽工鑑傷i》　　　　　　　　川嶋議
～』

S脚一8－94　純国巌ロケット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬白漏見O藁面 福島毒夫

sw－9イ閲 平虞6年臓鏑旧特材婁員会贋導録

SW－10→4平虞6q巨屋第1園韓材曇澱会幹事会蹴事録

6－2
SW－11－94 論習会案内「ステンレス鋳の斑工と溶痴

SW－12－94 川鉄の沿繕亀蟻肉け建材用属耐食ステンレス鋼

SW→3→4 ステンレス編のスポット溶擾 職薦芭力篇髭巌 平塚司熔
S影一馨4一つ4 21世紀へのかけ頓

SW→5訓 平戒6年窪第2圓特讐婁員会蹟冨録

SW一16→4 平成6年置第2囹雫略ホ書婁員会幹事会矯事録

SW一17｛叫 『耐熱材輯の慰◎予測・鐸価、纏倍対策」に鷺する文献讃査鮪渠〔その1》

SW一鳩一94 ステンレス鋼講冒金rステンレス鍋の触工と応撞墨テキスト

S脚一19イ博 膨ELD　PE鱒Eτ賢A了IO鑓　P縛E孕蒔O鰯E縄AOF　SUS304SτA匪鑓しESS　STEELS赫E【T ザ“”塵胴Sτπ”τEOFτEC闇OL◎GV
6→

SW－20－94 垂纐飽e覇ceoft拠●O翼…6eF㎞0騰量he〕e憾Pe纏etr亀繋◎陶P勧o“o榊e陶aofStai“■s5S聖●el 霊幽曲5蹴虞●oπ㏄隔剛唇

SW－21－94鋳物の渚嫉に闘する珊究（第一次共口研究報告書》 特殊営料潟嫉研究婁員会鋳物小婁員会

SW－2㍗94鋳物の溶嫉に闘する観究（第二次共目珊究報告書｝ 穂蘇材漏渚被醗究婁員会鋳物小婁員金

SW－23－94鏑鉄被緩アーク渚嫉郁の欠陥と機会的牲賞 東京工鑑大掌 舶簾轟
SW－24－94 粉俸ブラズマ溶嫉による各穣纏料の肉盛の輿験 日本ウ蜘デ〃グ・嵌’像｝ 三木良治，小轟雄一

SW－25－94 平戒6年痩第3闘特材餐員会議事縁

SW－26“94 鰯1成6年度箪3団特材婁員会幹事会繊準録 1社｝日本溶授協会

sw－27→4平成6隼屋第4圃特材登員会幹覆金韻事録 【社la本溶嫉協会

SW－28→4平成6年度富業報告 』ψ

S胃一29－34 平成7年屋8鼠報告

S貼30－G4平戒6年屋収支決算・平成7犀度収支予算蒸

S脚一3塞一94 〕εS邸◎4∫テタン濯掻残緬撲罵こおける賦職方法及び刷足基準2の31S務行漂累俸成蚕員倉
維薦のお願いならびに瞬婁員会揺域について 溶接披衛検定婁員会 聾員長藤朗簾

5r4
SW鴫2一曾4 耐熱材麟の欝◎予湯・評価．橘惨対策に薦する旧査に鷺わる件 深谷

S脚一33－94 蟹鉄機擬部晶の肉盛湯擦 8鐡ハード縣》 縷山鞍之

S聯一34馴 高温機器舗の岨織変化に基づく颪転温症嬢定法の検討 1株1東芝 斎藤穴澱，竃岡津明，國郁承年，
藤山一成岡村隆威

S脚一35→4 ξf侮dt◎f麟a象●庵ID●脚6＆2語“o醐echa砒alProper實i“ofC鍋姻1一軌”S叩eralloyl鱒738LC

SW－36イ随 S叩er　gCr鋼大後娠懲濤撞銅管の700麟W石崖専焼ボイラヘの適用 石川島償燈璽工鑑｛株｝ 馬木秀緩。梶谷一那，国広季甥，
戸塚丈鰻中代雅士粂亮一

SW櫓7→4 Cr恥V郷のタイプIVクラック損傷鐸斬と2．25Cr糊o鋼及び頴〇一3Crl観o銅における績儀対簾と野価 石311島搬磨臓工業1株｝ 中代雅士，木簾鴛光，オヒ期正樹

SW－38一釧 2、25C擁麟o鋤溶嫉継手部のクリープ犠傷予灘と超資波ノイズ分析による橿傷騨価と巽機齢灘 石劃隔播磨監工劃株｝、棄北鑑力1株》 沖代雅士他二佐久間竃勝他



●●●特殊材料溶接研究委員会5。周年記念

平成元年紺平成15年度特殊材料藩接観窺婁員会資料リスト（4）
・温｛ 綱匿＝昌昌砧舞陳遮い　ザ『鱒褒冤「帳《糠継織興溝璽翻磯颪蜘継挿　　縄紬擬漕癒翼　㌦灘薙拠㌶ 黙鴫翻娠》　「調閣闘隊無　　訴澱爽腕ド誘 騨一　　嘱塘滅搬麺睡量一…謎鰐　捧　諏縄

S脚→弔5 平成6年震篤個特熟轄料鴻搬研瑠陰員会織事鎌 （杜｝臼本溜捜協会

S切r2雨5 平成6年犠第5団撒材零毒漕摸観蜜ヒ郵塾員餅聯会顕箏録 ‘社》日糊協金

S尉。3｝95 平成6年魔収支訣算書・平戒7隼屋収支予算書

7－1
S騨r6－95 Zr及び7aの溶捜施工例及び耐食性 紳鋼メックス鯨》 広瀬博章
s尉一5－95 KU黛OSε総Gカタログ 縣｝クロセ

SW－6－95 KU綬OSεSpec回”●欲ε竃c㎞膨鶴 （株》クロセ

SW尋”95 工業用純了際嬢E擬織手境界部の硬さ特性と紹盲液特焼 北見工議大学 8士鴫良

SW魂一95 ステンレス鱗渚棲施工技斎の裏際とその応鋤例〔嬢》噸資料なし

S脚“9－95 平成7年霞銅1顕特材婁負会議8録

S”魂045 平成7犀震鋸1漏特材幹箏会繍廓鎌

S博一”45＆逝のλ勤ス爾潅嬢施ヱ披循の露際とその応用に鍋する繍雪会舛港 特翻料溶搬硝実婁員金
7－2

S尉榊婁245 耐すき衷腐食像輿聾漕接馴㏄r→lo含愈”クレパ酵 ㈱揺環蟹作駈，㈱荏尉給研蛎 中浜修平．實娠松

S欝→3－95 渤ケ給金7撚入りワ魯の闘犯 日本油腹鯨》 大谷璽、岡嶋司

S欝→4・95 ス勤ス鯛潟螢部の腐食とその敗普へのレ轡．処魂の応用 大阪大学 葭零網畿

5騨一驚5－95 平戒7鋸慶第2副特材饗長会綴事鋒

S〕→6－95 平矯7年度第2回輔糎幹箏会繊事鋒

S脚擁745 ス勉ス鋤濤擦施工披鷲論覆舎「最近の筋レス嘱溶擦施工援術の巽際とその応用毒舛スト

S影一驚845 超踊温蒸気←七凝タヘの鉄茜超合血改良A286の遮用 三覆重工織｛綜）　　　　　　　　　　臓田窮凍

S脚一茸9－95 火甥剛ヒ翫におけるポィラ・タゼンのトラ7ル頓例 中国電力蛛｝ 山口寛
7噸

S脚一20→5 明るいあしたヘー電力設備の擬饗一懐社累内γルット1 中国電力縣｝

S膨一2雪一95 中醗力の窺状｛搬社薬内γル僚》 中雛力縣｝

S轡廟22－95 ぎ側斜の余簿◎診断技術 バ7渤ク日立蛛｝ 小山輝夫
S影一23－95 ガス施財ケー㈱月職へのじょうずな漕用 バ7説ゆ日立1榊 田餓螢鯛，近藤由鳳駕厭診，購翼臓酒

S噺一24→5 パブ渤ク日黛会杜累内 バ7渤ウ日玄㈲ 田握広治，咽賀僕濤

SW－25・95 平威7零虞第糊特殊材料溜鰻研窺婁員禽鍛事録 ㈹日本湯殴協金

S尉一26→5 オ騨ス夢ナイト茶ス勤レス銅溶接金属におけるマ7シプ変懸の検射 新日零職鐵縣》 井上裕灘
7r4

S脚47－95けo濤嫉の現状 召’ll鳥繕艦璽工織憐》 繕山敏一
S影一28一髄 翻i基超倉愈単縞贔の濠栂銘救接金 大縦大学 酉率和倹，才田一肇、血大議

s脚一1－96 平霞7隼縦寮4圏著殊智料渚披研究餐員会議事録

SW甲2－96 平峨7隼症収交決算○・平虞8球度収支予算書 安藤纏一

S謝一3→6 特殊材料溶被観窺婁員会名簿
8－1

S響”4－96　亮調匿7陵5ント¢》材零等参霊｛ヒ9含甑妓1瞳¢》現状 働》艶鎚鐘篇緯量籍会 山ロ篤叢

S脚一5。96潜嬢継手の9リーアのrε繍による倣儀解析の例一F鰍は酵命・鱒命予潟に役立つか？一 愈編材料披術観蜥 衣川純一

s脚一6－g6航駆功》帰耐熱暢構とその裏用状況 三綾臓工鑑（橡》 浜井升平

S脚一7－96平戒6年霞第個糊料礒究換貧倉階事録
8－2

SW略一96 海娘驚工騎の陶題慮とその鐸決策に翼する討験賦料 鵯殊樗斜港酸噺寵餐長虫

SW－9一◎6 平成8年慶徹虫儲斜溜鍍需究妻議愈腰蓼録

S噺一10鴫6 7艦ウムのトザ海擾の碁髄検射とモの遼用 若川島循鰹重工雛（橡》 山鋤弘人
8韓3

s脚一1量一96 説酸ガストザによるア錦ミ＝ウム舎盒の藩搬輪惟 州崎量工業蛛》 酉尾繊，山田猛，古賀畑漢，犬嫁雅之

5賢一12髄 トザ鞭，たん‘艶崩‘馳源による材料雛工 工叢披斎號 米田環史，開繋英
S脚一13一弱 平戒8年震第3囲鴨殊繕料治捜硝究婁員会日禦録

S賢一14－96 チタンク》ド鋤畿撮錯の設齢・綴卿 三丼造船1橡》 今井舞鶴
8→

脚・輔一舗想大裂浮鮮式潟灘鴇違鴇｛ガ侮跡坪戒7隼夏研究成渠耀告書 メガ融術研究繊倉 隅田稔

S膨鱒6－96 劇欄蜷における励の遣用薦見
属梁鷹雄，松岡瓢巳，大八木憂太郷、
杉本廣憲隔田稔山田遁救

sw一ト97 平虞8年震購禰特殊材料港掻観疲曇負会議事録

sw－2→7 平成8年霞猛勤報告．平虞9年度蟹蟻雛瓢

s〕一弓一97 平成8年屋鞍竃決算．平成9年崖収支予鰍劉

9－1 SWrl－97 輔嫡C麺餉Po凱隔r 山縞特殊農鋤（糠》　　　　　　　　　松田躍

S”一5→7 高性能二協繕合金麗蛇のための先滋倉金鍛欝法 三覆重工業｛株》 麟田郵生
S膨一6－97 響倉有9Cr撚醜熱鋳潜嫉の特牲 聴日本蟹鐵｛嫌》 森本描
S欝鼻7“97 308系ス伽ス欝FCA〕渚授虫属の轟熱翻れ 大阪大学 西本和像

s資弔・劔 平虞9年崖第量爾特稼材料溶擦競究餐員会陰事録

S雛一9－97 ガスタ・ピン用遮熱冴イング技術の現状とその応用 像）粟芝 斉糠正弘
9－2

S尉→0→7①鉄粉焼縮部分のいザ治接技緬②鉄粉焼縞郎晶の溶撞撲繕 （株》縛戸製鍛漸 丼替康生．井錨弧

5〕→1・97309系ス弗レス銅7…り奴入りワイ姻こよる員樗濤嫉について 8準油謝株，　　　　　　　　　　　剛嶋司

S〕輔2・97平戒9年震第2圏特蘇材料溶嫉研究婁員会縮事録

S〕一13－97高翫合金の愚逝の麟向 三覆賜り7矧株》 野口昌桝

9櫓 5脚→4・97 欝熱勧繍こついて 三費血属嶺◎

S〕一15－97 貰Al禽賓剛膨超触の液梱拡散接舎用鋤卜愈繕の薦晃 大賎大学 酉本霜僅，才田一毒。織原蹴滴

S影一15－97 高霊畿かヒステナイト系ス伽レス銅溶練金贋の極鶴艦髄性 新8本製鐵縣》・日本醸子力観究訴 小簡触8，大龍羨、小川2雄．中嶋費炎

s胃一17－97 平戚9年度第3箇特殊材嚇湾擦観究婁織金議事録

S脚一18－97 アーク海撞電灘の技篇勤肉 ｛株）ダイヘン 山本養毒
9r4

s脚一雪9－97 金型鋳造による筒級鋳鉄とその渇鮫技術の醗琵 饗季県工業妓鷲センター ，繕廉正弘

SW－20－97 オキサイド潭紹による漂郎涛け込みTIG溶被法｛A耀IO法》の紹介 川崎雛工鍛蛛1 長谷川浩志
3騨“1－9魯 平虞9年疲第4翻將殊材料溶娘紐究婁員会繍廓録

s脚一2“鮎 締殊総料溶嫉研翼襲員会決算書・予算○鍵

s欝噸一9B 部禽・換霞会リスト

10穫
SWr4鴫B 耐熟用オーステナイト系ステンレス購m無嘱距41の閥見 憐金箪士鑑‘謝 松田隆明

Sい546 鋼製渚融亜鉛めつき槽の損儀
鯨｝ダイクレ、ダイクレ興産〔株1．

新日本蟹鐵縣1佐臓大単
鈴木濤、員爾瓢暖．粟飯原周二．
矢嶋港綴嶋賢一

s脚｛尋8 9潮頃用フラックスλリワイヤの開晃 日鑑溶横工業（練》 三宅聰之、誕藤隆司．槻本逡夫、ホ零学

29



平成元年・｝平成伍年度特殊材料溶接研寵委員会資料りスト（5）

30

璽■・Ψ“ 冨津瓢謹・牝　語＼、　’甑焦よマ焦嵩凛ニバ→が・蟹鴛〆論ノ譜・鵜壁ノ鴇　一襖遺渉鰍海層・激謝趣一畦隻』寛 些9べ戚ドr謡轡漁・胴・熈懸～一斑喚血 ．絹！騨’岬岬瀕熟の脚塁塑卜璽唾轄》　　メ価

S蝉一7→8平成10鋸度第刷特殊材料鴻嫉観窯婁員会醤事録

SW嶺6櫓8　蕎遮ガス義溜牌雪法で形繊したWCサーメツト溜射皮鱗の梼燃と工犠的建1購 トー加｛橡》 谷和縫
葦0－2

S脚一9－98　マ0ρPLA7E 特蘇鑑篠（採》 畑英人．近膿養樹

S尉一10鴫aセ泌工矯帖土ドライヤーの内図ライナー張讐工事 特殊電極（棟》 畑藁人．近藤夷樹

S尉一1量一98　平成！0創匡震2團糊料渥墜拠慶研頬識会繊翔馴■隆

S貿一1248レーザ。ピームによる材料の熱加工 工叢技術饒 米田環史。勝村家莫
10－3

S轡一13－98 竃擁撹搾捜含俄敵め“S撫膨o撫ωの概要とその適用について　　　　　　　　　　　　雌嫡盤工業株式会社 山田猛．古賀霞凍．平邸貧畢、紳岡糞滴

SW－14“98 hcone7！8合金のレーザー溶擦郎の液‘ヒ割れ環象 広島大学工学郁・芋貿漏晃事緬 擁燭賢二．羅瀬塚、賓篠舞又
黒ホ英憲自丼誠

SW－15－98 平成10年震第3囹特榊『料溶擾覇窺曇員会護事録

5轡一16－98 マグネシウムおよびその含金の棲舎 日本大掌 期辻議敏鋤、詩末光
量0・r‘

S脚一π→3 ジルコニウムとステンレス銅の熱間注廷搬合昇簗繊織とその鰯御 往友搬編：【鑑｛株》・大阪大学 泰山正則、小川禰樽、属賑災、
中筋和符中尾鑑郷西本和倭

S實一量848 パルス通電焼縮法による酸化勧分散櫨化合金のその場焼縞嫉脅 大販大学 酉零和僕、才輿一毒．都矯亮一

s膨→一99 平成璽0隼震第4回特殊樗料渚嬢研究婁員会口事録

S脚一2－99 平成婁o年魔活動報告

SW－3一・99 予算繋・決灘轡

s膨一4一つ9 平成”年震事髭齢藤

”→ S膨帽5・・99 齢倉・婁員翻リスト

S轡r6－99 石油・化掌ブラントにおける損鰯と対簾 干㈹飴化工難股㈱ 山本栄一

sw－7－99 隅上（潜擾学倉誘》

SW略一99 インコロイ80駅経年劣化材の機械的笥性と海鐘燈 （蛛》新潟鐵工駈 野井弾幅

sw－9－99 改良裂栂P系耐熱鏡鶏の経勾…使用嗣『の縮俸溶縷鶴れ 六阪六学 才田一●
s影→o“99 平成讐1隼魔第1翻鴨殊材料濃撞研究曼員金蟄事録

S胃一1馨一99硬化自盛による竪型ミルのローラ．及びテーブルライナの博◎廷蚤とその刻臓 （株）渠本鑑工腕 構野鱒．安弁基潴
1ト2

S胃補2痴9 ゴミ燃焼ポイラ』の肉盛港棲 B本ウエルデイング・ロツド｛株》 三ホ幾廼
S轡一13“99 剛Pによる蚤覆機櫨郡品の制作及びその億の応用 （樵）黒宗工鍛所 構田捨二．黒木樽躍

S脚一14－99 零F成11年魔癖2囹騎卿卜串嘘聯藩搬観究』睡員」陛◎孚事会繊寮縁

S響一15－99 平成11年虞購2鳳楠郵卜霜オ料淵験慶砺多こ』睡澱金鶴事縁

”顧3 s饗→6｝99 活性炭を食む貰温・漁硫酸中にお繧る鱒トC卜頓o合愈の“食攣勤傷3謝 三麓マテリアル（株） 曹廉鬼生．滝沢』槻糞

S翼司7弓9薦合金鍛のテイグ溶鍍黛工燃に及塚す化学飛分の影饗 住家血属工蝋株》 平田弘征、小川毅鴬、高隆夫

sw⇔協一99 G階3書7」醜の漏礎 日峯冶愈工簾㈱ 爆田正臣、天野員霧、騒取最仁。
貿嶋司．観髭鑑史

s脚鴫19欄●9 平戚”驚腹第3闘特殊材料濯鞭硝究嚢員会鑛事録

S影陶20－99 平戚”年慶8灘鞭曹
s尉一2薯噸9 平戒馨2年霞事業欝藤

”r4
SW－22－99 高効奉廃繁物艶鑑用ス葡パーヒー・夕一桝の雲甥腐食巽験 粟票郁濤掲覇究厭 占部武生

SW礎3－99耐腐食性スーパーヒーターの澱受 働》命編系材料唖究薦爽センター 綬田卓衰

S轡r24r99魁EDOパイロットフリントポイラ耐任郎α》特蘇智鵯湖臓について 三藍鑑工繋（株》 中」紬搭一

S〕一1つO 平虞11隼震第4回鵯殊纏料濤嫉観賓婁員会壌廓録

12－1
S〕辺・◎0 締蜂鱈料溜被研窺婁員会樋年度決舞・馨2繕震予算

S轡r3“00 邸会・婁艮会リスト

SWr曝弔0 ジルコニウムの化掌ブラントヘの遼用と樋”割轍獅 三井遮船（糠》 禽井舞昌

SW略輌00 平霞馨2年霞第1圓特殊鈎毅渚擬耐究婁員搬繊事録

0 SW－G司ゆ インコロイ800Hチュ。ブ纏料の撮煽と傘酵命管珊 干R田化工鷺設蛛》 柴崎敏黎
12－2 S〕億7網 貰遠糟殖輝用構遭材料における簿◎弔診断披緬鷺範の親状 纏燃料サイクル隠犯機携　　　　　　　　　　費硬艇”睦

sw－8弔o 耐膿義腔溜射働膜のブラストエロージコン舗性 石’鵬播翻肛雛㈱　　　　　鰍敬鱗
S脚一9－00 電気蟹抗法壱用いた材料劣化騨価 向尉新澗鉄工断　　　　　　　　　　　　藤率欝哉。蕎繍罷和．干年攣蓬

S〕魂O“OO 平戒呈2年躍第2囲特蘇串穿料淵酵掴慶観屍婁員会臨事縁

12軸3 S〕一”一〇〇 原子炉炉内構遭物の像含鱗術 （練》繁芝 鐘鐘鰍、小赫臓弘．建野維二．ホ鍬聾一懸

SW－12鴫0レーザ・アーク併用漏逼装屡処湿注 ヱ簸按循酸 松田純．内駕畷簿、未田罷兜．9村蒙莫

SW→3一◎0 平」鹿129匡震第3囲韓蘇材料港撞硝究婁員会臓事録

蓼2r‘
SW輔4－00アーク湾嫉現象の観犠と解続辱法 醒輩梅術総舎碍婿 小鋼1灘司
s轡一薯5鴫o 活性フラツクス利用による深藩込み潜絵 1株｝夕廻ト　　　　　　　　　　　　　　岡嫡司、隣醒匪史

SW一撃5輌00 酸化物分数弧化型耐熱超合愈のパルス通鑑焼縞娘倉継塁の織械的鴨性 大阪大学 酉峯霜俊、才田一肇．響慨麗。
s騨騨ト◎箪 平成12驚震第4口特蘇材料渚嫉耐尻婁艮金繊馴際

S〕聯2弔1 平成12隼醒軍業綴密韓蘇材料藩搬砺究婁員金

S〕一3rO竃 平戒13自巨風饗繋齢藤　韓翻料翔序猶慶婿究婁員金

B噂算
s脚r卜o塾 特癩剛隅渚娘礒頬澱会12年度決算・13年度予算

s〕一5刈驚 郁会・婁鍵会リスト

s尉rGro董 特蘇材料のクリ薗プ凱傷鐸価鮫繕一クリ葡ブポイドによる評価一　　　　　　　　　　　住笈食属テク！ロジー（綜） 福畠一夫
S影榊7“01 分解炉嘱射管の補修技篇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新縄プランテック蛛1 志賀啓介
S〕略→豊 中性亭照射材の繍修溶擾 日本棲燃料賜慰株》 停瀦激智

SW→噌1 平成13隼震第1囹特閣料淵睦当陛礒究婁員会議事録

SW→0－01 鰹擦廃盛による表闘改翼 名古量大学 篠田剛
薯3礎

S〕・4141 縄材溶嫉鰹孕における曲げ笹能不良欝例 1綜1神戸縦鋼醍 丸由敏治

s資一雪2弔1 霞効累三蔓ソーダ陽収ポイラの欝礪と鑑転輿縫 三蔓璽工薬鯨》 豆石正霜、松本拓俊．賢聾鐙，
驚川驚久山本禎久齢田隆之

s脚一13岬心1 平霞13隼虞第2圃特聖賑刺料溶綬観窒婁員会　議蟹録個騰，

S榔一14弔1 （糠｝練子・力安全システム観究所パンフレット ｛株）原子力安全システム研弐所

，3－3 S轡一15→1 サイクル機構パンフレツト （株｝原亭力安全システム研究所

S脚一16rO魯 高逮増嫡炉「もんじゅ」パンフレット ｛縁》原子力安全システム観究所

S賢一1ト0唇 朝型転換炉『ふげんjパンフレット ｛株｝廉子力安全システム研究蘇
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平成死年鯉平成縄年度特殊材料濤接研呪婁員会資料りスト（6）
転冒■》 ・－■巴口隆昌発 椰ぜf滝即晒直攣㍗栗ツ㌫r齢『斗拷　史一》彊曇澱　　置’瀕織筆墨＾メ潔鵡懸黒 重声謝蛭導翼辮毒醸》困瞬震　　　　　　聯 ・≒轡、磁・ウ繍擁珊』璽塑曇鎌が寮凄捗軌楓漁

s膨一18一◎璽 平成得厳魔第3四楠殊材料溶被観究婁挺会議事縁倒咤》
l
S
轡 一19－0！ 部会・婁織会リスト

雛3r4 sw魂o刈1
磁鮒畳拝漏擾にょる超管波特性内上妓術の鳳犯　　　　　　　　　　　　　　　　　石川島搬磨鴛工鑑（株》
一紀管パ列ング懲の紹奮波擦傷鋳の検査性鼓警一

平野賢治

SW－21－01 高温用特殊鱗の溶嬢牲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　催登命雇丁攣（舞｝ 小川和博

S影一22－01 脳蕃耐熱合愈溶換継塁の表眉軟化処理による余6由籔鑑網餌中の綴鵜 大阪大学 爾二三宿．轟原滲．循承澱生．鋤本昌賜

S騨一〇ト02 平脚3年醍第4囹輪殊営新溶嫉研疲婁員会論蓼録侃》

S脚一〇2－02 」尉ES欄料渤慶緕窺婁員愈く平戒摩3年慶　活動擬翼畷1賭〉

sw－03弔23”ES特聖喉翻1料淵嗣慶観窺婁員金く屑監戒14判三震　雛業齢管霊〉

S謝一〇4弔2 平蔑穐年崖収窯決算臓衝．監賛報告及び承認の伶
毒4一騙

S脚・◎5－02 平成14簿震収粟予算簾｝響8及び承惣の件

S距07－02 石油耀製用Cr噸o曙改蔑鋼りアクタの溶嬢 蘇榊買繕鋼斎　　　　　　　　　　　新谷智8

S〕一◎8・◎2 窩尉食蕎麟Oオーステナイト票ステンレス痢用溶嬢材判の擁発 日鱗肛竃胤斬躰酬糀館工聯》楚糞麟驚疑器濃麗弛
S膨一〇9．02 高耐食スーパ・一ステンレス鋤とその潜嫉妓術 8率冶金：【議㈲ 渡辺純，驚髭

S〕一10－02 甲成雪4年躍鎌園韓蘇栂料溶捜砺究婁貰金議箏録膿｝

14－2 S〕一巽42驚犠嫌蘭膿錫Cr賃ロータ軸部オーパーレイ渇嫉技獅の擁雍 （株旧本縦餌源 夢野鉢適．田中肇8．籟田職．池田像奨

S脚一董2－03 番脅付けミスのため欠番

SW－13“02 平廓4年覆第2園韓殊翻料溶棲観究曇昼会議事縁爆，

S樹一14－02 越偶劣化娯傷の灘破嬢評価 驚破壌検董｛糠》 横聾蟻顎

”“ S〕一毒5つ2搾綾填検査と雛修藩鍍 石川島播磨璽ヱ鑑（橡） 薦川敬弘．縮堀正弘

5W司6刈2インバー触の湘㎜れとその防痩 住笈禽属工繋1綜》 小川覇博．平田弘琶．本掴奮、暑禰緬
山紺鼠人古賀僧次茜零和優

5胃→7鴫2潜擦作叢麗準の揮化 倣）麓錐妓鷲総合観蛎 大谷戚子

s欝穫ひ02平威14俸慶第3匿騎殊樗斜潅嫉癖究曇員会鍛事鍬鋤

sw一給鴫2超微細綾贔粒鱗のハイパー界薗披含｛瞬隠衰縮潜融蓬嫉｝法の醐聚 大飯大学 才田一◎、酉本箱蟹．鄭謄永
讐4幽4

sw“20魂2特殊鋤讐の雛敵箏侮 嫉金雇予クノロジー｛綜》 小鉾や恩襲

5轡ぞト02化掌プラ》小における駈しいステンレス鱗の遼用 干伐田アドパンスト。ソリューションズ（樟》 山寡栄一

馨5→ 50震儀2瓢貞のため、資料なし

S膨一署弔3 平御4零震露幅特殊樗料藩嫉観究婁員金議實録励
154

s脚一2－03 オースラナイト鑛の蚕鉛脆化縢“ 大販大学 酉本顎畿．縁裕章

S脚一3－03 平底05隼霞購2囹特翻料潜籔砺究婁貧会讃事録

15磁 S脚補｛3 平戒14年魔収支欝纂書・平戒警5零震収寛ラ算書傭》

S脚一5櫓3 演水におけるSJS304ステンレス錦及びその溶嫉部の腐食 （雛》渠零鐵工所 疹金孫

S尉一6“03 水中レーザ纏◎渇接に闘する硝魔 石川島錨罎重工議（綜） 山爾弘人

S雛聯7“03 M菖趨耐熱単結贔禽愈の灘融濤接性 大阪大学 片山聖二

S騨聞6“03 平戒15年度第3団特難樗料溶娘観究婁員会議事録

旙ro SW－9－03 ステンレス鎮摩擦繊挽郷螢養郁のミクロ総繊と機械的特粧　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学 佐藤裕

S脚司O嚇3液頓撚敷被含法を用いた鉄累材料における貰靭姓纏手の騰発　　　　　　　　　　　　三菱重工蹴（棟》・広島大学 渡避総二郎

S尉一馨1－03貰出力学導俸レーザを溺いたレーサブレイジング鼓緬の臓驚　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学　　　　　　　　　　　　　　　　才田一〇

S〕葡馨2“03半導体レーザによる縮品懸響クラッディングに働する基髄的検射　　　　　　　　　　　　　　大蔽大学　　　　　　　　　　　　　　　　綴霞瞥蜜

3■
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