
熱  処  理  講  演  大  会  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
分類 講演者番号 題              目 発      表      者 所        属 備 考

特 1-特
窒化法における最近の進歩について-窒化創業の偉大
な業績- 河上　益夫 東京工業大学名誉教授・東海大学教授

特 1-特 窒化用鋼材における最近の進歩について 日下　邦男 特殊製鋼（株）取締役

特 1-特 ガス窒化法の進歩について 滝島　延雄 神奈川県工試応用物理部長

D 1-1 18-8ステンレス鋼の窒化速度について 本間　利彦、清岡　鐘一 尾崎窒化工業（株）

D 1-2 ステンレス鋼のイオン窒化について 岸上　慎次郎、渡辺　日吉 岐阜県金属試験場、富士電子工業（株）

B 1-3 ユニゾフ法の化学について 浅香　忠夫、菊池　麟平 日新化熱工業（株）

B 1-4 ガス窒化炉におけるシアン化水素のガス分析について 北島　豊司 中外炉工業（株）

D 1-5 Ｔａのガス窒化について 矢島　巌、滝島　延雄 神奈川県工試

特 1-特 塩浴窒化廃棄物の無公害処理法について 今井　雄一 神奈川県工試環境技術部長

D 1-6 塩浴窒化法の過程について 塩谷　恩 日本熱処理工業（株）

D 1-7 無公害液体窒化法について 河上　護、林　　直行 東海大学

特 1-特 迅速窒化と窒化処理の問題点について 矢島　悦次郎 名工大名誉教授、東海大教授

D 1-8 再窒化した窒化鋼の表面硬さについて 吉田　守、清岡　鐘一 尾崎窒化工業（株）

D 1-9 窒化深さの非破壊的測定法について 小木曽　克彦 理学電機（株）

D 1-10
塩浴窒化処理を施した鋼の化合物層と残留応力につい
て 藤木　栄、竹内　栄一 東京都立工業技術センタ－

C 1-11 窒化処理した鋼の耐疲れ性について 藤木　栄、竹内　栄一 東京都立工業技術センタ－

C 1-12 Ｃｒ－Ｍｏ鋼に付与される窒化層の特性について 岡部　功、阿部　吉彦 三菱製鋼（株）技研

A 1-13
中速ディ－ゼル機関減速機用高硬度歯車の開発につ
いて 北村　和男 大阪製鎖造機（株）

I 2-0 開会の辞(昭和49年) 河上　益夫 日本熱処理技術協会理事長

D 2-1 公害対策を目的とする新塩浴窒化法 塩谷　恩 日本熱処理工業（株）

D 2-2 無公害液体窒化法 林　直行、河上　護、清岡　鐘一 東海大学工学部、尾崎窒化工業（株）

D 2-3 ガス軟窒化における一考察
米村　次男、和田　昭三、丹羽　祐久、
林　直義 東京熱処理工業（株）、本田技術研究所

D 2-4 鋼のガス軟窒化性に及ぼす合金元素の影響 磯川　憲二、渡辺　敏幸 大同製鋼（株）中研

C 2-5 表面硬さ値に及ぼす窒化層の厚さの影響 谷　健二、清岡　鐘一、本間　利彦 尾崎窒化工業（株）

D 2-6 タフトライド処理鋼の疲労挙動について 浅見　克敏、寺沢　正男 武蔵工大

B 2-7
高周波誘導加熱におけるオ－ステナイト化速度につい
て

橋本　精二、山崎　隆雄、藤田　清比
古 高周波熱錬（株）、中部工大

C 2-8 衝撃焼入れについて 岸本  浩 日本熱処理工業（株）

C 2-9
高周波焼入材のすべり及び転がり接触に及ぼす残留応
力の影響

山田 俊宏、佐々木 敏美、波多野 和
好 日立機械研究所

D 2-10 無公害液体浸炭法 神田 輝一、河上  護、吉田  守
共栄金属工業(株)､東海大学工学部､尾崎窒化
工業(株)

D 2-11 フｧｲﾊﾞー浸炭法 源馬 国恭、河上  護 東海大学工学部

D 2-12 液体浸炭硬化層のＸ線解析について 稲葉 喜行、山本 千秋 神奈川工試

D 2-13
液体浸炭における残留オーステナイトの機械的性質に
及ぼす影響 木林 靖忠、内藤 武士、原  健二 小松製作所(株)技研

B 2-14 純チタンの表面硬化法 吉野 吉人、桑山  昇 東京熱処理工業（株）

B 2-15 Ａｌが浸透拡散した鉄表面の硬さ分布について 吉田  薫、河上  護、源馬 国恭 東海大学工学部

D 2-16 凝着摩耗の抑制に及ぼす表面処理の効果 竹内 栄一 都立工技センター

D 2-17 溶融硼砂浴浸漬法による炭化物被覆及び浸ボロン 新井  透、水谷 正透、小松  登 (株)豊田中央研究所

D 2-18
KBF4を活性剤とする粉末パック法による炭化物被覆及
び浸ボロン

遠藤 淳二、新井  透、大林 幹夫、小
松  登 (株)豊田中央研究所

D 2-19
溶融塩浸漬法による炭化物被覆及び浸ボロン材の耐摩
耗性

杉本 義彦、新井  透、水谷 正義、小
松  登 (株)豊田中央研究所

D 2-20 溶融塩浸漬法による炭化物被覆せん断刃型への適用 太田　幸夫、新井  透、小松  登 (株)豊田中央研究所

D 2-21 ＴＤプロセスのプレス金型への応用 桑山　　昇、新井　透、外島　　修
東京熱処理工業（株）､(株)豊田中央研究所､安
城熱処理工業(株)

D 2-22 鋼のボロン化法 清岡　鐘一、河上　　護、吉田　守 尾崎窒化工業(株)、東海大工学部
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D 2-23 浸漬ボロン化法 清水　光春、河上　　護 都立航空工専、東海大工学部

D 2-24 浸漬ボロン化処理した鋼の疲労強度について 藤木　　栄、河上　護 都立工技センター、東海大工学部

D 2-25 浸硼処理した鋼の疲労特性について
紙谷　刷夫、工藤　績、大屋　広茂、小
林　繁美 （株）大屋

D 2-26 クロマイジング鋼の耐摩耗性に関する研究 金武　典夫、丸山　郁夫 （株）キトｰ

I 2-0 閉会の辞 木村　啓造 日本熱処理技術協会理事

I 3-0 開会の辞(昭和50年) 田中　　実 日本熱処理技術協会理事

D 3-1 焼入性の優れた高Ｍｎ熱間工具鋼 中島　宏興、渡辺　　敏 金属材料技術研究所

A 3-2
Ｃｒ鋼の球状化焼なましに於けるオーステナイト中の残
存炭化物の役割について 木下　修司、中野　　平、川谷　洋司

(株)神戸製鋼所開発企画部､薄板開発室､中央
研究所

A 3-3 焼入冷却時の伝熱挙動について(第1報) 高石　善吉、嵯峨　敏郎 高周波熱錬(株)

B 3-4 水を添加したマルクエンチ用ソルトの冷却能について 久保田　俊夫、佐藤　一雄 神奈川工業試験所、小松ヒート(株)

E 3-5 超高速冷却装置について 大屋　広茂 （株）大屋

B 3-6 超高速冷却試料の一考察 大屋　広茂 （株）大屋

D 3-7 球状化黒鉛鋳鉄のガス窒化について 山田　俊宏、佐々木　敏美 日立製作所機械研究所

D 3-8 空気(酸素)を添加したアンモニア窒化法 伏見　慎二、宮田　武 日産自動車中央研究所

D 3-9 低シリコン鋼のガス窒化について
青柳　正久、山田　俊宏、佐々木　敏
美 日立製作所機械研究所

D 3-10 鋼のイオン窒化と放電条件の関係 桑原　秀行、八戸　　優、空　伸之助 (財)応用科学研究所

D 3-11 窒素ガスによる鋼の光輝熱処理について 仁平　宣弘、大友　清光 都立工業技術センター

B 3-12
鋼の焼入に於ける逆硬化現象とその防止技術に関する
研究 清水　信善、田村　今男 光洋熱処理(株)、京都大学工学部

B 3-13
車軸の残留応力分布に及ぼす高周波焼入硬化層深さ
の影響 佐藤　初吉、飯島　一昭、磯村　良蔵

鉄道技術研究所､鉄道技術研究所､住友金属
工業(株)

A 3-14 Ｘ線回折による化合物層の相形態の研究 磯川　憲二、湊　繁晴、渡辺　敏幸 大同製鋼(株)中央研究所

A 3-15 拡散による炭化物被覆鋼の耐焼付き性 藤田　浩紀、新井　透、小松　登 (株)豊田中央研究所

B 3-16 浸ほう処理した鋼の諸性質
榊原　飛鳥、伊藤　経教、武藤　孝司、
小林　繁美、工藤　　績 （株）大屋

C 3-17 低炭素鋳鋼品の炎焼入れによる耐摩耗性の効果 赤須　英夫、宮原　　弘 鉄道技術研究所

D 3-18 ガス軟窒化処理材の耐摩耗性について 菱川　敏雄、渡辺　敏幸、保田正文 大同製鋼(株)中央研究所、名工大

D 3-19 合金工具の諸性質に及ぼすタフトライド処理の影響
中沢　洋二、寺沢　正男、吉岡　靖夫、
関　　克敏 武蔵工業大学

B 3-20
含Ｔｉ鋳鉄の塩浴窒化処理とそのすべり摩耗特性につい
て 竹内　栄一、藤木　　栄 都立工業技術センター

D 3-21 加熱による軟窒化処理した鋼中の窒素の挙動について 高瀬　孝夫、中村　康彦、田中　浩一 関西大学工学部、日本パーカライジング(株)

D 3-22
各種表面処理鋼のピッチング強さ(その1)窒化処理鋼の
ピッチング強さに関する研究 柴尾　勝耀、小犬丸胤男 日本パーカライジング(株)

D 3-23
塩浴窒化処理した鋼の疲労強度に及ぼすフェライト結
晶粒の影響 藤木　　栄、竹内　栄一、時枝　良治 都立工業技術センター、朝霞熱処理工業(株)

B 3-24 Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金の熱処理と機械的性質について
中野　　理、笹野　久興、鈴木　敏之、
木村　啓造 金属材料技術研究所

C 3-25
Boron Constituentの析出挙動及びその析出形態と切欠
靭性との関係について 小出　憲司、梶　晴男、木下　修司 (株)神戸製鋼所中央研究所

B 3-26
圧力容器用極厚低合金鋼板に於けるシミュレート熱処
理について 中尾　仁二、五弓　絋、菊竹　哲夫 新日本製鉄(株)名古屋製鉄所

D 3-27 表面硬化鋼の衝撃特性について 山本　好夫、岩井　邦昭、宮川　大海 都立工科短大､〃､都立大

D 3-28 浸ほう処理した鋼の破面観察
武藤　孝司、浅見　克敏、沢木　　徹、
小林　繁美、工藤　　績 武蔵工業大学、神威産業(株)、（株）大屋

I 3-0 閉会の辞 木村　啓造 日本熱処理技術協会理事

I 4-0 開会の辞(昭和51年) 木村　啓造 大会実行委員長

D 4-1 鋼材の高周波焼入効果に及ぼす前熱処理の影響
伏見　慎二、本山　盛太郎、内田　敏
雄 日産自動車・中研

D 4-2 軟窒化処理した鋼の高周波焼入に関する基礎研究 池永　　勝、高瀬　孝夫、嵯峨　敏郎
日本ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ製造(株)、関西大学工学部、高周
波熱錬(株)

A 4-3 水溶性焼入剤の冷却能 西尾　晴孝、渡辺　敏幸 大同製鋼(株)中央研究所

B 4-4 Ｓｐｒａｔ　ＣｏｏｌｉｎｇしたＦｅ－Ｎｉ－Ｂ系合金について 大屋　広茂、工藤　　績、小林　繁美 大屋熱処理（株）

A 4-5 ＣＣＴ曲線と油の冷却挙動の関係について 清水　信善、田村　今男 光洋熱処理(株)、京都大学工学部

D 4-6 気相ほう化処理を施した鋼のすべり摩耗特性について 竹内　栄一、藤井　京子、片桐　敏夫 都立工業技術センター､都立大学工学部､〃

A 4-7 ニハード白鋳鉄のS曲線について 本田　義興、松原　安宏 久留米工専
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A 4-8
軸受鋼の球状化組織に及ぼす加熱速度と加熱温度の
影響 金子　晃司、井上　　毅、木下　修司 (株)神戸製鋼所中央研究所

B 4-9 線材用帯鋸の疲れ強さ 遠藤　　隆、花井　　優、今沢　好明 静岡県工業試験場

B 4-10
焼入性の良い大型鍛鋼品の焼入冷却速度と内部の靭
性について 土屋　勝弘、川上　辰男、熊田　有弘 日本製鋼所室蘭

B 4-11 薄鋼板の電気抵抗測定による熱処理ふん囲気の検討 大友　清光 都立工業技術センター

B 4-12
S45Cの熱処理によるサルファプリントの着色度の変化
について 三木田　嘉男 徳島県工業試験場

B 4-13 ステンレス鋼のサブゼロ処理について 岸上　慎次郎、高橋　秀年 岐阜県金属試験場、帝国酸素(株)

D 4-14 固形浸硼剤による鋼のボロン化処理について 塩谷　　恩、佐々木　輝憲 日本熱処理工業（株）

A 4-15 変態開始迄の潜伏期について 田村　今男、清水　信善 京都大学工学部、光洋熱処理(株)

D 4-16 鋼の高温浸炭処理に於ける2,3の性質について
寺内　俊太郎、寺内　八郎、新熊
隆、亀井　　清 大阪冶金興業(株)､〃､〃､関西大学工学部

D 4-17 各種ステンレス鋼の高温浸炭処理について
寺内　俊太郎、新熊　　隆、寺内　八
郎、亀井　　清 大阪冶金興業(株)､〃､〃､関西大学工学部

D 4-18 析出硬化型鋼の利用による窒化能率の向上 阿部　吉彦、岡部　　功、代田　　篤 三菱製鋼・技術開発センタｰ

D 4-19 鋼の軟窒化に及ぼす冷間加工の影響 牧野　正保、高瀬　孝夫、中村　康彦 関西大学大学院､関西大学工学部､〃

D 4-20 塩浴窒化処理鋼の再加熱後の機械的性質について 藤木　　栄、竹内　栄一、時枝　良治 都立工業技術ｾﾝﾀｰ､〃､朝霞熱処理工業(株)

C 4-21
タフトライド処理材の疲労強度に及ぼす塑性変位量の
影響

米山　義康、小犬丸　胤男、中泉　恒
男 日本パーカライジング(株)

C 4-22
タフトライド処理した時効硬化型窒化用鋼のピッチング
強さ

柴尾　勝耀、小犬丸　胤男、青木　智
幸 日本パーカライジング(株)

D 4-23 イオン窒化生成層に及ぼす処理条件の影響(その1) 佐賀　紀彦、畠山　重躬、蒔田　　強 ﾎﾝﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)､〃､本田技研工業(株)

D 4-24 イオン窒化生成層に及ぼす処理条件の影響(その2) 佐賀　紀彦、畠山　重躬、蒔田　　強 ﾎﾝﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)､〃､本田技研工業(株)

D 4-25 低合金窒化鋼のイオン窒化に関する研究
松浦　孝昌、高瀬　孝夫、中村　康彦、
喜多　　清、松田　昭三 関西大学工学部､〃､〃､川崎重工・技研

D 4-26 クロム・モリブデン鋼(SCM-4)のイオン窒化について 曾根　　匠、綱沢　栄二、山中　久彦 大阪府立工業技研

D 4-27
イオン窒化処理したクロム・モリブデン鋼の摩耗特性と
表面化合物層の関係

河野　顕臣、佐々木　敏美、山田　俊
宏 日立製作所・機械研

D 4-28
球状黒鉛鋳鉄のイオン窒化、摩耗及び摩耗特性につい
て

青柳　正久、佐々木　敏美、山田　俊
宏 日立製作所・機械研

B 4-29 鉄鋼材料へのアルミニウムの浸透拡散
吉田　　薫、河上　　護、源馬　国泰、
滑川　　光 東海大学工学部

I 4-0 閉会の辞 田村　今男 大会実行副委員長

I 5-0 開会の辞(昭和52年) 田中良平 大会実行委員長

D 5-1
イオン窒化処理を施した鋼の非潤滑すべり摩耗特性に
ついて 野口　奉夫、竹内　栄一、佐藤　吉彦

東京熱処理工業(株)､都立工業技術ｾﾝﾀｰ､(株)
極東窒化研究所

D 5-2 タフトライド処理した合金工具鋼の摩耗特性について 中沢　洋二、寺沢　正男、浅見　克敏 武蔵工大

D 5-3 トライドボメーターによる浸硫処理の摩耗特性 阿部　敏夫、桑山　　昇 東京熱処理工業(株)

C 5-4
含Ａｌ及び含Ｔｉ鋳鉄の塩浴窒化処理とその摩耗特性に
ついて 竹内　栄一、藤木　　栄 都立工業技術センター

C 5-5 カロライズド鋼の機械的性質について
滑川　　光、河上　　護、吉田　　薫、源
馬　国恭 東海大学工学部

C 5-6 再加熱処理した窒化処理鋼の機械的性質について 小賀　正樹、浅見　克敏、寺沢　正男 武蔵工大

C 5-7 窒化処理した鋼の耐衝撃性について 藤木　　栄、竹内　栄一、佐々木　武三 都立工業技術センター

Ｊ 5-0 表彰式『熱処理技術奨励賞』

河 5-河 鋼のガス浸炭 内田　荘祐 東海大学教授

D 5-8 タフトライド処理鋼の疲労特性に及ぼす切欠きの影響 浅見　克敏、寺沢　正男 武蔵工大

D 5-9 軟窒化処理鋼の高周波焼入後の疲労特性について 池永　　勝、高瀬　孝夫、嵯峨　敏郎
日本ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ製造(株)､関西大工､高周波熱錬
(株)

D 5-10
浸硫窒化処理層(スルスルフ処理)の性状と疲労強度に
ついて

岡本　康治、松田　昭三、喜多　　清、
岡崎　章三、高瀬　孝夫 川崎重工業(株)技研､〃、〃、〃、関西大工

D 5-11 ほう化処理した鋼の疲労強度 小林　繁美、浅見　克敏 大屋熱処理(株)、武蔵工大

C 5-12
タフトライド処理鋼の腐食疲労強度に及ぼす化合物層
の有効性について 小賀　正樹、浅見　克敏、寺沢　正男 武蔵工大

C 5-13 オーステナイト変態による鋼の膨張について 本田　義興、松原　安宏 久留米工専

C 5-14 切欠きのある小円柱の焼割れについて 三木田　嘉男 徳島県工業試験場

C 5-15 １３Ｃｒ鋼の熱処理特性に及ぼす炭素の影響 仁平　宣弘、矢代　　毅 都立工業技術センター、芝浦工大（学）

C 5-16 硬さ基準片の硬さバラツキの現状について 山本　　晋 (株)山本科学工具研究社

C 5-17 高エネルギ密度熱源による表面焼入れの研究(第1報)
小林　　実、奥田　滝夫、大峯　　恩、
吉田　寿夫

三菱電機(株)生産技研､〃､〃､三菱電機(株)応
用機器研
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B 5-18 電解焼入れに於ける電極現象 星野　重夫 武蔵工大

B 5-19 水溶性焼入剤の公害性について 新田　　明、加城　正義 呉工業試験場

C 5-20 鉄へのアルミニウムと炭素の浸透拡散について
宮本　泰夫、河上　　護、吉田　　薫、
源馬　国恭 東海大学工学部

B 5-21
焼入れ冷却時の伝熱挙動について(第2報)実用鋼の伝
熱挙動の検討

起塚　誠一、高石　善吉、畑田　文男、
山崎　隆雄、美咲　隆吉 高周波熱錬(株)､〃､〃､〃､岡山大工

B 5-22 塩浴軟窒化剤の作用機構について(第1報) 長田　蓼男 湘南窒化工業(株)

A 5-23 軟窒化した鋼のε相中の炭素の挙動 牧野　正保、高瀬　孝夫、中村　康彦 関西大・大学院､関西大工､〃

D 5-24 ガス軟窒化ふん囲気の挙動について 大友　清光 都立工業技術センター

D 5-25 ガス軟窒化ふん囲気に於ける化学反応 神谷　久夫、磯川　憲二、渡辺　敏幸 大同特殊鋼(株)中研

D 5-26 S45C材に於けるガス軟窒化の耐食性について 山方　三郎、古館　剛一郎 オリエンタルエンヂニアリング(株)

D 5-27 析出硬化型鋼のイオン窒化に関する研究 松浦　孝昌、高瀬　孝夫、中村　康彦 関西大・大学院､関西大工学部､〃

I 5-0 閉会の辞 渡辺　　敏 大会実行副委員長

I 6-0 開会の辞(昭和53年春) 田村　今男 大会実行委員長

A 6-1 ラスマルテンサイトの組織構成の様相 牧　　正志、田村　今男、津崎　兼彰 京都大学工､京都大学・大学院､京都大学工

A 6-2 相変態下の加工による結晶粒超微細化 板山　克広、細身　広次、芦田　喜郎 (株)神戸製鋼所中研

A 6-3
炭素鋼の変態にともなう塊状炭化物の析出と脆化現象
について 井上   毅 (株)神戸製鋼所中研

A 6-4 2相ステンレス鋳鋼の熱処理による組織・性質の変化 森本 純司、多賀谷 正義、山脇 正昭 近畿大学理工学部､〃､(株)松田ポンプ製作所

A 6-5
0.4%の窒素を含む25Cr-20Niステンレス鋼冷間圧延材の
再結晶と窒化物析出

田中 良平、菊池 実、小倉 康継、村松
徳次

東京工大(工)､〃､東京工大大学院､武蔵工業
大学生

A 6-6
熱衝撃試験機の試作とそれによる数種の耐熱鋼の熱
衝撃特性について 田中 良平、松尾 孝、諸富正彦 東京工大(工)､〃､武蔵工業大学生

I 6-7 酸素濃淡電池の熱処理への応用 小林 邦夫、椛沢 均、後藤 和弘 ｵﾘｴﾝﾀﾙ･ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)、東京工大(工)

特 6-特 熱処理近代化への関連技術の貢献 粉生 宗幸 中外炉工業(株)社長

特 6-特 大型鍛鋼品の熱処理について 久保 慶正 (株)神戸製鋼所 取締役鋳鍛鋼事業部長

特 6-特 鉄-マルテンサイトの形態と強じん性 田村 今男 京都大学工学部教授 工博

B 6-8 環状切欠きのある小円柱の焼割れ破面について 三木田 嘉男 徳島県工業試験場

B 6-9 鋼のレーザー照射による熱影響について
稲垣 賢一郎、福山 嵩、北原 洋爾、永
田 伍雄 大阪府工技研(堺)

B 6-10 真空熱処理したステンレス鋼の光輝性について 石神 逸男、綱沢 栄二、山中 久彦 大阪府工技研

D 6-11 ガス浸炭炉における水溶性焼入剤の使用について 村上 弘二 中外炉工業(株)

D 6-12 真空浸炭の操業に関する２，３のテストについて 福田  達 (株)小松製作所 生産技研

D 6-13 鋼の冷間鍛造に及ぼす塩浴軟窒化の影響 宮田 邦夫、高瀬 孝夫、中村 康彦 関西大学(工)

D 6-14 各種鋼材のTufftride処理について 浅岡 竜明、高瀬 孝夫、中村 康彦 関西大学(工)

D 6-15
各種鋼材のイオン窒化後の水素イオンスパッタリングに
関する研究 宮田 邦夫、高瀬 孝夫、中村 康彦 関西大学(工)

D 6-16 高速度工具鋼の表面硬化法（イオン窒化法）について
丸本 英俊、高瀬 孝夫、藤村 候夫、市
井 一男 関西大学(工)

D 6-17 イオン浸炭窒化処理した鋼の耐摩耗性について 曾根   匠、綱沢 栄二、山中 久彦 大阪府工技研

D 6-18
イオン浸炭窒化した鋼の転がり摩耗および転がり疲労
特性

岡本 康治、苧野 兵衛、松田 昭三、喜
多 清 川崎重工(株)技研

D 6-19 機構部品のイオン軟窒化処理の研究
牧村  実、枝村 瑞郎、梶川 享志、今
井 孝一、古都 敏、国瀬 悟 川崎重工(株)技研 発動機事業本部

D 6-20 二、三の焼結鋼のイオン窒化に関する研究
池永  勝、武田 義信、赤松 勝也、亀
井 清、高瀬 孝夫

日本ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ製造(株)､住友電気工業(株)､関西
大学工学部

D 6-21
13Cr-Feプレアロイ焼結材料のイオン窒化とそのすべり
摩耗特性について 西山 文毅、竹内 栄一、浅見 淳一 長野県工業試験場､都工技センター､〃

I 6-0 閉会の辞 田中 良平 大会実行副委員長

I 7-0 開会の辞(昭和53年秋) 田中 良平 大会実行委員長

D 7-1 窒化した鋼の高温硬さ 富永 敏文、藤木 栄、竹内 栄一 都立工業技術センター

D 7-2 塩浴窒化処理鋼の残留応力について 藤木 栄、竹内 栄一 都立工業技術センター

D 7-3 タフトライド処理鋼平滑材の疲労限推定について 浅見 克敏、寺沢 正男 武蔵工大

D 7-4 タフトライド処理したSUS430鋼の諸性質について 今井 忍、吉川 積善、今井 八郎 芝浦工大

D 7-5 浸硫窒化処理したCr-Mo鋼の摩耗・焼付き特性
岡本 康治、苧野 兵衛、松田 昭三、喜
多 清 川崎重工業(株)技研
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C 7-6 各種浸炭鋼のドリルビットとしての性能比較 阿部 吉彦、岡部 功 三菱製鋼(株)技開センター

B 7-7 浸炭性ふん囲気中における薄鋼板の熱重量測定 大友 清光、戸田 孝明（学生） 都立工業技術センター、芝浦工大

I 7-0 熱処理技術奨励賞

河 7-河 河上記念講演   ガスーメタル反応と深さ方向の分析法 染野 檀 東京工業大学教授 工博

C 7-8
ガス軟窒化処理鋼の耐食性について（第二報） 中性溶
液中における耐食性 古館 剛一郎、山方 三郎 オリエンタル・エンヂニアリング(株)

C 7-9
ガス軟窒化処理鋼の耐食性について（第三報） 酸性・ア
ルカリ性溶液中における耐食性 古館 剛一郎、山方 三郎 オリエンタル・エンヂニアリング(株)

C 7-10 ガス浸硫窒化した鋼の摩耗について 百瀬 治、内田 荘祐 東海大工

D 7-11
Fe2元合金のイオン窒化に及ぼす処理温度およびCH4
添加の影響

宮田 邦夫（大学院）、高瀬 孝夫、中村
康彦 関西大工

D 7-12 ボロナイジングにおける再分布層組織について 土取 功、新田 明、加城 正義 広島県呉工試

C 7-13
0.3%の炭素を含むFe-4Ni-2Mn-1Mo-1.5～2.5Alマル
エージ鋼の機械的性質 山本 襄、田中 実 東京工大精研、芝浦工大

A 7-14
鋼の機械的性質におよぼす加工熱処理中のオーステ
ナイトの動的再結晶の影響 大森 宮次郎、中根 幸保、山崎 明 茨城大工、凸版印刷(株)、茨城大工

C 7-15
焼入れ焼もどししたSKH9のねじり強さおよび曲げ強さに
ついて

仁平 宣弘、佐々木 武三、笹島 敏之
（学生） 都立工業技術センター､〃､芝浦工大

A 7-16 Cr鋼の焼もどしぜい性に及ぼす不純物元素の影響 中島 宏興 金材技研

A 7-17
鉄-窒素2元合金のブラウナイト生成温度に及ぼす添加
元素の影響

宮田 邦夫（大学院）、高瀬 孝夫、中村
康彦 関西大工

C 7-18 機素や工具に現れる負荷の様相とその分類 菊池 麟平 日新化熱工業（株）

B 7-19
環状切欠きのある小円柱の焼割れに及ぼす焼入冷却
方法の影響 三木田 嘉男 徳島県工試

B 7-20 真空熱処理によるSUS304合金元素の揮散について 矢野 博、浅井 利彦 京都府中小企業総合指

C 7-21
2相ステンレス鋼の加熱処理による機械的性質および
組織変化について 深浦 健三、泉  久司 姫路工大

B 7-22
SUS440C鋼のアノード分極曲線におよぼす熱処理条件
の影響 後藤 寛（学生）、今井 八郎 芝浦工大

B 7-23
軸受鋼の残留オーステナイト量におよぼす焼もどし条件
の影響

苧野 兵衛、岡本 康治、松田 昭三、喜
多 清 川崎重工業（株）技研

A 7-24 ニハード白鋳鉄のS曲線に及ぼすVおよびWの影響 本田 義興、松原 安宏 久留米工専

I 7-0 閉会の辞 渡辺  敏 大会実行副委員長

I 8-0 開会の辞(昭和54年春) 田村 今男 大会実行委員長

D 8-1 鋼のイオン窒化に及ぼす結晶粒度の影響 宮田 邦夫、高瀬 孝夫、中村 康彦 関西大工大学院､関西大工､〃

D 8-2 イオン浸炭窒化した鋼のε相中の炭素の挙動について
苧野 兵衛、高瀬 孝夫、中村 康彦、浅
岡 龍明、松田 昭三

川崎重工業（株）技研､関西大工､〃､関西大大
学院､川崎重工業（株）技研

Ｄ 8-3
金型工具鋼のイオン窒化後の水素イオンスパッターリン
グについて 宮田 邦夫、高瀬 孝夫、中村 康彦 関西大工､〃､関西大大学院

Ｄ 8-4 冷間圧延鋼板のイオン窒化層の性状について
岡本 康治、苧野 兵衛、松田 昭三、喜
多 清 川崎重工業（株）技研

Ｄ 8-5 SKT4のイオン窒化について
曾根  匠、綱沢 栄二、山中 久彦、田
中  司 大阪府工技研

A 8-6 高Cr-Niオーステナイト鋼の窒化組織 田中 良平、菊地 実、中村 英夫 東京工大工､〃､東京工大工大学院

特 8-特 最近の表面硬化技術の展望 高瀬 孝夫
関西大学工業技術研究所 顧問､（社）日本熱処
理技術協会西部支部 支部長､工博

特 8-特
疲労強度に及ぼす変動荷重と熱処理（特にタフトライド）
の影響について 中村  宏 川崎重工業（株）技術研究所 業務部長 工博

特 8-特 最近の耐熱鋼の研究と開発の動向について 田中 良平 東京工業大学工学部教授 工博

C 8-7
イオン軟窒化処理した低、中炭素鋼の疲労強度につい
て

林 忠司、枝村 瑞郎、森岡 政良、小椋
忠幸、西原 紀雄 川崎重工業（株）発動機事業本部

C 8-8 塩浴窒化処理鋼の疲労き裂の発生と伝ぱについて 藤木  栄、竹内 栄一 都工技センター

C 8-9
イオン窒化処理を施したFe-13%Cr焼結材料の非潤滑・
すべり摩耗特性について

竹内 栄一、浅見 淳一、西山 文毅、羅
亭用

都工技センター､〃､長野県工試､ソウル大・工
科大

Ｄ 8-10
NH3-RX混合ガスによるステンレス鋼の表面硬化法につ
いて 源馬 国恭、河上 護 東海大工

A 8-11 尿素窒化した鋼の組織と耐食性
岡本 康治、苧野 兵衛、松田 昭三、喜
多 清、高瀬 孝夫 川崎重工業（株）技研､〃､〃､〃､関西大工

Ｄ 8-12 ガス軟窒化後の浸炭焼入について
池永  勝、多田 雅泰、谷口 孜郎、高
瀬 孝夫、赤松 勝也

日本スピンドル製造（株）､日の出金属熱錬
（株）､関西大工

Ｄ 8-13 せん維類の熱分解による鋼の浸炭 河上  護、源馬 国恭、大山 宣明 東海大工､〃､東海大大学院

Ｄ 8-14
真空油焼入れ時に生成した浸炭層と冷却過程の関連
性について 石神 逸男、綱沢 栄二、山中 久彦 大阪府工技研

B 8-15
機械構造用ボロン鋼の鍛造焼入れにおける焼入性と鍛
造条件について 落田 義隆、井上 毅 （株）神戸製鋼所中研

Ｆ 8-16 水溶性焼入剤実用化の検討 三輪 孝治、高橋 政司、中里 福和 梅鉢ﾌｧｽﾅｰ（株）､住友金属工業（株）中研､〃

Ｆ 8-17
熱処理ラインにおける切削油のバーンオフ－環境改善
と省エネルギー効果－ 下里 吉計 中外炉工業（株）
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C 8-18
環状切欠きのある小円柱の焼割れに及ぼす焼入冷却
速度の影響 三木田 嘉男 徳島県工試

C 8-19
圧力容器用鋼の応力除去焼なまし処理による切欠じん
性の変化について 小出 憲司、勝亦 正昭、梶 晴男

（株）神戸製鋼所中研､〃､（株）神戸製鋼所加
古川製鉄所

C 8-20
Ni-Cr鋼の加工焼入れによる焼もどしぜい化の軽減作
用について 田村 今男、大村 禎史、藤原 正二 京都大工学部､京都大大学院､京都大工学部

I 8-0 閉会の辞 田中 良平 大会実行副委員長

I 9-0 開会の辞(昭和54年秋) 田中 良平 大会実行委員長

C 9-1
浸炭及び浸炭浸窒処理したSCr２２鋼の機械的性質に
ついて 小村 靖忠、中村 浩三、内藤 武志 （株）小松製作所技研

C 9-2 浸炭及び窒化処理材の特性比較 阿部 吉彦、岡部  功、代田  篤
三菱製鋼（株）製造本部､〃技開ｾﾝﾀ､〃技開ｾﾝ
ﾀー

C 9-3 窒化した鋼の繰返し加熱・冷却と高温硬さ 富永 敏文 都立工業技術センター

Ｄ 9-4
タフトライド処理したSUS４３０鋼の諸性質について（第２
報） 熊谷  進、今井 八郎 芝浦工大、芝浦工大学生

A 9-5
塩浴窒化処理した鋼の疲労亀裂に及ぼすフェライト結
晶粒の影響 藤木  栄、竹内 栄一、川井 芳行 都立工業技術センター､〃､芝浦工大学生

A 9-6
イオン窒化後高周波焼入れした３％Cr-Mo鋼の組織と
疲労強度 岡本 康治、苧野 兵衛、松田 昭三 川崎重工業（株）技研

C 9-7
イオン窒化処理した鉄系焼結材料のすべり摩耗特性に
ついて

浅見 淳二、竹内 栄一、西山 文毅、羅
亨用

都立工業技術ｾﾝﾀー､〃､長野県工試､ソウル大
学

Ｊ 9- 表彰式    熱処理技術奨励賞

河 9-河 ガス浸炭窒化の進歩 滝島 延雄 神奈川県商工部参事 工博

特 9-特 『ボロン鋼の焼入れ』 守屋 昭彦 キャタピラ三菱（株）品質管理部次長

Ｆ 9-8 高珪素ステンレス鋼ﾉ熱処理炉治具への適応について
市井 一男、高瀬  孝夫、亀井  清、藤
村 侯夫 関西大工

A 9-9
環状切欠きのある小円柱の焼割れに及ぼすオーステナ
イト化温度の影響 三木田 嘉男 徳島県工試

B 9-10
アルミニウムを浸透拡散させた亜共析鋼の引張特性の
温度依存性について

吉田  薫、Hermann Muller、Eckard
Macherauch 東海大工、Universitat Karlsruhe

B 9-11 ガス軟窒化処理試料の加熱放出ガス分析 大友 清光、柿沼 政宏 都立工業技術センター、東海大工(学)

Ｄ 9-12 極低窒素混合ガスによる特殊鋼のイオン窒化
市井 一男、高瀬  孝夫、藤村 侯夫、
中村 康彦 関西大工

Ｄ 9-13
NAハード処理（低温塩浴窒化法）について（第１報  切
削工具への応用） 中泉 恒男、小犬丸 胤男 日本パーカライジング（株）

Ｄ 9-14
NAハード処理（低温塩浴窒化法）について（第２報  ステ
ンレス鋼及びばね鋼への応用） 中泉 恒男、小犬丸 胤男 日本パーカライジング（株）

C 9-15
高Siベイナイト処理鋼（SUP－６）のすべり摩耗特性につ
いて 竹内 栄一、中川 威雄、鈴木  清 都立工業技術センター、東大生産技研

C 9-16 Te快削鋼の熱処理に於ける機械的強さについて
中島 洋一、高木 文人、三ツ井 信二、
岩波 良武 長野県精密工試､（有）丸真製作所､〃､〃

B 9-17 ばね鋼を主体にした各種鋼材の誘導加熱について
高岡 憲久、山崎 隆雄、川嵜 一博、瀬
戸 芳樹、曾我 栄市、内野 勝芳 高周波熱錬（株）

A 9-18 不等速連続冷却とCCT曲線との関係 峰松 裕行 富士電波工機（株）

A 9-19 Cr鋼の焼もどしぜい性に及ぼすSi、Mnの影響 中島 宏興 金材技研

討 9-討-1
『ガス浸炭に於ける粒界酸化』 討１ ガス浸炭部品の異
常層による不具合 内藤 武志 （株）小松製作所技研

討 9-討-2
『ガス浸炭に於ける粒界酸化』 討2 ガス浸炭処理に於
ける異常層の生成について 和田 昭三 東京熱処理工業（株）

I 9-0 閉会の辞 藤田 利夫 大会実行副委員長

I 10-0 開会の辞(昭和55年春) 田村 今男 大会実行委員長

A 10-1 等温変態線図を基にした焼入性の予測 西岡 伸夫、梅本   実、田村 今男 京都大大学院､京都大工学部､〃

A 10-2
大型３０４ステンレス鋼の粒界腐食に及ぼす溶体化後
の冷却速度の影響 串田 慎一、高野 正義 （株）神戸製鋼所･高砂

B 10-3 球状黒鉛鋳鉄のオ－ステンパに関する研究 護法 良憲、高瀬 孝夫、中村 康彦 関西大大学院、関西大工技研、関西大工

B 10-4 加工によるアルミニウム合金パイプの破損解析 小林 繁美、工藤 績、青木 助富 大屋熱処理（株）技研、〃本社、〃軽合金工場

B 10-5 コンベアチェン破損事故解析 小林 繁美、工藤 績、中西 精一 大屋熱処理（株）技研、〃本社、〃山口工場

B 10-6 真空炉へのマイクロコンピュータの導入について 田原 康雄、川崎 知安、中根 康雄 （株）島津製作所

I 10- 西部支部総会

B 10-7 低合金鋼の脆化 高木 勇、勝亦 正昭、梶 晴男 （株）神戸製鋼所中研､〃､〃加古川製鉄所

B 10-8
フェライト界域で表面熱処理を施した鋼のすべり摩耗、
摩耗特性

竹内 栄一、岩野 利彦、坂下 武雄、本
田 昌樹

都工技ｾﾝﾀー､東京熱処理工業（株）､〃､関東
冶金工業（株）

特 10-特 熱処理炉の省エネルギー対策 山中 久彦 大阪府立工業技術研究所 金属部副部長 工博

B 10-9 歯車の浸炭熱処理歪について 宇佐美 恭平、加藤 隆造、鶴木 孝典 住友金属工業（株）製鋼所

D 10-10 ガス軟窒化後の浸炭焼入れについて
多田 雅泰、池永 勝、谷口 孜郎、亀井
清、赤松 勝也、高瀬 孝夫

日本ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ製造（株）､〃､日の出金属熱錬
（株）､関西大工､〃､〃工技研
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B 10-11 真空浸炭したSUS403鋼の諸性質 岡本 康治、苧野 兵衛、松田 昭三 川崎重工業（株）技研

B 10-12 表面塗布剤によるバーバーズ・マークの防止について 三木田 嘉男 徳島県工試

B 10-13 歯車の高周波焼入れ 吉成 尚旻、大塚 正哉、笹 勇 高周波熱錬（株）寒川工場

B 10-14
真空熱処理したステンレス鋼の表面の肌荒れによる光
輝性の低下について 石神 逸男、綱沢 栄二、山中 久彦 大阪府工技研

D 10-15 SKD61のイオン窒化について
曾根 匠、綱沢 栄二、田中 司、山中
久彦 大阪府工技研

D 10-16 鍛造用型鋼のイオン窒化処理について 稲葉 輝彦、林 行信、金井 浩二 兵庫県機械金属工指

C 10-17 Ｔｉ添加ガス軟窒化用鋼の検討
高橋 政司、酒井 敏男、横井 正良、柴
田 真志、朝倉 昭二

住友金属工業（株）中研､〃､ﾄﾖﾀ自動車工業
（株）第五技術部､〃､〃

Ｄ 10-18 ベイナイト球状黒鉛鋳鉄のイオン窒化に関する研究 護法 良憲、高瀬 孝夫、中村 康彦 関西大大学院､関西大工技研､関西大工

特 10-特 耐摩耗性からみた最近の表面熱処理 竹内 栄一
東京都立工業技術センター 副参事研究員 工
博

特 10-特 最近の浸炭硬化技術 村上 弘二 中外炉工業（株） 開発研究部 研究課長

I 10-0 閉会の辞 田中 良平 大会実行副委員長

I 11-0 開会の辞(昭和55年秋) 藤田 利夫 大会実行副委員長

B 11-1 浸炭性ふん囲気中の微量ガスの挙動 大友 清光 都工技センタ－

A 11-2 浸炭異常層の組織と残留応力 内藤   寛、斎田 義幸、川尻 鉱二 名古屋市工研

Ｄ 11-3
浸炭浸窒処理した鋼に生ずる残留オーステナイトの加
工硬化挙動について 中村 浩三、内藤 武志、木村 靖忠 （株）小松製作所技研

Ｃ 11-4 真空浸炭したＳＵＳ４０３鋼の疲労特性について 岡本 康治、苧野 兵衛、西山 幸夫 川崎重工業（株）技研

Ｃ 11-5 浸炭処理鋼ﾉ平面曲げ疲労強度について 山方 三郎､河田 一喜､藤木   栄 ｵﾘｴﾝﾀﾙｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)、都工技センタ－

Ｃ 11-6 塩浴窒化処理したダイス鋼の疲労強度について 藤木   栄 都工技センタ－

Ｃ 11-7
イオン窒化処理した１８％Ｎｉマルエージング鋼の諸性質
について 立助 正一、堺   邦益、藤江 和憲 川崎重工業（株）技研

Ｊ 11-0 表彰式   林 賞  『熱処理技術奨励賞』
河・
赤 11-河・赤 非鉄合金の熱処理の特徴 木村啓造 工学院大学教授

特 11-特 焼入変形 大和久 重雄 (社)日本熱処理技術協会専務理事

特 11-特 焼結合金の表面処理 上田 重朋 早稲田大学教授

B 11-8
極低窒素を含む水素イオンスパッタリングによる鋼の脱
炭

市井 一男、高瀬 孝夫、藤村 侯夫、中
村 康彦 関西大工､関西大工技研、関西大工､〃

Ｃ 11-9 窒化した鋼の等温保持過程に於ける高温硬さ 富永 敏文、藤木   栄 都工技センタ－

B 11-10 鋳鉄のオ－ステンパ－処理による高力化について 三宅   誠、津田 昌利、土田   毅 関西大・大学院､関西大工､〃

B 11-11 可鍛鋳鉄の耐腐食摩耗性に及ぼす熱処理の影響 棚木 敏幸、齋藤 和夫、野本 訓弘 都工技ｾﾝﾀ－､都下水道局､芝浦工大(学)

Ｃ 11-12
18Cr-1Mo系ステンレス鋼の靭性に及ぼすＮｉ添加の影
響 宮地 博文 金材技研

B 11-13
10Cr-2Mo系鋼のクリ-プ破断強度と微細組織に及ぼす
熱処理の影響 朝倉 健太郎、藤田 利夫、三宅 英徳 東大工､〃､東大大学院

B 11-14 SCM435の疲労強度に及ぼす熱処理の影響 浅見 克敏 武蔵工大

Ｃ 11-15 Fe-30%Ni合金の等温マルテンサイト変態超塑性
末永 一彦、山本 一道、尾崎 雅則、三
輪 敬之、井口 信洋 早大大学院､〃､〃､早大理工､〃

Ｃ 11-16 低合金鋼の応力誘起変態超塑性
林 進、山本 一道、三輪 敬之、井口
信洋 早大大学院､〃､早大理工､〃

A 11-17
メスバウアーによるマルテンサイトおよびベイナイトにつ
いて 伊藤 経教、大屋 広茂、武藤 孝司 大屋熱処理（株）

A 11-18 鉄鋼の超急速加熱－焼入組織について 三輪 敬之、井口 信洋 早大理工

B 11-19
S45Cの焼入硬さに及ぼす組織と部分オーステナイト化
温度の影響 三木田 嘉男 徳島県工試

Ｅ 11-20 マイクロコンピュータ制御による焼入装置の開発
生田 文昭、美咲 隆吉、土方 利夫、末
房 公男、畑田 文男 高周波熱錬（株）

討 11-討-1 討論会 イオン窒化 鋼及び鋳鉄のイオン窒化の基礎 高瀬 孝夫 関西大工技研

討 11-討-2 討論会 イオン窒化 機械部品への応用 芳賀   孝、神藤 典一 東京重機工業（株）

討 11-討-3 討論会 イオン窒化 工具鋼への応用 苧野 兵衛 川崎重工業（株）技研

討 11-討-4 討論会 イオン窒化 装置メーカの立場から 細川 弘二 日本イオノン（株）

I 11-0 閉会の辞 田中 良平 大会実行委員長

I 12-0 開会の辞(昭和56年春) 田村 今男 大会実行委員長

Ｃ 12-1 応力下にて焼もどしたFe-4%Mo-0.2%C鋼の機械的性質 藤原 正二、田村 今男 京都大工
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Ｃ 12-2 光輝熱処理による表面層の性状と機械的性質について 中村 敏則、苧野 兵衛、西山 幸夫 川崎重工業（株）技研

Ｃ 12-3 鍛造条件と機械的性質の関係について
鈴木 寛、南良 良治、野地 英治、兼広
二郎 広島県呉工試福山支場

Ｃ 12-4
NiおよびMo含有球状黒鉛鋳鉄の加熱変態特性とその
応用による材質改善

和出 昇、村上 洋二、陸 信、上田 俶
完 名古屋大工

Ｃ 12-5
CCT曲線の異なる鋼を種々な冷却特性を示す油に焼入
れした時の硬化挙動

福原 和人、岡田 敏雄、清水 信善、福
田 省夫、田村 今男

日本ｸﾞﾘｰｽ（株）､〃､光洋熱処理（株）､〃､京都
大工

B 12-6 高窒素18Cr-10Mn鋼における粒界反応型析出
田中 良平、藤平 昭男、宮原 豊、杉田
寿一

東京工大工､〃､東京工大大学院（現（株）小松
製作所）､東京工大学生（現日本発条（株））

I 12- 西部支部総会

Ｆ 12-7 コンクリート破砕機のピット切損事故解析 小林 繁美、繁野 幸英、伊勢 厚 大屋熱処理（株）技研､〃厚木工場､〃

Ｄ 12-8 マルテンサイト型PHステンレス鋼の表面硬化
市井 一男、藤村 侯夫、亀井 清、高瀬
孝夫 関西大工､〃､〃､関西大工技研

特 12-特 窒素ガスベースによる雰囲気熱処理 山中 久彦 大阪府立工業技術研究所 金属部副部長 工博

特 12-特 最近の表面硬化用鋼 阿部 吉彦 三菱製鋼（株） 製造本部担当部長

Ｄ 12-9
表面層が脱炭した鋼の低温イオン窒化による硬さの回
復について 市井 一男、高瀬 孝夫、藤村 侯夫 関西大工､関西大工技研､関西大工

Ｄ 12-10 イオン窒化処理における水素スパッタリングの効果
曽根  匠、佐藤 幸弘、綱沢 栄二、山
中 久彦 大阪府工技研

B 12-11 ガス軟窒化性におよぼす化学成分の影響 福島 紀浩、阿部 吉彦、吉岡 良成
神戸熱処理工業（株）､三菱製鋼（株）製造本
部､神戸熱処理工業（株）

B 12-12
S15C材のガス軟窒化処理と浸炭焼入れ複合処理につ
いて

赤松 勝也、亀井 清、池永 勝、谷口
孜郎

関西大工､〃､関西大工研究生､日の出金属熱
錬（株）

Ｄ 12-13
Fe-Cr-Al系合金の制振性能におよぼす浸炭と窒化の
影響 杉本 孝一、中村 康彦 関西大工

Ｄ 12-14 SNCM815のCH4ガスによる真空浸炭について
石神 逸男、辻 新次、綱沢 栄二、山中
久彦 大阪府工技研

Ｄ 12-15
浸炭焼入れしたSCM420鋼の回転曲げ疲労強度とその
破面形態 岡本 康治、苧野 兵衛、西山 幸夫 川崎重工業（株）技研

Ｃ 12-16 浸硫および浸硫窒化処理鋼の摩擦摩耗特性 阿部 敏夫 東京熱処理工業（株）真岡工場

Ｃ 12-17 表面処理を施した鋼の潤滑すべり摩耗特性 坂下 武雄 東京熱処理工業（株）真岡工場

Ｃ 12-18 ほう化処理した鋼のすべり摩耗特性 竹内 栄一、藤井 京子、片桐 敏夫 東京熱処理工業（株）真岡工場、東京都立大工

特 12-特 イオン軟窒化法の基礎とその応用 枝村 瑞郎
川崎重工業（株）単車事業部 製造部副部長 工
博

特 12-特 Thermochemical Treatment by Glow Discharge Dr,Michel Gantois フランス・ナンシー大学教授

I 12-0 閉会の辞 田中 良平 大会実行副委員長

I 13-0 開会の辞(昭和56年秋) 田中 良平 大会実行委員長

Ｄ 13-1 二硫化炭素を用いた鋼のガス浸硫窒化 百瀬   治、内田 荘祐 東海大工

Ｄ 13-2
ホウ酸、ホウ酸カリウムによる工具鋼のほう化処理及び
ほう化処理の引抜ダイスへの適用 渋谷 佳男 静岡県工試

B 13-3 窒化した炭素鋼薄鋼板の加熱時の脱窒現象 大友 清光 都工技センター

Ｃ 13-4
ボロンを含む浸炭鋼の浸炭層の熱処理特性と機械的性
質 中村 浩三、木林 靖忠、内藤 武志 （株）小松製作所技研

Ｃ 13-5 ガス窒化した鋼の高温硬さ 富永 敏文、仁平 宣弘 都工技センター

Ｃ 13-6 タフトライド処理鋼の衝撃特性 杉山 好弘、浅見 克敏 武蔵工大

Ｃ 13-7 ガス軟窒化処理鋼のころがり疲れ強さ 藤木   栄 都工技センター

Ｊ 13- 表彰式 林賞『熱処理技術奨励賞 』
河・
赤 13-河・赤 工具鋼の各種表面硬化処理と耐摩耗性 小川 喜代一 関東学院大

特 13-特 最近の構造用鋼について 渡辺 敏幸 大同特殊鋼（株）中研

Ｄ 13-8 TiNi皮膜によるチタンの表面硬化 鈴木 敏之、笹野 久興 金材技研

Ｄ 13-9 チタンのボライディング 中野   理、笹野 久興、鈴木 敏之 金材技研

B 13-10
高Crフェライト系耐熱鋼の機械的性質に及ぼす熱処理
の影響 朝倉 健太郎、藤田 利夫、朴   ？？ 東大工､〃､東大大学院

A 13-11
SUS４４０C鋼の耐摩耗性及び耐食性に及ぼすSnの影
響について 飯沢 忠敏、福元 一郎、今井 八郎 三洋工業（株）技研､芝浦工大､〃

Ｆ 13-12
UAD焼鈍技術について（第1報）ーバッチ焼鈍の進歩とＵ
ＡＤ 佐藤 益弘 （株）神戸製鋼所加古川

Ｆ 13-13
UAD焼鈍技術について（第2報）ー技術要素の詳細と展
望 佐藤 益弘、小林潤吉 （株）神戸製鋼所加古川

Ｆ 13-14
UAD焼鈍技術について（第3報）ー代表的品種とその特
性 佐藤 益弘、川本 国雄 （株）神戸製鋼所加古川

B 13-15 水溶性焼入液によるＳ５５Ｃの焼入れについて 三木田 嘉男、河野 良明 徳島県工試

B 13-16 焼入油の冷却能の評価方法について
福田 省夫、岡田 敏雄、福原 和人、清
水 信善、田村 今男 光洋熱処理（株）､日本ｸﾞﾘｰｽ（株）､京大工
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B 13-17 鉄鋼の超急速加熱変態超塑性 三輪 敬之、井口 信洋、浜谷 正樹 早大理工､〃､早大大学院

B 13-18 ２ １/４Cr-1Mo鋼の質量効果に及ぼす化学成分の影響 柴田   勉、高野 正義 （株）神戸製鋼所鋳鍛鋼事業部

B 13-19 鋼の焼入性に及ぼす熱間加工条件の影響 中島 宏興、渡辺   敏、山本 重男 金材技研、法政大工、金材技研

B 13-20 マルテンサイト系ステンレス鋼のレーザー効果法 張    栄武、王    工涛、須藤   一 東北大工

特 13-特 レーザーによる熱処理 渡辺   敏 法政大学工

討 13-討-1 高周波焼入材の特徴 佐々木 敏美 （株）日立製作所日立研

討 13-討-2 高周波熱処理装置の現状 深町 成一 日本電子（株）

I 13-0 閉会の辞 藤田 利夫 大会実行副委員長

I 14-0 開会の辞(昭和57年春) 田村 今男 大会実行委員長

Ｄ 14-1 イオン窒化処理した極軟鋼のESCAによる分析
曽根   匠、佐藤 幸弘、綱沢 栄二、山
中 久彦 大阪府工技研

Ｄ 14-2 イオン窒化処理したSKD61の高温硬さについて
稲葉 輝彦、金井 浩二、久留島 昭治、
林   行信 兵庫機械金属工指

Ｄ 14-3 Te快削鋼のガス軟窒化について 河田 一喜、高橋 庸夫 オリエンタルエンヂニアリング(株)

Ｃ 14-4
タフトライド処理後固形潤滑皮膜処理せる鋼の高面圧
しゅう動特性 黒沢 一吉、高瀬 孝夫、田中 浩一

日本ﾊﾟｰｶﾗｲｼﾞﾝｸﾞ(株)､関西大工技研､日本ﾊﾟｰ
ｶﾗｲｼﾞﾝｸﾞ(株)

Ｃ 14-5
タフトライド防止処理鋼の静的特性に及ぼす処理時間
の影響 加藤 政則、加賀谷 忠治、江上    登 中部工大､〃､名城大理工

Ｃ 14-6 タフトライド防止処理鋼の疲労特性
江上    登、加賀谷 忠治、加藤 政則、
石塚 鎮夫、大西欣一 名城大理工､中部工大､〃､名城大理工､〃

I 14- 西部支部総会

B 14-7 球状黒鉛鋳鉄の高周波焼入れ 笹     勇、高石 善吉、大塚 正哉 高周波熱錬(株)

B 14-8 S45Cのレーザー焼入れに於ける照射条件の影響 稲垣 賢一郎、中村   衛、福山    嵩 大阪府工技研

A 14-9
Fe-B-C合金を被覆した４５炭素鋼のレ－ザ－溶融急冷
組織 朱  ？  ？、？  会  孟、張  禄  廷 沈??机電学院

A 14-10 浸炭処理鋼の表面組織について 神原   進、大谷 泰夫、中里 福和 住友金属（株）中研

Ｄ 14-11 S15CKのCH４ガスによる真空浸炭について 辻    新次、石神 逸男、山中 久彦 大阪府工技研

特 14-特 鋼の拡散と炭化物析出 大森 靖也
住友金属工業（株）中央技術研究所主任研究
員

B 14-12 圧延線材の無脱炭焼なまし 太田   均 中外炉工業（株）技研

A 14-13 炭素鋼に於けるセメンタイトの球状化 久保田 和芳、大森 靖也、邦武 立郎 住友金属（株）中研

A 14-14 連続冷却中の相変態進行に対する変態潜熱の影響 大塚 秀幸、梅本   実、田村 今男 京大大学院､京大工､〃

Ｃ 14-15
第二相下部ベイナイトによる超強力鋼SNCM４３９の低
温機械的性質の改善 冨田 恵之、岡林 邦夫 大阪府大工

Ｃ 14-16
オｰステンパｰ処理したダクタイル鋳鉄の組織と機械的
性質との関連

森    崇、西山 幸夫、清重 正典、苧野
兵衛 川崎重工業（株）技研

Ｃ 14-17 17-4PHステンレス鋼の引張特性に及ぼす組織の影響 富永 昌武、立助 正一、苧野 兵衛 川崎重工業（株）技研

Ｃ 14-18 水溶性冷却剤の冷却特性と鋼の焼入硬化挙動
福原 和人、岡田 敏雄、清水 信善、福
田 省夫、田村 今男

日本ｸﾞﾘｰｽ（株）､〃､光洋熱処理（株）､〃､京大
工

B 14-19
真空焼入れに於ける浸炭現象を防止する為の焼入油
の選択方法について 石神 逸男、綱沢 栄二、山中 久彦 大阪府工技研

B 14-20 真空雰囲気加熱の特異性について 内垣内  勝、杉山 道生、岩田   均 （株）日本ヘイズ

Ｅ 14-21 新しい真空浸炭炉の開発 岩田   均、杉山 道生、久保田   健 （株）日本ヘイズ

Ｅ 14-22 小型浸炭炉の開発
寺田 昌弘、牛谷 憲二、吉田   稔、彦
坂 寿夫 トヨタ自動車工業（株）

Ｅ 14-23 流動層を利用した熱処理炉の特性 浦野 英孝、福田   達、高山 武盛 （株）小松製作所

特 14-特 熱処理設備の省エネルギー技術 宮崎 荘平 大阪瓦斯（株）特需技術チーム

I 14-0 閉会の辞 田中 良平 大会実行副委員長

I 15-0 開会の辞(昭和57年秋) 田中 良平 大会実行委員長

B 15-1 ステンレス鋼のナイテンパー処理 池永 勝、谷口 孜郎、薬師寺 正雄 日之出金属熱錬（株）､〃､関西大工

Ｄ 15-2 イオン窒化したSUS４３０鋼について 友松 一郎、福元 一郎、今井 八郎 岡崎工業（株）､芝浦工大､〃

Ｃ 15-3
ガス浸炭浸窒実験に於ける純鉄及び低炭素鋼の組織
解析ならびに摩耗特性

星野   薫、新美    格、恒川 好樹、日
比野 義博 パ－カ－熱処理（株）､豊田工大､〃､〃

Ｃ 15-4
過剰浸炭処理を行った高Cr鋼のすべり摩耗特性につい
て 山方 三郎、石上   修 ｵﾘｴﾝﾀﾙｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

Ｃ 15-5 各種表面処理を施した鋼の摩擦摩耗挙動
阿部 敏夫、竹内 栄一、桑山   昇、坂
下 武雄、李  世欽

東京熱処理工業（株）真岡､〃､〃､〃､国立成功
大

Ｃ 15-6 浸硫窒化処理材の摩擦・摩耗特性について 波多野 和好、山田 俊宏 （株）日立製作所機械研
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Ｃ 15-7 タフトライド処理した合金工具鋼の摩耗特性について 中沢 洋二、寺沢 正男、浅見 克敏 武蔵工大

Ｊ 15-0 表彰式  林賞 『熱処理技術奨励賞』
河・
赤 15-河・赤 鉄鋼に於けるマルテンサイトの形態と強靭性 田村 今男 京都大学工学部

特 15-特 自動車非調質鋼について 町田   功 （株）本田技術研究所

B 15-8 窒化層のＥＰＭＡ解析 阿部 吉彦、岩崎 忠雄 三菱製鋼（株）製造本部、〃技開センタ－

Ｃ 15-9 窒化処理鋼の疲労強度に及ぼす再加熱の影響 藤木   栄 都工技センタ－

B 15-10
タフトライド防止処理鋼の強度に関する研究（第１報）ー
引張特性についてー 加藤 政則、加賀谷 忠治、江上   登 中部工大､〃､名城大理工

B 15-11
タフトライド防止処理鋼の強度に関する研究（第１報）ー
衝撃特性についてー 加賀谷 忠治、加藤 政則、江上   登 中部工大､〃､名城大理工

B 15-12
タフトライド防止処理鋼の強度に関する研究（第１報）ー
溶接強度についてー 江上   登、加賀谷 忠治、加藤 政則 名城大理工、中部工大、〃

B 15-13 浸炭処理鋼の衝撃特性について 杉山 好弘、浅見 克敏 武蔵工大

D 15-14 酸浸炭窒化の機械部品への応用 林    佳宏、金武 典夫 （株）名古屋熱錬工業所、金属技術研究所

D 15-15 狭窄部内の表面硬化法について 源馬 国恭、河上   護、高橋   進 東海大工､〃､関東冶金工業（株）

D 15-16 溶融を利用した鋼の表面硬化 山田 俊宏、波多野 和好 （株）日立製作所機械研

D 15-17 鋳鉄のAl被覆について
百瀬   治、吉田   薫、河上    護、石川
量大 東海大工､〃､〃､東京メタリコン（株）

B 15-18 窒素・炭化水素系雰囲気による工具鋼の光輝焼入れ 大友 清光 都工技センタ－

B 15-19
SUJ2のフイン付き試験片の焼割れに及ぼす水及び水
溶性焼入液の影響 三木田 嘉男、河野 良明 徳島県工試

A 15-20
直接組織観察によるFe-３０％Ni合金の応力誘起マルテ
ンサイト変態挙動

山本 一道、林       進、三輪 敬之、井
口 信洋 早大大学院､〃､早大理工､〃

A 15-21 不完全焼入れされた炭素鋼の焼もどし過程の検討 寒河江   裕、角南 英八郎 （株）吾嬬製鋼所技研

B 15-22
３.５Ni－Cr-Mo鋼の焼もどし脆化に及ぼすＳＲ後の冷却
速度の影響 串田 真一、高野 正義 （株）神戸製鋼所高砂

C 15-23 超強力鋼ＳＣＭ４４０の低温機械的性質の改善熱処理 冨田 恵之、岡林 邦夫 大阪府大工

A 15-24
１８％Ｎｉﾏﾙｴｰｼﾞﾝｸﾞ鋼及びNi-Cr鋼の熱間圧延組織とそ
の後の等温保持による組織変化 姚忠   凱、牧    正志、田村 今男 哈尓浜工大、京都大工、〃

A 15-25 マルテンサイト相を混在させた鋼の被削性 山本 重男、荒木    透、中島 宏興 金材技研

特 15-特 鍛造焼入れの動向について 牛谷 憲二 トヨタ自動車工業（株）

討 15-討-1
ﾏｲｺﾝを利用する熱処理『機械加工のｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ化の現
状と熱処理の将来』 猪股   武 ソ－ラ-金属加工研究所

討 15-討-2
ﾏｲｺﾝを利用する熱処理『熱処理に於けるｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ制
御』 小林 邦夫 ｵﾘｴﾝﾀﾙｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

I 15-0 閉会の辞 渡辺   敏 大会実行副委員長

I 16-0 開化の辞(昭和58年春) 田村 今男 大会実行委員長

Ｄ 16-1 欽合金のボロン化表面硬化処理
中田 一博、松田 福久、搭本 健次、森
川 正樹 阪大溶接研､〃､〃､（株）三菱金属中研

Ｄ 16-2 銅ーニッケル合金のボロン化表面硬化処理
搭本 健次、松田 福久、中田 一博、森
川 正樹 阪大溶接研､〃､〃､（株）三菱金属中研

Ｄ 16-3 Ni,Crメッキした銅のボライディング 高田 保夫、新井   透、藤田 浩紀 （株）豊田中研

B 16-4 銅合金の内部硼化処理 藤田 浩紀、新井   透、高田 保夫 （株）豊田中研

Ｄ 16-5 グロ－放電を用いた固体硼化処理について 苧野 兵衛、牧村   実、西山 幸夫 川崎重工業（株）技研

Ｄ 16-6 ２，３の鋼に於けるCVD処理被覆層の密着性について
池永   勝、谷口  孜郎、赤松 勝也、亀
井   清、高瀬 孝夫 日之出金属（株）､〃､関西大工､〃､〃

Ｄ 16-7 CVD法によるTiC，TiN，TiCN，Al2O3の工具への適応 清水 博明、清水 政義 清水電設工業（株）

I 16- 西部支部総会

A 16-8
真空浸炭処理したSNCM８１５の炭素濃度推移曲線につ
いて 石神 逸男、辻    新次、山中 久彦 大阪府工技研

Ｄ 16-9 ガス浸炭窒化層の黒色部について
星野   薫、新見    格、恒川 好樹、日
比野 義博 ﾊﾟｰｶｰ熱処理（株）、豊田工大、〃、〃

Ｄ 16-10 １３Cr鋼浸炭処理材の耐摩耗性とその耐食性の改善 阿部 吉彦、岡部   功、岩崎 忠雄 三菱製鋼（株）

Ｄ 16-11 溶融を利用したAl合金の窒化処理 山田 俊宏、波多野 和好、茨木 善朗 （株）日立製作所機械研

Ｄ 16-12
２，３の鋼のイオン窒化処理に及ぼすCO2添加の影響
について

赤松 勝也、隅谷 哲三、谷本    至、亀
井    清、高瀬 孝夫 関西大工、八田工業（株）、関西大工、〃

Ｄ 16-13 耐熱超合金のイオン窒化による表面硬化
長田 幸雄、松田 福久、中田 一博、森
川 正樹

日本電子工業（株）､阪大溶接研､〃､（株）三菱
金属中研

Ｄ 16-14 非鉄金属材料のイオン窒化による表面硬化
中田 一博、松田 福久、搭本 健次、長
田 幸雄 阪大溶接研､〃､〃､日本電子工業（株）

Ｄ 16-15 イオン窒化したSKD11の耐摩耗性 曽根   匠、綱沢 栄二、山中 久彦 大阪府工技研
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特 16-特 熱処理の将来の展望について 菊池 正夫 （株）小松製作所生産技術研究所所長

A 16-16
誘導加熱によるｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄのR焼入れに於ける発生歪
（Ⅰ） 栢原 正之 富士電子工業（株）

B 16-17 電子ビーム焼入れ特性に及ぼす前処理の影響
冨田 友樹、、、奥野 泰生、久留島昭
治、泉    久司 兵庫県機械金属工指､〃､〃､姫路工大

B 16-18 FCD材のレーザー焼入れ 竹野下 秀満、福田    達、山西 昭夫 （株）小松製作所生産技研

Ｃ 16-19 直接軟化した熱間工具鋼SKD6の機械的性質 岡崎 一彦、大谷 泰生、中里 福和 住友金属工業（株）中研

Ｃ 16-20 低合金超強力鋼の機械的性質向上の為の改良熱処理 冨田 恵之、岡林 邦夫 大阪府大工

B 16-21 低合金CV鋳鉄２、３の性質に及ぼす熱処理の影響 斉藤 幹雄、津田 昌利、丸本 幾郎 関西大工、関西大大学院、〃

B 16-22 ｵｰｽﾃﾝﾊﾟｰ処理した球状黒鉛鋳鉄の疲労特性について
森      崇、苧野 兵衛、清重 正典、西
山 幸夫 川崎重工業（株）技研

B 16-23
ｵーｽﾃﾅｲﾄの加工によるﾊﾟーﾗｲﾄ変態促進の定量的評
価(鍛造焼入れと関連して) 大塚 秀幸、梅本    実、田村 今男 京大大学院、京大工、〃

B 16-24 ｵｰｽﾌｫｰﾑ鋼の強度と熱間変形条件との関係
牧    正志、姚忠   凱、高    守義、田
村 今男 京大工、哈尓浜工大、大連工学院、京大工

Ｃ 16-25
非磁性高Mnｵｰｽﾃﾅｲﾄ鋼の機械的性質に及ぼす加工熱
処理の影響

高    守義、姚忠   凱、牧    正志、田
村 今男 大連工学院、哈尓浜工大、京大工、〃

A 16-26 銅の再結晶温度に対する材料因子と加工因子 田井 英男、堀     茂徳 阪大工

A 16-27 工業用順アルミニウムの軟化焼鈍と鉄の析出 堀     茂徳、田井 英男、中井 由弘 阪大工、〃、阪大学生

A 16-28
水溶性冷却剤の冷却特性と鋼の焼入硬化挙動(第二
報)

朝田    繁、岡田 敏雄、福原 和人、清
水 信善、田村 今男

日本ｸﾞﾘｰｽ（株）､〃､〃､光洋熱処理（株）､京大
工

B 16-29 N2ガスによる鋼の光輝焼なまし 稲垣 賢一郎、綱沢 栄二、山中 久彦 大阪府工技研

Ｅ 16-30 炉内設置式吸熱型ガス発生機について 南    俊美 中外炉工業（株）

特 16-特 軸材の熱処理へのｺﾝﾋﾟｰｭｰﾀｰｼﾐｭｰﾚｰｼｮﾝの適用 木下 修司 （株）神戸製鋼所鋳鍛事業部技術部開発室長

I 16-0 閉会の辞 田中 良平 大会実行副委員長

I 17-0 開会の辞(昭和58年秋) 藤田 利夫 大会実行副委員長

A 17-1
浸炭窒化処理したS15CK材の炭素窒素濃度勾配及び
組織解析

星野   薫、新美   格、恒川 好樹、日比
野 義博 パーカー熱処理（株）、豊田工大、〃、〃

Ｄ 17-2 流動層炉によるガス軟窒化処理 辰巳 雅之、阿部 久郎、多田 雅泰 東レエンジニアリング（株）

Ｄ 17-3 鋼の浸硫窒化法について 百瀬   治、内田 荘祐 東海大工

B 17-4
タフトライド処理した各種炭素鋼のすべり摩耗に及ぼす
熱処理時間の影響 中沢 洋二、浅見 克敏、寺沢 正男 武蔵工大

B 17-5 ガス軟窒化処理したステンレス鋼の摩耗特性について
辻井 弘和、薬師寺 正雄、近藤 喜之、
池永    勝 神戸高専､関西大工､〃､日之出金属熱錬（株）

B 17-6
高負荷条件下に於ける表面硬化材の摩耗特性につい
て 山田 俊宏 （株）日立製作所機械研

Ｊ 17-0 表彰式   林賞  『熱処理技術奨励賞』
河・
赤 17-河･赤 合金鋼のオースフォーム 渡辺   敏 法政大学工学部

報 17-0 『化学的表面熱処理に於ける合金元素の影響』

報 17-報ｰ1 研究部会経過報告 大友 清光 部会長

報 17-報ｰ2 切削試料による浸炭窒化処理に関する二、三の実験 岩野 利彦 東京熱処理工業（株）

報 17-報ｰ3 ｶﾞｽ軟窒化、ｲｵﾝ窒化に於けるMnの影響 佐藤 吉彦 （株）極東窒化研究所

報 17-報ｰ4 浸炭、浸炭窒化に於ける合金元素の影響 小林 繁美 大屋熱処理（株）

報 17-報ｰ5 窒化処理に於ける合金元素の影響 塩谷   恩 パーカー熱処理工業（株）

討 17-0 研究部会関連討論

B 17-7 チタン拡散法ﾆ於ける拡散剤の機能に関する研究 平井 伸治、上田 重朋 早大大学院、早大理工

Ｄ 17-8 ARE法によるTiC及びTiN被覆層について 仁平 宣弘 都工技センタ－

Ｄ 17-9 チタン材のホウ化処理 田村 久義､木村 啓造､渋谷 佳男 工学院大、〃、静岡県工試

B 17-10
Ti-6Al-4V合金の拡散接合に関する研究 第１報拡散接
合材の衝撃特性について

山本 明彦、河野 顕臣、田口 啓二、栗
田 義久 （株）日立製作所機械研､〃､〃､〃笠間工場

B 17-11 タフトライド処理鋼の衝撃引張特性について 杉山 好弘、浅見 克敏 武蔵工大

B 17-12
化学的蒸着に於ける無機質コ－ティング剤のマスキン
グ効果

加賀谷 忠治、加藤 政則、江上    登、
池永    勝

中部工大､名城大理工､日之出金属熱錬（株）､
〃

Ｃ 17-13 タフトライド処理鋼の腐食疲労強度について 浅見 克敏、寺沢 正男 武蔵工大

Ｃ 17-14 浸硫窒化処理を施したダイス鋼の熱疲労について 藤木   栄、竹内 栄一、阿部 敏夫 都工技センタ－、東京熱処理工業（株）

B 17-15
水溶性焼入液によるSUJ2のﾀｲﾑ・ｸｴﾝﾁﾝｸﾞと焼割れと
の関連性について 三木田 嘉男、河野 良明 徳島県工試
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B 17-16 中炭素鋼のｵｰﾊﾞｰﾋｰﾃｨﾝｸﾞに関する研究 屠  世  潤、柴田 浩司、藤田 利夫 北京内燃機総厰、東大工、〃

B 17-17
鋼の水焼入れによる変形と残留応力に及ぼす水温の影
響 垣内 邦昭、小谷 邦夫、田中   実 芝浦工大

B 17-18 クランクシャフトのR焼入れに於ける発生歪（Ⅱ） 栢原 正之 富士電子工業（株）

B 17-19
タフトライド処理による共晶状黒鉛鋳鉄の寸法変化につ
いて

森     崇、苧野 兵衛、清重 正典、西山
幸夫 川崎重工業（株）技研

B 17-20 鋳鉄鋳物のX線応力測定に関する検討
小林 正孝、古郷 佐八郎、中川   隆、
荻野 春之助 埼玉県鋳物機械工試

B 17-21 Ti-Niワイヤの繰返し形状記憶特性試験システム
大久保 浩継、野中    渉、大森 啓輔、
本間    大、井口 信洋 早大大学院、〃、〃、早大理工、〃

Ｅ 17-22 ﾐｸﾛ焼入れによる２相複合材のCAD/CAMｼｽﾃﾑ 井上 信浩、井口 信洋 早大理工、早大大学院

I 17-0 閉会の辞 木村 啓造 大会実行委員長

I 18-0 開会の辞(昭和59年春) 保田 正文 大会実行委員長

A 18-1 高純度フェライトステンレス鋼の粒成長 国光 誠司、細井 祐三 名大工

A 18-2 SUS４４４帯の粒径分布に及ぼすSol・Al量の影響 保田 正文、山田 正明 名工大

A 18-3 SCr４２０棒鋼の粒径分布に及ぼす微量Nb添加の影響 山田 正明、保田 正文 名工大

A 18-4 鋼の高周波焼入性に及ぼす合金元素の影響 田中 良治、磯川 憲二 大同特殊鋼（株）中研

Ｇ 18-5 非調質高強度ボルトの実用化 森川   隆、阿久沢 幸雄 トヨタ自動車（株）

Ｅ 18-6 高周波加熱によるプラグ焼入装置の開発 古谷 和啓、金田   衛 トヨタ自動車（株）

A 18-7 高速度鋼の焼入れに於ける高温炭化物析出 川尻 鉱二、筒井 光範、齋田 義幸 名古屋市工研

A 18-8 切削刃物に於ける複合組織及び材料の使用法 尾上 卓生 尾上高熱工業（株）

A 18-9 クランクシャフトのR焼入れに於ける発生歪（Ⅲ） 栢原 正之 富士電子工業（株）

A 18-10
真空油焼入れに於ける冷却特性と焼入れ歪みに及ぼ
す圧力の影響 内垣内   勝、杉山 道生、岩田    均

（株）日本ヘイズ､〃､〃､豊田ｹﾐｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
（株）

A 18-11 炭素鋼及び低合金鋼の電子ビ－ム焼入れ特性
富田 友樹、奥野 泰生、久留島 昭治、
泉    久司 兵庫県機械金属工試、姫路工大

A 18-12
熱間圧延直接焼入れした鋼の硬化層深さ及びｵｰｽﾃﾅｲ
ﾄの再結晶について 大久保   仁、村上 昇一 関東学院大工

A 18-13
９％Ni鋼の低温じん性と逆変態ｵｰｽﾃﾅｲﾄの挙動につい
て 飯田   雅、高橋 功夫、大友    暁 石川島播磨重工業（株）技研

A 18-14
超塑性Zn-Al共折系合金の熱処理に伴う組織及び特性
の変化 柴田 孝夫、本橋 嘉信、菊池 弘明 茨城大工、〃、茨城大大学院

Ｄ 18-15 Al合金の溶融窒化と表面温度との関係
山田 俊宏、日置   進、茨木 善朗、波
多野 和好 （株）日立製作所機械研

Ｆ 18-16
航空機用7075系合金の結晶粒微細化に及ぼす加工熱
処理の影響 宇野 照生、吉田 英雄、馬場 義雄 住友軽金属工業（株）技研

B 18-17 球状黒鉛鋳鉄のオーステンパ－処理と機械的性質
小林 正孝、古郷 佐八郎、萩野 春之
助、中川    隆 埼玉県鋳物機械工試

B 18-18 ｵｰｽﾃﾝﾊﾟｰ処理球状黒鉛鋳鉄の諸性質について 滝田 光晴、上田 俶完 名大工

特 18-特 複合熱処理の動向 鮒谷 清司 トヨタ自動車（株）第５技術部副部長

Ｄ 18-19 高アンモニアガス浸炭窒化処理中の鋼中窒素の増減
恒美 好樹､新美    格､日比野 義博､星
野    薫 豊田工大､〃､〃､ﾊﾟｰｶｰ熱処理工業（株）

Ｄ 18-20
高ｱﾝﾓﾆｱｶﾞｽ浸炭窒化に於ける鋼中窒素量に及ぼす前
処理の影響及びﾎﾞｲﾄﾞの出現

星野   薫、新美    格、恒川 好樹、日
比野 義博 ﾊﾟｰｶｰ熱処理工業（株）、豊田工大、〃、〃

B 18-21 低温型RXガス用触媒の開発
冨田   良、藤谷 義保、村上 秀昭、滝
正佳 （株）豊田中研､〃､〃､ﾄﾖﾀ自動車（株）

Ｄ 18-22 プロパンを用いた真空浸炭法の検討 奥村   望 日本電装（株）

Ｅ 18-23 多種類の品物を能率よく熱処理する連続真空炉の開発 杉山 道生、西沢 正浩、久保田   健 （株）日本ヘイズ、〃、のぼる鋼鉄（株）

A 18-24
高温焼入れ・再加熱焼入れの鋼の靭性に対する影響と
炭化物被覆への利用 杉本 義彦、新井   透、太田 幸夫 （株）豊田中研

B 18-25
急冷凝固された工具鋼の熱処理挙動と炭化物被覆へ
の利用 太田 幸夫、新井   透 （株）豊田中研

B 18-26 溶融塩浸漬法による炭化物、固溶体層の成長挙動 高田 保夫、新井   透、藤田 浩紀 （株）豊田中研

I 18-0 ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ  熱処理技術と鋼材の動向
対馬 全之、高村 元雄、仲川 政宏、脇
門 恵洋、小菅 教行、渡辺 敏幸

波熱錬（株）刈谷工場、ﾄﾖﾀ自動車（株）第5技術
部、愛知製鋼（株）研究所、新日本製鉄（株）名

Ｄ 18-27 イオン浸硫窒化処理の基礎 山口   静、朝日 直達、児島 慶亨 （株）日立製作所日立研

Ｄ 18-28
ｵｰｽﾃﾅｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ鋼SUS304のｲｵﾝ窒化処理による表
面性状の変化について 市井 一男 関西大工

Ｄ 18-29 イオン窒化によるワイヤ放電加工変質層の硬さ回復
曽根   匠、増井 清徳、山中 久彦、一
条 泰徳、大野   広 大阪府工技研､〃､〃､セイコ－光機（株）､〃

Ｄ 18-30 タフトライド処理の塩浴冷却による耐食性向上と考察 星野 新一、米村 次男、島村 勝三郎 ﾊﾟｰｶｰ熱処理工業（株）

B 18-31 Ti拡散被覆に於ける鋼中のCの挙動について 平井 伸治、上田 重朋 早大大学院、早大理工

Ｄ 18-32 チタン材のホウ化処理 木村 啓造、田村 久義 工学院大
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Ｄ 18-33 モリブデンのほう化処理 渋谷 佳男、木村啓造 静岡県工技センタ－、工学院大

特 18-特 プラズマの原理と応用 平竹   進 大同特殊鋼（株）機械事業部設計部課長

I 18-0 閉会の辞 木村 啓造 大会実行副委員長

I 19-0 開会の辞(昭和59年秋) 藤田 利夫 大会実行委員長

B 19-1
高強度１0Cr耐熱鋼のｸﾘｰﾌﾟ破断強さに及ぼす熱処理の
影響 藤田 利夫、劉   興   陽 東大工（院）

B 19-2
含18％Mn非磁性鋼の機械的性質と熱間圧延及び時効
条件 柴田 浩司、藤田 利夫 東大工

B 19-3 高速度鋼(SKH51)の疲労強度と疲労破面
中川   隆、古郷 佐八郎、小林 正孝、
萩野 春之助 埼玉県鋳物機械工試

B 19-4
チタン薄板の高温加熱材の機械的性質に及ぼす酸化
性炉内雰囲気の影響 大野   隆、新井   等、木村 啓造 工学院大

A 19-5
ｿﾙﾊﾞｲﾄ＋ﾌｪﾗｲﾄの二相組織を持つ機械構造用鋼の機
械的性質 仁平 宣弘、安彦 世一 都工技センタ－、芝浦工大(学)

Ｊ 19- 表彰式   林賞  『熱処理技術奨励賞』
河・
赤 19-河・赤 自己潤滑性軸受材料の開発に関する研究 竹内 栄一 東京熱処理工業（株）

Ｄ 19-6 ﾀﾌﾄﾗｲﾄﾞ処理鋼の衝撃引張特性に及ぼす切欠の影響 杉山 好弘、浅見 克敏 武蔵工大

Ｄ 19-7 塩浴窒化処理した合金工具鋼摩耗機構 中沢 洋二、浅見 克敏 武蔵工大

Ｄ 19-8 タフトライド処理したCr-Mo鋼の疲労特性 浅見 克敏 武蔵工大

Ｄ 19-9 ホウ化処理を施したS45Cの疲労特性 田村 久義、木村 啓造 工学院大

B 19-10 タフトライド処理特性に及ぼす合金元素の影響について
萩島   勇、大沢   恂、萩原 好敏、米村
次男 本田技研､〃､本田ﾚｰｼﾝｸﾞ､ﾊﾟｰｶｰ熱処理工業

Ｄ 19-11
ガス軟窒化処理した鋼の耐摩耗性に及ぼすレーザー焼
入れの影響

辻井 弘和、薬師寺 正雄、近藤 喜之、
池永   勝 神戸高専､関西大工､〃､日之出金属熱錬（株）

Ｄ 19-12
硫化アンモニウム溶液を用いた鉄鋼のイオン浸硫窒化
処理 成富 光義、藤井 京子、片桐 敏夫 都立大工

Ｄ 19-13 鋼表面へのVCならびにTiCの被覆について 吉田   薫、河上   護 東海大工

A 19-14 鋼のチタン拡散被覆層の組織について 平井 伸治、上田 重朋 早稲田大大学院、早稲田大理工

B 19-15 亜鉛蒸気中加熱に伴う銅への亜鉛の拡散浸透 新井   等、笹野 久興、鈴木 敏之 工学院大（院）、金材技研、〃

Ｄ 19-16 MT-CVDの密着特性とヒートチェックについて
赤松 勝也、杉本 隆史、亀井   清、池
永   勝 関西大工､〃､〃､日之出金属熱錬（株）

B 19-17
球状黒鉛鋳鉄のｵｰｽﾃﾝﾊﾟｰ処理に於けるｵｰｽﾃﾅｲﾄ化
温度と保持時間の影響

小林 正孝、古郷 佐八郎、中川   隆、
萩野 春之助 埼玉県鋳物機械工試

A 19-18 合金鋼状態図のマイコン・グラフィック
井口 信洋、山本 一道、本間    大、大
森 啓輔 早稲田大理工､〃､〃､早稲田大大学院

B 19-19 パルス通電加熱特性の一考察 本間   大、井口 信洋 早稲田大理工

特 19-特 浸炭鋼の熱処理による強化 内藤 武志 （株）小松製作所技術研究所

特 19-特 合金鋼の焼戻しぜい性 中島 宏興 金属材料技術研究所

B 19-20 SUJ2フィン付試験片に生ずる焼割れとその防止策 三木田 嘉男、河野 良明 徳島県工試

B 19-21 析出硬化型鋼の熱処理変形に及ぼす冷却方法の影響 阿部 吉彦、岩崎 忠雄 三菱製鋼（株）技開センタ－

B 19-22
Fe-30％Ni合金の小作用応力下で発生するﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ変
態塑性とその歪み回復 山本 一道、三輪 敬之、井口 信洋 早稲田大専門学校、早稲田大理工、〃

B 19-23
クランクシャフトのR焼入れに於ける発生歪み（５Pの場
合） 栢原 正之 富士電子工業（株）

A 19-24 Zn-22Al共析合金の引張変形下のAE発生特性 西原   公、井口 信洋 国士館大工、早稲田大理工

I 19-0 閉会の辞 大友 清光 大会実行副委員長

I 20-0 開会の辞(昭和60年春) 田村 今男 大会実行委員長

Ｄ 20-1 軟窒化特性に及ぼすVの影響 神原   進、大谷 泰夫、塚本    孝 住友金属工業（株）中研

Ｃ 20-2 迅速窒化用鋼の開発
板部 忠喜、福田   達、高山 武盛、白
江 久之 （株）小松製作所生産技研

B 20-3 酸窒化処理に及ぼす合金元素の影響
萩島   勇、大沢   恂、萩原 好敏、米村
次男

（株）本田技研､〃､本田ﾚｰｼﾝｸﾞ（株）､ﾊﾟｰｶｰ熱
処理（株）

Ｄ 20-4 イオン浸炭窒化処理条件及びその特性 山口   静、朝日 直達 （株）日立製作所日立研

Ｄ 20-5
ﾀﾌﾄﾗｲﾄﾞ処理がころがりの強度に及ぼす影響(ﾁﾙﾄﾞ鋳鉄
を用いた場合)

西場   勉、成瀬 長太郎、米村 次男、
島村 勝三郎

パーカー熱処理（株）、電通大、パーカー熱処理
（株）、〃

Ｄ 20-6 鉄系焼結鋼のタフトライド処理
本岡 直樹、米村 次男、大沢   恂、黒
石 農士

住友電工（株）､ﾊﾟｰｶｰ熱処理（株）､（株）本田技
研､住友電工（株）

Ｄ 20-7
浸炭窒化に於けるｱﾝﾓﾆｱ添加中断による窒素量及びﾎﾞ
ｲﾄﾞ発生への影響 星野   薫、新美   格、恒川 好樹 ﾊﾟｰｶｰ熱処理（株）、豊田工大、〃

Ｄ 20-8
ガス浸炭窒化処理に於ける黒色部現出条件への処理
温度の影響

寺岡 国光、新美   格、恒川 好樹、星
野   薫

ﾀﾞｲﾊﾂ工業（株）､豊田工大､〃､ﾊﾟｰｶｰ熱処理
（株）

I 20-0 西部支部総会
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特 20-特
熱処理加工専業業界に於ける熱処理技術の現状と課
題（書斎の技術から現場の技術） 松本   修 高周波熱錬（株）常務取締役

Ｅ 20-9 第３世代のオ－ルケ－ス炉 柏谷 信夫 中外炉工業（株）

Ｅ 20-10 ガス循環型流動層炉の開発
竹野下 秀満、福田   達、服部   寿、花
田 洋一郎 （株）小松製作所生産技研

A 20-11 3Cr-1Mo鋼の機械的性質に及ぼす化学成分の影響 串田　真一、高野　正義 （株）神戸製鋼所高砂

A 20-12
SUJ2鋼のｵｰｽﾌｫｰﾑに於ける再結晶挙動とその組織と
硬さについて

李　付　真、岡本　善四郎、牧　　正
志、田村今男 京大工、兵庫機械金属工指、京大工、〃

B 20-13 ｵｰｽﾌｫｰﾑﾄﾞﾊﾟｰﾗｲﾄ鋼の冷間加工性 大久保　仁、村上　昇一 関東学院大工

Ｃ 20-14
特殊ｵ-ｽﾃﾝﾊﾟ-処理を施したSi-Mn鋼の機械的性質(引
上げｵ-ｽﾃﾝﾊﾟ-の研究－第１報) 面迫　浩次、篠田　研一 日新製鋼（株）呉研、〃呉

B 20-15 焼付き割れ感受性に及ぼす合金組成の影響 飯田　　雅、岩松　久保、大友　　暁 石川島播磨重工業（株）技研

A 20-16 平均結晶粒径の算出法について 古城　紀雄、堀　　茂徳、高山　善匡 阪大工、〃、阪大大学院

B 20-17 LN2を用いた鋼のサブゼロ処理
橋本　正明、明石　恒和、曽根　　匠、
綱沢　栄二 岩谷産業（株）、〃、大阪府工技研、〃

B 20-18
チタンの多孔質焼結体に於ける拡散と焼結状態につい
て 佐藤　浩正、大野　　隆、木村　啓造 工学院大学院、工学院大、〃

Ｄ 20-19 衝撃焼入れした鋼の熱処理特性について
富田　友樹、後藤　浩二、杉本　　護、
岡田　隆夫、泉　　久司

兵庫県機械金属工指､〃､〃､（株）岡田金属工
業所､姫路工大

Ｄ 20-20 溶融塩浸漬法による炭窒化物被覆 杉本　義彦、新井　　透 （株）豊田中研

Ｄ 20-21 鋼のガス硼化処理に関する研究
赤松　勝也、山田　俊男、亀井　　清、
高瀬　孝夫、池永　　勝、田原　正昭

関西大工､大学院､関西大工､〃､日之出金属熱
錬（株）､大同酸素（株）

特 20-特 構造用鋼へのボロンの利用 大野　　鐵 住友金属工業（株）製鋼品条鋼技術部

Ｄ 20-22 N2+C3H8混合ガスによる鋼の浸炭について 稲垣　賢一郎、綱沢　栄二 大阪府工技研

Ｄ 20-23 クロム鋼のガス浸炭窒化処理に於ける黒色部について
武谷　一史、新美　　格、恒川　好樹、
星野　　薫

日本ｵｲﾙｼｰﾙ（株）､豊田工大､〃､ﾊﾟｰｶｰ熱処理
（株）

Ｄ 20-24 温鍛ギアの浸炭時の粗粒化特性とその歯元強度 高橋　　渉、神原　　進、福田　　隆 住友金属工業（株）中研

Ｄ 20-25 真空浸炭に於ける最適処理条件の予測化
石神　逸男、浦谷　文博、辻　　新次、
綱沢　栄二、赤松　勝也 大阪府工技研、〃、〃、〃、関西大工

Ｄ 20-26 浸炭浸窒オ－ステンパ－処理による複合熱処理 中村　浩三、内藤　武志 （株）小松製作所技研

Ｄ 20-27
浸炭浸窒オ－ステンパ－処理による歯車材の機械的性
質 中村　浩三、内藤　武志 （株）小松製作所技研

I 20-0 閉会の辞 山中　久彦 大会実行委員長

I 21-0 開会の辞(昭和60年秋) 有賀　隆雄 大会実行委員長

A 21-1 Ｔｉ－Ｎｉ多孔質体の焼結状態と組織変化について 佐藤　浩正、大野　　隆、木村　啓造 工学院大大学院、工学院大

Ｄ 21-2 亜鉛蒸気拡散浸透法による銅基形状記憶合金の製造 笹野　久興、鈴木　敏之、新井　　等 金材技研、〃、三菱電機（株）

B 21-3
ＳｉＣ/Ｆｅ-Ｎｉ-Ｃｏ合金の接合強度に及ぼす熱応力の影
響

佐藤　元宏、田口　啓二、河野　顕臣、
山田　俊宏 （株）日立製作所機械研

B 21-4 アルミインサ－ト材によるアルミナと金属との拡散接合
横井　和明、山田　俊宏、河野　顕臣、
山本　明彦 （株）日立製作所機械研

Ｅ 21-5 マイコンを用いた熱処理CAD/CAMシステムの開発
大森　啓輔、山本　一道、松浦　壮一、
井口　信洋 早稲田大理工

Ｅ 21-6 鋼のTTT開始線のマイコングラフィック 田村　和彦、山本　一道、井口　信洋 早稲田大理工

A 21-7 過共析鋼の等温変態（３５０～５５０Ｋ） 岡　　　宗雄、岡本　尚機 鳥取大工

特 21-特
Modification of Physical Properties of As-Quenched
Martensite during its Ageing Prof.Dr.Karel Mazanec Ostrava Technical University

Ｄ 21-8 Ｎｉ合金のイオン窒化法による表面硬化の基礎研究
中田　一博、松田　福久、真喜志
隆、木谷　　滋 阪大溶研、〃、〃、日本ｽﾃﾝﾚｽ（株）

Ｄ 21-9 アルミニウムのイオン窒化
太刀川　英男、藤田　浩紀、鈴木　隆
敏、新井　　透、小栗　和幸 （株）豊田中研

Ｄ 21-10 イオンプレ－ティング被膜の摩耗試験とその評価
古郷　佐八郎、中川　　隆、小林　正
孝、荻野　春之助 埼玉鋳物機械工試

B 21-11
鋳鉄鋳物のオ－ステンパ－処理に於ける防錆方法の
影響

小林　正孝、古郷　佐八郎、荻野　春
之助、中川　　隆 埼玉鋳物機械工試

B 21-12
焼入れの繰返しによる焼割れの発生と割れ感受性との
関係について

三木田　嘉男、河野　良明、中林　一
朗、三橋　尊志 徳島県工試、〃、徳島大工、〃

A 21-13
球状黒鉛鋳鉄の疲労亀裂進展に及ぼす基地組織の影
響 伊藤　禎勇、浅見　克敏、杉山　好弘 武蔵工大

A 21-14 各種強力鋼中の残留ｵ－ｽﾃﾅｲﾄの生成と安定性 飯田　　雅 石川島播磨重工（株）技研

A 21-15 ＳＣＲ420γ粒粗大化挙動に及ぼす前組織の影響 山田　正明、保田　正文 名古屋工大

A 21-16 3Cr-1Mo鋼の焼もどしぜい性に及ぼす化学成分の影響 串田　真一、高野　正義 （株）神戸製鋼所高砂

Ｃ 21-17 ガス軟窒化処理したＭ１０ボルトの耐焼付性 藤木　　栄、佐々木　武三 都工技センタ－

Ｃ 21-18
窒化系表面熱処理を施した鋼のすべり摩耗特性につい
て 阿部　敏夫、香田　浩之、竹内　栄一 東京熱処理工業（株）

Ｄ 21-19 工具鋼のガス軟窒化について
辻井　弘和、薬師寺　正雄、近藤　喜
之、池永　　勝

神戸市立高専､関西大工､〃､日之出金属熱錬
（株）
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Ｃ 21-20
無機質ｺ-ﾃｨﾝｸﾞ剤による防タフト処理鋼の耐摩耗性につ
いて 加賀谷　忠治、加藤　政則 中部大工

Ｄ 21-21 ＳＭｎ４２０鋼の浸炭窒化に伴う内部酸化の挙動 大友　清光、柳田　一也、竹内　栄一
都工技センタ－、芝浦工大、東京熱処理工業
（株）

Ｅ 21-22 流動層炉に於ける表面処理について
竹野下　秀満、福田　　達、服部
寿、花田　洋一郎 （株）小松製作所

Ｅ 21-23
ガス浸炭プロセスに於けるト－タル・コンピュ－タ－シス
テム 金武　典夫、山田　　豊 金属技術研究所、ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ-（株）

河･
赤 21-河･赤 重工業に於ける新素材開発 雑賀　喜規 石川島播磨重工業（株）技術本部

Ｄ 21-24 浸炭焼入材の疲労強度のショットピ－ニングによる改善
植田　秀夫、菊池　雅夫、木村　靖忠、
内藤　武志 （株）小松製作所技研

Ｃ 21-25 浸炭処理鋼の引張衝撃特性 杉山　好弘、浅見　克敏 武蔵工大

Ｃ 21-26 被覆をつけた工具鋼の浸炭特性
入口　広年、市井　一男、藤村　侯、和
田　吉弘、高瀬　孝夫 関西大(学)、〃、関西大工、関西大工技研

Ｄ 21-27 BCl3ガスによる鋼の硼化処理に関する研究
高瀬　孝夫､亀井　　清､池永　　勝､田
原　正昭

関西大大学院､〃､関西大工､〃､〃､日之出金
属熱錬（株）､大同酸素（株）

Ｄ 21-28 ホウ化処理を施した炭素鋼の疲労特性 田村　久義、木村　啓造 工学院大

Ｄ 21-29
ホウ化処理後のガス浸炭焼入れした鋼に生成する表面
異常層について 森　　　崇、苧野　兵衛、西山　幸夫 川崎重工業（株）技研

Ｃ 21-30 アルミニウム拡散浸透鋼の引張り強さと衝撃値 吉田　　薫、河上　　護 東海大工

B 21-31 塗料型浸透剤によるＣｒ及びＴｉの浸透拡散について
仁平　宣弘、大杉　豊彦、原　　　光、
西川　　勲

都工技センタ－、亜細亜工業（株）、芝浦工大
(学)、〃

B 21-32 チタンへのAl,Cr等の複合拡散被覆処理 島田　勝弘、上田　重朋、平井　伸治 早稲田大理工、大学院、〃

I 21-0 閉会の辞 中島　宏興 大会実行副委員長

I 22-0 開会の辞(昭和61年春) 田村　今男 大会実行委員長

Ｄ 22-1
真空浸炭に於ける最適処理条件予測手法の一般化に
ついて

石神　逸男、辻　　　新次、浦谷　文
博、綱沢　栄二 大阪府工技研

B 22-2 浸炭焼入れしたSNCM625鋼のサブゼロ処理
金井　保博、池永　　勝、近藤　喜之、
薬師寺　正雄 関西大(院)､関西大(研究生)､関西大工､〃

B 22-3
低ﾏﾝｶﾞﾝ鋼のガス浸炭窒化に於ける特異組織の識別及
びその発生条件

奥宮　正洋、新美　　格、恒川　好樹、
星野　　薫、仲矢　孝幸

豊田工大､〃､〃､ﾊﾟｰｶｰ熱処理（株）､豊田工
(学)

B 22-4
浸炭及び浸炭窒化したSMn420鋼の疲労強度に及ぼす
内部酸化の影響 大友　清光、三好　雅也、竹内　栄一

都工技センタ－､東海大(学)､東京熱処理工業
（株）

Ｅ 22-5 最新の連続ガス浸炭炉 岡本　重樹 中外炉工業（株）

Ｅ 22-6 固定層と流動層を併用した熱処理装置の開発 辰巳　雅之、中尾　　充、多田　雅泰 東レエンジニアリング（株）

Ｅ 22-7 流動層熱処理について 福田　　達 （株）小松製作所生産技研

I 22-0 西部支部総会

特 22-特 重工業に於ける耐摩耗材料の利用について 苧野　兵衛 川崎重工業（株）技術研究所

Ｄ 22-8 各種窒化系表面化合物層の摩耗特性 中沢　洋二、浅見　克敏 武蔵工大

Ｄ 22-9
表面硬化を組合せた低温浸硫処理鉄鋼の摩耗特性に
関する研究 崔  永  植、呂  戊  辰、白  魁  昌 東北工学院表面加工技研

Ｃ 22-10
反応性ｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ法によるｱﾙﾐﾆｳﾑ酸化物皮膜の
すべり摩耗特性

渋谷　佳男、桑野　三郎、杉山　匡宏、
大竹　輝徳 静岡工技センタ－

Ｄ 22-11 BCl3ｶﾞｽによる鋼の硼化及び拡散処理に関する研究
高瀬　孝夫､亀井　　清､池永　　勝､田
原　正昭

関西大大学院､〃､関西大工､〃､〃､関西大(研
究生)､大同酸素（株）

Ｈ 22-12
超急冷凝固アルミニウム合金箔粉の焼結材に関する研
究

赤松　勝也､隅谷　哲三、前島　　隆、
中尾　和祺、村上　陽太郎、亀井　　清

関西大工､八田工業（株）､関西大（院）、関西大
工､〃､〃

B 22-13 回転電極法による金属粉末の製造と焼結に関する研究
赤松　勝也、清水 孝曇、村上　陽太
郎、亀井　　清 関西大工、日本ｼﾘｺﾛｲ工業（株）、関西大工、〃

B 22-14 複合粉末を用いたチタン多孔質体の焼結について 大野  隆、大関  宏夫、木村  啓造 工学院大、工学院大大学院、工学院大

Ｄ 22-15 合金鋼の窒化特性に及ぼす前処理の影響
高橋   実、大沢   恂、萩原  好敏、米
村  次男 （株）本田技研、〃、〃、パ－カ－熱処理（株）

Ｃ 22-16 合金鋼の表面特性に及ぼす酸窒化処理の影響
米村  次男、大沢   恂、萩原  好敏、阿
久津   隆 パ－カ－熱処理（株）、（株）本田技研、〃、〃

Ｄ 22-17 ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ型ｽﾃﾝﾚｽ鋼SUS420J2のｲｵﾝ窒化低温処理 市井  一男、藤村  侯夫、高瀬  孝夫 関西大工、〃、関西大工技研

Ｄ 22-18 プレス金型部品に使用する焼なまし材のイオン窒化
曽根   匠、増井  清徳、宮田  良雄、一
条  泰徳、大野   広、浅見  漠美

大阪府工技研､〃､〃､ｾｲｺｰ光機（株）､〃､（株）
浅見製作所

特 22-特 ポライディングの特性 Dr.R Chatterjee
早稲田大学招聘研究員西独硬化技術研究所
所員

Ｆ 22-19
PC鋼棒用Si-Cr鋼の機械的諸性質に及ぼす熱処理方
法の影響について

池上  由洋、末広  邦夫、山下  英治、
松原  安宏 高周波熱錬（株）､〃､〃､久留米工専

B 22-20
Cr-Mo-Nb鋼の機械的性質に及ぼす焼入条件と成分元
素の影響

津村  輝隆、藤田  通隆、大谷  泰夫、
岡田  康孝

住友金属工業（株）小倉、〃小倉､〃中研､〃中
研

B 22-21
熱延構造用鋼の等温変態ー球状化連続焼なまし処理
による冷間鍛造性の改善 岡田  厚正、山本  恭永、依田  連平 千葉工大

B 22-22 鋼の焼入変形と残留応力に及ぼす冷却液の影響 垣内  邦昭 芝浦工大

A 22-23 鋼のオーステナイト化挙動に及ぼす前組織の影響 吹上  貴彦、梅本   実、田村  今男 京大工

A 22-24 SUJ2鋼の高温変形と動的再結晶挙動 李    付真、牧    正志、田村  今男 京大工
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A 22-25 Al-Li合金の析出組織制御 堀    茂徳、張      荻 阪大工､阪大（院）

Ｅ 22-26 焼入硬度分布のコンピュータシミュレーション 浜坂  直治、福田    達、山西  昭夫 （株）小松製作所生技研

B 22-27 ミーハナイト鋳鉄のV溝形状に対するレーザー熱処理 青木  彦治、萩     達也 ブラザ－工業（株）

B 22-28 高炭素鋼へのアルミニウム拡散浸透 吉田   薫、河上   護 東海大工

B 22-29 ニッケルへのAl-Cr複合拡散被覆の研究 平井  伸治、上田  重朋 早大（院）、早大理工

I 22-0 閉会の辞(昭和61年春) 木村  啓造 大会実行副委員長

I 23-0 開会の辞(昭和61年秋) 韮谷 定敏 大会実行委員長

Ｄ 23-1
各種表面処理を施した鋼の耐摩耗・耐焼付き性に関す
る一考察 中野  久男、竹内  栄一 東京熱処理工業（株）

Ｄ 23-2
表面硬化を組み合せた低温浸硫処理鉄鋼の耐摩耗性
に関する研究（続報） 崔  永  植、呂  戊  辰、白  魁  昌 東北工学院

B 23-3 低炭素鋼線材のN2ガス焼鈍中の脱炭低減について 蟹沢  秀雄、森   俊雄、奥野  嘉雄 新日鉄（株）室蘭

B 23-4 ﾛｯｸｳｪﾙ硬さ試験機を利用した熱処理材の強度推定法 浅見  克敏、杉山  好弘 武蔵工大

Ｅ 23-5 マイコン（CAD）による鋼の焼入性の予測
田村  和彦、福沢  寛一、山本  一道、
井口  信洋

早稲田大理工(院)､早稲田大理工(学)､早稲田
大理工､〃

B 23-6
1/n焼割れ発生率(ｎ：焼入繰返数)によるSUJ2のﾌｨﾝ付
試験片の割れ感受性の評価について

三木田  嘉男、河野  良明、中林  一
朗、大賀  尚登、大阪  勝己 徳島県工試、〃、徳島大工、〃、〃

Ｊ 23-0 表彰式  協会賞（林賞、赤見賞）、熱処理技術奨励賞
河・
赤 23-河・赤 高強度耐熱鋼の開発とその熱処理 藤田  利夫 東京大学工

Ｄ 23-7 新金属のホウ化処理 田村  久義、影山  もくじ、木村  啓造 工学院大、工学院大大学院、工学院大

Ｄ 23-8
硼化と２，３の表面硬化処理との複合熱処理に関する研
究

山田  俊男､赤松  勝也､亀井   清､池
永   勝､隅谷  哲三､田原  正昭

関西大工(院)､関西大工､〃､八田工業（株）､大
同酸素（株）

Ｄ 23-9 溶融ほう砂浴浸漬による鋳鉄への炭化物被覆 守山  重雄、杉本  義彦、新井   透 （株）豊田中研

Ｃ 23-10
改良ｵｰｽﾌｫｰﾑ処理した低合金鋼ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄの温間加工
と機械的性質 大森  宮次郎 茨城大工

Ｄ 23-11 無機質ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤による防タフト処理鋼の衝撃特性 加賀谷 忠治、加藤 政則 中部大工

Ｄ 23-12 ガス軟窒化とレーザ焼入れの複合処理について
辻井 弘和、薬師寺 正雄、近藤 喜之、
池永 勝 神戸高専､関西大工､〃､関西大（研究生）

Ｄ 23-13
ホローカソード法およびホットフィラメント法によるイオン
窒化の迅速化 中田 一博、松田 福久、真喜 志隆 大阪大溶研、〃、大阪大（院）

Ｄ 23-14 焼結鋼のCVD処理について
岩村 宏、薬師寺 正雄、近藤 喜之、池
永 勝 関西大（院）､関西大工､〃､関西大（研究生）

Ｄ 23-15 CVD法によるSiC被覆処理と被膜の性質に関する研究
山中 正喜、荒木 那喜、島尾 学、赤松
勝也、亀井 清

岩谷瓦斯（株）、岩谷産業（株）、関西大工
（学）、関西大工、〃

Ｃ 23-16
イオンプレーティング（TiN）処理による球状黒鉛鋳鉄の
耐摩耗性向上

古郷 佐八郎、中川 隆、荻野 春之助、
小林 正孝、崔 永植

埼玉県鋳物機械工試､〃､〃､〃､三恵技研工業
（株）

Ｄ 23-17 イオン注入法による金属材料の表層改質
寺島 慶一、峯岸 知弘、岩木 正哉、松
坂 菊生、佐藤 信行

千葉工大､〃､理化学研究所､東洋製缶ｸﾞﾙｰﾌﾟ
綜研

B 23-18 チタン多孔質焼結体の気孔変化について 大関 宏夫、大野 隆、木村 啓造 工学院（院）、工学院大､〃

Ｈ 23-19 セラミックス製造における高圧力技術の利用 古賀 新、佐佐 正、宮原 薫 石川島播磨重工業（株）技研

特 23-特 高周波熱処理の利用状況について 水馬 克久 高周波熱錬（株）取締役

A 23-20 Fe-Cr-N三元系におけるγ→α＋Cr2N共析反応
梶原 正憲、山頭 理、小野 長門、菊池
実 東工大、東工大（院）､〃､東工大

A 23-21
Ni-Al-X3元系（γ＋γ’）2相合金の高温強度に及ぼす
諸因子

三島 良直、洪 永明、中島 均、鈴木
朝夫 東工大・精研､東工大（院）､〃､東工大・精研

Ｃ 23-22 Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo合金の熱処理と機械的性質 杉本 隆史、亀井 清 関西大工

Ｃ 23-23 形状記憶合金TiNiの疲労特性に及ぼす熱処理の影響 笹野 久興、鈴木 敏之 金材技研

Ｄ 23-24
希望の炭素濃度プロファイルを最短時間で得るガス浸
炭プロセス

室賀 啓、新美 格、恒川 好樹、奥宮
正洋 豊田工大（院）、豊田工大､〃､〃

Ｄ 23-25 プラズマ粉末溶接による表面硬化処理 竹内 宥公、加藤 喜久 大同特殊鋼（株）中研

Ｄ 23-26 ショットピ－ニングによる表面硬化層の改質について
西場 勉、大沢 恂、高橋 実、萩原 好
敏、小林 一博

ﾊﾟｰｶｰ熱処理工業（株）､本田技研､〃､〃､山陽
特殊鋼（株）

Ｄ 23-27
二酸化ケイ素粉末の還元による鋼の無孔ケイ素拡散被
覆 平井 伸治、上田 重朋 早稲田大（院）、早稲田大理工

I 23-0 閉会の辞(昭和61年秋) 大友 清光 大会実行副委員長

I 24-0 開会の辞(昭和62年春) 山中 久彦 大会実行委員長

A 24-1
高純度0.35%炭素鋼の焼入性および等温変態挙動にお
よぼす微量不純物元素Ｐの影響

津崎 兼彰、田中 宏治、牧 正志、田村
今男 京大工、京大（院）、京大工、〃

Ｃ 24-2 カッティングエッジ用耐摩耗鋼の焼入性と溶接性の検討 森 崇、苧野 兵衛、西山 幸夫 川崎重工（株）技研

A 24-3 亜共析鋼における疑似パーライトの生成条件
狩野 陽、津崎 兼彰、牧 正志、田村
今男 京大（院）、京大工、〃、〃

A 24-4
マイコンによる熱処理シミュレーション（TTT曲線から
CCT曲線への変換） 大沢 基明、池津 福治郎 東京電機大工
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A 24-5
13Cr鋼の冷却変態と焼入変形に及ぼすオーステナイト
化の影響 広瀬 之彦、山本 誠司 松江工業高専

Ｃ 24-6 鋼の焼入変形と残留応力におよぼす冷却液の影響 垣内 邦昭 芝浦工大

Ｃ 24-7
急速、短時間加熱オーステナイト化によるばね鋼の脱
炭抑止効果

川嵜 一博、古賀 久喜、千葉 貴世、山
崎 隆雄 高周波熱錬（株）

I 24-0 西部支部総会

特 24-特
最近の大形鍛鋼品の製造技術について－熱処理技術
を中心として－ 木下 修司

（株）神戸製鋼所高砂製作所 素形材開発部部
長 工博

Ｃ 24-8 粉体プラズマ溶接を用いた高合金鋼の材料特性の研究 後藤 宏、岩舘 忠雄、竹之内 朋夫 （株）日本製鋼所室蘭研

Ｃ 24-9 中炭素系高靭性超高張力鋼の開発 岡崎 一彦、岡田 康孝 住友金属工業（株）総研

Ｃ 24-10
湿水素処理を利用した表面改質による高強度薄鋼板の
加工性の改善 岡田 厚正、山本 恭永、依田 連平 千葉工大

Ｄ 24-11 溶融塩浴電解法によるTiのホウ化処理 百瀬 治、河上 護、梶山 佳孝 東海大工、〃、東海大（院）

Ｄ 24-12
Ni合金のボロン化層の硬さおよび厚さに及ぼす合金元
素の影響 松田 福久、中田 一博 阪大溶接研

Ｄ 24-13 鉄鋼材料のほう化処理における異常層について 高畑 浩、片桐 敏夫、藤井 京子 都立大（院）、都立大工、〃

Ｃ 24-14 VC被覆鋼の疲労強度に及ぼす被覆処理条件の影響
堀田 昇次、猿木 勝司、藤田 浩紀、新
井 透 豊田中研（株）

Ｄ 24-15 真空浸炭とガス浸炭における速度論的特性の比較
石神 逸男、辻 新次、浦谷 文博、綱沢
栄二 大阪府工技研

Ｅ 24-16 連続ガス浸炭設備のパソコンによる生産管理システム 武内 章 中外炉工業（株）

Ｄ 24-17 新しい浸炭法（変成炉を不要とするガス浸炭法） 西岡 伸夫 三菱自動車（株）京都

Ｃ 24-18 改良オースフォーム処理した浸炭部材の基礎特性 伏見 慎二、河辺 訓受 日産自動車（株）中研

B 24-19
高速プラズマ表面処理法による複合表面処理技術の検
討 山口 静、寺内 一佳、朝日 直達

（株）日立製作所日立研、（株）日立製作所佐
和、日立粉末冶金（株）松戸

B 24-20 Cu-Al合金のプラズマによる内部酸化
真鍋 裕司、桑原 秀行、柳原 健児、高
田 潤

日本合成ゴム（株）東京研､（財）応用科学研､岡
山大工､日本合成ゴム（株）東京研

Ｄ 24-21
窒素イオン注入による金属表層の窒化物系セラミックス
薄膜化について 寺島 慶一、峯岸 知也、松坂 菊生 千葉工大､〃､東洋製罐綜研

特 24-特 軟窒化処理の現状と将来性について 大沢 恂 （株）本田技術研究所 工博

Ｄ 24-22 流動層軟窒化処理について 辰巳 雅之、中尾 充、多田 雅泰 東レエンジニアリング（株）

Ｄ 24-23 流動層による軟窒化処理について
花田 洋一郎、福田 達、竹野下 秀満、
服部 寿 （株）小松製作所生産技研

Ｄ 24-24 フェライト系ステンレス（SUS430）鋼のイオン窒化 曽根 匠、佐藤 幸弘、綱沢 栄二 大阪府工技研

Ｄ 24-25
イオン窒化処理したステンレス鋼の3.5%塩化ナトリウム
溶液中での孔食電位

永山 勉、市井 一男、藤村 候夫、高瀬
孝夫 関西大（学）、関西大工、〃、関西大工技研

Ｃ 24-26 アルミニウム拡散浸透鋼の機械的性質 吉田 薫、河上 護 東海大工

Ｄ 24-27 ニッケルへのAl-Cr複合拡散被覆（第二報） 平井 伸治、上田 重朋 早稲田大（院）、早稲田大理工

Ｄ 24-28 メッキ処理した2,3の鋼材へのCVD被覆について
山中 正喜、荒木 那善、田辺 幸雄、浦
井戸 徹、赤松 勝也

岩谷ｽｰﾙﾒﾀﾙ（株）､岩谷産業（株）､関西大
（院）､関西大（学）、関西大工

Ｄ 24-29
TiN被膜の密着性について（プラズマCVD法とPVD法と
の特性比較）

岡本 善四郎、永本 正義、杉本 護、長
田 幸雄 兵庫機金工指、〃、〃、日本電子工業（株）

I 24-0 閉会の辞 木村 啓造 大会実行副委員長

I 25-0 開会の辞(昭和62年秋) 里見 彰彦 大会実行委員長

Ｄ 25-1 ショットピ－ニングによる表面硬化層の改質
西場 勉、米村 次男、大沢 恂、荻島
勇 パ－カ－熱処理工業（株）､〃､（株）本田技研

Ｃ 25-2
浸炭処理鋼の疲労強度に及ぼす熱処理ロッドと処理後
の表面加工の影響 浅見 克敏、吉野 吉人、杉山 好弘 武蔵工大、東京熱処理工業（株）、武蔵工大

Ｃ 25-3
浸炭用鋼の疲れおよび衝撃強さに及ぼす合金元素の
影響 並木 邦夫、飯久保 知人 大同特殊鋼（株）中研

Ｄ 25-4 DCプラズマCVD法によるTiN膜の形成
中田 一博、松田 福久、塔本 健次、友
清 寿雅 大阪大溶研、〃、〃、大阪大（院）

Ｄ 25-5
RFイオンプレーティングによるTiN皮膜の生成条件につ
いて 崔 永植、小林 正孝

中国・東北工学院表面加工技研、埼玉県鋳物
機械工試

Ｄ 25-6 素地の硬さがTiN皮膜の耐久性に及ぼす影響について 小林 正孝、崔 永植
埼玉県鋳物機械工試、中国・東北工学院表面
加工技研

J 25-0 表彰式　　協会賞（林賞、赤見賞）　　熱処理技術奨励賞
河･
赤 25-河・赤 超電導材料開発の趨勢 根岸 朗 古河電気工業（株） 研究開発本部技師長 工博

Ｄ 25-7 鉄鋼材料へのアルミニウム－クロム複合拡散被覆
スパルマン・ジュハンダ、平井 伸治、
上田 重朋 早稲田大（院）、〃、早稲田大理工

Ｄ 25-8 流動層を利用したボライジング及び炭化物被覆の検討 武田 裕正、新井 透、遠藤 淳二 （株）豊田中研

Ｄ 25-9 チタン炭化物被覆鋼の機械的性質 吉田 薫、滝島 延雄、河上 護 東海大工

Ｈ 25-10 チタン合金のセラミックスコ－ティング
児玉 貴義、亀井 清、杉本 隆史、池永
勝

関西大（院）､関西大工､〃､日本ｺｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
（株）

Ｃ 25-11 高強度鋼の長寿命域疲労強度特性 江村 秀樹、浅見 克敏、中沢 洋二 武蔵工大（院）、武蔵工大、〃
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B 25-12 高速度鋼粉末の焼結における炭化物の挙動 浅見 淳一、小川 健志、斉藤 彰儀 都工技センタ－、芝浦工大（学）

B 25-13
粉末冶金法と気相拡散浸透法の組合せによるCu-Zn-
Al形状記憶合金の製造 上原 重昭、笹野 久興、鈴木 敏之 金材技研

Ｄ 25-14 溶融塩浸漬法によるタンタルのホウ化処理 小島 卓、田村 久義、木村 啓造 工学院大（院）、工学院大、〃

B 25-15 鉄鋼熱処理組織のSEM観察例 山本 卓、山本 普、皆川 孝司 （株）山本科学工具研究社

Ｅ 25-16 カムのCAD-CAM-CAHT トータルシステム
松浦 壮一、山本 一道、森田 鈞、井口
信洋 住友金属工業（株）、早稲田大理工、〃

B 25-17 SUJ2の焼割れに及ぼすポリマー液特性の影響
三木田 嘉男、河野 良明、中林 一朗、
森 年史 徳島県工試、〃、徳島大工、〃

B 25-18
高温金属の水焼入れ時冷却特性に及ぼす表面被覆層
の影響 奈良崎 道治、淵澤 定克、武田 信男 宇都宮大工

Ｃ 25-19 レーザ焼入れした鋼の摩耗特性について
辻井 弘和、薬師寺 正雄、近藤 善之、
重松 孝、池永 勝

神戸高専､関西大工､〃､（株）東芝重電技研､日
本ｺｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀ－（株）

報 25-報 1
研究部会報告 ステンレス鋼の光輝焼鈍材の表面特性
研究部会経過報告 山崎 恒友 部会長

報 25-報 2
研究部会報告 ステンレス鋼の光輝焼鈍材の表面特性
酸化皮膜層の界面分析法について 吉原 一紘 金材技研

報 25-報 3
研究部会報告 ステンレス鋼の光輝焼鈍材の表面特性
薄膜厚の測定法－エリプソメトリーを中心として 竹田 誠一 日本金属工業（株）

報 25-報 4
研究部会報告 ステンレス鋼の光輝焼鈍材の表面特性
18Cr-Fe合金の弱酸化性雰囲気における酸化現象 八代 利之 （株）日金総研

報 25-報 5
研究部会報告 ステンレス鋼の光輝焼鈍材の表面特性
サーマル・パッシペート18Cr-Fe合金の耐食性 八代 利之、寺島 慶一 （株）日金総研、千葉工大

報 25-報 6
研究部会報告 ステンレス鋼の光輝焼鈍材の表面特性
SUS430冷延鋼板の焼鈍スケール解析

安原 英子、井 莞爾、川崎 龍夫、鈴木
重治 川崎製鉄（株）

報 25-報 7
BA製品製造技術に関するアンケート調査、特許調査結
果 佐藤 信二、轟 理市、山崎 恒友 川崎製鉄（株）、高砂鉄工（株）、鶴岡工専

報 25-報 8
研究部会報告 ステンレス鋼の光輝焼鈍材の表面特性
ステンレス鋼BA製品の現状と問題点および要求特性 阿部 征三郎 新日鉄（株）

I 25-0 閉会の辞 山村 良彦 大会実行副委員長

I 26-0 開会の辞(昭和63年春) 山中　久彦 大会実行委員長

Ｃ 26-1
Ｐ/Ｍ法によるCu-Al-Ni系形状記憶合金の加工性改善
と変態温度の調整について

赤松　勝也、田辺　幸雄、中尾　和祺、
村上　陽太郎、藤居　武夫

関西大（院）､関西大工､〃､〃､京都府熱処理協
組

Ｃ 26-2
銅基形状記憶合金のﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ変態温度に及ぼす焼入
れ冷却速度の影響

仲庭　正義、杉本　孝一、亀井　 清、
中村　康彦 関西大（院）、関西大工､〃､〃

Ｃ 26-3 Fe-11Ni-0.2C合金に於けるﾍﾞｲﾅｲﾄ変態Kineticsと組織 津崎　兼彰、小鯛　亜紀、牧　　 正志 京大工、京大（学）､京大工

B 26-4
鋼の加熱による結晶粒粗大化過程の３Ｄｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞ
ﾙによる立体分布解析

岡田　厚正、山本　恭永、岡　　 満徳、
依田　連平 千葉工大

B 26-5 クラッド鋼板の加熱・冷却過程の応力解析 岡村　一男、河嶋　寿一 住友金属工業（株）総研

B 26-6 熱処理油剤の攪拌による冷却性能の変化 中島　克彦、中村　英一、岩田　光弘 出光興産（株）

Ｅ 26-7 雰囲気焼結炉について 小川　三郎 中外炉工業（株）

I 26-0 西部支部総会　　表彰式　　協会賞（粉生賞）

特 26-特 超微細結晶粒を持つオ－ステナイト系ステンレス鋼 徳永　洋一 九州大学工学部鉄鋼冶金学科

B 26-8 0.6%炭素鋼のﾍﾞｲﾅｲﾄ変態に及ぼすSi添加の影響
松本　賢治、稲田　　淳、津崎　兼彰、
牧　　正志 京都府中小企業総指､京大（学）､京大工､〃

Ｃ 26-9
繰返し焼戻しを施した炭素工具鋼の機械的性質と耐摩
耗性 松川　智典、村上　昇一 関東学院大工

Ｃ 26-10 条鋼用高純度ﾌｪﾗｲﾄｽﾃﾝﾚｽ鋼の機械的性質 三野　匡之、中里　福和、西村　彰二 住友金属工業（株）小倉

Ｃ 26-11 β型チタン合金の組織と機械的性質 岡田　　稔 住友金属工業（株）総研

B 26-12 溶融硼砂浴浸漬によるＶ－Ｎｂ複合炭化物被覆 守山　重雄、新井　　透 （株）豊田中研

B 26-13 低融点溶融塩による鉄鋼への浸硼
高橋　伸明、杉本　克久、川原　業三、
伊藤　好朗、高岡　康之 岩手製鉄（株）､東北大工､岩手製鉄（株）､〃､〃

Ｄ 26-14 窒素イオン注入した鉄鋼材料の構造解析と耐摩耗性 寺島　慶一、竹内　栄一、香田　浩之 千葉工大、東京熱処理工業（株）､〃

Ｈ 26-15
Ｎｉ基ｱﾓﾙﾌｧｽろう材によるｽﾃﾝﾚｽ鋼の真空ろう付けにつ
いて 寺内　俊太郎、杉本　隆史、亀井　　清 大阪冶金興業（株）、関西大工、〃

Ａ 26-16 ピッチング寿命に及ぼすα相半価幅の影響について 板部　忠喜、福田　　達 （株）小松製作所生技研

Ｃ 26-17
熱間金型鋼の耐ヒ－トチェック性に及ぼす機械的性質
の影響 安部　仲継、大森　俊道、田川　寿俊 日本鋼管（株）鉄鋼研

Ｃ 26-18 ＴＩＧ溶接したＳＵＳ３０４鋼の機械的性質 盛　　 誠司、村上　昇一 関東学院大工

Ｃ 26-19 オ－ステンパ－処理した球状黒鉛鋳鉄の強度特性
黒岩　秀樹、杉山　好弘、伊藤　禎勇、
浅見　克敏、古郷　佐八郎

武蔵工大（院）､武蔵工大､〃､〃､埼玉県鋳物機
械工試

B 26-20 高速プラズマ表面処理法による表面改質 山口　　静、寺門　一佳、朝日　直達
（株）日立製作所日立研､〃佐和､日立粉末冶
金（株）松戸

Ｄ 26-21
メッキ処理後ＣＶＤ法により蒸着させたＴｉＣ被膜の性質
について

赤松　勝也､田辺　幸雄､白石　　修､亀
井　　清､隅谷　哲三､

関西大工､関西大（院）､関西大工､八田工業
（株）

Ｄ 26-22
高速度工具鋼のＣＶＤ被膜に及ぼす後処理雰囲気の影
響について

赤松勝也､山中　正喜､山中　久彦､荒
木　邦善､田辺　幸雄

関西大工､日本熱研（株）､大阪府産業技術総
研､岩谷産業（株）､関西大（院）

Ｄ 26-23 ＰＶＤ法による切削工具へのＴｉＮコ－ティング
井上　登志雄、川嵜潤三、石神　逸
男、綱沢　栄二

（株）東洋金属熱処理研究所､〃､大阪府産業
技術総研､〃
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Ｄ 26-24 プラズマ浸炭に於けるプラズマ効果について
間部　三千広､奥宮　正洋､新美　　格､
恒川　好樹､室賀　　啓､大熊　誠一 豊田工大（学）、豊田工大、〃、〃、〃、〃

Ｄ 26-25
プラズマ浸炭処理した工具鋼(SKD61,SKD11,SKH51に
ついて)

桝谷　浩史、市井　一男、藤村　候夫、
高瀬　孝夫 関西大（院）、関西大工、〃、関西大工技研

Ｄ 26-26
共振式歯車疲労試験機による強化処理した浸炭焼入
れ歯車の評価

小川　一義、山田　　明、山田　春彦、
猿木　勝司、新井　　透 （株）豊田中研

Ｃ 26-27
鋼中炭素濃度プロファイルを制御したSCr420材の疲れ
強さ

伊藤　秀次､室賀　　啓､新美　　格､恒
川　好樹､奥宮　正洋､大熊　誠一 豊田工大（学）、豊田工大、〃、〃、〃、〃

Ｄ 26-28
純鉄及びS15Cのガス浸炭窒化に於ける特殊組織の発
生限界炭素、窒素濃度の温度依存性

奥宮　正洋､新美　　格､恒川　好樹､室
賀　　啓､大熊　誠一､亀田　弘之 豊田工大、〃、〃、〃、〃、豊田工大（学）

Ｄ 26-29
ﾏﾝｶﾞﾝ･ｸﾛﾑ･ｸﾛﾑﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ鋼のガス浸炭窒化に於ける特
殊組織の発生限界

山崎　孝嗣､新美　　格､恒川　好樹､奥
宮　正洋､室賀　　啓､大熊　誠一 豊田工大（学）、豊田工大、〃、〃、〃、〃

Ｄ 26-30
流動層窒化処理及び蒸気処理を行った鋼の耐食性に
ついて 辰巳　雅之、多田　雅康 東レエンジニアリング（株）

B 26-31 流動層熱処理による表面改質とその特性 花田　洋一郎、福田　　達、川本　　信 （株）小松製作所生技研、〃、大阪府大工

Ｄ 26-32
マイクロ波プラズマと直流プラズマによる鋼の窒化につ
いて 河田　一喜 オリエンタルエンヂニアリング（株）

Ｄ 26-33
ｲｵﾝ窒化したｽﾃﾝﾚｽ鋼の3.5%塩化ﾅﾄﾘｳﾑ溶液中でのｱ
ﾉｰﾄﾞ分極曲線と窒化組織について

永山　　勉、市井　一男、藤村　侯夫、
高瀬　孝夫 関西大工（院）、関西大工、〃、関西大工技研

Ｄ 26-34
N2-NH3-CO2ｶﾞｽ雰囲気でのｶﾞｽ窒化処理と処理材の
特性

丸山　浩二､新美　　格､恒川　好樹､奥
宮　正洋､室賀　　啓､大熊　誠一 豊田工大（学）、豊田工大、〃、〃、〃、〃

Ｄ 26-35 ショットピ－ニングによる軟窒化層の改質
西場　　勉、米村　次男、高橋　　実、
大沢　 恂

パ－カ－熱処理工業（株）､〃､（株）本田技研､
〃

I 26-0 閉会の辞 邦武　立郎 大会実行委員

I 27-0 開会の辞(昭和63年秋) 高橋　　進 大会実行委員長

B 27-1 高Ｍｎ非磁性鋼の水靭処理の再検討 田中　秀毅、柴田　浩司 東大（院）、東大工

B 27-2
高温金属の浸漬冷却時冷却特性に及ぼす試片形状・
寸法の影響 奈良崎　道治、淵澤　定克 宇都宮大工

B 27-3
Ethylene Glycol-水系焼入液の特性と軸受鋼の焼割れ
挙動

三木田　嘉男、河野　良明、中林　一
朗 徳島県商工労働部、徳島県工試、徳島大工

Ａ 27-4
交流磁気測定によるベイナイト鋳鉄の残留オ－ステナ
イト定量

加藤　義雄、山田　銑一、加藤　隆幸、
宇野　武志 （株）豊田中研

Ｄ 27-5
熱処理による球状黒鉛鋳鉄の強度改善に関する一検
討 黒岩　秀樹、杉山　好弘、浅見　克敏 武蔵工大（院）、武蔵工大

Ｃ 27-6 球状黒鉛鋳鉄の高温硬さ特性
古郷　佐八郎、荻野　春之助、小林
正孝、富永　敏文 埼玉県工試、〃、〃、都工技センタ－

Ｊ 27-0 表彰式　　協会賞（林賞、赤見賞）　　熱処理技術奨励賞
河・
赤 27-河･赤 鉄鋼の製品開発研究に於ける最近の動向 邦武　立郎 住金テクノリサ－チ（株）社長

Ａ 27-7
示差熱分析法によるNi-Al-X 3元系状態図上のγ'相固
溶限面の決定 三島　良直、洪　　永明、鈴木　朝夫 東工大（院）、東工大精研、〃

Ａ 27-8
Cr-Ni及びCr-Ni-Fe合金に於けるα(BCC)相の分解挙
動 菅原　克生、江本　秀樹、菊池　　實 東工大（院）、〃、東工大

B 27-9 結晶粒成長過程に於ける混粒の立体分布解析
岡田　厚正、岡　　満徳、山本　恭永、
依田　連平 千葉工大

Ｅ 27-10 鋼の加熱処理に於けるＣＡＤ化に関する研究
松浦　壮一、山本　一道、三輪　敬之、
井口　信洋 早稲田大（院）、早稲田大理工、〃、〃

B 27-11
SUS304鋼に於けるNi基ろう材のぬれ性とろう材の拡散
挙動について 寺内　俊太郎、杉本　隆史、亀井　 清 大阪冶金興業（株）、関西大工、〃

Ａ 27-12
液相焼結によるチタン多孔質体の収縮挙動と焼結機構
について

北林　文政、大野　　隆、鈴木　敏之、
木村　啓造 工学院大（院）、工学院大、〃、〃

Ｃ 27-13
形状記憶合金の超弾性を利用したｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵－放出
ｼｽﾃﾑの開発

伊東　明俊、小林　　貴、三輪　敬之、
井口　信洋 早稲田大（院）、〃、早稲田大理工、〃

Ｃ 27-14 浸硫窒化処理したＭ１０ボルトの耐焼付性 藤木　　栄、佐々木　武三 都工技センタ－

Ｄ 27-15 浸炭硬化層パタ－ンを制御した歯車の特性 内山　典子、伏見　慎二、小倉　真義 日産自動車（株）中研

Ｄ 27-16
低炭素鋼のｶﾞｽ浸炭窒化処理に於けるｱﾝﾓﾆｱ漸増効果
とその機械的特性

倉田　一美、新美　　格、恒川　良樹、
奥宮　正洋 豊田工大

Ｄ 27-17 ほう化処理したS45C鋼の恒温処理と疲れ強さ
高畑　　浩、千葉　和茂、片桐　敏夫、
藤井　京子 都立大、武蔵工大、都立大、〃

Ｄ 27-18
ﾌｪﾗｲﾄ系及びｵｰｽﾃﾅｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ鋼の流動層によるほう
化処理

曽根　　匠、佐藤　幸弘、池永　　明、
川本　　信 大阪府産業技術総研、〃、大阪府大工、〃

Ｄ 27-19
溶融塩ホウ化処理法によるﾀﾝﾀﾙ及びﾀﾝｸﾞｽﾃﾝホウ化物
の生成とその性質

小島　　卓、田村　久義、鈴木　敏之、
木村　啓造 工学院大（院）、工学院大、〃、〃

Ｅ 27-20 流動床炉によるボロナイジング法 竹内　謙治、ｵｲｹﾞﾝ･ｱﾝｸﾞｽﾀｰ ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）

Ｄ 27-21 切欠部に対するイオン窒化処理条件と疲れ強さ 進藤　亮悦､高橋　良治､小笠原　淳 秋田県工技センタ－､〃、秋田工業高専

Ｄ 27-22 プラズマＣＶＤ法によるTiCxN1-x膜の特性 舟木　義行、金　　雅克、池永　　勝
日本電子工業（株）､日本ｺｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（株）､
〃

Ｄ 27-23 SKH51のイオン窒化-PVD複合処理について
辻井　弘和､薬師寺　正雄､近藤　善
之､池永　　勝

神戸高専､関西大工､〃､日本ｺｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
（株）

Ｄ 27-24
ﾍﾞﾝｾﾞﾝのｲｵﾝ化を利用したﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ状のｶｰﾎﾞﾝ膜の生
成 森河　和雄、仁平　宣弘 都工技センタ－

Ｃ 27-25 ｶﾛﾗｲｽﾞ処理した低炭素鋼（CK22）の平面曲げ疲労
吉田　　薫、Hermann Muller､Eckard
Macherauch 東海大工、Karlsruhe大

Ｃ 27-26 ＴｉＣ被覆処理した高炭素鋼の平面曲げ疲労
吉田　　薫､河上　　護､滝島　延雄､遠
藤　隆士､高瀬　　清 東海大工、〃、〃、〃、東海大（院）

B 27-27
溶融硼砂浴中で鋼表面に形成される炭化物層の組織
及び結晶配向性 及川　初彦、新井　　透 （株）豊田中研
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Ｃ 27-28
黒鉛を添加した鉄系短繊維焼結材料のすべり摩耗特性
について

坂田　玲璽、秋元　幹夫、塩野　不二
夫、竹内　栄一 室金属工業（株）

I 27-0 閉会の辞 佐久間　健人 大会実行副委員長

I 28-0 開会の辞(平成元年春) 邦武　立郎 大会実行委員長

Ｅ 28-1 ツインホットプレス 藤田　和久 中外炉工業（株）

Ｃ 28-2
I/MならびにP/M法によるｱﾙﾐﾆｳﾑ基SiC粒子強化複合
材料の調整と性質について

赤松　勝也、白石　　修、田辺　幸雄、
櫨山　勇人

関西大（院）､関西大工､ｱﾙﾒﾀｯｸｽ（株）､国産ﾊﾞ
ﾈ工業（株）

Ｃ 28-3
SUS430-S15C短繊維焼結材料の摩擦、摩耗特性に及
ぼす黒鉛の影響 坂田　玲璽、小室　文稔、竹内　栄一 室金属工業（株）

Ｃ 28-4
酸化物分散強化型Fe基INCOLOY alloy MA956の高温
特性 附田　賢治、飯久保　知人 大同特殊鋼（株）

Ｆ 28-5 メカトロニクス用磁気目盛りロッドの開発
塚本　　孝、浅川　基男、須藤　忠三、
高祖　正志 住友金属工業（株）鉄鋼技研

B 28-6 ガス軟窒化した鋼のＸ線残留応力測定 遠藤　隆士、百瀬　　治、河上　　護 東海大工

B 28-7 ｲｵﾝ窒化したSKH51のｸﾞﾛｰ放電加熱による拡散処理 曽根　　匠、綱沢　栄二 大阪府産業技術総研

Ｃ 28-8 迅速窒化用鋼の開発 村井　暢宏、相原　賢治、神原　　進
住友金属工業（株）鉄鋼技研､〃､〃小倉製鉄
所

Ｃ 28-9 窒化したチタン合金の耐食性と耐摩耗性
千葉　貴世、桑原　秀行、松岡　裕明、
川嵜　一博

高周波熱錬（株）､（財）応用科学研､〃､高周波
熱錬（株）

I 28-0 西部支部総会

Ｊ 28-0 表彰式　　　協会賞（粉生賞）

B 28-10 クロム拡散被覆層の形成 楊　　鴻釣、草開　清志、大岡　耕之 富山大（院）、富山大工、〃

Ｈ 28-11 ﾎﾞｲﾗ用高耐食ｴﾛｰｼﾞｮﾝ２ 1/4Cr-1Mo鋼管の開発 安楽　敏朗、寺西　洋志 住友金属工業（株）鉄鋼技研

Ｄ 28-12 ｶﾛﾗｲｽﾞ処理した鋼の残留応力測定 吉田　　薫、遠藤　隆士、河上　　護 東海大学工

Ｄ 28-13 低温浴浸漬法によるバナジウムの炭化物被覆処理
杉本　義彦、新井　　透、佐藤　　明、
大田　幸夫、藤田　浩紀 （株）豊田中研

Ｄ 28-14 ＨＤＣ法により生成したＴｉ窒化物被膜のＸ線回析分析
石神　逸男、稲垣　賢一郎、綱沢　栄
二 大阪府近業技術総研

B 28-15 スクラッチ試験による皮膜特性評価法の検討
高宮　憲児、浅見　克敏、中沢　洋二、
杉山　好弘、宮本　賢一 武蔵工大

Ｄ 28-16
ＣＯ２ﾚｰｻﾞ-によるCu-Ni合金表面でのボロン合金化層
の形成 塔本　健次、松田　福久、中田　一博 阪大溶接研

B 28-17 鋼の熱間槌打加工に於けるインパルスと動的再結晶 武井　明博、村上　昇一、飯塚　晴彦 関東学院大工

B 28-18 プラズマア－クによる表面焼入れ 多田　信彦、山田　俊宏 日立製作所（株）機械研

B 28-19 高圧水スプレ焼入技術
浜坂　直治､福田　 達､高山　武盛､大
川　和英､津田　 康平､池田　 宏

（株）小松製作所生産技研､〃建機開発ｾ､〃建
機熱処理ｾ､（株）桃栄金属

Ｅ 28-20 流動層熱処理炉 掛田　一義 中外炉工業（株）

Ａ 28-21
ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ鋼の加工熱処理による結晶粒微細
化 近藤　邦夫、岡田　康孝 住友金属工業（株）鉄鋼技研

Ａ 28-22
高Ｍｎ鋼に於けるγ→εマルテンサイト変態による軟化
と硬化 友田　　陽、朴　　　敏 茨城大工、茨城大（院）

Ａ 28-23 熱処理を施した超耐熱合金の組織と高温硬さの変化 岡田　厚正、山本　恭平、依田　連平 千葉工大

B 28-24
Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金の機械的性質に及ぼす熱処理の影
響 外山　和男、前田　尚志 住友金属工業（株）鉄鋼技研

B 28-25 二段ｵｰｽﾃﾝﾊﾟ-処理球状黒鉛鋳鉄の基礎的特性 滝田　光晴、上田　俶完 名大工

B 28-26
二段ｵｰｽﾃﾝﾊﾟ-処理球状黒鉛鋳鉄の自動車用摺動部
品への適用

滝田　光晴、上田　俶完、白木　久史、
柏木　陽一郎 名大工、〃、（株）豐田自動織機

B 28-27 消失模型鋳造法を用いたﾀﾞｲﾚｸﾄ・ｵｽﾃﾝﾊﾟｰ処理の特性
米村　次男、狩野　邦彦、米沢　 繁、
安田　欣一

ﾊﾟｰｶｰ熱処理工業（株）､森川産業（株）､ﾊﾟｰｶｰ
熱処理工業（株）､〃

Ａ 28-28
0.6％炭素鋼のﾍﾞｲﾅｲﾄ組織に及ぼすＡｌ及びＳｉ添加の影
響 藤原　知哉、津崎　兼彰、牧　　正志 京大（院）、京大工、〃

特 28-特 工具鋼の熱処理とじん性 清水　欣吾 日立金属（株）

Ａ 28-29
高Ｃｒ鋼のＭｓ点に及ぼすｵｰｽﾃﾅｲﾄ化条件と前処理の
影響 広瀬　之彦、山本　誠司、板倉　邦輔 松江高専

B 28-30 低合金鋼の破壊靭性に及ぼす熱処理の影響 坂口　克己、久保　雅克、三宅　卓志 名古屋市工研

B 28-31
SUS304鋼のろう接合面に於けるNi基ろう材の拡散挙動
について 寺内　俊太郎、杉本　隆史、亀井　　清 大阪冶金興業（株）、関西大工、〃

Ｃ 28-32 軸受鋼過剰浸炭材の諸特性 小林　一博、坪田　一一 山陽特殊鋼（株）技研

Ｄ 28-33 Ｃｒ鋳鋼の高炭素濃度浸炭について
苧野　兵衛、森　　　崇、西山　幸夫、
田村　　朗 川嵜重工（株）技研､〃､〃､破砕機事業部

Ｄ 28-34
ﾌﾟﾗｽﾞﾏ浸炭に於ける炉内ﾒﾀﾝ量の測定とその表面炭素
濃度への影響

浜田　政彦､新美　 格､奥宮　正洋､恒
川　好樹 豊田工大(学)、豊田工大、〃、〃

Ｄ 28-35 真空浸炭による薄鋼板の強度特性の変化
後藤　　浩､奥野　泰生､上月　秀徳､宮
尾　一郎､泉　　久司

兵庫県機械金属工指､大阪ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工業（株）､
〃､〃､姫路工大

Ｄ 28-36 ガス浸炭窒化処理・高窒素含有鋼の機械的特性
倉田　一美､新美　 格､奥宮　正洋､恒
川　好樹､大熊　誠一､佐々木　辰也 豊田工大

Ｄ 28-37 浸炭窒化処理材の疲れ強さ
奥宮　正洋､新美　 格､恒川　好樹､森
本　　毅､竹内　広文

豊田工大､〃､〃､旭千代田工（株）､ﾄﾖﾀ自動車
（株）
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Ｄ 28-38
塩浴浸炭窒化された鋼の窒化層並びに得られる疲労強
度に対する処理温度の影響 星野　　薫、佐藤　徳雄、黒澤　　匠 パ－カ－熱処理工業（株）

B 28-39
熱間工具鋼の高温疲労特性に及ぼす酸化皮膜組成の
影響 山崎　善夫、横幕　俊典 （株）神戸製鋼材料研

I 28-0 閉会の辞 木村　啓造 大会実行副委員長

I 29-0 開会の辞(平成元年秋) 竹内　栄一 大会実行委員長

Ａ 29-1 Ni-Cr-Mo構造用鋼のマルテンサイト生成温度について 広瀬　之彦、山本　誠司、板倉　邦輔 松江高専

B 29-2
中炭素鋼の高周波焼入性に及ぼす合金元素と前組織
の影響 瓜田　龍実、並木　邦夫 大同特殊鋼（株）

Ｆ 29-3
Induction Hardening Process By Moving Mesh
Techniques。 G.Maizza、B.Debenedetti、北島　正弘 金材技研、トリノ工科大、金材技研

B 29-4 液－気泡系焼入れ液の特性と軸受鋼の焼割挙動
三木田　嘉男、河野　良明、中村　一
朗 徳島県商工労働部、徳島県工試、徳島大工

B 29-5 鋼の焼割れに及ぼす表面性状の影響
奈良崎　道治、小河原　　稔、淵澤　定
克 宇都宮大工

B 29-6 浸炭歯車に於ける熱処理歪みの低減 藤田　博文、田中　敏行 日産自動車（株）

B 29-7 焼入油の溶剤による完全密閉洗浄について
野寺　克己、小池　猪之吉、佐々木
敏美 パ－カ－熱処理（株）

Ｊ 29-0 表彰式　（林賞、赤見賞）　　熱処理技術奨励賞
河・
赤 29-河・赤 焼割れを考える－その原因と対策 大和久　重雄 本協会名誉会員

B 29-8 ｼｮｯﾄﾋﾟｰﾆﾝｸﾞ材の磁気及びX線による残留応力測定法 妹尾　達行、内藤　武志、堀内　弘容 東京熱処理（株）

Ｄ 29-9 ｼｮｯﾄﾋﾟｰﾆﾝｸﾞのバラツキ要因と安定化 松本　　隆、鈴木　泰史 日産自動車（株）

B 29-10 シャルピ－標準試験片に関する２，３の実験
山本　　卓、山本　　普、皆川　孝司、
山本　　襄 （株）山本科学工具研究社

B 29-11
ﾌﾟﾗｽﾞﾏｱｰｸによる鋼の表面焼入れ(ﾌﾟﾗｽﾞﾏ表面処理の
実用化第２報) 多田　信彦、山田　俊宏 （株）日立製作所機械研

Ｄ 29-12
無電解Ｎｉメッキ後のｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞによって蒸着したＴｉ
Ｎ被膜の特性

南　  義之、薬師寺　正雄、近藤　善
之、池永　　勝、河野　通広

関西大（院）､関西大工､〃､日本ｺｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
（株）

Ｄ 29-13 チタンの窒化処理に関する研究
北林　文政、大野　　隆、鈴木　敏之、
木村　啓造 工学院大（院）､〃､〃､工学院大

Ｄ 29-14
減圧ＣＶＤによるＴｉＮ皮膜の諸特性に及ぼす処理圧力
の影響 北川　武彦、仁平　宣弘 芝浦工大(学)、都立工技ｾﾝﾀ-

Ｄ 29-15 Ti-6Al-4V合金のﾎｳ化に及ぼすﾆｯｹﾙﾒｯｷの影響 田村　久義、鈴木　敏之 工学院大

Ｄ 29-16 ぺ-スト法によるＴｉ及びＴｉ合金のホウ化処理
渋谷　佳男、磯部　賢二、佐藤　憲治、
若林　　太 静岡県機械技指

Ｄ 29-17 窒化・浸硫表面に於けるＭｏＳ２被膜の摩擦特性 松本　政義 東京熱処理（株）

Ｃ 29-18 耐摩耗性合金鋼ＡＲＥＳ７０
秋田　憲男、宇対瀬　強一、中林　恭
次 中部鋼板（株）

B 29-19
SUS430･FCD50短繊維焼結材料の摩擦、摩耗特性に及
ぼす黒鉛の挙動 小室　文稔、坂田　玲璽、竹内　栄一 室金属工業（株）

B 29-20 粉末ハイスの焼入・焼戻しに伴う諸特性の変化 高橋　史浩、仁平　宣弘、渡辺　直樹 芝浦工大(学)､都立工技ｾﾝﾀ－､芝浦工大(学)

Ｃ 29-21 熱間加工用合金工具鋼の性能向上に関する研究
小川　浩一、大森　宮次郎、伊藤　伸
英 茨城大工

特 29-特 Ｂｉ系高温超電導材料の発見とその後の発達 前田　　弘 金材技研総合研究官

Ｃ 29-22 酸化物超伝導体の磁気特性 小野寺　　修、伊藤　　清 芝浦工大(学)、都立工技センタ－

Ｃ 29-23 Ｎｉ－Ｔｉ形状記憶合金の熱サイクル特性
鈴木　徹也、田中　良平、吉原　美知
子 横浜国大（院）、横浜国大工､〃

B 29-24 耐摩耗性合金溶射皮膜の加熱拡散処理
町田　清明、末広　邦夫、山下　英治、
松原　安宏 高周波熱錬（株）､〃､〃､久留米高専

Ｃ 29-25 Ｃ6Ｈ6から生成されたIｶ-ﾎﾞﾝ膜の電気抵抗 青木　繁彦、杉山　　仁、森河　和雄 芝浦工大(学)､〃､都立工技センタ－

Ｄ 29-26 塩浴窒化処理された鋼の窒化層と回転曲げ疲労強度 黒沢　　巧、佐藤　徳雄、星野　　薫 パ－カ－熱処理（株）

Ｄ 29-27 小孔部に対するイオン窒化処理条件と疲れ強さ 進藤　亮悦、高橋　良治、小笠原　　淳 秋田県工技センタ－､〃､秋田工業高専

Ｃ 29-28 S45CL-TEQ処理鋼の疲労強度
桑山　正彦、加賀谷　忠治、加藤　政
則 中部大工､〃､豊田工機（株）

Ｃ 29-29
浸炭鋼の機械的強度に及ぼす結晶粒度の影響につい
て 後藤　将夫、星野　照男 光洋精工（株）

I 29-0 閉会の辞 鈴木　敏之 大会実行副委員長

I 30-0 開会の辞(平成2年春) 新美 格 大会実行委員長

Ｃ 30-1
イオンプレーティングによる窒化物薄膜の硬度、耐摩耗
性と耐食性について 沖 猛雄、王 東冬 名大工

Ｄ 30-2 希土類元素の高速度工具鋼イオン窒化に及ぼす影響
崔 永植、呂 戍辰、崔 振凱、苑 永生、
韋?? 飛

東北工学院表面加工技術研､〃､東北工学院
材料工程系､〃､東北工学院（院）

Ｄ 30-3 マルテンサイト系ステンレス鋼のイオン窒化
曽根 匠、山本 浩二、佐藤 幸弘、綱沢
栄二

大阪府立産業技術総研､大阪職訓短大､大阪
府立産業技術総研､〃

B 30-4
塩浴窒化処理された各種鋼製平歯車のピッチング強度
と組織解析

黒沢 巧、佐藤 徳雄、星野 薫、成瀬
長太郎 パ－カ－熱処理工業（株）､〃､〃､電通大

Ｄ 30-5 溶融塩中不均化反応による窒化物複合皮膜の生成 沖 猛雄、兼松 秀行、山本 哲浩 名大工、阪大工、名大（院）
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Ａ 30-6 金属超微粒子固化体の組織と機械的性質
宇高 政道、川嵜 一博、東 孝二、梅本
実、岡根 功

高周波熱錬（株）､豊橋技科大（院）､豊橋技科
大､〃

Ｆ 30-7 粉末による過共析鋼の加工性の改善 田ノ上 修二、相原 賢治 住友金属（株）

Ｃ 30-8
高強度鋼の粗粒化と成分元素（Nb、Al、N）および冷間
加工の関係について 三野 匡之、津村 輝隆、中里 福和 住友金属（株）小倉製鉄所

Ｃ 30-9
熱延マルテンサイト活用によるフェライト系ステンレス鋼
の耐リジング性改善 小池 正夫、前原 泰裕、冨士川 尚男 住友金属（株）鉄鋼技研

B 30-10 球状黒鉛鋳鉄の直接オーステンパー処理によるS曲線 星野 薫、米村 次男、中江 秀雄
ﾊﾟｰｶｰ熱処理工業（株）技研､ﾊﾟｰｶｰ熱処理工
業（株）､早大理工

Ｃ 30-11 オーステンパ球状黒鉛鋳鉄に及ぼす原材料の影響
滝田 光晴、纐纈 明三、上田 俶完、目
黒 勝 名大工、〃、名大名誉教授、新日鉄

B 30-12
オーステンパ球状黒鉛鋳鉄に及ぼすマンガン及びりん
の影響

滝田 光晴、纐纈 明三、上田 俶完、目
黒 勝 名大工、〃、名大名誉教授、新日鉄

Ｊ 30-0 表彰式 協会賞 （粉生賞）

Ｃ 30-13
プラズマガウジング法の表面処理条件と摩擦特性につ
いて 多田 信彦、山田 俊宏 （株）日立製作所機械研

Ｃ 30-14
コネクティングロットとピストンピン材の摩擦・摩耗特性
に及ぼす表面処理の影響について 竹内 栄一、山縣 裕、香田 浩之

（株）ﾑﾛｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ､ﾔﾏﾊ発動機（株）､東京熱
処理工業（株）

Ｃ 30-15 熱間鍛造用型鋼の耐摩耗評価試験 西村 堅一郎 関東特殊鋼（株）

B 30-16 微小ビッカースくぼみの計測精度 山本 卓、山本 普 （株）山本科学工具研究社

B 30-17 表面処理品の簡易試験方法 江夏 裕 リヒト精光（株）

B 30-18
Ti-6Al-4V β-STOA熱処理材の機械的性質に及ぼす
溶体化処理温度と時間の影響 杉浦 幸彦、浜井 升平、黒瀬 唯亘 三菱重工（株）名航、第一ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

Ａ 30-19
Ti-V-Cr-3Al系 β・Ti合金の熱処理特性におよぼすβ
安定化元素の影響 鈴木 照弘、飯久保 知人 大同特殊鋼（株）特殊鋼研

Ｃ 30-20 炭化物分散軽量耐摩耗Ti合金の開発
高橋 渉、中西 睦夫、志田 善明、岡田
稔、桑山 哲也

住友金属（株）未来研､〃､〃､〃､住友金属（株）
ﾁﾀﾝ事業部

Ｃ 30-21 Ti-15Mo-5Zr-3Al合金の窒化 百瀬 治、滝島 延雄、森 良一 東海大工､〃､（有）日本熱処理工業所

Ｃ 30-22 アモルファスろう材を用いたチタン合金の接合
寺内 俊太郎、倉内 友孝、杉本 隆史、
亀井 清 大阪冶金興業（株）､関西大（院）､関西大工､〃

Ｊ 30-0 懇親会

Ｃ 30-23 TRD-VC被覆した高硬度、高靭性冷間ダイス鋼の特性 小川 哲己、楓 博、太田 幸夫 愛知製鋼（株）、〃、（株）豊田中研

Ｄ 30-24 低温浴浸漬法によるクロム炭窒化物被覆処理
佐藤 明、杉本 義彦、太田 幸夫、中西
和之、新井 透 （株）豊田中研

Ｄ 30-25 溶融塩浸漬法により炭化物被覆した鋼の耐食性 杉本 義彦、遠藤 淳二、新井 透 （株）豊田中研

Ｃ 30-26 高C-5%W鋼の焼入性に及ぼすWCの影響 齊田 義幸 岐阜大工短

B 30-27 VC被覆鋼の疲労破壊挙動 堀田 昇次、猿木 勝司、新井 透 （株）豊田中研

Ｃ 30-28 カロライズ処理したS45C鋼の平面曲げ疲労 吉田 薫、河上 護、宮本 泰男 東海大工

Ｃ 30-29 高強度非調質鋼の開発
前田 千芳利、安田 茂、関口 勉、野村
一衛、大木 喬夫 トヨタ自動車（株）､〃､〃､愛知製鋼（株）､〃

B 30-30 9Cr-2W鋼におけるLaves相析出に及ぼすCの効果
國光 誠司、糟谷 則幸、村上 明英、細
井 祐三 名大工

Ｃ 30-31 浸炭焼入れ法を応用した複合タガネの開発 山本 潤一、西山 文毅、中田 邦位 長野県工試、〃、（株）ナカタ技研

Ｄ 30-32 肌燒鋼と高Cr鋼のプラズマ浸炭特性 木村 利光、並木 邦夫 大同特殊鋼（株）特殊鋼研

Ｄ 30-33 シート状浸炭防止材の防止効果について
寺内 俊太郎、伊藤 興一、荒川 守正、
松原 隆、高瀬 孝夫、亀井 清

大阪冶金興業（株）､（株）ﾅｰﾄﾞ研究所､〃､大日
本ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ（株）､関西大工技研､関西大工

Ｅ 30-34 最近の真空熱処理炉 阿久津 幸一 大同特殊鋼（株）

B 30-35 真空熱処理における着色の問題 杉山 道生、右高 正成 （株）日本ヘイズ

B 30-36
マルテンサイト系ステンレス鋼SUS403の破壊靭性に及
ぼす熱処理の影響 久保 雅克、坂口 克己、吉田 亨 名古屋市工研、〃、名城大

特 30-特 「自動車材料の将来展望」 大橋 正昭、木下 裕雄
トヨタ自動車（株）常務取締役、トヨタ自動車
（株）材料技術部部長

Ｆ 30-37
各種表面処理材のキャビテーション・エロージョン特性
について 森 崇、苧野 兵衛 川崎重工（株）技研

Ｆ 30-38 めっき熱拡散法によるSUS材の表面処理方法について 香田 浩之、松本 政義、塩見 和久 東京熱処理工業（株）､〃､同和ケミカル（株）

Ｃ 30-39
銅基タングステン繊維強化複合材料の抵抗溶接用電極
特性について

赤松 勝也、白石 修、石田 和利、山下
直司、隅谷 哲三

関西大工､関西大（院）､関西大工､〃､八田工業
（株）

Ｈ 30-40 超超ジュラルミンの焼き冷やしばめ強度 鷲頭 照雄、木村 宏次 （株）東芝重電技研

Ａ 30-41 非調質鋼のミクロ組織に及ぼす加工熱処理の影響
野村 一衛、加藤 智也、大木 喬夫、林
健次 愛知製鋼（株）

Ａ 30-42
加工熱処理によるオーステナイト系ステンレス鋼の高強
度化について

横田 博史、本蔵 義信、荒井 一生、林
健次 愛知製鋼（株）

Ａ 30-43
加工熱処理による炭素鋼のセメンタイトの球状化および
分散化 武井 明博、村上 昇一 関東学院大工

Ａ 30-44
9Cr-W鋼の時効中の組織変化に及ぼす加工熱処理の
影響

國光 誠司、游 泳、糟谷 則幸、細井
祐三 名大工

I 30-0 閉会の辞 木村 啓造 大会実行副委員長
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I 31-0 開会の辞(平成2年秋) 鈴木 敏之 大会実行委員長

Ｃ 31-1 ポリマー焼入液による熱間工具鋼の焼入 西村 堅一郎、金子 雅哉 関東特殊製鋼（株）

B 31-2
熱処理用冷却剤の冷却の測定における試片形状の影
響

田中 淳、奈良崎 道治、小河原 稔、淵
澤 定克 宇都宮大工（院）、宇都宮大工、〃

B 31-3 被覆焼入れによる鋼の焼割れ防止法
江田 武男、奈良崎 道治、小河原 稔、
淵澤 定克 宇都宮大工（院）、宇都宮大工、〃

B 31-4
軸受鋼の焼入れ変形に及ぼす焼入れ温度と焼入れ冷
却剤の影響 三木田 嘉男、中林 一朗 徳島県工試、徳島大工

Ｃ 31-5 熱間加工用合金工具鋼の性能向上に関する研究
長谷川 勇治、大森 宮次郎、伊藤 伸
英 茨城大工（院）、茨城大工、〃

B 31-6 炭素鋼の球状化に及ぼす繰返し処理の効果 広瀬 之彦、山本 誠司、板倉 邦輔 松江高専

B 31-7 冷却変態域で恒温加熱した鋳鉄の組織 相馬 詢 北大工

Ｃ 31-8 磁気探傷における疑似模様と磁気特性
藤森 信幸、伊藤 清、松山 格、藤沢
正尚、小野塚 仁

芝浦工大（学生）､都工技ｾﾝﾀ－､〃､〃､東海大
（院）

B 31-9 シャルピー標準試験片の試作について
山本 卓、山本 普、皆川 孝司、山本
襄 （株）山本科学

Ｊ 31-0 表彰式 協会賞（林賞、赤見賞）、熱処理技術奨励賞

特 31-特 本当のTi-Al2元状態図はどれか 鈴木 朝夫、小林 郁夫 東工大工、東工大（院）

Ｄ 31-10 窒化処理したチタンの疲労強度特性 森田 辰郎、清水 真佐男、川嵜 一博
慶応大理工（院）、慶応大理工、高周波熱錬
（株）

Ｄ 31-11
Ti及びTi-6Al-4V合金の摩擦・摩耗特性と耐食性に及ぼ
す窒素イオン注入の影響

関根 一夫、寺島 慶一、峯岸 知弘、松
坂 菊生

千葉工大（院）､千葉工大､〃､東洋製罐ｸﾞﾙｰﾌﾟ
綜研

Ｄ 31-12
HCD法により生成したTi窒化物皮膜の硬さにおよぼす
処理条件の影響について 石神 逸男、浦谷 文博、綱沢 栄二 大阪府産技総研

Ｄ 31-13
EPMAによる炭素、窒素定量分析法の検討およびその
浸炭窒化材濃度勾配測定への応用

奥宮 正洋、新美 格、恒川 好樹、森本
毅、持永 光一

豊田工大､〃､〃､旭千代田工業（株）､ﾄﾖﾀ自動
車（株）

Ｄ 31-14
塩浴窒化処理された鋼の窒化層中のC.N.濃度に及ぼす
処理温度の影響

黒澤 巧、佐藤 徳雄、星野 薫、新美
格、奥宮 正洋 ﾊﾟｰｶｰ熱処理工業（株）､〃､〃､豊田工大､〃

Ｄ 31-15 プラズマ浸炭処理における箔試料の浸炭挙動
奥宮 正洋、新美 格、恒川 好樹、門谷
政幸 豊田工大、〃、〃、トヨタ自動車（株）

Ｄ 31-16 ガス軟窒化処理したステンレス鋼ボルトの締付け特性 藤木 栄、佐々木 武三 都工技センタ－

I 31- 懇親会

Ｃ 31-17
Cu-Al-Ni系形状記憶合金の変態温度に及ぼす結晶粒
度の影響

赤松 勝也、中澤 佳亮、柳本 恭太、中
尾 和祺 関西大工、関西大工（学）、〃、関西大工

B 31-18
2.25Cr1Mo鋼のフェライトおよびベイナイト生成に及ぼす
応力の影響

堀 紀文、朝倉 健太郎、松田 光由、柴
田 浩司 東大（院）、東大工、東大（学）、東大工

Ｅ 31-19
オーステナイト化速度を考慮したコンピュータシミュレー
ション－ 大沢 基明、米山 友之 東京電機大

Ｃ 31-20 冷間工具鋼の冷却変態 広瀬 之彦、山本 誠司 松江高専

Ｃ 31-21 球状黒鉛鋳鉄の連続冷却時における変態挙動 松本 洋、中田 毅 芝浦工大（院）、芝浦工大

B 31-22 表間改質層の特性評価に関する一考察 山田 俊宏、山本 明彦 （株）日立製作所機械研

Ｄ 31-23 CVD法による超硬へのAl2O3被膜処理について
赤松 勝也、山中 正喜、坂之上 隆行、
山中 久志、西内 広志

関西大工、日本熱研（株）､関西大工（学）､大阪
府産技総研､滋賀県工技ｾﾝﾀ－

Ｃ 31-24
ゾル-ゲル法によるステンレス鋼セラミックコ－ティング
膜の組織観察 宮沢 薫一、糸井 一博、佐久間 健人 東大工

Ａ 31-25 異るセメンタイト形態を持つ鋼のレーザー焼入性
一色 洋二、藤木 栄、横田 政博、山田
俊和 都工技センタ－、〃、芝浦工大（学）、〃

B 31-26
レーザー照射により形成したクラッド層に及ぼす処理条
件の影響

藤田 慎介、近藤 喜之、薬師寺 正雄、
上坂 明彦、牧野 隆 関西大（院）､関西大工､〃､（株）椿本ﾁｪｲﾝ､〃

河･
赤 31-河･赤 材料ーその新しい流れ 田中  良平 横浜国大工

Ｃ 31-27 肌焼鋼の諸特性に及ぼすSiの影響 小林 一博、細田 賢一 山陽特殊製鋼（株）

Ｃ 31-28 金属粉末の流動成型焼結材の機械的性質について 寺内 俊太郎、新熊 隆、亀井 清 大阪冶金興業（株）、〃、関西大工

Ｃ 31-29 高周波熱処理したばね鋼の疲労強度特性 黒島 義人、清水 真佐男、川嵜 一博 慶応大（院）、慶応大理工、高周波熱錬（株）

Ｄ 31-30
イオン窒化とレーザー焼入れとの複合処理を施した鋼
の摩耗特性

辻井 弘和、池永 勝、近藤 喜之、薬師
寺 正雄 神戸高専､日本ｺｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（株）､関西大工

Ｃ 31-31
黒鉛を含むSUS430・FCD50短せん維焼結材料の摩擦、
摩耗特性に及ぼすSUS430添加量の影響 小室 文稔、坂田 玲璽、竹内 栄一 （株）ムロコーポレーション

Ｄ 31-32 鉄系銅ろう付と部分浸炭の同時処理方法
神田 輝一、滝島 延雄、百瀬 治、那須
孝義、高橋 進、図所 望正

関東冶金興業（株）､東海大工､〃､東海大工
（学）､関東冶金興業（株）､〃

Ｄ 31-33 浸炭鍛造焼入れした傘歯車の疲れ特性 伏見 慎二、谷 意公男 日産自動車（株）

B 31-34 工作機械・スピンドル内面へのレーザー焼入れ適用
伊藤 進、青木 彦治、野津 喬、松山
太 ブラザー工業（株）

B 31-35 高精度高周波焼入れシステムについて（第1報） 樋口 鐵也、渡辺 敏幸 大同特殊鋼（株）

Ｄ 31-36 タンタルのホウ化処理 田村 久義、鈴木 敏之 工学院大

Ｄ 31-37 鋼表面へのCoホウ化物皮膜の形成
渋谷 佳男、磯部 賢二、柳原 護、木村
啓造 静岡県機械技指､〃､〃､木村技術士事務所

Ｄ 31-38 合金工具鋼の固体ホウ化処理
百瀬 治、滝島 延雄、高橋 進、図所
望正、神田 輝一 東海大工､〃､関東冶金工業（株）､〃､〃
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I 31-0 閉会の辞 佐々木  敏美 大会実行副委員長

I 32-0 開会の辞(平成3年春) 赤松 勝也 大会実行委員長

Ａ 32-1 Si鋼におけるベイナイトの生成温度域と変態機構 津崎 兼彰、中尾 力、牧 正志 京大工、京大（院）、京大工

Ａ 32-2
Fe-C-Mo合金の焼入性におよぼすMo未溶解炭化物の
影響 井上 毅、落田 義隆 神戸製鋼所・鉄鋼技研、コベルコ科研

Ｃ 32-3 SKD61鋼の高周波熱処理特性について
池上 由洋、三阪 佳孝、川嵜 一博、山
下 英治 高周波熱錬（株）

B 32-4
急速短時間加熱オーステナイト化時のスケール生成挙
動

坂井 悟、大竹 克幸、川嵜 一博、山崎
隆雄 高周波熱錬（株）

B 32-5
準安定オーステナイト系ステンレス鋼の加工誘起マルテ
ンサイトの逆変態に及ぼす前加工の影響 冨村 宏紀、高木 節雄、徳永 洋一 九州大工

Ｃ 32-6 7000系アルミニウム合金の複合熱処理
堂前 達雄、濱川 克也、吉川 雅宏、杉
本 隆史、池永 勝、亀井 清

関西大（院）､〃、〃､関西大工､日本ｺｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝ
ﾀｰ､関西大工

Ｃ 32-7 粉末Alloy718押出材の成形加工条件と特性との関係 平石 信茂、福田 匡 住金研開

Ｃ 32-8 Mg-Al系合金（AZ91D）の時効硬化 金子 敏明、小林 康男、渡辺 亮治 東洋大工

I 32-0 西部支部総会

Ｊ 32-0 粉生賞表彰式

特 32-特 「自動車の多様化と材料技術」 久松 定興 いすず自動車材料開発部部長

Ｄ 32-9
Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al合金の時効挙動とPVDコ－ティン
グ

瀬羅 知暁、濱川 克也、杉本 隆史、池
永 勝、亀井 清

関西大（院）、〃､関西大工､日本ｺｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝ
ﾀｰ､関西大工

Ａ 32-10
Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al合金におけるα相析出におよぼす
冷間加工の影響 古原 忠、中森 英行、牧 正志 京大工、京大（院）、京大工

Ｃ 32-11 表面硬化処理されたチタン合金の摩擦・摩耗特性 森 崇、苧野 兵衛、南方 俊一 川崎重工業（株）明石技研

Ｅ 32-12
コンピュータシミュレーションによる鋼の焼入れ時の硬度
分布の予測 七野 勇人、浜坂 直治 （株）小松製作所

Ｆ 32-13
HRC基準片の硬さ分布に及ぼす材料探取方向の影響
例

山本 卓、山本 普、皆川 孝司、山本
襄 （株）山本科学工具研究社

B 32-14 スクラッチ試験による硬質膜の破壊特性評価
阿久田 昌信、中沢 洋二、杉山 好弘、
浅見 克敏、岡本 伸一、久保田 昌広

千代田化工建設､武蔵工大､〃､〃､大屋熱処
理､東京電気

Ｅ 32-15 パソコンによる炉操業管理と故障診断システム 武内 章 中外炉工業（株）

I 32-0 懇親会

Ｄ 32-16
ガス軟窒化処理した鋼の動的強さに及ぼす雰囲気組成
の影響 香田 浩之、岩野 利彦、竹内 栄一

同和鉱業（株）ｻｰﾓﾃｯｸ事業本部､〃､（株）ﾑﾛ
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

Ｄ 32-17
金型寿命を伸ばす高性能熱処理（NES・NIS）と高真空ガ
ス複合表面改質（NVG） 紀田 兼昭 日栄鋼材（株）

Ｄ 32-18
塩浴窒化処理された鋼の疲労強度に及ぼす切欠形状
の影響 黒沢 巧、佐藤 徳雄、星野 薫 パ－カ－熱処理工業（株）

B 32-19 クロムによる鉄鋼表面の改質 中村 光太、吉田 薫、河上 護 東海大（院）、東海大工、〃

Ｄ 32-20
浸炭粒界酸化層に及ぼす鋼材組成、浸炭雰囲気の影
響 旗手 稔、浜坂 直治 （株）小松製作所

Ｄ 32-21 ロータ材の浸炭特性と磁気特性 鷲頭 照雄、森下 光 東芝重電技研、トヨタ自動車（株）

Ｄ 32-22 プラズマ浸炭における侵入炭素濃度の制御
奥宮 正洋、新美 格、恒川 好樹、宮原
広光 豊田工大、〃、〃、豊田工大（学生）

Ｄ 32-23 熱圧着性浸炭制御材（半、全防炭）の開発
伏見 慎二、藤田 博文、松尾 智志、久
保田 喜通

日産自動車（株）中研､日産自動車（株）第二技
術部､（株）ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ､〃

Ｅ 32-24 流動層炉法による炭化物被覆
武田 裕正、中西 和之、太刀川 英男、
新井 透 （株）豊田中研

特 32-特 気相蒸着法による金属材料の表面改質技術 赤松 勝也 関西大学工学部教授

Ｄ 32-25
HCD法により生成したTi窒化物皮膜の硬さにおよぼす
処理条件の影響について（第2報）

石神 逸男、久野 正人、浦谷 文博、綱
沢 栄二 大阪府産技総研

B 32-26 TiN被覆鋼の耐食性に及ぼす成膜条件の影響
滝沢 喜久男、福島 誠、岡田 英敏、今
井 八郎 三洋電機（株）、〃、芝浦工大（院）、芝浦工大

B 32-27 TiN被覆鋼の耐食性に及ぼす鋼中S及びMn量の影響
滝沢 喜久男、福島 誠、岡田 英敏、今
井 八郎 三洋電機（株）、〃、芝浦工大（院）、芝浦工大

B 32-28 TiN被覆鋼の耐食性に及ぼす溶体化処理温度の影響
滝沢 喜久男、福島 誠、岡田 英敏、今
井 八郎 三洋電機（株）、〃、芝浦工大（院）、芝浦工大

Ｄ 32-29 析出硬化ステンレス鋼（SUS430）のイオン窒化
曽根 匠、佐藤 幸弘、増井 清徳、辻
佳孝

大阪府産技総研、〃、〃、朝日熱処理工業
（株）

Ｄ 32-30
イオン窒化とイオンプレーティングの連続処理による表
面改質

川下 安司、芝本 幸雄、三ツ井 伸二、
長光 秀夫、谷脇 哲司、冨原 常生 神港精機､〃､丸真製作所､東製､〃､〃

Ｄ 32-31
ステンレス鋼のイオン窒化処理時のスパッタリングとデ
ポジション 市井 一男、藤村 侯夫、高瀬 孝夫 関西大工、〃、関西大工業技研

Ｄ 32-32 イオンプレーティング法による膜特性と工具性能の評価 山岸 憲一郎、安岡 学、加藤 範博 （株）不二越

I 32-0 閉会の辞 鈴木 敏之 大会実行副委員長

I 33-0 開会の辞(平成3年秋) 鈴木 敏之 大会実行委員長

Ｅ 33-1 新しい浸炭設備FCとFC35 虻川 文隆 同和鉱業（株）

Ｅ 33-2 超圧冷複合全機能真空熱処理
紀田 兼昭、須田 光則、赤池 成一、佐
藤 誠 日栄鋼材
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Ｅ 33-3
ハンマー鍛造型へのイオン窒化の応用－新型イオン窒
化炉における応用例－ 湊 輝男 舞鶴興業（株）

Ｄ 33-4 流動層による浸硫窒化処理について
鄭 寅謨、池永 明、川本 信、曽根 匠、
加藤 寛敬

大阪府立大（院）､大阪府立大工､〃､大阪府立
産技総研､小松製作所生産技研

Ｄ 33-5 プロパンガスによるプラズマ浸炭
榊原 勝利、奥宮 正洋、新美 格、恒川
好樹 豊田工大（学生）、豊田工大、〃、〃、〃

Ｄ 33-6
低マンガン鋼のガス浸炭窒化における特殊組織の出現
条件

岩田 明、新美 格、恒川 好樹、奥宮
正洋 豊田工大（学生）、豊田工大、〃、〃、〃

Ｃ 33-7 WC-Co合金の高温変形 本渡 秀樹、佐久間 健人 東大（院）、東大工

Ｈ 33-8 Si3N4-A1N-Y2O3系セラミックスの焼結について 田村 久義、鈴木 敏之 工学院大

Ｈ 33-9
粉末液相鍛造法（PLF）によるセラミック粒子/6061AL合
金複合材料の作製と時効硬化挙動

黄 明、大貫 貴久、一瀬 裕司、友田
陽、太田 弘道、竹内 庸

茨城大（院）、〃、茨城大（学生）、茨城大工、
〃、〃

Ｊ 33-0 表彰式   協会賞（林賞、赤見賞）、熱処理技術奨励賞
河･
赤 33-河･赤 わが国におけるアルミニウム拡散被覆法の発展と動向 上田 重朋 早稲田大学理工

B 33-10 磁粉探傷における疑似模様と画像処理 庄子 直樹、伊藤 清 芝浦工大（学生）、都立工技センタ－

Ｅ 33-11 高精度高周波焼入れシステムCAD I について（第2報） 石川 健、渡辺 敏幸、樋口 鐡也 大同特殊鋼（株）

Ｅ 33-12
コンピュータシミュレーションによる鋼の浸炭焼入時の硬
度分布予測 七野 勇人、浜坂 直治、旗手 稔 KOMATSU

Ｅ 33-13 熱処理シミュレーションプログラム"HEARTS"の開発 有本 享三、井上 達雄、巨 東英 （株）CRC総研、京都大工、〃

Ｃ 33-14
湿水素処理により表面改質した高強度薄鋼板の耐食
性、メッキ性について

守谷 英明、鈴木 章一、山本恭永、岡
田 厚正

いすず自動車（株）、千葉工大（院）、千葉工大
工、〃

Ｄ 33-15 低温溶融塩法による炭窒化物被覆処理 太田 幸夫、杉本 義彦、新井 透 （株）豊田中研

Ｄ 33-16 合金工具鋼へのTiおよびCrの複合炭化物被覆
水村 薫、滝島 延雄、吉田 薫、佐藤
吉彦

（株）極東窒化研、東海大工、〃、（株）極東窒
化研

I 33-0 懇親会

Ｄ 33-17 プラズマCVD法によるTiN皮膜の合成について 大野 隆、奥野 秀典、鈴木 敏之 工学院大、工学院大（院）、工学院大

B 33-18 硬さ試験機を用いたTiN皮膜の密着性評価
井 伸二、野村 博郎、土方 克郎、畑山
修、渡辺 力、宮下 隆章、岩本 和明

松山技研､小金井製作所､長野自動車部品､〃､
ｵﾙｶﾞﾝ針､帝国ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ

Ｄ 33-19 プラズマCVD法によるチタン化合物膜の特性 関谷 慶之、河田 一喜 オリエンタルエンヂニアリング（株）

Ｃ 33-20
TiN被覆ステンレス鋼の耐食性に及ぼすMnS系及びBi
系介在物の影響

滝沢 喜久男、福島 誠、岡田 英敏、今
井 八郎

三洋電機（株）、〃、芝浦工大（院）、芝浦工大
工

Ｄ 33-21 ショットピーニングによる浸炭歯車の疲労強度向上 相田 和俊、関 博方、垪和 成佳 ダイハツ工業（株）

Ｄ 33-22 浸炭品の疲労強度に及ぼすショットピ－ニングの効果 旗手 稔、浜坂 直治 KOMATSU

Ｄ 33-23
浸炭焼入れ鋼の疲労強度に及ぼす残留応力プロファイ
ルの影響 川崎 淳応、豊田 武司、金沢 孝 いすゞ自動車（株）

Ｄ 33-24
浸炭焼入れ鋼材の疲労強度に及ぼす残留オーステナ
イトの影響 稲田 淳、家口 浩 （株）神戸製鋼所

特 33-特 チタン合金の高強度化の可能性 河部 義邦 金材技研

報 33-報-1
研究部会報告 チタン合金の熱処理技術 報告1 チタン
合金の熱処理 笹野 久興 金材技研

報 33-報-2
研究部会報告 チタン合金の熱処理技術 報告1 チタン
合金の熱処理技術研究部会の活動状況 鈴木 敏之 部会長

B 33-25
軸受鋼の焼入れ変形に及ぼす焼入れ温度と焼入れ冷
却剤の影響（第2報） 三木田 嘉男、中林 一朗 徳島県立工技センタ－、徳島大工

B 33-26 ポリマー焼入液の冷却能に及ぼす流速の影響
中村 貴文、奈良崎 道治、小河原 稔、
淵澤 定克 宇都宮大（院）、宇都宮大、〃

Ａ 33-27 冷間金型用鋼における焼入性とMs点との関連性 広瀬 之彦、山本 誠司、板倉 邦輔 松江高専

B 33-28
薄板ばね各種特性に及ぼすオーステンパー熱処理条
件の影響

木村 浩二、藤森 隆、泉谷 正隆、田沢
将三、浜島 吉男

トピーファスナー工業（株）、〃、〃、〃、トピー
工業（株）

Ｄ 33-29
窒化処理を施した熱間加工用型鋼の耐ヒートクラック性
に関する研究

長谷川 勇治、大森 宮次郎、伊藤 伸
英、清山 紘一 茨城大工（院）、茨城大工、〃、日栄鋼材（株）

Ｄ 33-30
塩浴窒化処理された平歯車の組織解析と強度試験（第
2報）

黒沢 巧、佐藤 徳雄、星野 薫、成瀬
長太郎 パ－カ－熱処理工業（株）、〃、〃、電気通信大

B 33-31 鋼の磁気特性に及ぼす熱処理条件の影響 森山 克也、仁平 宣弘、伊藤 清 芝浦工大（学生）、都立工技センタ－、〃

I 33-0 閉会の辞 笹野 久興 大会実行副委員長

I 34-0 開会の辞(平成4年春) 新美   格 大会実行委員長

Ａ 34-1
時間軸を持った状態図（T-ｔ-ｃ状態図）ｰ整合析出物の
非整合化過程ｰ 小山  敏幸、宮崎   亨 名工大

Ａ 34-2 鉄基規則合金の析出粒子の粗大化挙動 土井    稔、宮崎   亨 名工大

B 34-3
9Cr系耐熱鋼のLaves相析出と機械的性質に及ぼす合
金元素の影響 國光  誠司、岩本   隆、細井  祐三 名工大

Ｄ 34-4
転造加工後浸炭焼入時のオーステナイト結晶粒成長抑
制

田中  利秋､松井  宗久､澤村  政敏､団
野   敦 （株）豊田中研

B 34-5 ばね鋼の組織に及ぼす改良オ－スフォーミングの影響 杉本    淳、坂口   充 愛知製鋼（株）

Ｃ 34-6 高強度・高靭性非調質鋼の検討
宇野  光男、柿崎   哲、中里  福和、西
田  和彦 住金小倉製鉄所
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B 34-7 鍛造コンロッドの強度解析 高柳    登、宮本  泰介 トヨタ自動車（株）

B 34-8 摩擦圧接継手の衝撃挙動に及ぼす焼ならしの影響 加藤  政則、加賀谷  忠治 中部大工

B 34-9 シャルピ－標準試験片の試作について（第３報）
山本   卓、山本   晋、皆川  孝司、山
本   襄 （株）山本科学工具研究社

Ｊ 34-0 表彰式    協会賞（粉生賞）

B 34-10 SUS403の冷間加工性に及ぼす合金元素の影響 永田  弘光、土岐  浩之、相原  正明 愛知製鋼（株）

B 34-11 ２％Mn冷間工具鋼の諸特性に及ぼす合金元素の影響 小川  哲己、楓     博 愛知製鋼（株）

B 34-12 高C-5%W鋼のWC生成に及ぼすCrの影響 斎田  義幸 岐阜大工

B 34-13 焼入れ時の光輝性挙動解析 内田   均 出光興産（株）

Ｄ 34-14
塩浴窒化処理された鋼の疲労強度に及ぼす切欠形状
の影響（第２報） 黒澤   巧、佐藤  徳雄、棚崎    広 パーカー熱処理工業（株）

Ｄ 34-15 V添加型迅速窒化鋼の窒化特性と疲労強度について
浜坂  直治、久田  秀夫、福野   治、住
田    庸 コマツ、〃、〃、愛知製鋼（株）

Ｄ 34-16 浸炭窒化鋼の特殊組織と機械的性質
奥宮  正洋、新美   格、恒川  好樹、岩
田    明 豊田工大、〃、〃、豊田工大(学)

Ｄ 34-17 ﾌﾟﾗｽﾞﾏ高温浸炭処理を施した歯車の疲労及び衝撃特性 木村  利光、並木  邦夫 大同特殊鋼（株）

Ｄ 34-18
ｲｵﾝ窒化処理したﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ鋼の耐食性、耐摩
耗性に及ぼす前加工の影響 香田  剛昌、曽根   匠、佐藤  幸弘 田中熱工（株）、大阪府産技総研、〃

Ｄ 34-19
溶融塩浸漬炭化物被覆層の母材中炭化物粒上での形
成 新井   透、守山  重雄 （株）豊田中研、ニホンゲンマ

Ｄ 34-20
低温溶融塩浸漬法によるクロム炭窒化物被覆鋼の特性
と実用 杉本  義彦、太田  幸夫、新井  透 （株）豊田中研

Ｄ 34-21 鋼表面へのクロム及びチタン二層炭化物被覆
吉田   薫、滝島  延雄、水村    薫、佐
藤  吉彦 東海大工、〃、（株）極東窒化研究所、〃

Ｄ 34-22 拡散合成法による鉄合金表面改質 太田  泰平、長田  純夫、香川  明男 長崎工技センタ－、〃、長崎大工

B 34-23
酸化物皮膜処理したﾌｪﾗｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ鋼の皮膜構造と高
温水中の耐食性 山中  和夫、松田  恭司 住金鉄鋼技研

I 34-0 懇親会

B 34-24
熱間金型鋼SKD６２の疲労亀裂進展特性に及ぼす熱処
理の影響

山田  春彦、猿木  勝司、小川  一義、
大林  幹男 （株）豊田中研

Ｃ 34-25
自動車触媒担体用２０Cr5Alｽﾃﾝﾚｽ鋼の熱延板靭性と
耐酸化性 小池  正夫、角地  秀介、丸山  勝彦 住金・鉄鋼技研、日ス・技研、〃

Ｃ 34-26 ｸﾗｯﾁﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ材の耐熱ヘタリ性の改善
磯谷  武史、石川  明成、内野  龍一、
広村  敏樹 アイシン精機

Ｈ 34-27
SiCｳｨｽｶｰ強化ｱﾙﾐﾆｳﾑ基複合材料の高温加工性に関
する研究

中澤  佳亮、柳本  恭太、水成  重順、
赤松  勝也 関西大（院）、〃、〃、関西大工

B 34-28 鋳鉄の減衰特性に及ぼす熱処理の影響
滝田  光晴、大葉   充、宋   之文、綾
瀬  明三 名大工

Ｅ 34-29 電気式油水分離装置の開発 阿部  直樹 トヨタ自動車（株）

B 34-30 エレクトロンビ－ム溶解法による鋼の清浄度評価 中里  福和、川見   明、鎌田  芳彦 住金小倉製鉄所

Ｃ 34-31 高耐摩耗性のインテ－クバルブ用盛金材料の開発
鈴木  良尚､森   和彦､村瀬  博之､田
口   篤､田中  完一

トヨタ自動車（株）､〃､〃､愛三工業（株）､福田
金属箔粉工業（株）

B 34-32
高周波加熱によるステンレス鋼のロウ付けに関する研
究

西内  廣志､井上  栄一､近藤  真琴､末
房  公男､赤松  勝也

滋賀県工技ｾﾝﾀｰ、〃、甲西高周波工業、〃、
関西大工

特 34-特 航空宇宙機器に於ける新素材 伊藤  好二 （株）超高温材料研究ｾﾝﾀｰ

Ｄ 34-33 ｱｰｸｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ法による（TiAl）N膜の作製
小池  雅史､近藤  喜之､薬師寺  正雄､
石井  孝也､岡本  康治､鈴木  泰雄

関西大（院）、関西大工、〃、日新電機（株）、
〃、〃

Ｄ 34-34
反応性真空ﾌﾟﾗｽﾞﾏ溶射によるTi-TiN複合皮膜ｺｰﾃｨﾝｸﾞ
について 村田  省三、桑野  三郎、真野   毅 村田ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ技研（株）､静岡工技ｾﾝﾀｰ、〃

Ｄ 34-35
反応性ｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞによるTi(C,N)硬質皮膜形成につ
いて 真野   毅、桑野  三郎 静岡工技ｾﾝﾀｰ

Ｄ 34-36 HDC法によるTiCxNｙ膜の生成
山田   仁、三尾    淳、仁平  宣弘、森
河  和雄

多摩冶金（株）､都立工技ｾﾝﾀｰ､都城東振興ｾﾝ
ﾀｰ､都立工技ｾﾝﾀｰ

Ｄ 34-37
HDC法により生成したTi窒化物皮膜の硬さに及ぼす熱
処理条件の影響について(第3報)

石神  逸男､久野  正人､三浦  健一､浦
谷  文博､綱沢  栄二 大阪府産技総研

Ｄ 34-38 ｲｵﾝﾋﾞｰﾑﾐｷｼﾝｸﾞ処理条件とTiN皮膜の生成領域
谷口   正､荒木  弘治､萩原  秀規､鳥
山  幸一､薬師寺  正雄 奈良県工試､〃、（株）ﾃｸﾉﾊｷﾞﾊﾗ､関西大工、〃

Ｄ 34-39
ｲｵﾝ窒化とｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞの連続処理を主体とした切削
工具・金型の表面改質

川下  安司､芝本  幸雄､三ツ井  伸二､
長光  秀夫､谷脇  哲司､冨原  常生

神港精機（株）､〃、(有)丸真製作所､東製（株）、
〃

Ｃ 34-40
往復摺動型摩擦摩耗試験機の試作と、ｲｵﾝ注入処理材
を含む各種工業材料の摩擦摩耗特性評価

久野  正人､出水    敬､石神  逸男､三
浦  健一､綱沢  栄二 大阪府産技総研

Ｄ 34-41
調質鋼（SCM435）の疲労強度に及ぼすｼｮｯﾄﾋﾟｰﾆﾝｸﾞの
効果

安住  昌泰、岩澤  勝三、下岸  隆幸、
内藤  武志

同和鉱業（株）、（株）新潟鉄工所、〃、同和鉱
業（株）

Ｄ 34-42
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金表面に生成する不動態皮膜の熱処理によ
る特性変化 井上  哲雄､沖   猛雄 鈴鹿高専､名大工

Ｄ 34-43
複合めっきに法によるｱﾙﾐﾆｳﾑの表面処理に関する研
究

柳本  恭太、水成  重順、中澤  佳亮、
赤松  勝也 関西大工（院）、〃、〃、関西大工

B 34-44 Ａｌ箔の熱処理とエッチング特性 沖    猛雄、市野  良一 名大工

B 34-45
耐熱チタン合金の組織と機械的性質に及ぼす熱処理の
影響 山田  廣一、岡部  道夫、飯久保  知人 大同特殊鋼（株）

I 34-0 閉会の辞 鈴木  敏之 大会実行副委員長
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I 35-0 開会の辞(平成4年秋) 鈴木  敏之 大会実行委員長

B 35-1 ＴｉＡｌ粒子分散型チタン合金の焼結挙動 加藤  友規、田村  久義、鈴木  敏之 工学院大（院）、工学院大、〃

Ｈ 35-2 Si3N4-AlN-Y2O3系セラミックスの焼結について（Ⅱ） 田村  久義、加藤  友規、鈴木  敏之 工学院大、工学院大（院）、工学院大

Ｃ 35-3
複合合金鋼粉焼結体の熱処理による強度向上とその
機構 古君   修、宇波   繁 川崎製鉄（株）ハイテク研

Ｃ 35-4 Mo-V添加鋼の高濃度浸炭特性
内山  典子､松本  隆､吉田   誠､小倉
真義､安部   聡､長谷川  豊文 日産自動車（株）、〃、〃、（株）神戸製鋼所、〃

Ｃ 35-5
浸炭・脱炭連続熱処理により作製した積層型高強度薄
鋼板の機械的性質

鈴木  章一､守谷  英明､山本  恭永､岡
田  厚正 千葉工大（院）、〃、千葉工大、〃

Ｃ 35-6 浸炭鋼の開発とその応用製品
鈴木  寛､京極  秀樹､清水  達磨､藤本
直樹､田本  正記

広島県立東部工技ｾﾝﾀｰ､〃､〃､呉金属熱錬工
業（株）､〃

Ｊ 35-0 表彰式    協会賞（林賞、赤見賞）   熱処理技術奨励賞
河･
赤 35-河･赤 設計の自由度が高い金属間化合物 鈴木  朝夫 東工大工

Ｃ 35-7
ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ鋼の組織に及ぼす焼入冷却速度の
影響 広瀬  之彦、山本  誠司、板倉  邦輔 松江工専

B 35-8 レ－ザ－による表面焼入れに及ぼす照射条件の影響 大沢  基明、米山  友之、一色  洋二 東京電機大、〃、都立工技センタ－

B 35-9 高周波焼入特性に及ぼす熱処理前組織の影響
三阪  佳孝、高岡  憲久、川嵜  一博、
川崎  隆雄、赤澤  正久 高周波熱錬（株）、〃、〃、〃、神奈川大

Ｄ 35-10 V添加鋼の窒化後高周波焼入れ特性と疲労強度
渡辺  陽一、小倉  真義、梅垣  俊造、
長谷川  豊文、加藤  猛彦

日産自動車（株）､〃､〃材料研､（株）神戸製鋼
所､〃

B 35-11 高圧鋳造用金型の寿命向上の為の局部焼戻し法
福田  孝義、杉浦  三朗、鈴木  育夫、
石川  坂一

大同特殊鋼（株）､〃､ﾄﾖﾀ自動車（株）､大同ﾃｸﾉ
ﾒﾀﾙ（株）

I 35-0 懇親会

B 35-12 ＡＤＩ熱処理システム開発
星野   薫、佐々木  敏美、中村  幸吉、
炭本  治喜

ﾊﾟｰｶｰSN工業（株）､ﾊﾟ-ｶ-熱処理工業（株）､近
畿大、〃

Ｄ 35-13 ガス窒化処理に於ける有機溶剤洗浄廃止技術の検討
横溝   学、星野   薫、鈴木  信一、谷
健二 ﾊﾟｰｶｰSN工業（株）

B 35-14 有限要素法による焼歪みのシミュレ－ション 井上  達雄、生田  文昭、有本  享三 京都大工、高周波熱錬（株）、（株）CRC総研

B 35-15 磁粉探傷に於ける表面粗さ指示と画像処理 中川  礼子、伊藤    清 芝浦工大(学)、都工技センタ－

B 35-16 シャルピ－衝撃基準片の試作について（第４報）
山本   晋、山本   卓、皆川  孝司、山
本   襄 （株）山本科学工具研

特 35-特 金属基複合材料ノ現状と展望 塩田  一路 金材技研

Ｄ 35-17 鋼への窒素イオン注入
鳥山  幸一、薬師寺  正雄、喜多田  憲
一、荒木  弘治 関西大（院）、関西大工、奈良県工試、〃

Ｄ 35-18
ｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ法によるﾁﾀﾝ窒化物の低温被覆処理に
ついて

石神  逸男､三浦  健一､久野  正人､佐
藤  幸弘､綱沢  栄二 大阪府産技総研

Ｄ 35-19 ﾌﾟﾗｽﾞﾏCVDによるTiN皮膜の合成とその特性について 倉持  敬一、大野   隆、鈴木  敏之 工学院大（院）、工学院大、〃

Ｄ 35-20
DCﾌﾟﾗｽﾞﾏCVD法によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ状ｶｰﾎﾞﾝ膜の摩擦摩耗
特性 関谷  慶之、河田  一喜 ｵﾘｴﾝﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

Ｄ 35-21
ｲｵﾝﾋﾞｰﾑﾐｷｼﾝｸﾞ法によって生成したTiN皮膜の硬さ及び
摩擦・摩耗特性

谷口    正、三木  靖浩、荒木  弘治、
近藤  喜之、薬師寺  正雄 奈良県工試、〃、〃、関西大工、〃

Ｄ 35-22 硬質薄層被覆鋼の疲労寿命
堀田  昇次、伊藤  勇一、猿木  勝司、
新井   透 （株）豊田中研

Ｄ 35-23 ｽｸﾗｯﾁ試験による硬質皮膜の破壊特性評価の問題点
佐藤  仁志、浅見  克敏、杉山  好弘、
中沢  洋二、岡本  伸一

武蔵工大（院）、武蔵工大、〃、〃、（株）ｵｰﾈｯｸ
ｽ

Ｃ 35-24 高性能MA合金スキッドレ－ル 富岡  達也、附田  賢治 大同特殊鋼（株）

I 35-0 閉会の辞 笹野  久興 大会実行副委員長

I 36-0 開会の辞(平成5年春) 赤松 勝也 大会実行委員長

Ｄ 36-1
アルミニウム合金の複合めっき法による表面改質処理
に関する研究

水成 重順、柳本 恭太、中澤 佳亮、見
城 徹治、赤松 勝也

関西大（院）、〃、〃、関西大工（学生）、関西大
工

Ｄ 36-2
アルミニウム合金への溶射皮膜処理と皮膜の気孔封入
に関する研究

水成 重順、柳本 恭太、中澤 佳亮、片
山 康史、赤松 勝也

関西大（院）、〃、〃、関西大工（学生）、関西大
工

Ａ 36-3 オーステナイト系ステンレス窒化材の耐食性について
北野 憲三、田原 正昭、林田 忠司、嶋
田 直久 大同ほくさん（株）

B 36-4 EPMAによる被膜試料の定量分析について
三浦 健一、水越 朋之、石神 逸男、久
野 正人、綱沢 栄二 大阪府産技総研

Ｄ 36-5
HCD方式イオンプレーティング法におけるチタン窒化物
皮膜の硬さと化学・相組成の関係

石神 逸男、三浦 健一、久野 正人、金
田 博之、綱沢 栄二 大阪府産技総研

Ｄ 36-6
RFプラズマCVD法によるDLC膜の作製とその摩擦・摩
耗特性

出水 敬、曽根 匠、夏川 一輝、藤島
征雄、中切 聖

大阪府産技総研、〃、〃、〃、大阪電通大（学
生）

I 36-0 西部支部総会

Ｊ 36-0 粉生賞表彰式

特 36-特 「高周波熱処理40年の技術変遷」 渡邊 日吉
西部金属熱処理工業会会長、富士電子工業
（株）取締役社長

Ｄ 36-7 環境に優しい熱処理・表面改質の新しい展開
紀田 兼昭、福永 彰夫、橋本 宗弘、小
林 力 デムテック（株）

B 36-8 レーザ焼入の実際 熊川 誠、高崎 伸公 第一高周波工業（株）

Ｄ 36-9 ガス窒化処理における形状変化について
横溝 学、星野 薫、鈴木 信一、谷 健
二 パ－カ－SN工業（株）
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Ｄ 36-10 ガス浸炭時の平衡炭素量に及ぼす合金元素の影響 村井 暢宏、津村 輝隆 住友金属工業（株）

Ｄ 36-11 Ni-Cr-Mo鋼の浸炭時間に及ぼす化学成分の影響 植村 実千知、高田 八束、星野 照男 愛知製鋼（株）、〃、光洋精工（株）

Ｄ 36-12 プラズマ浸炭処理した機械構造用合金鋼について
岡本 善四郎、沖田 耕三、松村 嘉高、
星加 洋 兵庫県立工技センター、〃、関西大工、〃

Ｄ 36-13
浸炭硬化したSCM420の耐衝撃性に及ぼすショットピ－
ニングの影響 石川 信行、白神 哲夫、石黒 守幸 NKK総合材料技研

I 36-0 懇親会      関西大学百周年記念会館

Ｄ 36-14 高クロムCD浸炭鋼の耐摩耗性
沢田 安夫、井上 毅、家口 浩、山崎
善夫、河原 茂

（株）神戸製鋼所、〃、〃、日本高周波鋼業
（株）、〃

B 36-15
SUS410の機械的性質に及ぼす合金元素と焼鈍条件の
影響

永田 弘光、馬場 健司、横田 博史、楓
博 愛知製鋼（株）

Ｃ 36-16 非磁性Fe-Mn基合金の熱膨張特性および機械的性質 岸田 紀雄、斎藤 吉信、沢谷 昭八 （財）電磁研、東北特殊鋼（株）、（財）電磁研

Ｃ 36-17 鉄－アルミニウム系合金の機械的性質 吉田 薫 東海大工

Ｄ 36-18
イオン窒化処理した析出硬化型ステンレス鋼の耐エ
ロージョン性と腐食疲労強度 森 崇、苧野 兵衛、岡崎 章三 川崎重工業（株）明石技研

Ｃ 36-19
高温塩浴窒化処理技術の開発（その1）中炭素鋼燒準
材試片とクランクシャフトの疲労強度並びに摺動特性

佐藤 徳雄、松原 敏彦、水野 孝樹、高
島 光男

パ－カ－熱処理工業（株）、（株）本田技研栃木
研、〃、〃

Ｄ 36-20
高温塩浴窒化処理技術の開発（その2）中炭素鋼燒準
材の疲労破壊現象

安部 寿士、松原 敏彦、水野 孝樹、恩
田 勇人

パ－カ－熱処理工業（株）、（株）本田技研栃木
研、〃、〃

特 36-特 熱処理工業の現状と技術動向 山中 久彦 日商岩井（株）顧問

B 36-21 熱処理油剤の冷却能の測定 池内 清 ヤナセ製油（株）

B 36-22
脱フロン・エタン洗浄に代わる炭化水素系真空洗浄につ
いて

紙谷 守、下里 吉計、太田 均、松浦
俊幸 中外炉工業（株）

B 36-23 SH級シャルピ－衝撃基準片の試作
山本 卓、山本 普、皆川 孝司、山本
襄 （株）山本科学

B 36-24
高炭素鋼板の延性および焼入性におよぼすセメンタイト
黒鉛化の影響（高炭素黒鉛化冷延鋼板の開発-1） 福井 清 住金鉄鋼技研

B 36-25 高Cr鋳鉄の鋳造条件による熱処理特性の変化 小鯛 亜紀、苧野 兵衛、田村 朗 川崎重工（株）

Ｅ 36-26
流動層炉の開発とその利用-Ⅰ 微粉末用流動層反応
炉の開発 阿部 吉彦 （有）十二月田製作所

Ｅ 36-27
流動層炉の開発とその利用-Ⅱ 流動層反応炉による還
元コバルト微粉末の製造 阿部 吉彦 （有）十二月田製作所

Ｅ 36-28
流動層炉の開発とその利用-Ⅲ 流動層反応炉による粉
末の表面改質 阿部 吉彦 （有）十二月田製作所

Ｅ 36-29 流動層炉における軟窒化
掛田 一義、太田 均、柏谷 信夫、吉村
義法 中外炉工業（株）

I 36-0 閉会の辞 鈴木 敏之 大会実行副委員長

I 37-0 開会の辞(平成５年秋) 鈴木 敏之 大会実行委員長

Ｄ 37-1 NH3-NO系混合ガスによる高クロム鋼種の窒化 源馬 国恭、河上 護 東海大工

Ｄ 37-2 ガス窒化処理における形状変化（Ⅱ） 星野 薫、鈴木 信一、谷 健二 パ－カ－SN工業（株）

Ｄ 37-3 融点付近における鋼の浸炭挙動について
井出 健太郎、神田 輝一、田村 久義、
鈴木 敏之

工学院大（院）、関東冶金工業（株）、工学院
大、〃

Ｄ 38-4 プラズマ浸炭における試料炭素濃度制御
田中 勝也、奥宮 正洋、恒川 好樹、新
美 格 豊田工大（学生）、豊田工大、〃、〃

Ｄ 37-5 プラズマ浸炭への診断法の応用
奥宮 正洋、恒川 好樹、新美 格、松本
敏行 豊田工大、〃、〃、豊田工大（学生）

Ｄ 37-6
プラズマ高濃度浸炭処理したSi、Cr添加鋼の衝撃特性
及び疲労特性

内山 典子、松本 隆、梅垣 俊造、木村
利光、中村 貞行

日産自動車（株）材料研、〃、〃、大同特殊鋼
（株）特鋼研、〃

B 37-7
CO2レーザによる焼入れ技術の研究（第一報）レーザ光
吸収剤とその吸収率 坂元 宏規、松山 秀信、柴田 公博 日産自動車（株）

B 37-8
カライドスコープを搭載したレーザ焼入れシステムの開
発と応用

伊藤 進、青木 彦治、小原 建太郎、谷
直彦、出村 誠、三輪 祐司 ブラザ－工業（株）

Ｄ 37-9 高出力YAGレーザによる炭素鋼の表面硬化処理
日野 実、栢野 康彦、三橋 久、平松
実、秋山 光一 岡山県工技センター

I 37-0 会長挨拶 上田 重朋

Ｊ 37-0 表彰式  協会賞（林賞、赤見賞）・熱処理技術奨励賞
河・
赤 37-河･赤

エンジニアリングセラミックス－強度、靭性および延性の
向上にむけて－ 佐久間 健人 東大工

Ｄ 37-10 環境に優しい熱処理・表面改質の新しい展開（2）
紀田 兼昭、福永 彰夫、橋本 宗弘、小
林 力、新貝 哲也、内野 寛 デムテック（株）

B 37-11 圧力容器・球形貯槽の現地焼鈍 平松 卓也 ジェミックス（株）

Ｅ 37-12 窒素雰囲気による鉄系焼結炉の実施例
神田 輝一、図所 望正、入倉 親教、三
木 誠治、橋本 正明

関東冶金工業（株）、〃、本田技研熊本、〃、岩
谷産業（株）

特 37-特 新しい制振合金の開発について 渡辺 敏 法政大工

B 37-13 ポリマー焼入液の冷却能に及ぼす表面性状の影響
本多 正典、奈良崎 道治、小河原 稔、
淵澤 定克 宇都宮大（院）、宇都宮大工、〃

B 37-14 熱処理液の熱伝達率の同定
金森 英夫、内田 均、小山 三郎、中村
英一、井上 達雄

出光興産（株）営業研、〃、〃、出光興産（株）
潤滑油部、京都大工

B 37-15 熱処理油の冷却能 池内 清 ヤナセ製油（株）
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I 37- 懇親会

Ｅ 37-16
コンピュータシミュレーションによる鋼の焼入後の残留応
力予測 七尾 勇人、長坂 悦敬 KOMATSU生産技研

Ｅ 37-17
有限要素法による高周波焼入れ・焼もどしのシミュレ－
ション 有本 享三、井上 達雄、生田 文昭 （株）CRC総研、京都大工、高周波熱錬（株）

B 37-18 高周波焼入後の静的性質におよぼす焼入方法の影響
古賀 久喜、Erik・Sandqvist、川嵜 一
博、山崎 隆雄

高周波熟練（株）、Heat Tech Induction AB、高
周波熱錬（株）、〃

B 37-19
低タングステン工具鋼の球状化焼なまし後の炭化物と
焼入特性 齊田 義幸 岐阜大工

B 37-20
極低温強磁場下における等温マルテンサイト変態に及
ぼす熱処理の影響 村上 善明、柴田 浩司 東大工（院）、東大工

Ｄ 37-21
高合金鋼における微量ボロンの挙動に及ぼす熱処理と
合金元素の影響 柴田 浩司、田中 秀毅 東大工、東大工（院）

Ｃ 37-22 非磁性Fe-Mn基合金の諸特性に及ぼすMoの影響 岸田 紀雄、斉藤 吉信、沢谷 昭八 （財）電磁研、東北特殊鋼（株）、（株）電磁研

Ｃ 37-23 Ni-BeおよびCo-Be2元合金の熱処理と硬さ
松下 正己、三浦 誠司、鈴木 朝夫、三
島 良直

東京工大（院）、東京工大精研、北海道大工、
東京工大精研

Ｄ 37-24
ニッケル拡散被覆によるチタン合金の表面改質につい
て 小俣 博教、大野 隆、鈴木 敏之 工学院大（院）、工学院大、工学院大

B 37-25
超高電圧電子ビ－ム溶融加工のNi基合金溶射皮膜の
諸特性

森本 純司、山口 昭雄、富江 通雄、阿
部 信行 近畿大理工、〃、大阪大溶接工学研、〃

Ｄ 37-26
XPSによるチタン窒化物皮膜中酸素の定量分析につい
て

三浦 健一、佐藤 幸弘、石神 逸男、久
野 正人、綱沢 栄二 大阪府産技総研

Ｄ 37-27
HCD方式イオンプレーティング法によるチタン窒化物皮
膜の膜質におよぼす酸素添加の影響

石神 逸男、三浦 健一、久野 正人、金
田 博之、浦谷 文博 大阪府産技総研

B 37-28
スクラッチ試験及び残留応力測定による硬質皮膜の膜
圧効果に関する検討

佐藤 仁志、中沢 洋二、杉山 好弘、浅
見 克敬、岡本 伸一

武蔵工大（院）、武蔵工大、〃、〃、（株）オー
ネックス

B 37-29
スクラッチ試験による硬質皮膜の破壊特性評価の問題
点

松川 安樹、中沢 洋二、杉山 好弘、浅
見 克敏、岡山 伸一

武蔵工大（院）、武蔵工大、〃、〃、（株）オー
ネックス

Ｃ 37-30
イオンビ－ムミキシング法によって作製したTi-N膜の性
質

三木 靖浩、谷口 正、荒木 弘治、近藤
喜之、薬師寺 正雄 奈良県工試、〃、〃、関西大工、〃

Ｄ 37-31
N+ ＋ C+ 二重イオン注入したTi及びZrの表層組成、耐
食性および水素吸収抑制 鈴木 博則、寺島 慶一、峯岸 知弘 千葉工大（院）、千葉工大、〃

Ｄ 37-32 チタン炭化物被覆鋼の残留応力
吉田 薫、遠藤 隆士、河上 護、滝島
延雄 東海大工、〃、〃、（社）日本熱処理技術協会

Ｄ 37-33 固体法によるチタン合金のホウ化処理（Ⅱ） 田村 久義、鈴木 敏之 工学院大

B 37-34 各種材料の硬さ値に及ぼす二重負荷条件の影響 山本 卓、山本 普、皆川 孝司 （株）山本科学工具研究社

B 37-35 真空熱処理における着色（微量酸化を防ぐには第2報） 杉山 道生、右高 正成、山本 長邦 （株）日本ヘイズ

B 37-36 制御雰囲気熱処理における低Al-Fe合金の酸化挙動
佐藤 雄二、田中 成穂、寺島 慶一、山
崎 恒友

菱日エンジニアリング（株）、〃、千葉工大、日
本金属（株）

Ｃ 37-37
球状黒鉛鋳鉄のオーステンパ処理による疲労強度の改
善 若狭 裕信、浅見 克敏、杉山 好弘 武蔵工大

Ｃ 37-38
ADIの破壊じん性に及ぼすオーステンパ処理条件の影
響 新井 政彦、浅見 克敏、杉山 好弘 武蔵工大（院）、武蔵工大、〃

B 37-39
粉体内回転式高温エロージョン試験法の検討と摩耗特
性 冨澤 幸雄、難波 一夫 石川播磨重工（株）

I 37-0 閉会の辞 笹野 久興 大会実行副委員長

I 38-0 開会の辞(平成6年春) 村上 弘二 大会実行委員長

Ａ 38-1 極低炭素鋼の変態組織の特徴とB添加の影響 有岡 照晃、津崎 兼昭、牧 正志 京大（院）、京大工、〃

Ａ 38-2 β型チタン合金におけるmicroduplex組織の形成過程
牧野 武彦、近泉 隆二、古原 忠、牧
正志 京大（院）、京大（学生）、京大工、〃

Ａ 38-3
オーステナイト系ステンレス鋼の熱膨張係数に及ぼす
合金元素と冷間加工の影響

永田 弘光、横田 博史、馬場 健司、楓
博 愛知製鋼（株）

B 38-4 シャルピ－衝撃基準片の精度の現況について（第6報） 山本 卓、山本 普、皆川 孝司 山本科学

B 38-5
軸受用鋼薄板試片の転動疲労によるせん断割れ疲労
強度試験

吉村 勝義、前田 喜久男、中島 碩一、
対馬 全之 NTN（株）

Ｃ 38-6 高温長寿命軸受材の熱処理特性と強度特性
伊藤 勝教、前田 喜久男、中島 碩一、
対馬 全之 NTN（株）

B 38-7 水溶性冷却油剤への異物混入の影響 池内 清 ヤナセ製油（株）

I 38-0 西部支部総会

Ｊ 38-0 粉生賞表彰式

特 38-特
環境問題とこれからの材料開発－エコマテルアルにつ
いて－ 綱沢 栄二 （財）関西産業公害防止センター工博

Ａ 38-8 高炭素浸炭における炭化物析出挙動 村井 暢宏、津村 輝隆、長谷部 光弘 住金鉄鋼研、〃、九工大

Ｆ 38-9
CO2レーザによる焼入れ技術の研究（第2報）－ビ－ム
偏光のエネルギ吸収特性に及ぼす影響－ 坂元 宏規、柴田 公博、松山 秀信

日産自動車（株）総研、〃、日産自動車（株）技
術開発センタ

Ｃ 38-10 高クロムCD浸炭鋼の耐摩耗性におよぼす組織の影響
沢田 安夫、家口 浩、井上 毅、山崎
善夫、河原 茂

日本高周波鋼業（株）、（株）神戸製鋼所、〃、
日本高周波鋼業（株）、〃

B 38-11
長手方向温度勾配変化による薄鋼板の幅端部発生熱
応力の解析 岡村 一男、山本 健司 住金鉄研

B 38-12 環境に優しい熱処理・表面改質の新しい展開（3）
紀田 兼昭、福永 彰夫、橋本 宗弘、新
貝 哲也、内野 寛 デムテック（株）

Ｄ 38-13 プラズマ浸炭における炭素濃度プロファイル制御
田中 勝也、奥宮 正洋、恒川 好樹、新
美 格 豊田工大（学）、豊田工大、〃、〃
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Ｄ 38-14
炭素鋼のレーザ焼入れ特性に及ぼすレーザ処理条件
の影響

石塚 詞久、大沢 基明、米山 友之、一
色 洋二

東京電機大大（院）、東京電機大、〃、都工技
センター

I 38-0 懇親会

Ｄ 38-15
HCD方式イオンプレーティング法によるチタン窒化物皮
膜の硬さにおよぼす炉内残留酸素の混入の影響

石神 逸男、三浦 健一、久野 正人、水
越 朋之、金田 博之 大阪府産技総研

Ｄ 38-16
HCD方式イオンプレーティング法により作成したチタン
窒化物皮膜の色彩について

三浦 健一、石神 逸男、久野 正人、水
越 朋之、金田 博之 大阪府産技総研

Ｄ 38-17 プラズマCVD法によるTiCN膜形成とその膜特性
玉本 圭司、中田 一博、松田 福久、品
田 学、吉田 秀春

日本電子工業（株）、阪大溶接研、〃、（株）リケ
ン

Ｃ 38-18 DLC膜を被覆したアルミニウム合金の摩擦摩耗特性
出水 敬、曽根 匠、夏川 一輝、藤島
征雄、櫻 篤司 大阪府産技総研、〃、〃、〃、大阪電通大（学）

Ｃ 38-19
TiC被覆鋼の高温引張特性ならびに常温における若干
の機械的性質 吉田 薫 東海大工

Ｄ 38-20 TiN、TiC粒子を分散被覆したチタン合金の表面特性 大野 隆、鈴木 敏之、小俣 博教 工学院大、〃、工学院大院（現 富士電機）

Ｇ 38-21 超微粒子による反射防止膜の開発 小野 雅彦、遠藤 喜重、山田 俊宏 （株）日立製作所機械研

特 38-特 自動車用鋼材の最近の進歩 井上 毅 （株）神戸製作所鉄鋼技術研究所工博

B 38-22 窒化層の硬さ分布におよぼす素材前処理条件の影響
荒田 晃、鈴木 信一、星野 薫、赤澤
正久 パ－カ－SN工業（株）、〃、〃、神奈川大

Ｄ 38-23 軟磁性材料のイオン窒化による表面改質について
赤松 勝也、藤居 武夫、西川 紘之、水
成 重順、中尾 和稘

関西大工、京都府熱処理事業（協）、〃、関西
大（院）、関西大工

Ｄ 38-24
軟窒化処理した球状黒鉛鋳鉄と各種銅合金との摩擦、
摩耗特性について

森 崇、砂野 耕三、苧野 兵衛、岡崎
章三 川崎重工業（株）

Ｄ 38-25
浸硫窒化処理した球状黒鉛鋳鉄の耐摩耗特性につい
て

鄭 寅謨、池永 明、川本 信、荒木 弘
治 阪府大（院）、阪府大、〃、奈良工試

I 38-0 閉会の辞 鈴木 敏之 大会実行副委員長

I 39-0 開会の辞(平成6年秋) 鈴木 敏之 大会実行委員長

Ｄ 39-1 耐摩耗性に及ぼすサブゼロ処理の影響 藤木 栄、石田 直洋、中村 力 都立工技センター、〃、中村熱処理工業所

Ｃ 39-2
ＡＤＩの破壊靭性に及ぼすオ-ステンパ－処理条件の影
響 新井 政彦、杉山 好弘、浅見 克敏 武蔵工大（院）、武蔵工大、〃

Ｃ 39-3 非磁性Ｆｅ－Ｍｎ基多元合金の高強度特性 岸田 紀雄、斉藤 吉信、沢谷 昭八 （財）電磁研、東北特殊鋼（株）、新川電機（株）

Ａ 39-4 ZrO2-ZrN系メカニカルアロイング
秦    西平、片村 淳二、山本 剛久、佐
久間 健人 東京大工

Ｈ 39-5 純ﾁﾀﾝ中に於けるｾﾗﾐｯｸ粒子の熱安定性
井出 健太郎、但田 賢紀、田村 久義、
鈴木 敏之 工学院大（院）、工学院大(学)､工学院大､〃

B 39-6
常圧不活性雰囲気でｾﾒﾝﾃｰｼｮﾝの技法を用いた拡散接
合法 炭??   登、多田 政義、神田 輝一 東海大(学)、東海大工、関東冶金工業（株）

B 39-7
ﾛｯｸｳｪﾙ硬さ試験用圧子の比較調査(HRC圧子の弾性
回復量について) 山本   卓、山本   晋、皆川 孝司 （株）山本科学工具研究社

Ｄ 39-8
品質・生産性の向上を目的としたﾉｽﾞﾙ方式ｼｮｯﾄﾋﾟｰﾆﾝｸﾞ
装置について 妹尾 達行、井上 英樹、熊谷 明夫 同和鉱業（株）

Ｅ 39-9 量産対応全自動真空浸炭焼入装置について 安部 寿士、佐藤 徳雄、里見 彰彦 ﾊﾟｰｶｰ熱処理工業（株）

I 39-0 会長挨拶 上田 重朋

Ｊ 39-0
表彰式    協会賞(功績賞、林賞、赤見賞)   熱処理技術
奨励賞

河・
赤 39-河･赤 改良オースフォームとその応用 大森 宮次郎 茨城大工

Ｄ 39-10
軟窒化鋼のピッチング特性に及ぼす軟窒化処理条件の
影響

和泉 康治､鎌田 芳彦､高山   透､日野
谷 重晴､近藤 正顕､森   元秀

住友金属（株）小倉､〃､住友金属（株）総研ｾﾝ
ﾀｰ､〃､ﾄﾖﾀ自動車（株）､〃

Ｄ 39-11 軟窒化処理条件による化合物層の結晶構造変化
高山   透､日野谷 重晴､和泉 康治､鎌
田 芳彦､近藤 正顕､森   元秀

住友金属（株）総研ｾﾝﾀｰ､〃､住友金属（株）小
倉､〃､ﾄﾖﾀ自動車（株）､〃

Ｄ 39-12
ﾌﾟﾗｽﾞﾏ高濃度浸炭処理したSi,Cr添加鋼の転動疲労特
性

内山 典子､松本   隆､梅垣 俊造､木村
利光､中村 貞行 日産自動車（株）、〃､〃､大同特殊鋼（株）､〃

Ｃ 39-13
Ｖ添加鋼の窒化後高周波焼入材の疲労強度ー第2報ー
ねじり疲労強度とﾛｰﾗｰﾋﾟｯﾁﾝｸﾞ強度について

渡辺 陽一､小倉 真義､梅垣 俊造､加
藤 猛彦､長谷川 豊文

日産自動車（株）技開ｾﾝﾀｰ､〃､日産自動車
（株）材料研､（株）神戸製鋼所

Ｃ 39-14
高出力ＹＡＧﾚｰｻﾞｰによる鋼の表面焼入に及ぼすｱｼｽﾄ
ｶﾞｽの影響

日野   実､栢野 康彦､平松   実､秋山
光一 岡山県工技センタ－

Ｃ 39-15 ＨＤＣ法によるＴｉＮ膜の摩擦摩耗特性
安藤 達也､仁平 宣弘､三尾   淳､田中
慎一

芝浦工大(学)、都立工技センタ－、〃、〃、多摩
冶金（株）

B 39-16 磁粉探傷に於ける異材指示と最適磁化条件 加藤 潤也、伊藤   清 芝浦工大(学)、都立工技センタ－

Ｃ 39-17 窒化とレ－ザ－焼入との複合処理材の摩耗特性 辻井 弘和、薬師寺 正雄、近藤 喜之 神戸高専、関西大工、〃

Ｆ 39-18 表面改質による金属材料のレ－ザ－加工性の向上
野  実､平松   実､金谷 輝人､細川 智
生､川崎 仁士

岡山工技ｾﾝﾀ－､岡山理大(学)､〃､岡山工技ｾ
ﾝﾀ－､〃､岡山理大工､〃､岡山工技ｾﾝﾀ－

B 39-19
ＣＯ2ﾚｰｻﾞｰによる焼入技術の研究（第３報）材料表面粗
さのﾚｰｻﾞｰ光吸収率に及ぼす影響 坂元 宏規、柴田 公博、松山 秀信

日産自動車（株）材料研､〃､日産自動車（株）
技開ｾﾝﾀｰ

Ｊ 39-0 研究発表奨励賞表彰式

I 39-0 親睦会

B 39-20
極低温に於けるSUS304L鋼の強磁場下等温ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ
変態に及ぼす熱処理の影響

村上 善明、柴田 浩司、渡辺 和雄、淡
路   智 東京大（院）､東京大工､東北大金研、〃

B 39-21 種々の表面改質層の成長速度の解析 吉田   薫 東海大工

Ｄ 39-22 軟磁性材料の表面改質について
道山 泰宏､藤居 武夫､西川 絋之､中
尾 和稘､赤松 勝也

関西大工(院)、京都熱処理事業（協）、〃、関西
大工、〃
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Ｄ 39-23 環境に優しい熱処理・表面改質の新しい展開（４） 紀田 兼昭 デムテック（株）

Ｄ 39-24 ｲｵﾝ窒化後のTiNｺｰﾃｨﾝｸﾞしたＳＫＨ５１の耐摩耗性
稲田 秀和、薬師寺 正雄、近藤 喜之、
池永   勝

関西大（院）、関西大、〃、日本ｺｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
（株）

Ｄ 39-25 ﾌﾟﾗｽﾞﾏCVDによるTi(C,N)膜の作製と摩擦摩耗特性
河田 一喜､関谷 慶之､仁平 宣弘､三
尾   淳､田中 慎一､安藤 達也

ｵﾘｴﾝﾀﾙｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）､〃､都立工技ｾﾝﾀｰ､
〃､〃､芝浦工大(学)

B 39-26
ｽｸﾗｯﾁ試験による硬質皮膜の破壊特性評価の問題点
（その３）

松川 安樹、浅見 克敏、中沢 洋二、岡
本 伸一 武蔵工大（院）、武蔵工大、〃、ｵｰﾈｯｸｽ（株）

Ｆ 39-27 DLC膜の中間膜に於ける密着性の改善
仁平 宣弘､三尾   淳､森河 和雄、川端
隆史､熊谷  泰

都立工技ｾﾝﾀｰ、〃、〃、芝浦工大、ナノテック
（株）

特 39-特 超高張力棒線の発展ー鉄の理論的強度のへの挑戦 高橋 稔彦 新日鉄鋼研

Ｃ 39-28 表面組織制御によるピアノ線の疲れ強さの向上 久保 雅克、坂口 克己 名古屋工研

Ｃ 39-29 ガス窒化による化合物層の疲労強度に及ぼす影響
近藤  覚、中野   修、内田 尚志、伊沢
佳伸、小野田 光芳

（株）東郷製作所、ﾄﾖﾀ自動車（株）､（株）日鉄ﾃｸ
ﾉﾘｻｰﾁ、（株）東郷製作所、鈴木金属工業（株）

Ｄ 39-30 窒化加工に於ける水系洗浄の２，３の問題
荒田   晃､宮下 宏司､鈴木 信一､谷
健二 ﾊﾟｰｶｰＳＮ工業（株）

Ｃ 39-31 押し出し型の特性向上に関する研究 船田 朋孝、大森 宮次郎、伊藤 伸英 茨城大（院）、茨城大工、〃

Ｄ 39-32 Ｎｉﾒｯｷを施したﾁﾀﾝ合金の固体法によるホウ化処理 田村 久義、鈴木 敏之 工学院大

Ｄ 39-33 低温浸硫処理（コ－ベット処理）について 丹治 俊史、山内 基良 同和鉱業（株）ＴＴＣ、東海大工

Ｄ 39-34 ＦｅｰＣｒｰＭ系オーステナイト合金の窒化特性
源馬 国恭､藤原 達弥､佐藤 順重､牛
奥  勲､河上   護 東海大工、〃、東海大(学)、〃、東海大工

Ｄ 39-35 凝縮振動を利用した水焼入れ時の冷却制御法 奈良崎 道治、小河原   稔、淵澤 定克 宇都宮大工

B 39-36 焼入れ冷却過程の観察と解析 内田  均、岩田 光弘、中村 英一 出光興産（株）営業研、〃、出光興産（株）

B 39-37 高周波焼入れ処理による焼割れに関する検討 石川 信行、白神 哲夫、城戸   弘 ＮＫＫ総合材研、〃、ＮＫＫ

B 39-38 鋼の焼入変形傾向について 広瀬 之彦、板倉 邦輔、山本 誠司 松江高専

I 39-0 閉会の辞 笹野 久興 大会実行副委員長

I 40-0 開会の辞(平成7年春) 新美   格 大会実行委員長

Ｃ 40-1
ﾚｰｻﾞｰﾋﾞｰﾑ法によるTiB2・Ａｌ複合層の形成と耐摩耗特
性 沖    猛雄、興戸 正純、多田 季也 名大工、名大（院）、〃

Ｃ 40-2
ｱﾙﾐﾆｳﾑが拡散浸透したSUS304の常温及び高温引張
特性

吉田  薫､吉川 雅康､吉川 利平､村田
裕信 東海大工、日本カロライズ工業（株）、〃、〃

C 40-3
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ短繊維･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の機械的性質に及ぼす
溶体化処理の影響 加藤 鋭次、野村 宏之 名大工

Ｄ 40-4 アルミニウム合金へのＳｉＣ粒子複合めっきについて
赤松 勝也､伊藤 直樹､長谷川 正､三
品 博雅､中尾 和祺 関西大、関西大（院）、関西大工

C 40-5 浸炭歯車の曲げ疲労強度に及ぼす表面処理の影響
下田 健二、大西 昌澄、加藤 正名、井
上 克己、柳   ？基

ﾄﾖﾀ自動車（株）、〃、東北大工、〃、東北大
（院）

B 40-6
Ｓ４５Ｃ鋼摩擦圧接部の衝撃遷移特性に及ぼす焼なまし
の影響 川口 幸宏、加賀谷 忠治、加藤 政則

極東開発工業（株）､中部大工､中部大生産技
術開発ｾﾝﾀｰ

B 40-7 インサ－ト金属を用いた鋳鉄と銅合金の接合 小鯛 亜紀､苧野 兵衛 川崎重工業（株）

Ｄ 40-8 ガス窒化処理にﾖﾙ迅速窒化方法の検討
石川 信行､白神 哲夫､石黒 守幸､椛
澤   均､桑原 美博

NKK総合材技研､〃､NKK鉄鋼技術ｾﾝﾀﾎ-､
（株）日本ﾃｸﾉ､長岡電子（株）

特 40-特 自動車の軽量化と材料技術 森田 章義、杉本 繁利 ﾄﾖﾀ自動車（株）

Ｊ 40-0 協会賞・粉生賞表彰式
田・
川 40-田・川 鋼の加工熱処理の最近の動向 牧   正志 京大工

B 40-9
CO2ﾚｰｻﾞｰによる焼入れ技術の研究（第４報）ー偏光焼
入れに於けるｼｰﾙﾄﾞｶﾞｽの影響 松山 秀信、坂元 宏規、柴田 公博

日産自動車（株）技術開発ｾﾝﾀｰ、〃総合研究
所、〃総合研究所

B 40-10 レ－ザ－焼入れによる自動車部品の高機能化
伊藤   進､青木 彦治､谷   直彦､小原
健太郎､堤腰   忍 ブラザ－工業（株）、〃、〃、〃、スズキ（株）

B 40-11 レ－ザ－照射によるアモルファス磁性層の形成 森    英視、奥村   望 日本電装（株）

B 40-12 焼入れ歪みに及ぼす焼入冷却液の影響 横田 秀雄、佐藤 茂夫、星野 浩之 日石中研、〃、日石加工

B 40-13 熱処理に於ける焼入歪低減技術 神杉 普文、川村 敏行 同和鉱業（株）

B 40-14 鍛造粗材調質工程への水溶性焼入液の適用事例 藤田 敬太郎、中川 博正 いすず自動車（株）粗型材工場、栃木工場

I 40-0 懇親会 名古屋大ｼﾝﾎﾟｼﾞｵﾝ

Ｄ 40-15 チタン材料のプラズマ浸炭
岡本 善四郎､後藤 浩二､林   行信､沖
田 耕三､星加   洋､松村 嘉高

兵庫県工技センタ－、〃、〃、〃、関西大工、
〃

Ｄ 40-16
補助陰極を用いたｲｵﾝ浸炭とｲｵﾝ浸炭窒化の複合硬化
処理 寺門 一佳、浦尾 亮一、山口   静 茨城大（院）、茨城大工、日立・日立研

Ｄ 40-17 環境に優しい熱処理・表面改質の新しい展開（５）
紀田 兼昭､橋本 宗弘､新貝 哲也､内
野   寛､渡辺 照夫 デムテック（株）

E 40-18 ガス加熱式真空熱処理炉の開発 服部 雅夫、伊藤   稔、田村 守淑 東邦ガス（株）

Ｄ 40-19 焼結ステンレス鋼のイオン窒化とその耐食性
横山 雄二郎、曽根   匠、市井 一男、
大石 敏雄 大阪産技総研、〃、関西大工、〃

B 40-20 鋼製窒化加工品の窒化層の深さの準非破壊推定法
荒田   晃、塚本 裕之、赤澤 正久、鈴
木 信一 ﾊﾟｰｶｰＳＮ工業、〃、神奈川大、〃
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C 40-21 非磁性鋼の表面窒化と磁化特性 源馬 国恭、吉田   崇、河上   護 東海大工、東海大(学)、東海大工

C 40-22 ガス軟窒化処理材の耐食性：第１報 小松   純、柴尾 勝耀 同和鉱業（株）

Ｄ 40-23 ＲＦｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞ法による窒化物皮膜の生成 黒沢 和芳 愛工技センタ－

Ａ 40-24
ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ･ﾐｷｼﾝｸﾞ法によって作製したTi-N鋼の結晶粒
径及び性状について

西端 裕史､薬師寺 正雄、三木 靖浩、
谷口   正、荒木 弘治

関西大（院）、関西大工、奈良工技センタ－、
〃、〃

Ｄ 40-25
HＣD方式とRF方式ｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ法に於けるTiN皮膜に
及ぼす酸素の影響に関する検討

石神 逸男､三浦 健一､久野 正人､水
越 朋之､浦谷 文博 大阪府産技総研

Ｄ 40-26
HCＤ方式ｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ法により作作したﾁﾀﾝ窒化皮膜
の｢N｣ ｢Ti｣と膜質の関係について

三浦 健一､石神 逸男､水越 朋之､久
野 正人 大阪府産技総研

Ａ 40-27 Fe-2Si-1,4C鋼のベイナイト変態 馬田 秀文、岡本 尚機、岡    宗雄 鳥取県金属熱処理協業組合、鳥取大工、〃

Ａ 40-28
組織自由エネルギ－に基づく熱処理組織変化の新しい
解析法 戸田 佳明、小山 敏幸、宮崎   亨 名工大（院）、名工大工、〃

B 40-29 硬さ基準片の安定性に関する実験 山本   卓、山本   晋、皆川 孝司 (株)山本科学工具研究社

B 40-30
ｵｰｽﾃﾅｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ鋼の冷間加工に及ぼす合金元素の
影響

永田 弘光、横田 博史、楓     博、熊谷
憲一 愛知製鋼(株)

B 40-31
ﾏﾝﾎｰﾙｶﾊﾞｰへのｵｰｽﾃﾝﾊﾟｰ球状黒鉛鋳鉄（ＡＤＩ）の適
用

滝田 光晴､井上 富彦､近藤 忠雄､川
北 広明､増田 峰知 名大工、ﾎｸｷｬｽﾄ､〃、〃、三重金属試験場

Ｃ 40-32
SUS420J2の機械的性質に及ぼす合金元素と焼鈍条件
の影響

横田 博史、新川 健三、楓     博、熊谷
憲一 愛知製鋼(株)

B 40-33 SUS630ｽﾃﾝﾚｽ鋼の衝撃特性に及ぼす時効処理の影響
泉    久司､後藤 浩二､池田 裕樹､林
行信､西岡 敏明

福井工大､兵工技ｾﾝﾀｰ､山陽特殊製鋼(株)､兵
工技ｾﾝﾀｰ、〃

Ａ 40-34 Ti-10V-2Fe-3Alの破壊靭性とミクロ組織との関係 中村 康一、浜井 升一、杉浦 幸彦 三菱重工業(株)

I 40-0 閉会の辞 沖   猛雄 大会実行副委員長

I 41-0 開会の辞(平成7年秋) 鈴木 敏之 大会実行委員長

B 41-1
高強度鋼の高サイクル疲労強度特性に及ぼす熱処理
の影響 浅田 和博、杉山 好弘、師岡 利政 武蔵工大（院）、武蔵工大、〃

Ｃ 41-2 球状黒鉛鋳鉄の疲労限度の推定 木村 太郎、杉山 好弘、師岡 利政 武蔵工大（院）、武蔵工大、〃

Ｃ 41-3 球状黒鉛鋳鉄及びＡＤＩの衝撃疲労特性 宇佐見 兵衛、杉山 好弘、師岡 利政 武蔵工大（院）、武蔵工大、〃

Ａ 41-4
高純度18Ｃｒﾌｪﾗｲﾄ鋼に於ける合金元素と結晶粒径の影
響 朝倉 健太郎、柴田 浩司 東大工

Ａ 41-5
高炭素CrMoNi鋼板のろう付け加熱に於けるｵｰｽﾃﾅｲﾄ
粒成長に及ぼす微量Ti,Nb,Vの影響 福井   清、中川 浩行、荒井 正浩 住友金属・総研

Ａ 41-6
液体急冷したNi3Alの放射状凝固組織に形成される逆
位相領域の形態 三井 和博 神奈川工大

Ｃ 41-7 Ti-10-2-3合金の引張強度とミクロ組織との関係 中村 康一、浜井 升平、杉浦 幸彦 三菱重工業(株)

Ｊ 41-0
表彰式     協会賞（林賞､赤見賞､功労賞､論文賞）  熱
処理技術奨励賞

河･
赤 41-河・赤 金属間化合物の組織制御による機械的性質の改善 三島良直 東京工大精研

Ｃ 41-8
高負荷・高速条件下に於けるｾﾗﾐｯｸｽ溶射皮膜の潤滑・
すべり摩擦・摩耗特性について

小室 文稔､坂田 玲璽､竹内 栄一､山
内 基良､香田 浩之､竹内 純一

(株)ﾑﾛｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ､〃､〃､同和鉱業(株)､〃､ﾄｰ
ｶﾛ(株)

Ｄ 41-9
高出力YAGレーザーによる各種無電解Ni-P合金めっき
皮膜の硬化処理 日野   実、西田 典秀、平松   実 岡山県工技センタ－

Ａ 41-10 転動疲労による組織変化
内山 典子、木野 伸郎、松本   隆、尾
谷 敬造 日産自動車(株)総研

Ｃ 41-11 工業用純ﾁﾀﾝTiｰ6Al-4V合金中の不純物水素の挙動 陸    浩？、伊藤 吾朗、菅野 幹宏 東大（院）、東大工、〃

Ａ 41-12 Ｃｕ添加鋼に於ける拡散変態挙動と変態組織について 大塚 秀幸、長井   寿 金材技研

Ｆ 41-13 浸炭性混合ガスの高温加炭能力に関わる実験報告
神田 輝一､図所 望正､高橋 慎一､橋
本 正明､上野 祐資 関東冶金工業(株)、〃、〃、岩谷産業(株)、〃

Ｄ 41-14
浸炭窒化焼入れした鋼のﾋﾟｯﾁﾝｸﾞ寿命に及ぼす表面窒
素量の影響 渡辺 陽一、成田 直樹 日産自動車技術開発センタ－

Ｃ 41-15
低濃度ﾒﾀﾝｶﾞｽによりﾌﾟﾗｽﾞﾏ浸炭したﾁﾀﾝ合金の摩耗特
性

藤原 洋二､岡本 善四郎､林   行信､松
村 嘉高､星加   洋

関西大（院）、兵庫県立工技ｾﾝﾀｰ、〃、関西
大、〃

Ｊ 41-0 研究発表奨励賞表彰式

I 41-0 懇親会

Ｄ 41-16 ﾆｯｹﾙﾒｯｷを施したﾁﾀﾝ合金のホウ化処理 山口 真人、田村 久義、鈴木敏之 工学院大（院）、工学院大、〃

Ｄ 41-17 ホウ化物分散耐熱チタン合金 高橋   渉 住友金属工業(株)未来研

Ｄ 41-18 粘土被覆法による鋼の水焼入れ時の冷却制御
奈良崎 道治、小河原   稔、白寄   篤、
淵澤 定克 宇都宮大

E 41-19
パソコン熱伝導解析利用による履板の焼入加熱条件の
最適化 竹野 裕之 トピー工業（株）

Ｄ 41-20 SCM415鋼の金属射出成形部品の表面改質について
寺内 俊太郎、草部 一郎、新熊   隆、
亀井   清

大阪冶金興業（株）、〃、〃、関大工業技術研
究所

Ｃ 41-21 コーテッド工具のＬｃ値と耐摩耗性の相関性
板橋 成政､中沢 洋二､杉山 好弘､師
岡 利政 武蔵工大（院）、武蔵工大、〃、〃

Ｃ 41-22
ｲｵﾝﾋﾞﾑﾐｷｼﾝｸﾞ法によって作製したTi-N膜の性質と耐摩
耗性との関係について

西端 裕史、薬師寺 正雄、三木 靖浩、
谷口   正、荒木 弘治

関西大工（院）、関西大工、奈良県工技ｾﾝﾀｰ、
〃、〃

特 41-特
チタン合金の加工熱処理技術ー組織制御による特性向
上ー 大内 千秋 ＮＫＫ総合材料技研
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Ｃ 41-23 Ｃｒ量の異なる鋼の窒化特性 高井   強、鈴木 信一、谷   建二 ﾊﾟｰｶｰＳＮ工業（株）

Ｄ 41-24
SUS304ｵｰｽﾃﾅｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ鋼の窒化層の再窒化につ
いて 源馬 国恭、斉藤 亮太、河上   護 東海大工

Ｄ 41-25
各種表面硬化処理鋼に対する軟窒化処理球状黒鉛鋳
鉄の対焼付性について 砂野 耕三、森     崇、苧野 兵衛 川崎重工業（株）

Ｄ 41-26
ガス軟窒化処理を施したチタン合金の表面組織と摩擦
特性 伊藤   賢、大野    隆、鈴木 敏之 工学院大（院）、工学院大、〃

Ｃ 41-27 高周波焼入後の機械的性質に及ぼす焼入方法の影響
古賀 久喜、川嵜 一博、山崎 隆雄、赤
澤 正久 高周波熱錬（株）、〃、〃、神奈川大

Ｄ 41-28
クロムと炭素の複合拡散による鉄合金の耐摩耗表面処
理 太田 泰平、香川 明男 長崎工技ｾﾝﾀｰ､長崎大工

Ｄ 41-29 気相放電融合によるアルミニウム表面改質 吉田 憲司、奥宮 正洋、恒川 好樹 豊田工大(学)、豊田工大、〃

Ｄ 41-30 減圧プラズマ溶射によるＷＣ硬質皮膜の形成について 大友 勇人、桑野 三郎、伊藤 好典 静岡工技センター

Ｄ 41-31
ｱﾙﾐﾆｳﾑへのＳiC粒子を傾斜分散させた複合めっきにつ
いて

長谷川  正､石田 幸平､三品 博雅､中
尾 和祺､赤松 勝也 関西大工（院）、〃、〃、関西大工、〃

Ａ 41-32 ＳＫ５のオ－ステナイト結晶粒界の現出について 山本   卓、山本   晋、皆川 孝司 （株）山本科学工具研究社

I 41-0 閉会の辞 笹野 久興 大会実行副委員長

I 42-0 開会の辞(平成8年春) 綱沢 栄二 大会実行委員長

Ｄ 42-1 Fe-Cr合金の純窒素ガスによる窒化
??    彦林､桑原 秀行､中村 宗祐､藤井
達生､高田  潤 岡大（院）応用科学研､岡大工、〃

Ｄ 42-2 イオン窒化処理の隙間部への適用
眞喜志 隆、糸村 昌祐、銘刈春栄、比
嘉 真嗣 琉球大、〃、〃、沖工試

Ｄ 42-3
各種表面硬化処理鋼に対する軟窒化処理球状黒鉛鋳
鉄の対焼付き性について（第２報）

砂野 耕三、長澤 和毅、森    崇、苧野
兵衛 川崎重工業（株）

Ｄ 42-4
HＣD方式ｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ法に於けるﾁﾀﾝ窒化物皮膜の
表面粗さ及ぼす被覆条件の影響

石神 逸男､三浦 健一､久野 正人､水
越 朋之､浦谷 文博 大阪府産技総研

Ｄ 42-5
HCD方式反応性ｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ法により形成したﾁﾀﾝ窒
化物皮膜の残留応力について

三浦 健一､石神 逸男､久野 正人､水
越 朋之､浦谷 文博 大阪府産技総研

Ｄ 42-6
ＴｉＮ－Ｔｉ多層被覆材の腐食及び摩耗試験評価に関する
一考察 久野 正人､石神 逸男､三浦 健一 大阪府産技総研

Ｄ 42-7
ｲｵﾝﾋﾞｰﾑﾐｷｼﾝｸﾞ法によるTi-N相の生成領域に及ぼすｲ
ｵﾝ化窒素ｶﾞｽの影響

谷口   正、荒木 弘治、三木 靖浩、近
藤 喜之、薬師寺 正雄 奈良工技センタ－、〃、〃、関西大工、〃

I 42-0 西部支部会

Ｊ 42-0 粉生賞表彰式
田・
川 42-田・川 セラミックコ－ティングの現状と今後の動向 山中 久彦 西山ｽﾃﾝﾚｽｹﾐｶﾙ（株）

Ｃ 42-8
低級鋼の高負荷・高速条件での摩耗に及ぼす表面処理
の影響

小室 文稔､坂田 玲璽､竹内 栄一､山内
基良 （株）ﾑﾛｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ､〃､〃､同和鉱業（株）

Ａ 42-9 肌焼ボロン鋼のγ粒成長挙動に及ぼすNbの影響
黒川 八寿男､鎌田 芳彦､岡口 秀治､
高山   透､橋本   忠､又賀   晶

住金･小倉、〃、住金･総研､〃、日野自工･技
研､日野自工･生技部

Ａ 42-10
2.25Cr-1Mo鋼肉盛溶接部の剥離割れに及ぼす微細組
織と熱処理条件の影響 新谷 智彦、冨田 恵之 大阪府立大（院）、大阪府立大工

Ｃ 42-11 改良ｵｰｽﾃﾝﾊﾟｰしたFe-0.6C-1.5Si-0.8Mn鋼の疲労特性 貴島   大、冨田 恵之 大阪府立大（院）、大阪府立大工

Ｂ 42-12 真空熱処理に於ける冷却性能の向上と歪低減 藤野 智彦、中谷 好良 中外炉工業（株）

Ｂ 42-13 炭素鋼の二相焼入れに関する研究 田島   守 神奈川大工

Ｂ 42-14 焼入・焼戻鋼の室温～200℃での経時変化 張      ??、椿野 晴繁、井上 克彦 姫路工大（院）、姫路工大工、（株）旭工業所

I 42-0 懇親会

Ｆ 42-15
焼結合成法を用いた鉄鋼へのNi-Al系金属間化合物ｺｰ
ﾃｨﾝｸﾞ

新田 康寛､ 池永   明､川本   信､小林
紘二郎､曽根    匠

大阪府大工（院）､大阪府大工、〃､阪大工､大
阪府産技総研

Ｆ 42-16 Al合金表面へのAl基軽量硬質溶射皮膜の形成
中田 一博､後田 光貴､矢野 敦久､森
本 純司､朴    興日

阪大溶接研､阪大（院）､近大(学)、近大理工､釜
山工大

Ｃ 42-17 生体用材料のエキシマレ－ザアブレ－ション 梅原 正裕、中田 一博 阪大（院）、阪大溶接研

Ａ 42-18 部分安定化ジルコニアの等温マルテンサイト変態 椿野 晴繁、佐谷 和彦 姫路工大工、姫路工大（院）

Ａ 42-19 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の粉末化による微細組織の調整
三品 博雅、長谷川  正、中尾 和祺、
赤松 勝也 関西大工（院）、〃、関西大工、〃

Ａ 42-20
冷間加工用β型ﾁﾀﾝ合金Ti-20V-4Al-Snの時効α相の
析出挙動 高橋   渉 住友金属工業未来技研

Ａ 42-21
Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al合金の加工熱処理による(α+β)
二相組織及び機械的性質の変化 長岡   亨、古原   忠、牧    正志 京大（院）、京大工、〃

特 42-特
最近の低合金超強力鋼の機械的特性と組織・介在物制
御 冨田 恵之 大阪府立大学工学部

Ｈ 42-22 銀ろうにNi､Alを併用した銅合金と鋳鉄の接合 小鯛 亜紀、苧野 兵衛 川崎重工業（株）

Ｂ 42-23 炉内温度分布の簡易評価法
高井   強、鈴木 信一、赤沢 正久、中
静 力正 ﾊﾟｰｶｰＳＮ工業（株）、〃、神奈川大、〃

Ｂ 42-24 ＨＲＣ硬さの負荷条件による差 山本   卓、山本   晋、皆川 孝司 （株）山本工具研究社

Ｄ 42-25 直接浸炭法による実験的考察

Ｄ 42-26
ＳＣｒ420鋼の浸炭窒化組織とその摩擦摩耗特性に対す
る窒素の効果 渡辺 陽一､尾谷 啓造､馬渕   豊

日産自動車技術開発ｾﾝﾀｰ､日産自動車材料技
術研究所、〃
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Ｄ 42-27 ＳＦ6ガスによる浸硫処理に関する研究
石田 幸平､種岡 一男､松川   進､中尾
和祺､赤松 勝也

関西大工（院）､（株）ｶｵｽ､滋賀県工技ｾﾝﾀｰ､関
西大工、〃

Ｄ 42-28 オ－ステナイト球状黒鉛鋳鉄の流動層ほう化
曽根   匠､上田 順弘､出水   敬､池永
明､川本   信 大阪府産技センタ－

Ｂ 42-29
超急速加熱高周波焼入材の特性に及ぼす前組織の影
響(歯車の輪郭焼入れの場合)

三阪 佳孝､清澤   裕､伊藤 大二､川嵜
一博､山崎 隆雄 高周波熱錬（株）

I 42-0 閉会の辞 鈴木 敏之 大会実行副委員長

I 43-0 開会の辞(平成8年秋) 鈴木 敏之 大会実行委員長

Ｄ 43-1 雰囲気ガス法による高温浸炭処理について 川村 敏行、神杉 普文 同和鉱業（株）

Ｄ 43-2 アセチレンガスによる高品質真空浸炭法
岩田 均、久保田 健、山本 長邦、石川
邦彦 日本ヘイズ

Ｄ 43-3
Al蒸着、拡散焼鈍、焼入れおよびプラズマ窒化による
SKD61鋼の表面改質 辻 新次、鎌田 正彦 帝京大学、日本電子工業（株）

Ｄ 43-4 レーザ溶射法によるクロム皮膜の形成 一色 洋二、藤本 栄 都立工技セ

Ｄ 43-5
ガス浸硫窒化処理を施した各種ステンレス鋼の表面硬
化層特性

秀一、森岡 佳弘、杉本 公一、小林 光
征

松山 技研（株）､（株）日本ﾃｸﾉ､長野県工試､〃､
信州大工(院)､信州大工､〃

Ｄ 43-6
プラズマ窒化後イオンプレーティングによってTiN膜をコ
－ティングしたSKH51の摩耗特性

新井 勝吉、近藤 喜之、薬師寺 正雄、
池永 勝、須磨 浩之

関西大工､〃､関西大（院）､日本ｺｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
（株）､日本電子工業（株）

Ｄ 43-7 ガス軟窒化したSPCCの摩擦摩耗特性
仁平 宣弘、三尾 淳、山田 均、阿部
佳基

都立工技ｾ､〃､多摩冶金（株）､芝浦工大（学）
現大同ｱﾐｽﾀｰ（株）

Ｊ 43-0
表彰式   協会賞（林賞､赤見賞､功労賞､論文章）   熱処
理技術奨励賞

河・
赤 43-河・赤 γ-TiAl合金の熱処理による組織制御 菊池   實 東京工業大学名誉教授

Ｄ 43-8
強靭性加工と熱処理による高窒素オ－ステナイト鋼の
高強度化 窪田 哲、友田 陽 茨城大（院）、茨城大工

Ｂ 43-9
気体輸送法によるチタン表面のアルミニウム濃度の制
御

加藤 雅彦、笹野 久興、本間 一廣、鈴
木 敏之 工学院大（院）、金材技研、〃、工学院大

Ａ 43-10
α’マルテンサイトを含む高Mn鉄系合金のγ→ε変態
電顕内その場観察 森岡 頼弘、友田 陽 茨城大（院）、茨城大工

Ｂ 43-11
レ－ザ－ビ－ムを用いてクラッディングした鋼の表面層
の超音波顕微鏡による評価

木村 正宏、坂本 恵伸、村木 香由、大
沢 基明

東京電機大（院）、〃､東京電機大（学）、東京電
機大工

Ｃ 43-12
電解アーク加熱処理したNi基合金溶射皮膜の構造と性
質

森本 純司、山口 昭雄、富江 通雄、楠
原 孝良 近畿大理工、〃、〃、近畿大（院）

Ｆ 43-13 チタン合金の酸化と熱処理温度の関係 杉浦 幸彦、浜井 升平 三菱重工（株）、中菱エンジニアリング（株）

Ｄ 43-14 めっき法による亜鉛合金の表面処理について
長谷川 正、石田 幸平、三品 博雄、中
尾 和祺、赤松 勝也 関西大（院）、〃、〃、関西大工、〃

Ｊ 43-0 研究発表奨励賞表彰式

I 43-0 懇親会

Ｄ 43-15 浸炭、窒化処理した鋼の焼戻し軟化抵抗 荒田 晃、渡辺 陽一、鈴木 信一
ﾊﾟｰｶｰSN工業（株）、日産自動車（株）、ﾊﾟｰｶｰ
SN工業（株）

Ａ 43-16
浸炭高周波焼入れした鋼の曲げ強度に及ぼすP、C偏
析と結晶粒度の影響

芳彦、宇野 光男、織田 和幸、正木
隆、有見 幸夫、無田上 章

住友金属工業（株）、〃、〃、〃、〃、マツダ
（株）、〃、〃、〃

Ｃ 43-17 傾斜窒化処理材の疲労特性に及ぼす合金元素の影響
白神 哲夫、石川 信行、石黒 守幸、椛
澤 均、桑原 美博

NKK鉄鋼技セ、〃、（株）日本テクノ、長岡電子
（株）

Ｃ 43-18
軟窒化と高周波焼入れを複合熱処理した球状黒鉛鋳鉄
の疲労特性について

砂野 耕三、森 崇、長谷川 潔、苧野
兵衛、大竹 克幸 川崎重工業（株）、〃、〃、〃、高周波熱錬（株）

Ａ 43-19
Fe-0.6C-1.5Si-0.8Mn鋼の変態誘起塑性に及ぼす微細
組織の影響 冨田 恵之 大阪府立大工

Ａ 43-20 A1点以下で加工された高炭素鋼のパーライト変態挙動 大藤 善弘、相原 賢治、西沢 泰二 住友金属工業（株）

Ｂ 43-21
研削加工による残留応力を除去対象とした焼なまし条
件の検討 内藤 寛 名古屋市工研

Ｂ 43-22
マイクロメカニクスを用いたTRIP型複合組織鋼の応力
－ひずみ曲線の予測計算 土田 紀之、友田 陽 茨城大（院）、茨城大工

特 43-特 ダイカスト金型の熱疲労特性とその寿命改善 日原 政彦 山梨県工技ｾﾝﾀｰ

Ｂ 43-23 HV硬さの負荷条件による差 山本 卓、山本 普、皆川 孝司 （株）山本科学工具研究社

Ｂ 43-24 液中高周波焼入れの実用化
西森 康夫、永井 克和、魚崎  博、田
中 嘉昌 マツダ（株）、〃、〃、高周波熱錬（株）

Ｅ 43-25 低エネルギ－炉の開発
武本 慎一、四條 隆幹、藤井 勇一、熊
谷 明夫 同和鉱業（株）

Ｂ 43-26 金型材料における超サブゼロ処理の影響 石田 直洋、藤木 栄 都立工技ｾﾝﾀｰ

Ｂ 43-27
アルミニウム合金ダイカスト金型の表面温度履歴とヒー
トチェックの発生および成長

新井 寛隆、中田 毅、青山 俊三、土井
八郎 芝浦工大、〃、（株）ｱｰﾚｽﾃｨ研究所、〃

Ｂ 43-28
レーザ熱処理を施したオ－ステナイト系ステンレス鋼の
応力腐食割れ挙動 鵜山 雅夫、畑山 保、大沢 基明 東京電機大（院）、〃、東京電機大工

Ｂ 43-29
SUS304焼結ステンレス鋼の減圧窒化処理と孔食電位
測定 土松 芳昭、市井 一男、大石 敏雄 関西大工（院）、関西大工、〃

I 43-0 閉会の辞 松尾 孝 大会実行副委員長

I 44-0 開会の辞(平成9年春) 綱沢 栄二 大会実行委員長

Ａ 44-1
2.25Cr-1Mo-V鋼の再熱割れ感受性に及ぼすCa添加お
よびひずみ速度の影響 新谷 智彦、友金 和人、冨田 恵之 阪府大（院）、阪府大（学）、阪府大工

Ｂ 44-2
Fe-0.6C-1.5Si-0.8Mn鋼の切欠きじん性に及ぼすオース
テンパー条件の影響

杢尾 孝史、貴島 大、冨田 恵之、森岡
亮治郎 阪府大（院）、〃、阪府大工、大阪府立総技研
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Ｃ 44-3 Ti添加非調質鋼の機械的性質 渡里 宏二、相原 賢治 住友総研、ニューマテリアルセンタ

Ｃ 44-4
Co含有マルテンサイト系ステンレス鋼の強靭性に及ぼ
すCo量の影響 上原 利弘、古原 忠、牧 正志 京大（院）・（日立金属（株））、京大工、〃

Ｂ 44-5
マルテンサイト系析出硬化型ステンレス鋼への残留オ
－ステナイトの導入とその効果 中川 英樹、横田 博史、宮崎 亨 愛知製鋼（株）、〃、名工大工

Ａ 44-6
Ti-Al-V3元糸合金におけるβ、α、α2、γ ４相関の相
平衡

小林 覚、竹山 雅夫、松尾 孝、菊池
實 東工大（院）、東工大工、〃、東工大名誉教授

Ａ 44-7
Ni-12Nb合金におけるNi3Nb-δ相の析出に及ぼすFe添
加の影響

上山 泰一、水野 康幸、M,M,Ghanem、
竹山 雅夫、松尾 孝 東工大（院）、〃、〃、東工大工、〃

Ｂ 44-8
Phase Equilibria among γ、δ、and γ Phases in the
Ni-Nb-Al System at Ternary Eutecic Temperature

ﾓﾊﾒﾄﾞ･ｶﾞﾈﾙ、三浦 信祐、上山 泰一、
竹山 雅夫、松尾 孝

東工大（院）､千葉工大（学）・（防衛大）､東工大
工(院)､東工大工､〃

Ｂ 44-9 高強度PC鋼棒の一様伸びにおよぼすSiの影響
横田 智之、白神 哲夫、溝口 茂、山下
英治 NKK、〃、高周波熱錬、〃

I 44-0 西部支部総会

Ｊ 44-0 粉生賞表彰式
田・
川 44-田･川

「音波物性学とその材料への応用」－40年間の研究の
回顧と、第3millenniumへの展望 杉本 孝一 関西大学工学部

Ｄ 44-10
ガラスビーズを混入させたｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄﾋﾟｰﾆﾝｸﾞの歯車
強度への効果 鈴木 貞次 ホンダエンジニアリング（株）

Ｄ 44-11 溶融塩ペースト法による表面硬化改質熱処理 市野 良一、沖 猛雄 名大工

Ｄ 44-12
表面改質した金型鋼の残留応力におよぼす熱サイクル
の影響

八代 浩一、日原 政彦、岡田 勝蔵、倉
元 眞實 山梨県工技センタ－、〃、山梨大、能開大

Ｄ 44-13 電子ビ－ム熱源による表面改質法の基礎的研究 富江 通雄、森本 純司、阿部 信行 近大理工、〃、阪大接合研

Ｂ 44-14 溶射法による傾斜組成皮膜の調製について
西田 裕一、三品 博雅、中尾 和祺、赤
松 勝也 関西大（院）、〃、関西大（工）、〃

Ｃ 44-15
構造用鋼の疲労特性におよぼす超急速高周波焼入れ
の効果

小茂島 潤、清水 眞佐男、井上 史、三
阪 佳孝、川嵜 一博 慶応大、〃、慶応大（院）、高周波熱錬（株）

Ｃ 44-16 等速冷却における鉄鋼の変態特性 田島 守、西村 堅一郎 神奈川大学工、関東特殊製鋼（株）

Ｃ 44-17 Mn系オ－ステナイト非磁性鋼の時効特性 森下 泰雅、春名 靖志、椿野 晴繁 姫路工大、山陽特殊製鋼（株）、姫路工大

Ｊ 44-0 研究発表奨励賞表彰式

I 44-0 懇親会

Ｄ 44-18
ｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ法で形成させたチタン窒化物皮膜の膜厚
管理に関する検討

石神 逸男、三浦 健一、星野 英光、上
田 順弘、浦谷 文博 大阪府産技総研

Ｄ 44-19
HCD法により形成したチタン窒化物皮膜の残留応力に
関わる諸因子について

三浦 健一、石神 逸男、星野 英光、浦
谷 文博、上田 順弘 大阪府産技総研

Ｄ 44-20 チタンの放電加工による表面改質
塚原 秀和、南 久、増井 清徳、出水
敬、曽根 匠 大阪府産技総研

Ｄ 44-21
イオンビ－ムミキシング法によってTiN膜を被覆したドリ
ルの切削性能

荒木 弘治、三木 靖浩、谷口 正、近藤
喜之、薬師寺 正雄 奈良県工技センタ－、〃、〃、関西大工、〃

Ｄ 44-22
CrNコ－ティングのアルミダイカスト用鋳抜きピンへの適
用 内野 勝芳、矢幡 茂雄、古賀 克司 広島アルミニウム工業

Ｈ 44-23 燃焼合成法を用いた鉄鋼材料と銅合金の接合
新田 康寛、池永 明、川本 信、曽根
匠

大阪府立大工（院）、大阪府立大工、〃、大阪
府産技総研

Ａ 44-24
7050アルミニウム合金の析出に対するFeおよびSi不純
物の影響 椿野 晴重、山本 厚之、大西 忠一 姫路工大工、〃、大阪府大工

Ｄ 44-25 放電融合によるアルミニウム表面改質 奥宮 正洋、恒川 好樹、森川 敬史 豊田工大、〃、豊田工大（学）、〃

Ｃ 44-26 高周波熱処理によるTi-6Al-4V合金の高強度化 森田 辰郎、三阪 佳孝、川嵜 一博 京都工芸繊維大、高周波熱錬（株）、〃

特 44-特 機械部品への表面硬化処理適用の現状 苧野 兵衛 川崎重工業（株）・工博

Ｃ 44-27 窒化歯車の面疲労強度向上
白神 哲夫、石川 信行、石黒 守華、椛
澤 均、桑原 美博、西脇 覚

NKK総技研､〃､NKK鉄鋼技ｾ､（株）日本ﾃｸﾉ､長
岡電子（株）､〃

Ａ 44-28 工具鋼のヒートチェック特性に及ぼす組織と窒化の影響 近藤 邦夫、野元 賢一
住友金属工業（株）総研、住金エレクトロデバイ
ス

Ｃ 44-29 軟窒化後高周波焼入れした球状黒鉛鋳鉄の特性
砂野 耕三、森 崇、長谷川 潔、苧野
兵衛 川崎重工業（株）技研

Ｄ 44-30 SF6ガスを用いたイオン浸硫窒化処理について
石田 幸平、西田 裕一、北川 聡、中尾
和祺、赤松 勝也 関西大工（院）、〃、〃、関西大工、〃

Ｄ 44-31
ガス浸炭を行ったS15CKの炭素濃度分布に関するシ
ミュレ－ション結果の検証

横山 雄二郎、石神 逸男、星野 英光、
浦谷 文博 大阪府立産技総研

Ｄ 44-32 連続真空浸炭ガス焼入れ装置について 安部 寿士 パ－カ－熱処理工業（株）

Ｄ 44-33 直接浸炭法の雰囲気制御方法
中広 伊孝、内藤 武志、荻原 宏一、若
月 章宏 同和鉱業（株）

Ｄ 44-34
塩浴処理によるクロム炭窒化物被覆処理の温・熱間金
型への適用 小田 哲郎、熊谷 明夫、妹尾 達行 同和鉱業（株）

Ｈ 44-35 おがくずを利用したウッドセラミックスの調整について
北川 聡、長谷川 正、中尾 和祺、赤松
勝也 関西大工（院）、〃、関西大工、〃

Ｂ 44-36 水溶性焼入冷却剤の液濃度管理システム 三阪 佳孝、川嵜 一博 高周波熱錬（株）

Ｂ 44-37 鋳鉄の破面解析手法の検討 香取 法章 日野自動車工業（株）

Ｂ 44-38 シャルピ－衝撃基準片の製造条件について（第7報） 山本 卓、山本 普、川島 博行 （株）山本科学工具研究社

I 44-0 閉会の辞 鈴木 敏之 大会実行副委員長
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I 45-0 開会の辞(平成9年秋) 笹野 久興 大会実行委員長

Ａ 45-1 NiAl合金の相分離
加藤 雅彦、笹野 久興、本間 一廣、鈴
木 敏之 工学院大（院）、金材技研、〃、工学院大

Ａ 45-2
Ti-48Al基合金におけるα-Ti（A3）→γ-TiAl（L10）マッ
シブ変態

大村 幸生、岡本 直久、竹山 雅夫、松
尾 孝

東京工大（院）、工学院大（学）、東京工大工、
〃

Ａ 45-3 TiAl基合金の高温クリープ抵抗に及ぼすラメラ板の影響
張 時栄、野崎 卓也、井沢 龍介、竹山
雅夫、松尾 孝

東京工大工、東京工大（院）、東京工大（学）、
東京工大工、〃

Ｄ 45-4 SUS304製紙送りローラのガス窒化処理
須永 義人、源馬 国恭、本田 豪、河上
護、西畑 三樹男

東海大（学）､東海大工､東海大(学)､東海大名
誉教授､日本ﾍﾞﾙﾊﾟｰﾂ（株）

Ｄ 45-5 A1変態点以下における鋼の浸炭硬化
浅井 茂太、源馬 国恭、上川 真吾、河
上 護、西畑 三樹男

商事（株））､東海大名誉教授､ｵﾘｴﾝﾀﾙｴﾝﾁﾞﾆｱﾘ
ﾝｸﾞ（株）

Ｄ 45-6 マルエージング鋼のCarbo-aging
神山 知久、源馬 国恭、河上 護、西畑
三樹男

東海大（学）、東海大工、東海大名誉教授、日
本ﾍﾞﾙﾊﾟｰﾂ（株）

Ｄ 45-7 塩素イオン注入したTiN膜の摺動特性
三尾 淳、内田 聡、奥村 裕子、岩木
正哉

都立産技研、〃、芝浦工大（学）、理化学研究
所

Ｊ 45-0
表彰式  協会賞（林賞、赤見賞、功労賞、論文賞）・熱処
理技術奨励賞

Ｃ 45-8
プラズマCVD法によるTiN膜の摩擦摩耗特性に及ぼす
膜中塩素量の影響

河田 一喜、仁平 宣弘、三尾 淳、内田
聡 ｵﾘｴﾝﾀﾙｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）、都立産技研

Ｂ 45-9 TiC被覆層のX線的弾性定数の測定
吉田 薫、遠藤 隆士、ベルント・アイゲ
ンマン、トビアス・デュンマー 東海大工、東海大理、カールスルー工大、〃

Ｄ 45-10 チタン材のホウ化層に及ぼすニッケルメッキ厚さの影響 田村 久義、鈴木 敏之 工学院大
河・
赤 45-河・赤 二相ステンレス鋼の加工熱処理による組織制御 牧 正志 京都大学工学研究科

Ａ 45-11 Al合金の粒界脆化に関する電子論的考察 屠 耿、小野寺 秀博、山本 良一 金材技研、〃、東大生産技研

Ｈ 45-12
ウッドセラミックスの機械的性質におよぼす木材組織の
影響について

北川 聡、西田 裕一、羽下 満規、中尾
和祺、赤松 勝也 関西大（院）、〃、〃、関西大工、 〃

Ｂ 45-13
ロックウェル硬さ用ダイヤモンド圧子の硬さ値に及ぼす
影響について 山本 卓、山本 普、古牧 親子 （株）山本科学工具研究社

Ｊ 45-0 研究発表奨励賞表彰式

I 45-0 懇親会

Ｃ 45-14
高Si含有鋼の疲れ特性に及ぼす改良オーステンパの効
果 冨田 恵之、貴島 大 大阪府大工、大阪府大（院）

Ｂ 45-15 金属錫浴を用いたADIについて
勝負澤 善行、茨島 明、池 浩之、高川
貫仁、及川 吉道

岩手県工技センタ－、〃、〃、〃、岩手鋳機工
業（株）

Ｂ 45-16 鋼の焼割れに及ぼす焼入冷却剤の冷却性能の影響
大越 正行、奈良崎 道治、小河原 稔、
白寄 篤、淵澤 定克 宇都宮大（院）、宇都宮大工、〃、〃、〃

Ｂ 45-17 鋼の焼入変形に及ぼす焼入冷却剤の冷却性能の影響
相馬 宏之、奈良崎 道治、小河原 稔、
白寄 篤、淵澤 定克 宇都宮大（院）、宇都宮大工、〃、〃、〃

Ａ 45-18 冷間加工した軸受鋼の回復・再結晶 大藤 善弘 住友金属工業（株）総研

Ａ 45-19
3%珪素鋼板における再結晶挙動に及ぼす強磁場の影
響

許 亜、大塚 秀幸、伊藤 喜久男、和田
仁、尾田 善彦、田中 靖 金材技研、〃、〃、〃、NKK総材研、〃

Ｆ 45-20 窒素入りCr系ステンレス鋼の鋼塊製造性 江川 篤雄、高田 勝典、古賀 猛 大同特殊鋼（株）

Ｃ 45-21
析出硬化型ステンレス鋼の疲労特性に及ぼす時効処理
温度の影響 中川 英樹、横田 博史、宮崎 亨 愛知製鋼（株）、〃、名工大工

特 45-特 鋼の水素割れ 鈴木 信一 パ－カ－S・N工業（株）

Ｂ 45-22 レーザ焼入れのボールネジへの適用検討 青木 彦治、磯野 純 ブラザー工業（株）

Ｄ 45-23 プラズマ窒化処理鋼の高周波焼入特性 石田 直洋、藤木 栄、須摩 浩之 都立産技研、〃、日本電子工業（株）

Ｄ 45-24 電子ビ－ム溶融成膜法によるWC-Co皮膜の作製
森本 純司、山口 昭雄、阿部 信行、馬
場 創、富江 通雄

近畿大理工、〃、大阪大接合科学研究所、大
阪大学（院）、近畿大理工

Ｄ 45-25 溶射法によるTiAl3組成皮膜の調製について
西田 裕一、北川 聡、中尾 和祺、赤松
勝也 関西大（院）、〃、関西大工、〃

Ｈ 45-26 セラミック系溶射皮膜の熱特性
阿部 真樹、北原 繁、園家 啓嗣、鈴木
敏之

工学院大（院）、金材技研、IHI技術研究所、工
学院大

I 45-0 閉会の辞 松尾 孝 大会実行副委員長

I 46-0 開会の辞(平成10年春) 新美 格 大会実行委員長

Ｂ 46-1 転動疲労寿命に及ぼす介在物の影響
南部 俊和､山口 拓郎､伏見 慎二､尾
谷 敬造､木村 利光

日産自動車（株）材料研､〃､〃､〃､大同特殊鋼
（株）技術開発研

Ｂ 46-2
溶融塩ｦ用いたｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の分離・回収および高純度
化処理

井上 哲雄､兼松 秀行､国枝 義彦､沖
猛雄 鈴鹿高専、〃、〃､名大工

Ｃ 46-3 薄肉・中空部材の高周波熱処理変形
堀野   孝､古賀 久喜､清澤   裕､生田
文昭､川嵜 一博､山崎 隆雄 高周波熱錬（株）

Ｃ 46-4
浸炭窒化焼入れしたCr含有鋼の焼戻し軟化特性に及
ぼす窒素量の影響 成田 直樹、渡辺 陽一 日産自動車（株）

Ｄ 46-5 Al合金上の無電解NiｰPめっき皮膜のﾚｰｻﾞｰ硬化処理
日野   実､西田 典秀､平松   実､辻川
正人､川本   信 岡山工技ｾﾝﾀｰ、〃、〃､大阪府大工

Ｄ 46-6
Sn微粒子の高速衝突を利用して形成させた皮膜による
液体窒化防止

川口 幸弘､加賀谷 忠治､小笠原 幸
治､浜崎 幸一､宮坂 四志男

中部大工､（株）極東開発工業､（株）ｲﾉｱｯｸｺｰﾎﾟ
ﾚｰｼｮﾝ､旭千代田工業（株）､（株）不二機販

Ｄ 46-7
強度に及ぼす影響(真空浸炭ﾀﾌﾄﾗｲﾄﾞ及び浸炭窒化の
場合) 竹下 弘秋、江上   登、井上 宣弘 名城大(院)､名城大､大同特殊鋼（株）

Ｂ 46-8
Al2O3／Al合金粒子強化複合材料の時効処理による疲
労亀裂進展挙動 幸田 高典、江上   登 名城大(院)、名城大

Ａ 46-9
高温光学顕微鏡の開発と極低炭素鋼に於けるγ→α
変態挙動の観察

増本 泰幸、李   進模、朝倉 健太郎、
柴田 浩司 東大(院)、〃、東大工、〃
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Ａ 46-10
マルテンサイトの温間加工による等軸微細ﾌｪﾗｲﾄ組織
の創製 林    透、津崎 兼彰、長井   寿 金材技研

Ｂ 46-11 0.6C-8Mn-10Cr-5Ni-1.6V鋼の時効析出挙動 森下 泰雄、春名 靖志、椿野 晴繁 姫路工大(院)、山陽特殊鋼（株）、姫路工大工

Ａ 46-12
Ti-Al2元素に於けるβｰTi→α2ｰTi3Al変態組織の観察
と状態図の検討

鈴木   茜、小林    覚、竹山 雅夫、松
尾    孝 東京工大(学)､東京工大(院)､東京工大工､〃

Ａ 46-13
一方凝固によるγｰTiAl単結晶合金の育成と結晶成長
過程

張    時栄、小池 圭佐、竹山 雅夫、松
尾    孝

東京ﾘｻｰﾁｱｿｰｼｴｰﾄ､東京工大(学)､東京工大
工、〃

Ｊ 46-0 表彰式    粉生賞
田・
川 46-田･川 材料設計と熱処理 森永 正彦 名古屋大学工学研究科

Ｂ 46-14 マルテンサイト系ステンレス鋼の高周波焼入れ
古賀 久喜､川嵜 一博､山崎 隆雄､西
川 友章､横田 博史 高周波熱錬（株）、〃、〃、愛知製鋼（株）、〃

Ｃ 46-15 TiN被膜の酸化処理による耐食性の向上
星野 英光､石神 逸男､三浦 健一､上
田 順弘 大阪産技研

Ｃ 46-16 軟窒化ベース複合熱処理材の耐焼付き性について
砂野 耕三､森     崇､長谷川 潔､苧野
兵衛 川崎重工業（株）明石技研

Ｆ 46-17 Cr系ステンレス鋼の熱処理硬さと冷間加工性 江川 篤雄、高田 勝典 大同特殊鋼（株）

Ｆ 46-18
熱処理油基油の沸点が焼入性に及ぼす影響とその活
用

星野 浩之､小倉 茂稔､佐藤 茂夫､横
田 秀雄 日石加工、日石中研、〃、〃

Ｂ 46-19
鋼の焼入変形にに及ぼす焼入冷却剤の冷却性能の影
響(第２報)

玄    隆植､奈良崎 道治､小河原   稔､
白寄   篤､淵澤 定克 宇都宮大(院)､宇都宮大、〃、〃、〃

Ｂ 46-20 ロックウェル硬さと負荷条件について 山本   卓、山本   普、川島 博行 （株）山本科学工具研究社

Ｂ 46-21 中性NaCl溶液を用いたSUS304鋼の鋭敏化評価
枝 義彦､村上 和美､市野 良一､沖   猛
雄

鈴鹿高専､〃､〃､〃､三重県工技ｾﾝﾀｰ､名大
工､名大

Ｂ 46-22 複合サイクル試験によるAl-Mg合金の耐食性評価
村上 和美、兼松 秀行、国枝 義彦、沖
猛雄 三重県工技ｾﾝﾀｰ､鈴鹿工専､〃､名大

Ｊ 46-0 研究発表奨励賞表彰式

Ｉ 46-0 懇親会

Ｄ 46-23
H2S及びSF6ガスによるﾌﾟﾗｽﾞﾏ浸硫窒化処理に関する
研究

羽下 満規､北川   聡､松川   進､種岡
一男､赤松 勝也

関西大(院)､〃､滋賀県工技総合ｾﾝﾀｰ､（株）ｶｵ
ｽ､関西大工

Ｄ 46-24 Ni-Pめっき皮膜の時効硬化特性と脆性について
谷口 俊太､新留 一史､中尾 和祺､赤
松 勝也 関西大(院)、〃、関西大工、〃

Ｄ 46-25
活性化流動床を用いた固相領域に於けるアルミニウム
表面窒化

奥宮 正洋､恒川 好樹､湧出 和志､安
部 寿士

豊田工大､〃､豊田工大(学)､ﾊﾟｰｶｰ熱処理工業
（株）

Ｄ 46-26 溶融塩ペ－スト法によるセラミックスの表面改質 市野 良一、沖   猛雄 名大工

Ｄ 46-27
加圧沸点上昇を用いた無電解複合めっきの成膜迅速
化 奥宮 正洋、恒川 好樹、中山 生也 豊田工大､〃、豊田工大(学)

Ｄ 46-28
燃焼合成によるステンレス鋼へのNi-Al系金属間化合物
ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

岡本   明、曽根   匠、池永   明、川本
信 大阪府立産技総研、〃、大阪府大工、〃

Ｃ 46-29 電子ビ－ム溶融成膜によるWC-Co皮膜の諸特性
土井 智弘､森本 純司､富江 通雄､阿
部 信行 近畿大(院)､近畿大理工､〃､大阪大接合研

Ｄ 46-30 鋼表面へのクロム炭化物の被覆 吉田  薫、西   晋太郎、吉川 雅康 東海大工、日本ｶﾛﾗｲｽﾞ工業（株）、〃

Ｄ 46-31
輪郭焼入れ歯車用鋼の高周波焼入性に及ぼす合金元
素の影響と歯車の強度

井上 幸一郎、中村 貞行、三坂 佳孝、
川嵜 一博 大同特殊鋼（株）、〃、高周波熱錬（株）、〃

Ｂ 46-32
高速度工具鋼のSKH51の炭化物固溶挙動と高周波焼
入れ処理

瓜田 龍実、松田 幸紀、古賀 久喜、川
嵜 一博 大同特殊鋼（株）、〃、高周波熱錬（株）、〃

Ｄ 46-33 チタン材のガス窒化処理
杉山 知義、星野   薫、荒田   晃、谷
健二 ﾊﾟｰｶｰS･N工業（株）

Ｄ 46-34
HCD法による形成したチタン窒化物皮膜の環境遮凱効
果について

三浦 健一､石神 逸男､星野 英光､水
越 朋之､上田 順弘､浦谷 文博 大阪産技研

Ｃ 46-35 高耐食性Ti-TiN積層膜の最適設計と再現作製
石神 逸男､三浦 健一､星野 英光､水
越 朋之､上田 順弘､浦谷 文博 大阪産技研

Ｄ 46-36
ｲｵﾝﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞによってTiN膜及びCrN膜をｺｰﾃｨﾝｸﾞした
浸炭焼入鋼SCM415の摩擦摩耗特性

蒐場 紀之､近藤 喜之､薬師寺 正雄､
池永   勝､木道 雄太郎

関西大(院)､関西大工､〃､日本ｺ-ﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀ-
（株）､〃

Ｄ 46-37 隙間部のイオン窒化に及ぼす処理条件の影響
真喜志  隆、糸村 昌祐、銘刈 春α
栄、比嘉 真嗣 琉球大、〃、〃、沖工試

Ｄ 46-38 ガス軟窒化特性に及ぼす雰囲気ガス量の影響 宮下   誠、安部 寿士、佐々木 敏美 パ－カ－熱処理工業（株）

Ｄ 46-39
ｶﾞｽ浸炭の炭素流入速度の変動を考慮した濃度分布の
解析について

横山 雄二郎､石神 逸男､星野 英光､
浦谷 文博 大阪府産技総研

Ｄ 46-40 窒化チタンコ－ティングシステムの開発
西田 幸司、大西 昌澄、下田 健二、増
田 道彦 トヨタ自動車（株）

Ｂ 46-41 燃焼合成法を利用したアルミニウム基複合材料の製造 小橋   真、塚原 広和、長    隆郎 名大工、三菱重工、名大工

Ａ 46-42 非調質鋼の靭性に及ぼす析出物形態の影響 渡里 宏二 住金総研

Ａ 46-43 結晶粒を微細化したNi基合金鋳造材の機械的性質 佐藤 謙士､浜井 升平､杉浦 幸彦 中菱ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ､〃、三菱重工・名航

Ｆ 46-44 鋳鉄粉末を用いた金属粉末の射出成形
滝田 光晴､横井 浩二､水野 靖弘､野
村 宏之 名古屋大学

Ｃ 46-45 酸化物分散強化型合金のラジアントチュ－ブへの適用 濱野 修次、藤木 宏通、岡部 道生
大同特殊鋼（株）技研､大同特殊鋼（株）､大同
特殊鋼（株）技研

Ｅ 46-46 蓄熱式ﾗｼﾞｱﾝﾄﾁｭ-ﾌﾞﾊﾞ-ﾅ加熱式ろう付け炉の開発
服部 雅夫､清水 敏春､栗太 清文､小
鹿 敏朗 東邦ｶﾞｽ､〃､日本ﾌｧｰﾈｽ工業（株）､〃

Ｅ 46-47 工業炉ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ設計支援ｼｽﾃﾑ(if-Diss Ver.2)の開発
青木修一、田村 守淑、今成 岳人、大
沢   晃

東邦ガス（株）、〃、東京ガス（株）、大阪ガス
（株）

Ｂ 46-48 ﾚｰｻﾞ-熱処理に於ける焼入れ深さ推定ｼｽﾃﾑの開発 北条 誠治、御所窪  玄、大沢 基明
東京電機大(院)､東京電機大(学)､東京電機大
工
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Ｉ 46-0 閉会の辞 沖   猛雄 大会実行副委員長

Ｉ 47-0 開会の辞 松尾 孝 大会実行委員長

Ａ 47-1 γ相のNi基単結晶合金における遷移クリ－プ挙動 寺田 芳弘、松尾 孝 東工大工、〃

Ａ 47-2 TｉAl基合金におけるβ-Ti/TiAl ２相層状組織の形成
小林 覚、竹山 雅夫、松尾 孝、菊池
實 東工大(院)、東工大工、〃、東工大名誉教授

Ａ 47-3
直接焼入時効によるTi-48Al合金の高温α-Ti相の分解
と組織形成

岡本 直久、大村 幸生、竹山 雅夫、松
尾 孝 東工大(院)、〃、東工大工、〃

Ａ 47-4
鉄系合金におけるフェライト・パ－ライト変態に及ぼす強
磁場の影響

許   亜、大塚 秀幸、大石 幸広、村井
照幸、和田 仁 金材技研、〃、住友電工、〃、金材技研

Ｄ 47-5
低炭素焼入ﾏﾙﾃﾝｻｲト鋼の疲労特性に及ぼすｼｮｯﾄﾋﾟ-ﾆ
ﾝｸﾞ処理の影響

岩田 範之、友田 陽、片平 和俊、鈴木
秀人 茨城大(院)、茨城大工、茨城大(院)、茨城大工

Ｃ 47-6
耐摩耗性の改善を目的とするＡｌ合金の表面改質処理
について

小室 文稔、丸山 和広、竹内 栄一、及
川 渉、椛沢 均

（株）ﾑﾛｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ、〃、〃、日本ﾌﾟﾚ-ﾃｯｸ
（株）、（株）日本ﾃｸﾉ

Ｆ 47-7 流動床ｱﾙﾐﾆｳﾑ表面窒化プロセスの最適化
瀬戸 滋弥、奥宮 正洋、恒川 好樹、安
部 寿士

豊田工大(学)、豊田工大、〃、ﾊﾟ-ｶ-熱処理工
業（株）

Ｄ 47-8
加圧高温複合めっきプロセスを用いた傾斜組成皮膜の
創製 馬川 慎一、奥宮 正洋、恒川 好樹 豊田工大(学)、豊田工大、〃

Ｊ 47-0
表彰式、 協会賞(林賞、赤見賞、功労賞、論文賞)、 熱
処理技術奨励賞

河・
赤 47-河・赤 河上・赤見記念講演、 私の研究人生と熱処理 鈴木 敏之 工学院大工

Ｄ 47-9
TiN膜ノ高温酸化に及ぼすAlイオン注入エネルギ－の影
響 三尾 淳、森河 和雄、仁平 宣弘 都産技研、〃、〃

Ｄ 47-10 数種の表面改質を施したハイス工具の旋削性能
田所 了、小島 一志、赤澤 正久、池永
勝

神奈川大(院)、神奈川大、〃、日本ｺ-ﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀ
-（株）

Ｄ 47-11 調質した鋼の硬さに及ぼすｼｮｯﾄﾋﾟ-ﾆﾝｸﾞの影響 内藤 實、松井 勝彦、増尾 嘉彦 名古屋市工研、〃、〃

Ｂ 47-12 米国ＮＳＴによるＨＲＣ硬さ基準片供給開始について 山本 卓、山本 晋、川島 博行 （株）山本科学工具研究社、、〃、、〃

Ｂ 47-13 焼入冷却剤の冷却能測定法について
高澤 章人、奈良崎 道治、小河原 稔、
白寄 篤、淵澤 定克 宇都宮大(院)、宇都宮大工、〃、〃、〃

Ｆ 47-14 焼入冷却時の熱伝導率固定法について
平塚 裕章、奈良崎 道治、小河原 稔、
白寄 篤、淵澤 定克 宇都宮大(院)、宇都宮大工、〃、〃、〃

Ｃ 47-15 焼入冷却時の濡れ挙動と冷却特性
野田 拓宏、奈良崎 道治、小河原 稔、
白寄 篤、淵澤 定克 宇都宮大(院)、宇都宮大工、〃、〃、〃

Ｊ 47-0 研究発表奨励賞表彰式

Ｉ 47-0 懇親会

Ｂ 47-16
加工硬化ｵ-ｽﾃﾅｲﾄからのﾌｪﾗｲﾄ形成に及ぼす加工温
度、ひずみ速度の影響

鳥塚 史郎、梅澤 修、津崎 兼彰、長井
寿 金材技研、〃、〃、〃

Ｂ 47-17 微細ﾌｪﾗｲﾄ粒鋼における平均粒径とﾋﾞｯｶ-ｽ硬さの関係
長井 寿、鳥塚 史郎、林   透、大田口
稔、津崎 兼彰 金材技研、〃、〃、〃、〃

Ａ 47-18
超微細ﾌｪﾗｲﾄ組織の等軸化に及ぼす温間加工ﾊﾟｽ間で
の変形方向変化度の影響

林   透、鳥塚 史郎、三井 達朗、津崎
兼彰、長井 寿 金材技研、〃、〃、〃、〃

Ｂ 47-19 フェライト鋼の長時間クリ－プ強度の支配因子 小野寺 秀博、阿部 太一 金材技研、〃

Ｂ 47-20 天然ｶﾞｽｴﾝﾘｯﾁ浸炭ﾌﾟﾛｾｽにおけるｶ-ﾎﾞﾝﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ制御
冨田 明君、奥宮 正洋、恒川 好樹、森
下 徹、大平 晋、浅井 広志

豊田工大(学)、豊田工大、〃、東京ｶﾞｽ（株）、大
阪ｶﾞｽ（株）、東方ｶﾞｽ（株）

Ｄ 47-21 新しいガス浸炭法 河田 一喜、佐藤 初男、浅井 茂太 ｵﾘｴﾝﾀﾙｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）、〃、〃

Ｄ 47-22 新硫化処理法 山内 基良 同和鉱業（株）

特 47-特 中性子回折による応力測定 友田 陽 茨城大工

Ｄ 47-23 ガス軟窒化特性に及ぼす低温処理の影響 宮下 誠、安部 寿士、佐々木 敏美 パ－カ－熱処理工業（株）、〃、〃

Ｄ 47-24
ＳＵＳ304鋼の耐摩耗性に及ぼす浸硫窒化処理ｶﾞｽ組成
の影響

野村 博郎、安澤 真一、滝澤 秀一、杉
本 公一 松山技研（株）、長野県工試、〃、信州大工

Ｄ 47-25 パルソナイト低温塩浴窒化処理の表面性状と特徴
東    正丈、新川 要、米山 義康、永楽
宏 日本パ－カライジング（株）、〃、〃、〃

Ａ 47-26 Cu-Si-Ni-Ce系合金の晶出及び析出挙動
中尾 和祺、米田 将記、赤松 勝也、村
上 陽太郎 関西大(院)、関西大工、〃、応用科学研

Ｂ 47-27 高周波加熱による耐ヒ－トクラック特性
柳町 和寿、長谷川 勇治、大森 宮次
郎、伊藤 信英、村松 幹之、林   幸雄 茨城大、茨城高専、茨城大、〃、〃、〃

Ａ 47-28 非調質鋼の被削性に及ぼすMnS、Pbの影響 渡里 宏二、岡田 康孝、垣見 治則
住友金属工業（株）総研、〃、住友金属工業
（株）関製、〃

Ａ 47-29 共晶によるTiC焼結体の緻密化と組成の傾斜化 高橋 慎治、大野 隆、鈴木 敏之 工学院大(院)、工学院大、〃

Ｉ 47-0 閉会の辞 赤松 勝也 大会実行副委員長

Ｉ 48-0 開会の辞 大谷 泰夫 大会実行委員長

Ａ 48-1
高強度ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ鋼の旧γ粒界炭化物組織と耐遅れ破
壊特性に及ぼす加工熱処理の影響

遊佐 覚、原    徹、津崎 兼彰、高橋 稔
彦 金材技研

Ｃ 48-2 高一様伸びＰＣ鋼棒の開発
横田 智之、白神 哲夫、山下 英泊、溝
口 茂 ＮＫＫ総合研、〃、高周波熱錬、〃

Ｄ 48-3
イオン注入法によるTi窒化物相の創製とTiの耐摩耗性
改善

福本 信次、椿野 晴繁、寺澤 倫孝、三
田村 徹 姫路工大工、〃、〃、〃

Ａ 48-4
Ni-Nb-Ti ３元系におけるγ-Ni、δ-Ni3Nb、η-Ni2Ti ３
相間の相平衡 山内 著史、竹山 雅夫、松尾 孝 東工大(院)、東工大、〃

Ａ 48-5 Ni3Nb-δ/Ni3Ti-η凝２元系状態図の検討
山中 瑞久、山内 著史、竹山 雅夫、松
尾 孝 東工大(院)、〃、東工大、〃
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Ａ 48-6
Ti-Al-Nb ３元素のα-Ti→β-Ti+γ-TiAl反応経路にお
ける高温α相の分解による組織の形成

關    和宏 、小林 学、竹山 雅夫、松尾
孝 東工大(院)、〃、東工大、〃

Ａ 48-7
一方向凝固したNi-Nb-Al ３元共晶合金の電子顕微鏡
観察 横田 尋己、竹山 雅夫、松尾 孝 東工大(院)、東工大、〃

Ｉ 48-0 西部支部総会
田・
川 48-田・川 ジルコニア基セラミックスの高速超塑性 岡    宗雄 鳥取大工 工博

Ｄ 48-8 アセチレンによる直接浸透法 野口 奉夫、椛澤 均 （株）日本テクノ、〃

Ｄ 48-9 ガス浸炭の雰囲気組成による浸炭速度への影響 横山 雄二郎、石神 逸男、浦谷 文博 大阪府産技総研、〃、〃

Ｄ 48-10 天然ガスエンリッチ浸炭における最適プロセスの検討
奥宮 正洋、恒川 好樹、冨田 明君、森
下 徹、大平 晋、浅井 広志

豊田工大、〃、豊田工大(学)、東京ガス（株）、
大阪ガス（株）、東方ガス（株）

Ｂ 48-11 ＥＰＭＡを用いた炭素と窒素の濃度分布の測定方法 榮川 元雄、石神 逸男、水越 朋之 大阪府産技総研、〃、〃

Ｄ 48-12
プロパンを用いて真空浸炭を行ったＳ15ＣＫの解析結果
の検証

石神 逸男、横山 雄二郎、三浦 健一、
浦谷 文博、水越 朋之 大阪府産技総研、〃、〃、〃、〃

Ｃ 48-13
改良ｵ-ｽﾃﾝﾊﾟ-したFe-0.2C-1.5Si-1.0Mn鋼の微細組織
と引張特性 松下 栄司、杢尾 孝史、冨田 恵之 大阪府(院)、〃、大阪府工

Ａ 48-14 複合型制振鋼板の減衰能に及ぼす組織の影響
田上 賢悟、ﾇﾙﾙ ﾀｳﾌｨｯｸ ﾛｯﾁｬﾏﾝ、末
吉 秀一 鹿児島大(院)、〃、鹿児島大工

Ｂ 48-15
ﾚ-ｻﾞ-照射したAl合金上の無電解 Ni-P皮膜のﾄﾗｲﾎﾟﾛｼﾞ
-特性

日野 実、西田 典秀、平松 実、辻川
正人、川本 信 岡山県工技ｾﾝﾀ-、〃、〃、大阪府大工、〃、

Ｊ 48-0 研究発表奨励賞表彰式

Ｉ 48-0 懇親会

Ｈ 48-16 Al2O3-TiO2系セラミックス溶射皮膜の熱伝導特性 川口 一成、森本 純司、富江 通雄 近畿大(院)、近畿大理工、〃

Ｄ 48-17 Ni-P/SiC粒子複合めっき被膜の時効特性について
谷口 俊太、弦巻 篤、中尾 和祺、赤松
勝也 関西大(院)、〃、関西大工、〃

Ｃ 48-18
溶射法による傾斜組成皮膜の熱衝撃特性に及ぼす傾
斜性について

新留 一史、矢野 吉章、中尾 和祺、赤
松 勝也 関西大(院)、〃、関西大工、〃

Ｄ 48-19 粉体状浸炭防止剤の開発とその性能に関する研究
赤松 勝也、土肥 幸生、伊藤 興一、久
保西 真人、中尾 和祺

関西大工、（株）ナ－ﾄﾞ研究所、〃、関西大
(院)、関西大工

Ｂ 48-20 シャルピ－衝撃基準片の圧延素材の影響 山本   卓、山本   普、川島 博行 （株）山本科学工具研究社、〃、〃

Ｂ 48-21 メタン燃焼による鋼の無産化直接加熱の研究
梅田 良人、羽木 敏、中村 泰久、浅井
広志、服部 雅夫 東邦ガス（株）、〃、〃、〃、〃

Ａ 48-22 黒鉛とオ－ステナイト系ステンレス鋼の固相接合 西田 智幸、末吉 秀一 鹿児島大工、〃

Ｆ 48-23 ＹＡＧレ－ザを用いた薄板の曲げ加工 畑山 保、大沢 基明 東京電機大(院)、東京電機大工

特 48-特 鉄鋼材料の析出物と熱処理 岡田 康孝 住友電気工業（株）工博

Ｂ 48-24 長時間恒温加熱した放電被覆鋳鉄の変質 相馬 詢 道教大釧路校

Ｃ 48-25 酸化処理による皮膜耐食性向上の機構
星野 英光、石神 逸男、三浦 健一、水
越 朋之 大阪府産技総研、〃、〃、〃

Ｄ 48-26
HDC法により形成したチタン窒化物皮膜の環境遮断効
果について

三浦 健一、石神 逸男、星野 英光、水
越 朋之、浦谷 文博 大阪産府技総研、〃、〃、〃、〃

Ｃ 48-27 機械部品を対象としたＤＬＣの摺動特性の評価 小鯛 亜紀、森    崇、苧野 兵衛 川崎重工、〃、〃

Ｄ 48-28 超鋼合金上に作製したＤＬＣ膜の摩擦・摩耗
山内 尚彦、岡本 明、出水 敬、吉竹
正明、曽根 匠 大阪府産技総研、〃、〃、〃、〃

Ｃ 48-29
ﾊﾟﾙｿﾅｲﾄ(低温塩浴窒化)処理したｵ-ｽﾃﾅｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ
の耐食性について

東    正丈、新川 要、米山 義康、永楽
宏 日本パ－カライジング（株）、〃、〃、〃

Ｃ 48-30
水溶液による陰極電解浸硫処理皮膜(ﾊﾟﾙﾘｭ-ﾍﾞ･FS)の
特徴及び摺動特性 作田 英久、川崎 巌 日本パ－カライジング（株）、〃

Ｄ 48-31
Ｈ2ＳおよびＳＦ6ガスによるﾌﾟﾗｽﾞﾏ浸硫窒化処理に関す
る研究(第2報)

松尾 亮、羽下 満規、松川 進、種岡
一男、赤松 勝也

関西大(院)、〃、滋賀県工技総合ｾﾝﾀ-、（株）カ
オス、関西大工

Ｃ 48-32
ガス浸硫窒化したステンレス鋼の機械的特性(疲労強
度、引張強度)

野村 博郎、福井 努、滝澤 秀一、森岡
佳弘、奥中 敬之、杉本 公一

松山技研（株）、〃、長野県工試、信州大(院)、
〃、信州大工

Ｉ 48-0 閉会の辞 赤松 勝也 大会実行副委員長

Ｉ 49-0 開会の辞 松尾 孝 大会実行委員長

Ａ 49-1
Ｔｉ-Ａｌ2元系におけるβ-Ｔｉ→α2-Ｔｉ3Ａｌ変態過程と組織
形成 鈴木 茜、竹山 雅夫、松尾 孝 東工大(院)、東工大(学)、東工大工、〃、〃

Ａ 49-2
γ-ＴｉＡｌ基合金におけるラメラ組織の時効に伴う変化と
熱的安定性

山本 幸則、森島 弘晃、張    時栄、竹
山 雅夫、松尾 孝 東工大工、東工大(学)、東工大工、〃、〃

Ｂ 49-3 メタノ－ル分解雰囲気について
渡邊 恵美、高橋 進、神田 輝一、安岡
由雄 関東冶金工業（株）、〃、〃、〃

Ｂ 49-4
高周波焼入材のロ－ラピッチング特性におよぼす熱処
理条件の影響

堤    邦彦、三阪 佳孝、古賀 久喜、新
田 一、川嵜 一博、山崎 隆雄 高周波熱錬（株）、〃、〃、〃、〃、〃

Ｆ 49-5
鋼の焼入れプロセスの数値解析における熱伝導率同定
精度の影響

大澤 謙治、奈良崎 道治、小河原 稔、
白寄 篤、淵澤 定克 宇都宮大(院)、宇都宮大工、〃、〃、〃

Ｃ 49-6
溶射法によるＴｉＡｌ3組成皮膜の熱衝撃特性に関する研
究 新留 一史、中尾 和祺、赤松 勝也 関西大(院)、関西大工、〃

Ｄ 49-7 粉体状浸炭防止剤の塗布条件と性能に関する研究
久保西 真人、土肥 幸生、伊藤 興一、
中尾 和祺、赤松 勝也

関西大（院）、（株） ナ－ド研究所、〃、関西大
工、〃

Ｄ 49-8
複合めっき法によるマグネシウム合金の表面処理につ
いて

谷口 俊太、大槻 利昭、中尾 和祺、赤
松 勝也 関西大（院）、上田鍍金（株）、関西大工、〃

Ｄ 49-9
ステンレス鋼のプラズマ窒化処理によるＳ相の生成に関
する研究

松尾 亮、隅谷 哲三、市井 一男、中尾
和祺、赤松 勝也 関西大（院）、八田工業（株）、関西大工、〃、〃
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Ｊ 49-0
賞、技術賞、貢献賞、技術功労賞、論文賞)  熱処理技
術奨励賞

河・
赤 49-河・赤

鋼中の銅に起因する表面赤熱脆性とニッケルを用いな
い抑制法 柴田 浩司 東京大

Ｃ 49-10 二、三の方法によって作製したＤＬＣ膜の摩擦摩耗特性
神之村 俊、薬師寺 正雄、赤理 孝一
郎

関西大（院）、関西大工、（株）神戸製鋼所高機
能商品部

Ｃ 49-11 Ｍｏ添加ベイナイト鋼線の開発 泉田 寛、河部 望 住友電工（株）伊丹研、〃

Ｃ 49-12
高周波輪郭焼入歯車の歯元曲げ疲労強度に及ぼす硬
化層深さの影響

三阪 佳孝、清澤 裕、堤    邦彦、新田
一、川嵜 一博、山崎 隆雄 高周波熱錬（株）、〃、〃、〃、〃、〃

Ａ 49-13
Ｆｅ-Ｍ-Ｃ(Ｍ=Ｍｎ､Ｍｏ､and Ｃｒ)合金のｸﾘ-ﾌﾟ特性に及ぼ
す固溶元素の効果 阿部 太一、小野寺 秀博 金材技研、〃

Ｃ 49-14 耐熱長寿命軸受用鋼ＳＴＪ 2 の基本特性 前田 喜久男、藤井 幸生、木南 俊哉
ＮＴＮ（株）軸受技術研究所、〃、大同特殊鋼
（株）材料開発研究所

Ａ 49-15 超鉄鋼 800 MPaﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける微細粒組織の創製 鳥塚 史郎、林    透、長井 寿 金材技研、〃、〃

Ａ 49-16 超鉄鋼 800 MPaﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける微細粒組織の特性 林    透、鳥塚 史郎、長井 寿 金材技研、〃、〃

Ａ 49-17 超鉄鋼 800 MPaﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける微細粒組織の接合 長井 寿、志賀 千晃 金材技研、〃

Ｊ 49-0 研究発表奨励賞表彰式

Ｉ 49-0 懇親会

Ａ 49-18
変態点下での大歪加工による0.3％Ｃ－9％Ｎｉ鋼の組織
変化 横田 智之、白神 哲夫、新倉 正和 ｽ-ﾊﾟ-ﾒﾀﾙ(鉄系)研究体ＮＫＫ総合研、〃、〃

Ｆ 49-19 拡散によるＮｉ－Ｔｉ系薄膜形状記憶合金の作製
原    丈晃、伊藤 正則、辻    新次、斎
藤 哲男、伊藤 繁則

帝京科学大(院)、帝京大理工、〃、栃木県工業
技術ｾﾝﾀ-、〃

Ａ 49-20
鉄系合金におけるパ－ライト変態に及ぼす強磁場の影
響 許    亜、大塚 秀幸、和田 仁 金材技研、〃、〃

Ａ 49-21
鉄系合金における相変態及びその逆変態に及ぼす強
磁場の影響 大塚 秀幸、許    亜、和田 仁 金材技研、〃、〃

Ａ 49-22 鋼の焼入変形に及ぼすＭｓ点と冷却条件の影響
広瀬 之彦、板倉 邦輔、山本 誠司、桑
俣 朋和 松江高専、〃、〃、（株）守谷歯物研究所

Ｂ 49-23 レ－ザ－照射による溶射被膜の硬さ、組織の変化
東    誠、小鯛 亜紀、森    崇、苧野 兵
衛 川崎重工、〃、〃、〃

Ｃ 49-24
硬質被膜の密着性に対する基材の表面硬化熱処理の
影響 小鯛 亜紀、森    崇、苧野 兵衛 川崎重工、〃、〃

Ｄ 49-25 Ａｌ、Ｔｉ混合粉末の塗布による炭粗鋼へのＡｌ拡散処理
西田 典秀、李    英起、佐々木 貴史、
金谷 輝人

岡山工技ｾﾝﾀ-、威徳大、岡山理大(学)、岡山
理大工

Ｄ 49-26
Ａｌ薄膜形成、拡散及び酸化によるＳＫＤ６１ダイス鋼の
表面改質

浜瀬 修先、伊藤 正則、頃安 貞利、辻
新次 帝京科学大(院)、帝京大理工、〃、〃

Ｄ 49-27 プラズマＣＶＤ法によるＴｉ(Ａｌ、Ｎ)多層膜の特性 河田 一喜、関谷 慶之 オリエンタルエンヂニアリング（株）、〃

特 49-特 自動車用材料の現状と今後の展望 馬来 義弘 日産自動車(株)

Ｂ 49-28 再窒化した鋼の表面硬さ
荒田 晃、谷   健二、星野 薫、赤澤 正
久、新谷 彰吾 ﾊﾟ-ｶ-S・N工業、〃、〃、神奈川大、〃

Ｄ 49-29
天然ｶﾞｽｴﾝﾘｯﾁｶﾞｽ浸炭プロセスにおける炉内雰囲気制
御法

濱田 徹、奥宮 正洋、恒川 好樹、滝田
久芳、前田 章雄、服部 雅夫

豊田工大(学)、豊田工大、〃、東京ガス（株）、
大阪ガス（株）、東方ガス（株）

Ｄ 49-30 流動床とガス窒化によるアルミニウムの複合表面改質 村山 俊之、奥宮 正洋、恒川 好樹 豊田工大(学)、豊田工大、〃

Ｄ 49-31 粉末活性化バレル槽を用いたアルミニウムのガス窒化 冨本 真之、奥宮 正洋、恒川 好樹 豊田工大(学)、豊田工大、〃

Ｄ 49-32 プラズマ浸硫窒化処理の摩擦、摩耗特性 伊藤 恭二、須磨 浩之、舟木 義行 日本電子工業(株)、〃、〃

Ｉ 49-0 閉会の辞 赤松 勝也 大会実行副委員長

Ｉ 50-0 開会の辞 新美 格 大会実行委員長

Ｄ 50-1 放電加工による超硬質層の形成
佐藤 嗣紀、恒川 好樹、奥宮 正洋、毛
利 　尚武 豊田工大（院）、豊田工大、〃、東大生産研

Ｊ 50-2 メカニカルアロイングを利用したFe-C系合金の作成
倉元　俊、本庄 隆人、ﾇﾙﾙ ﾀｳﾌｨｯｸ ﾛｯ
ﾁｬﾏﾝ、末吉 秀一 鹿児島大（院）、〃、〃、鹿児島大工

Ｊ 50-3 セラミック長繊維／Fe系複合材料のプロセッシング 丸野 智仁、山本 浩市、末吉 秀一 鹿児島大（院）、〃、鹿児島大工

Ｊ 50-4 黒鉛とインコネルの固相接合 西田 智幸、末吉 秀一 鹿児島大工、〃

Ｄ 50-5 拡散浸透法による浸珪処理について
矢野 吉章、奥出 智重、中尾 和祺、赤
松勝也、本地 雅宏

関西大（院）、関西大学、関西大工、〃、日本ｶﾛ
ﾗｲｽﾞ工業（株）

Ｃ 50-6
γ単相Ni-20Cr合金単結晶におけるクリープ挙動の結
晶方位依存性 寺田 芳弘、川口 大二、松尾 孝 東工大工、東工大（院）、東工大工

Ｊ 50-7
Moを添加したγ-TiAl基合金のβ相を利用した組織制
御

広田 憲亮、小林　覚、竹山 雅夫、松
尾 孝 東工大（院）、東工大工、〃、〃

Ｊ 50-8 Ti-Al-V3元合金の等温時効に伴うα相の分解と規則化 小林　覚、竹山 雅夫、松尾　孝 東工大（院）、東工大工、〃

Ｊ 50-9 Ni3Nb-Ni3V化合物間の相平衡
起橋 美夏、山中 端久、竹山 雅夫、松
尾　孝 東工大（院）、〃、東工大工、〃

Ｉ 50-0 ４０周年記念式典

特 50-特 素形材技術戦略について 加藤　雄三 通商産業省　機械産業情報局　素形材産業室

Ｊ 50-シンポ 21世紀に向けての鉄鋼材料開発の動向と展望 長井　寿 科学技術庁金属材料技術研究所

Ｊ 50-シンポ 鋼の熱処理、加工熱処理の動向と展望 牧　正志 京都大大学院
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Ｊ 50-シンポ 超微細組織鋼の動向と展望 高木 節雄 九州大大学院

Ｊ 50-0 研究発表奨励賞表彰式

Ｉ 50-0 懇親会

Ｄ 50-10
ホローカソード放電を利用したイオン窒化の迅速化の検
討 眞喜志 隆、原田 拓巳、中田 一博 琉球大工、琉球大（院）、大阪大接合研

Ｄ 50-11
HCD法により形成したチタン窒化物皮膜の腐食環境に
対する遮断効果の維持に及ぼす残留応力の影響

三浦 健一、石神 逸男、星野 英光、榮
川 元雄 大阪府産技総研、〃、〃、〃

Ｄ 50-12
熱過程による鉄基板上におけるニッケル／すず多層膜
の合金化 兼松 秀行､小林 達正､沖   猛雄 鈴鹿高専、〃、名大工

50-13
Al、Ti混合粉末を用いたAl拡散法におけるTi粉末の作
用

西田 典秀、李    英起、金谷 輝人、津
田 大、間渕　博、森井 賢二

岡山工技セ、威徳大、岡山理大工、大阪府大
工、〃、〃

Ａ 50-14 鋼／亜鉛界面に及ぼす熱処理の影響 市野 良一、兼松 秀行、沖　猛雄 名大工、鈴鹿高専、名大工

Ｄ 50-15 Co系溶射被膜のレーザー照射による改質効果 東　誠、小鯛 亜紀、森　崇、苧野 兵衛 川重、〃、〃、〃

Ｄ 50-16
イオンプロセスで生成した硬質薄膜の密着性の評価に
ついて 小鯛 亜紀、森    崇、苧野 兵衛 川重、〃、〃

Ｄ 50-17
プロパンを用いて真空浸炭を行ったSNCM815の浸炭挙
動とそれに関する数値解析結果の精度検証

石神 逸男、横山 雄二郎、三浦 健一、
星野 英光、浦谷 文博 大阪府産技総研、〃、〃、〃、〃

Ｄ 50-18

CS15CKに対するCO-H2-N2系雰囲気の浸炭速度の温

度依存性 横山 雄二郎、石神 逸男、浦谷 文博 大阪府産技総研、〃、〃

50-19 アセチレン真空浸炭の評価 杉山 道生、石川 邦彦、岩田　均 ㈱日本ヘイズ、〃、〃
田・
川 50-田・川 TiCによる鋼の表面改質と２～３の機械的性質 吉田　薫 東海大

Ｃ 50-20
Ni、Al、Cu添加時効硬化鋼の軟窒化特性および疲労強
度 井上 圭介、紅林 豊、中村 貞行 大同特殊鋼（株）、〃、〃

Ｄ 50-21 クロム炭化物被覆鋼の硬さ、マイヤー定数、弾性係数 吉田　薫 東海大

Ｄ 50-22 TiN被覆材料の酸化処理による耐食性向上の迅速化
星野 英光、石神 逸男、三浦 健一、水
越 朋之、浦谷 文博 大阪府産技総研、〃、〃、〃、〃

Ｄ 50-23
短時間加熱による高速度工具鋼SKH51のオーステナイ
ト化と炭化物固溶

尾崎 公造、瓜田 龍実、加賀 久喜、藤
江 潤 大同特殊鋼（株）、〃、高周波熱錬（株）、〃

Ｃ 50-24 切れ味に優れた刃物用ステンレス鋼 後藤 万慶、中島 義弘、横田 博史 愛知製鋼（株）、〃、〃

Ｃ 50-25
めっき拡散および浸硫窒化処理したAl合金の潤滑・す
べり摩擦、摩耗について

竹内 榮一、小室 文稔、丸山 和広、及
川 渉、椛澤 均

（株）ﾑﾛ･ｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ､〃､〃､日本ﾌﾟﾚｰﾃｯｸ（株）､
（株）日本ﾃｸﾉ

Ｂ 50-26 HRC硬さ基準の課題（HV圧子による検討） 山本 晋、山本 卓、川島 博行 （株）山本科学工具研究社、〃、〃

Ｂ 50-27
ナトリウム浴焼入れ技術の開発（第１報：液体ナトリウム
の冷却性能評価）

二宮 進、柏谷 英夫、寺坂 晴夫、佐藤
望、大崎 正彦、奈良崎 道治 東芝、〃、〃、〃、〃、宇都宮大工

Ｂ 50-28
ナトリウム浴焼入れ技術の開発（第２報：鋼の焼入変形
と焼割れの抑制効果）

奈良崎 道治、小笠原 稔、二宮 進、柏
谷 英夫、 宇都宮大工、〃、〃、〃

Ｄ 50-29 表面改質焼入油の摩擦特性改善効果 中村 英一、市谷 克実 出光興産（株）、〃

Ｉ 50-0 閉会の辞 江上　登 大会実行副委員長

Ｉ 51-0 開会の辞 松尾　孝 大会実行委員長

Ｊ 51-1
ＹＡＧレ－ザを用いた薄板の曲げ加工における冷却の
影響

大久保 剛成、畑山 保、内山 嘉博、大
沢 基明 東京電機大（院）、〃、〃、東京電気大工

Ｂ 51-2
鋼の焼入変形シミュレーションにおける熱伝達率同定精
度の影響

奈良崎 道治、村越 弘和、白寄 篤、淵
澤 定克、梅崎 敦

宇都宮大工、宇都宮大（院）、宇都宮大工、〃、
日本電子計算（株）

Ｂ 51-3
焼入応力シミュレーションによる鋼の焼割れ発生につい
ての検討

奈良崎 道治、田中 浩和、白寄 篤、淵
澤 定克、梅崎 敦

宇都宮大工、宇都宮大（院）、宇都宮大工、〃、
日本電子計算（株）

Ｊ 51-4 高強度浸炭浸窒法の開発 磯谷 武史、岡田 則和、南口 雅紀 アイシン精機（株）、〃、〃

Ｊ 51-5
ステンレス鋼への珪素およびクロム拡散浸透処理につ
いて

矢野 吉章、奥出 智重、西本 明生、中
尾 和祺、赤松勝也 関西大（院）、〃、関西大工、〃、〃

Ｊ 51-6 電子ビーム励起プラズマ法による鉄鋼材料の高速窒化
佐藤 嗣紀、谷口 和成、恒川 好樹、原
民夫、龍治 真、藤井 貞夫、浜垣 学

豊田工大、〃、〃、〃、川崎重工（株）、〃、
（株）理研

Ｊ 51-0
賞、技術賞、貢献賞、技術功労賞、論文賞)  熱処理技
術奨励賞

河・
赤 51-河・赤 中国と私－材料・熱処理・社会状勢－ 渡辺　敏幸 大同特殊鋼（株）

Ｂ 51-7
ナトリウム浴焼入れ技術の開発（第３報：非対称形状鋼
部品の焼曲り抑制効果）

奈良崎 道治、小笠原 稔、二宮 進、柏
谷 英夫、 宇都宮大工、〃、（株）東芝、〃

Ｂ 51-8
機械構造用炭素鋼・合金鋼の高温焼戻しにおける焼戻
し温度と時間と硬さとの関係について 垣内 邦昭 芝浦工大

Ｂ 51-9 ブリネル硬さ試験における試験力および球圧子の選択 山本 晋、山本 卓、川島 博行 （株）山本科学工具研究社、〃、〃

Ｄ 51-10 アセチレンを用いたダイレクト浸炭法 渡辺 輝興、椛澤 均 （株）日本テクノ、〃

Ｄ 51-11 プラズマ浸炭によるダイカスト金型の開発 田村 庸、植田 優、金山 信幸 日立金属（株）、島根県産技セ、〃

Ｄ 51-12 Heガス加圧冷却型プラズマ浸炭炉の開発
植田 優、朝比奈 秀一、野々村 徹、安
戸 好明、金山 信幸

島根県産技セ、〃、山陰酸素工業（株）、〃、島
根県産技セ

Ｄ 51-13
イオンプロセスで生成した硬質薄膜の膜質と耐焼付き
性の関係 小鯛 亜紀、森    崇、苧野 兵衛 川重、〃、〃

Ｄ 51-14
粒子含有Co系溶射被膜のレーザー照射による材料特
性の変化 東　誠、小鯛 亜紀、森　崇、苧野 兵衛 川重、〃、〃、〃

Ｊ 51-0 研究発表奨励賞表彰式
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Ｉ 51-0 懇親会

51-15
レーザー照射によるニッケル－皮膜の合金化とその耐
食性 兼松 秀行､増尾 嘉彦､沖   猛雄 鈴鹿高専、名工研、名大

51-16 炉中加熱による合金化ニッケル－すず皮膜の諸性質 兼松 秀行､小林 達正､沖   猛雄 鈴鹿高専、〃、名大

Ｄ 51-17
表面改質プロセスにおける母材の機械的性質の劣化と
熱処理による改善 吉田　薫、ﾌﾘｰﾄﾞﾘｯﾋ ｸﾗｲﾝ､ 東海大工、国立ｱｰﾚﾝ専門大学

Ｄ 51-18 溶射皮膜のエロージョン摩耗に関する研究
森本 純司、太田 実、富江 通雄、川口
一成 近畿大理工、〃、〃、近畿大（院）

Ｄ 51-19
チタンおよびチタン合金の溶融塩浸漬法による炭化物
被覆 杉本 義彦 （株）豊田中研

特 51-特 金属・合金における窒素浸透反応 菊池　實 東工大

Ｊ 51-20 オーステナイト系ステンレス鋼の窒化挙動 源馬　国恭 東海大工

Ｊ 51-21 金属材料への窒素侵入の高効率化プロセス 奥宮　正洋 豊田工大

Ｊ 51-22
高合金鋼粉末の減圧窒化処理とその粉末の熱間押出
し加工

仮屋 哲朗、磯本 辰郎、奥　薫、香田
剛昌、市井 一男、大石 敏男

山陽特殊製鋼（株）、〃、田中熱工（株）、〃、関
西大工、〃

Ｄ 51-23
浸炭窒化焼入れ後ショットピーニング処理した鋼のピッ
チング寿命に及ぼす合金元素の影響

渡辺 陽一、成田 直樹、安部　聡、岩
崎 克浩 日産自動車（株）、〃、（株）神戸製鋼所、〃

Ｄ 51-24
AIP法において窒素圧力を変化させたときのクロム窒化
物の構成相と硬さ 榮川 元雄、三浦 健一、石神 逸男 大阪府産技総研、〃、〃

Ｄ 51-25 プラズマCVD法によるTi（C、N）傾斜組成膜の特性 河田 一喜、関谷 慶之 ｵﾘｴﾝﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）、〃

51-26
ガス軟窒化後レーザ焼入れした鋼の摩耗特性に及ぼす
サブゼロ処理の影響 辻井 弘和、薬師寺 正雄 神戸高専、関西大工

Ｉ 51-0 閉会の辞 赤松　勝也 大会実行副委員長

Ｉ 52-0 開会の辞 牧　正志 大会実行委員長

Ｄ 52-1 TiN皮膜の構造多層化による環境遮断性の改善 三浦 健一、石神 逸男、星野 英光 大阪府産技総研、〃、〃

Ｄ 52-2
AIP法により生成したクロム窒化物皮膜のトライポロジー
特性に及ぼす被覆条件の影響 榮川 元雄、三浦 健一、石神 逸男 大阪府産技総研、〃、〃

Ｄ 52-3
燃焼合成法を利用したNi-Al系金属間化合物コーティン
グ膜の作製における処理条件の検討

岡本　明、上田 順弘、出水  敬、曽根
匠、池永　明、川本　信 大阪府産技総研、〃、〃、〃、大阪府大工、〃

Ｊ 52-4
黒鉛とニッケルの固相接合に及ぼす接合圧縮応力の影
響 西田 智幸、末吉 秀一 鹿児島大工、〃

Ｊ 52-5 窒化ホウ素を分散させた複合組織鋼の減衰能 川野 重任、末吉 秀一 鹿児島大（院）、鹿児島大工

Ｊ 52-6
MA-SPSプロセスによるSiC粒子分散Al基複合材料の調
製 西本 明生、中尾 和祺、赤松 勝也 関西大工、〃、〃

Ｄ 52-7 レーザー照射による亜鉛・すず積層皮膜の合金化
兼松 秀行､増尾 嘉彦､大村 博彦、沖
猛雄 鈴鹿高専、名市工研、〃、名大

Ｄ 52-8 熱処理による亜鉛／すず皮膜の合金化 兼松 秀行､小林 達正､沖   猛雄 鈴鹿高専、〃、名大

Ｄ 52-9
Fe-Mo系、Co-Mo系溶射被膜のレーザー照射による改
質効果 東　誠、小鯛 亜紀、森　崇、苧野 兵衛 川重、〃、〃、〃

Ｂ 52-10 各種炭素鋼の硬さ関係とクライオ処理 山本 普、山本 卓、川島 博行 （株）山本科学工具研究社、〃、〃

Ｉ 52-0 西部支部総会
田・
川 52-田・川 低合金鋼における複合組織の創成と性質 大谷　泰夫 住友金属工業（株）

Ｄ 52-11
DLCコーティングしたステンレス鋼の塩水中における摩
擦・摩耗

山内 尚彦、上田 順弘、出水  敬、曽
根　匠 大阪府産技総研、〃、〃、〃

52-12
粉末塗布法によるAl拡散－窒化複合処理のSKD61材
への適用

西田 典秀、藤井 修三、野村 博郎、吉
田 誠、福永 秀春 岡山県工技セ、〃、松山技研、広島大工、〃

52-13
薄板マルエージング鋼ベルト材の浸炭および窒化時効
とその疲労寿命の比較

源馬 国恭、田中 圭、仁井内 英範、西
畑 三樹男

東海大工、東海大（院）、東海大（学）、〃、日本
ﾍﾞﾙﾊﾟｰﾂ

Ｃ 52-14 転動疲労寿命に及ぼす水素の影響 木野 伸郎、尾谷 敬造 日産自動車㈱、〃

Ｅ 52-15
大型軸受部品の熱処理変形解析（軸受部品への熱処
理シミュレーションの適用第１報） 大木　力 ＮＴＮ（株）

Ｅ 52-16
半円形状の軸受部品における熱処理変形解析（軸受部
品への熱処理シミュレーションの適用第２報） 大木　力 ＮＴＮ（株）

Ｂ 52-17 新しい数式表示によるジョミニー焼入性曲線の予測法 井上　毅、本庄 秀至、大西 拓哉 舞鶴高専、舞鶴高専（学）、舞鶴高専（専）

Ｅ 52-18
火花試験のビジュアル映像化による鋼種判別訓練への
適用 永本 正義、西羅 正芳、 富田 友樹 兵庫県工技セ、〃、〃

Ｊ 52-0 研究発表奨励賞表彰式

Ｉ 52-0 懇親会

特 52-特 浸炭による表面硬化法 内藤　武志 ｵﾘｴﾝﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

Ｊ 52-19 アセチレン真空浸炭の量産品への適用 杉山 道生、岩田 均、石川 邦彦 日本ヘイズ、〃、〃

Ｊ 52-20 真空浸炭の現状 山口　和嘉 光洋ｻｰﾓｼｽﾃﾑ

Ｊ 52-21 ガス焚きホットウオール型真空浸炭炉 下里　吉計 中外炉工業（株）

Ｊ 52-22 アセチレンパルス吸着浸炭法 椛澤　均 日本テクノ
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Ｊ 52-23 連続式低圧浸炭焼入れ装置 安部　寿士 パーカー熱処理工業

Ｊ 52-24 次世代の真空浸炭「エン・カーボプロセス」について 門野　徹 不二越

Ｊ 52-25 雰囲気制御による真空浸炭法 河田　一喜 ｵﾘｴﾝﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）
パネ
ル 52-パネル パネルディスカッション

Ｄ 52-26 高加圧ガス冷却型真空浸炭炉の開発 杉山 道生、岩田 均、石川 邦彦 日本ヘイズ、〃、〃

Ｄ 52-27
プロパンを用いて真空浸炭を行ったS15CKにおける浸
炭層深さと処理条件の関係に関する解析結果の検証

石神 逸男、横山 雄二郎、三浦 健一、
星野 英光、浦谷 文博 大阪府産技総研、〃、〃、〃、〃

Ｄ 52-28

CS15CKに対するCO-H2-N2系雰囲気の浸炭速度の温

度依存性（第２報） 横山 雄二郎、石神 逸男、浦谷 文博 大阪府産技総研、〃、〃

Ｄ 52-29
天然ガスをエンリッチガスに用いたガス浸炭法の実機テ
スト

奥宮 正洋、恒川 好樹、中村 恵二、建
部 二朗、前田 章雄、倉橋 和宏

豊田工大、〃、豊田工大（学）、東京ガス、大阪
ガス、東邦ガス

Ｄ 52-30
オーステナイト系ステンレス鋼の炭素による固溶強化－
NVパイオナイトプロセス 北野 憲三、青木 寛治 ｴｱ･ｳｵｰﾀｰ、〃

Ｄ 52-31
粉体状防炭剤を応用した二、三の表面硬化処理におけ
る部分硬化防止

土肥 幸生、伊藤 興一、西本 明生、中
尾 和祺、赤松 勝也 ナード研究所、〃、関西大工、〃、〃

Ｉ 52-0 閉会の辞 松尾　孝 大会実行副委員長

Ｉ 53-0 開会の辞 松尾　孝 大会実行委員長

Ｊ 53-1
超音速フリージェットPVDによるTi-Al系金属間化合物
コーティングの開発

湯本 敦史、廣木 富士男、塩田 一路、
丹羽 直毅 工学院大（院）、工学院大、〃、〃

Ｊ 53-2 大気加熱におけるスズ含有チタン合金の窒化機構 鈴木 敬介、大内 千秋 東北大（院）、東北大工

Ｄ 53-3
電子ビーム励起プラズマによるアルミニウムの表面窒
化過程

馬場 昭弘、庄山 裕章、恒川 好樹、奥
宮 正洋、原 民夫 豊田工大（学）、豊田工大、〃、〃、〃

Ｄ 53-4 天然ガスを適用した真空浸炭における鋼の浸炭挙動
山本 浩嗣、奥宮 正洋、恒川 好樹、羽
木敏、田村 守淑

豊田工大（院）、豊田工大、〃、東邦ガス（株）、
〃

Ｊ 53-5
浸炭二相鋼の耐ピッチング性に及ぼす熱処理条件およ
びショットピーニング条件の影響 福岡 和明、白神 哲夫、板屋 光彦 エヌケーケー条鋼（株）、〃、いすゞ自動車（株）

Ｊ 53-6
ステンレス鋼への珪素およびクロム複合拡散浸透処理
について

奥出 智重、西本 明生、中尾 和祺、赤
松 勝也 関西大（学）、関西大工、〃、〃

Ｊ 53-0
賞、技術賞、貢献賞、技術功労賞、論文賞)  熱処理技
術奨励賞

河・
赤 53-河・赤 パーライト鋼の組織と変形挙動 友田　陽 茨城大工

Ｄ 53-7 チタン系塗膜の高温における放射率特性
兼松 秀行、高山 直樹、小倉 豊史、沖
猛雄

鈴鹿高専、グローバル電子研、日本熱放射材
研、名大

Ｄ 53-8 積層すず・亜鉛皮膜の熱処理と合金化
兼松 秀行、小林 達正、和田 憲幸、沖
猛雄 鈴鹿高専、〃、〃、名大

Ｄ 53-9 Fe-Mo系溶射被膜の摩擦摩耗特性 東　誠、新見 彰夫、森　崇、苧野 兵衛 川重、〃、〃、〃

Ｄ 53-10
オーステナイト系ステンレス鋼の炭素による固溶強化
（第２報）－機械的性質について 青木 寛治、北野  憲三 ｴｱ･ｳｵｰﾀｰ（株）、〃

Ｃ 53-11 建設機械の足廻り部品に使用される熱処理鋼の摩耗 栗原 秋芳、大村 誠司 トピー工業（株）、〃

Ｃ 53-12 ホットプレスNi-Al系コーティングの摩耗特性
室谷 貴之、田口 徹、広瀬 幸雄、池永
明 金沢大（院）、〃、金沢大、大阪府大

Ｆ 53-13
溶融塩処理によるアルミUBCからのアルミニウムの回
収 井上 哲雄、沖　猛雄 鈴鹿高専、名大

Ｊ 53-0 研究発表奨励賞表彰式

Ｉ 53-0 懇親会

Ａ 53-14 逆変態における組織配向に及ぼす磁場の効果 大塚 秀幸、和田 仁 物質材料研究機構、〃

Ａ 53-15 フェライト変態組織の配向に及ぼす磁場の効果 大塚 秀幸、和田 仁 物質材料研究機構、〃

Ａ 53-16 SCM435鋼の球状化処理中の組織変化 永木 聖司、土田 豊 大同工大（院）、大同工大

Ｂ 53-17 共析炭素鋼のクライオ処理による硬さと組織の変化 山本 普、山本 卓、川島 博行 （株）山本科学工具研究社、〃、〃

Ｂ 53-18
焼入後の冷却速度を低速にコントロールしたクライオ処
理 町田 正弘、田中 一光、小森 勇嗣

清水電設（株）、MMCｺﾍﾞﾙｺﾂｰﾙ（株）、岩谷産
業（株）

Ｂ 53-19
低冷却速度にコントロールした高速度工具鋼における
機械的性質とミクロ組織 田中 一光、町田 正弘 清水電設（株）、MMCｺﾍﾞﾙｺﾂｰﾙ（株）

Ｂ 53-20
コンピュータ制御による小径丸棒のタイムクエンチ（第１
報） 垣内 邦昭 芝浦工大

特 53-特 熱処理変形の基礎と課題 奈良崎 道治 宇都宮大工

Ａ 53-21 キー溝付き鋼軸試片の焼入れ変形メカニズム 有本 享三、奈良崎 道治 （株）ヤマナカゴーキン、宇都宮大工

Ｂ 53-22 鋼の焼入れ過程に及ぼす濡れ挙動の影響
小口 睦、小笠原 稔、白寄 篤、淵澤
定克、奈良崎 道治、有本 享三

宇都宮大（院）、宇都宮大工、〃、〃、〃、（株）
ヤマナカゴーキン

Ｂ 53-23 鋼の浸炭焼入れ過程のシミュレーションとその検証
七野 勇人、奈良崎 道治、武田 豊、松
浦 俊幸、山下 敏郎

（株）ｺﾏﾂ、宇都宮大工、中外炉工業（株）、〃、
ｺﾏﾂｿﾌﾄ（株）

Ｂ 53-24 鋼の浸炭焼入れ過程に及ぼす冷却方法の影響
古口 光伸、奈良崎 道治、星野 浩之、
横田 秀雄、山下 敏郎

宇都宮大（院）、宇都宮大工、日石加工、日石
三菱、ｺﾏﾂｿﾌﾄ

Ｂ 53-25
鋼円柱試片の高周波焼入れ硬化層深さが変形に与え
る影響 生田 文昭、堀野 孝 ネツレン（株）、〃

Ａ 53-26
冷間ダイス鋼の焼入性および変形に及ぼす不均一冷却
の影響 清水 崇行、尾崎 公造、藤井 利光 大同特殊鋼（株）、〃、〃
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Ｂ 53-27 焼入歪に及ぼす冷却過程の影響 中村 英一、市谷 克巳 出光興産（株）、〃

Ｂ 53-28 リングギアのガス浸炭焼入歪に及ぼす焼入条件の影響
浅野 晋司、渡辺 陽一、下里 吉計、松
浦 俊幸 日産自動車（株）、〃、中外炉工業（株）、〃

53-29
浸炭および浸炭窒化焼入れしたSCr420鋼の変形に及
ぼす侵入炭素、窒素量の影響 渡辺 陽一、成田 直樹 日産自動車（株）、〃

Ｂ 53-30 高周波焼入変形に及ぼす焼入前状態と形状の影響
清澤 裕、三阪 佳孝、古賀 久喜、川嵜
一博 ネツレン（株）、〃、〃、〃

Ｓ 53-0 総合討論

Ｉ 53-0 閉会の辞 川嵜　一博 大会実行副委員長

Ｉ 54-0 開会の辞 新美　格 大会実行委員長

Ｊ 54-1 LPFC（低圧直接浸炭）における処理時間短縮
横瀬 敬二、虻川 文隆、海老原 寿、十
良澤 英寿、成田匠 吾 同和鉱業、〃、〃、〃、〃

Ｊ 54-2 LPFC（低圧直接浸炭）炉の高熱効率炉構造
横瀬 敬二、虻川 文隆、高橋 淳、海老
原 寿、十良澤 英寿 同和鉱業、〃、〃、〃、〃

Ｊ 54-3 Ti3O5の熱放射特性と炉の内壁への応用
和田 憲幸、兼松 秀行、小島 一男、沖
猛雄 鈴鹿高専、〃、立命館大、名大

Ｊ 54-4
セラミックス連続繊維強化Fe基複合材料のプロセッシン
グ 浅野 正大、末吉 秀一 鹿児島大(院)、鹿児島大工

Ｊ 54-5
PVD被膜への微細孔の形成とそれを利用した潤滑性の
向上 三浦 健一、出水 敬、石神 逸男 大阪府産技総研、〃、〃

Ｊ 54-6 パルス通電焼結法によるCr3Si金属間化合物の調製 西本 明生、中尾 和祺、赤松 勝也 関西大工、〃、〃

Ｊ 54-7 積層圧延接合法によるFe-Al系金属間化合物の調製
緒方 裕之、西本 明生、中尾 和祺、赤
松 勝也 関西大工（院）、関西大工、〃、〃

田・
川 54-田・川 微粒子ピーニングに魅せられて 江上　登 名城大工

Ｂ 54-8
LPFC（低圧直接浸炭）における炉内雰囲気組成とカー
ボンポテンシャルの関係

横瀬 敬二、虻川 文隆、高橋 淳、十良
澤 英寿、海老原 寿 同和鉱業、〃、〃、〃、〃

Ｄ 54-9 プロパンを用いた（α＋γ）２相領域での真空浸炭
石神 逸男、辻 新次、水越 朋之、横山
雄二郎、星野 英光、浦谷 文博

大阪府産技総研、帝京大、大阪府産技総研、
〃、〃、〃

Ｂ 54-10 ジシアンジアミド粉末を用いた鋼の固体窒化 加賀谷 忠治、久保田 普堪 中部大、〃

54-11 ラジカル窒化したM50材の転動寿命 藤田 工 NTN

Ｂ 54-12 低速クライオ処理による適用工具の性能向上 田中 一光、町田 正弘 MMCコベルコツール

Ｆ 54-13 C/Cコンポジットとニッケルの固相接合 西田 智幸、末吉 秀一 鹿児島大

Ｂ 54-14 ロックウエル硬さと世界標準
山本 普、山本 卓、川島 博行、首藤
修史 （株）山本科学工具研究社、〃、〃、〃

Ａ 54-15
熱流体解析の熱処理シミュレーションの適用（軸受部品
への熱処理シミュレーションの適用　第３報） 大木　力 NTN

Ａ 54-16
機械構造用炭素鋼・合金鋼の高温焼戻しにおける焼戻
し温度と時間と硬さの関係について　第２報 垣内 邦昭 芝浦工大

Ｃ 54-17 焼割れの形態とその防止に関する考察 三木田 嘉男 三木田技術士事務所

Ａ 54-18
積層加熱法によるすず・ニッケル合金膜の形成に関す
る組織学的検討

小林 達正、兼松 秀行、和田  憲幸、
沖  猛雄 鈴鹿高専、〃、〃、名大

Ａ 54-19
スパッタリング法によるすず・ニッケル積層薄膜の加熱
による合金化

小林 達正、兼松 秀行、吉武 道子、沖
猛雄 鈴鹿高専、〃、物質・材料研究機構、名大

Ｄ 54-20

Solid Cold Splay 法によるTiO2-Zn複合皮膜の作製と光

触媒特性 森本 純司、佐々木 洋、小野田 哲也 近畿大、〃、〃

Ｄ 54-21
燃焼合成と熱拡散処理による鉄鋼材料へのNi-Al系金
属間化合物コーティング

岡本　明、上田 順弘、出水  敬、曽根
匠、池本　明、川本　信 大阪府産技総研、〃、〃、〃、大阪府大工、〃

Ｊ 54-0 研究発表奨励賞表彰式

Ｉ 54-0 懇親会

Ｄ 54-22 UBMS法によるDLC膜の膜質と機械的特性について 野村 博郎、國次 申輔、西田 典秀 松山技研、岡山県工技セ、〃

Ｄ 54-23 高濃度COガス雰囲気の浸炭に及ぼす影響 窪 弘司、山口 和嘉、服部 清幸
日本酸素（株）、光洋サーモシステム、光洋精
工

Ｄ 54-24 CrN皮膜における密着性向上検討
妹尾 剛士、奥村 望、森 英視、越智
文夫 デンソー、〃、〃、〃

Ｇ 54-25 高耐ピッチング性を有する二輪車用クランクピンの開発 新野 力也、小池 俊勝、山縣 裕 ヤマハ発動機、〃、〃

特 54-特 自動車における材料と熱処理 加茂　尚 トヨタ自動車

Ｊ 54-26 自動車鋼材の開発動向 紅林 豊 大同特殊鋼

Ｊ 54-27 環境に優しい熱処理設備 雪竹 克也 同和鉱業

Ｊ 54-28 自動車部品の高機能化処理 奥村 望 デンソー

Ｊ 54-29 自動車（鋼板部品）の熱処理の現状と将来 内野 龍一 アイシン精機

Ｊ 54-30 自動車（鋼材部品）の熱処理の動向と課題 大西 昌澄、相原 秀雄 トヨタ自動車（株）、〃
パネ
ル 54-パネル パネルディスカッション

S 54-31 防炭剤が熱処理雰囲気に及ぼす影響 中部金属熱処理協同組合

44 ﾍﾟｰｼﾞ



S 54-32 洗浄方法が熱処理品の品質に及ぼす影響 中部金属熱処理協同組合

Ｉ 54-0 閉会の辞 松尾　孝 大会実行副委員長

Ｉ 55-0 開会の辞 松尾　孝 大会実行委員長

Ｊ 55-1 炭素鋼のレーザ熱処理における焼戻し挙動 大沢 基明、濱崎 浩行、 東京電機大工、東京電機大（院）

Ｊ 55-2
球状黒鉛鋳鉄の疲労き裂進展に及ぼす基地組織の影
響

杉山 好弘、中澤 洋二、白木 尚人、宇
佐見 兵衛、木村 芳人 武蔵工大、〃、〃、武蔵工大（院）、〃

Ｊ 55-3 低熱膨張鋳鉄の強度特性とその改善
杉山 好弘、中澤 洋二、白木 尚人、宇
佐見 兵衛、柳谷 明英 武蔵工大、〃、〃、武蔵工大（院）、〃

Ｊ 55-4
レーザ熱処理によるオーステナイト系ステンレス鋼の結
晶粒微細化と粒界腐食感受性の改善 大沢 基明、吉田　稔、高橋 哲也 東京電機大工、東京電機大（学）、〃

Ｊ 55-5
真空浸炭により高濃度浸炭したSCM415H鋼の組織と機
械的性質

西村 俊彦、尾崎 良二、川嵜 一博、山
﨑隆雄、木下 武久 高周波熱錬、〃、〃、〃、ネツレン加古川

Ｊ 55-6
積層圧延および拡散焼鈍によるFe-Al系金属間化合物
の調製

緒方 裕之、西本 明生、中尾 和祺、赤
松 勝也 関西大（院）、関西大工、〃、〃

D 55-7
天然ガスを適用した真空浸炭における炉内雰囲気組成
が浸炭挙動に及ぼす影響

山本 浩嗣、奥宮 正洋、恒川 好樹、羽
木　敏、田村 守淑、梅田 良人

豊田工大（院）、豊田工大、〃、東邦ガス、〃、
〃

Ｄ 55-8 天然ガス真空浸炭の実用性検討
羽木　敏、田村 守淑、梅田 良人、山
本 浩嗣、奥宮 正洋、恒川 好樹、

東邦ガス、〃、〃、豊田工大（院）、豊田工大、
〃

D 55-9
CO-H2-N2混合ガスにおける純鉄の浸炭挙動に及ぼす
CH4添加の影響

高橋　淳、虻川 文隆、横瀬 敬二、奥
宮 正洋、恒川 好樹 同和鉱業（株）、〃、〃、豊田工大、〃

D 55-10
ステンレス系球状炭化物鋳物のプラズマ浸炭処理につ
いて

岡本 善四郎、白石 吉和、松元 秀人、
星加　洋、三宅 秀和

兵庫県工技セ、関西大（院）、（株）三共合金鋳
造所、関西大工、〃

河・
赤 55-河・赤

わが国における製鉄技術＝砂鉄製錬の歴史
－どこまで解っているか、何を学ぶか－ 寺島 慶一 千葉工大

D 55-11 雰囲気変動下における浸炭の炭素濃度分布数値解析
水越 朋之、星野 英光、横山 雄二郎、
平田 智丈、石神 逸男 大阪府立産技総研、〃、〃、〃、〃

D 55-12 誘導加熱高速浸透炭の開発 木村 博文、立里 暁華、中田 一博 光洋ｻｰﾓｼｽﾃﾑ、〃、大阪大（接合）

D 55-13
アークイオンプレーティング法により被覆したクロム窒化
物皮膜の残留応力 榮川 元雄、三浦 健一、石神 逸男 大阪府立産技総研、〃、〃

D 55-14 ステンレス鋼の新しい表面硬化処理 河田 一喜、木立  徹 ｵﾘｴﾝﾀﾙｴﾝﾁﾞﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）、〃

D 55-15 マグネシウム合金上のNi-Pメッキ皮膜の剥離処理
西本 明生、中尾 和祺、赤松 勝也、木
口   裕介 関西大工、〃、〃、関西大（院）

B 55-16 高COガスを用いた高速浸炭技術 中津 裕之、下里 吉計、紙谷  守 中外炉工業、〃、〃

B 55-17
ジョミニー式一端焼入れ試験時の表面熱伝達率につい
て

奈良崎 道治、橿村 英晃、小河原
稔、白寄  篤、淵澤 定克

宇都宮大工、宇都宮大（院）、宇都宮大工、〃、
〃

B 55-18
低速クライオ処理による金型材料の機械的強度とミクロ
組織 田中 一光、町田 正弘 MMCコベルコツール（株）、〃

B 55-19
ISOによる硬さ基準
―押し込み硬さ試験と硬さ基準片―

山本  晋、山本  卓、川島 博行、柴田
幹枝 （株）山本科学工具研究社、〃、〃、〃

I 55-0 研究発表奨励賞表彰式

I 55-0 懇親会

A 55-20 動的再結晶下と静的再結晶下での組織形成の相違 長谷川  誠、福富 洋志 東大生研、横浜国立大工

C 55-21
フェライト系鋼の変形特性に及ぼす結晶粒径および第２
相の影響（中性子回折実験） 友田  陽、P. Lukas 茨城大工、チェコ核物理研

Ｉ 55-22 車体用鋼板の現状と今後の課題 中西 栄三郎 日産自動車（株）

特 55-特
超微細粒アイデアのプロジェクト化とその後の展開
（超微細粒がプロジェクト化した背景とその発展可能性） 長井　寿 物質・材料研究機構

特 55-特 超微細粒組織形成の原理と方法およびその展開 牧　正志 京都大大学院

I 55-23 超微細粒鋼の自動車への利用可能性 津崎 兼彰 物質・材料研究機構

I 55-24 ショットピーニング等の表面処理と結晶粒微細化 梅本　実 豊橋技術科学大

I 55-25 超微細粒鉄の特性とその利用展望 高木 節雄 九州大大学院

I 55-26 高強度部品材料への超微細粒の適用可能性 岡部 道生 大同特殊鋼（株）

I 55-27 超微細粒鋼の精密部品への応用 鳥塚 史郎 物質・材料研究機構

I 55-28
メカニカルアロイング法を用いたステンレス鋼の微細結
晶化 石橋　良 （株）日立製作所

I 55-29
超微細粒鋼を高付加価値化する急速短時間加熱熱処
理 川嵜　一博、山﨑 隆雄 高周波熱錬（株）、〃

パネ
ル 55-パネル パネルディスカッション

S 55-30 浸炭・窒化処理における結晶粒の粗大化 村上 博充 東部金属熱処理工業組合

S 55-31 冷延鋼板の焼きなましにおける結晶粒の粗大化 喜多 正吉 東部金属熱処理工業組合

Ｉ 55-0 閉会の辞 川嵜 一博 大会実行副委員長

56-0 開会の辞 松尾　孝 大会実行委員会

Fe-Nb-Niオーステナイト鋼におけるFe2Nb相の 五味　伸幸、森田　純男、竹内　雅夫 東京工業大(院)、豊田自動織機

56-1 組成域 松尾　孝 東京工業大大学院、〃

Laves相(Fe2Nb,Fe2W)の析出挙動に及ぼす
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56-2 フェライト母相下部組織の影響 山本　啓介、木村　好里、三島　良直 東京工業大(院)、東京工業大大学院、〃

ばね鋼に急速短時間加熱焼戻しによる強靭化 高岡　徳義、稲葉　智一、川嵜　一博 ネツレン、〃、〃、

56-3 と炭化物の析出挙動 山崎　隆雄 〃

ジョイミー式一端焼入れ試験のシミュレーション 奈良崎　道治、和氣　正樹、小笠原　稔宇都宮大工、宇都宮大(院)、宇都宮大工

56-4 とその精度について 白寄　篤、淵澤　定克 〃、〃

奈良崎　道治、塚原　隆文、小笠原　稔宇都宮大工、宇都宮大(院)、宇都宮大工

56-5 鋼部品の焼入変形に及ぼすエッジ効果について 白寄　篤、淵澤　定克 〃、〃

中田　伸生、シャリフジュナイディ、 九州大大学院(府)、〃

56-6 Cu含有9％Ni低温用鋼の焼戻し軟化挙動 土山　聡宏、高木　節雄 九州大大学院、〃

オーステナイト系ステンレス鋼ワイヤーにおける 福丸　大志郎、飛鷹　秀幸、土山　聡宏九州大大学院(府)、九州大大学院、〃

56-7 引張特性と組織の関係 高木　節雄 〃

中野　敦、山田　宏作 鹿児島大(院)、〃

56-8 黄銅の脱亜鉛腐食に及ぼす熱処理の影響 ヌルルタウフィックロッチャマン、末吉　秀学振特別研究員、鹿児島大大学院

極低炭素ステンレス鋼の冷間加工および

56-9 熱処理による析出 山田　孝幸、山本　厚之、椿野　晴繁 姫路工業大(院)、姫路工業大、〃

bcc規則相を強化相とするFe-Si-Cr-Ti系合金 山本　啓介、薄葉　浩志、木村　好里 東京工業大(院)、いすゞ自動車、東京工業大

56-10 の組織形態 三島　良直 大学院、〃

0.42C-0.3Ti鋼の水素吸蔵特性に及ぼす

56-11 熱処理の影響 原　徹 物質・材料研究機構

AIP法により被覆したクロム窒化物皮膜の

56-12 摩耗特性に対する影響因子 榮川　元雄、三浦　健一、石神　逸男 大阪産技総研、〃、〃

鋼の銅起因表面赤熱脆性に及ぼす

56-13 加熱雰囲気の影響 長崎　千裕、柴田　浩司 東京大大学院、〃

56-14 600系Al合金における粒界近傍の析出物 山本　厚之、椿野　晴繁 姫路工業大、〃

パルス通電焼結合による炭化ケイ素と銅との 戸田　義久、西本　明生、中尾　和祺 関西大(院)、関西大工、〃

56-15 融合 赤松　勝也 〃

56-0 協会賞表彰式

56-0 懇親会

山本　卓、川島　博行、柴田　幹枝 山本科学工具研究社、〃、〃

56-16 超微小硬さ試験と基準片 松本　辰美、阿部　真一 〃、〃

56-17 高COガスを用いた高速浸炭技術(第2報) 中津　裕之、下里　吉計、紙谷　守 中外炉工業、〃、〃

オーステナイト系ステンレス鋼SUS316の高温 植田　優、金山　信幸、市井　一男 島根県産業技術センター、〃、関西大工

56-18 プラズマ浸炭処理 大石　敏雄、三宅　秀和 〃、〃

56-19 真空浸炭法による高濃度浸炭処理 窪田　康浩、 不二越

S35C,S45Cの高周波焼入れ歯車の残留応力・ 馬田　秀文、宮近　幸逸、織田　一輝 鳥取県金属熱処理、鳥取大、鳥取大(院)

56-20 強化層と曲げ疲労強度 小田　哲、坪井　始 福山大工、〃

名取　理嗣、二村　裕一、土山　聡宏 九州大大学院(府)、〃九州大大学院

56-21 極低炭素マルテンサイト鋼の不連続再結晶 高木　節雄 〃

56-河・赤 重工業における最近のコーティングについて 木原　重光 石川播磨島重工業

56-特 熱処理前後の工程を考えた特殊鋼 岡部　道生 大同特殊鋼

56-22 自動車用高張力鋼の特性 高橋　学 新日本製鉄

自動車部品の熱処理の前後工程の

56-23 コラボレーション 内田　志郎 いすゞ自動車

56-24 自動車用バルブの熱処理 村山　武海 日鍛バルブ

56-25 機会部品の強度設計と熱処理 藤木　榮 東京都立城南地域

商品から見た熱処理

56-26 　　(熱処理の環境対応は商品力を高める) 福田　達 コマツ

55-パネル パネルディスカッション

三阪　佳孝、高岡　憲久、川嵜　一博 ネツレン、〃、〃

56-27 高周波熱処理特性に及ぼす前工程の影響 山崎　隆雄 〃

56-28 熱間引抜加工時の素材の脱炭層の生成防止 石毛　健吾 石川島播磨重工業

56-0 閉会の辞 川嵜　一博 大会実行副委員長

57-0 開会の辞 高木　節雄 大会実行委員会

冷却剤中に焼入れた際の金属円柱内外部の温度 三谷　健一、奥宮　正洋、恒川　好樹 豊田工業大(院)、豊田工業大、〃

57-1 分布シミュレーション 永井　隆之 永井商会

天然ガスを用いた真空浸炭における雰囲気と 濱崎　大介、恒川　好樹、奥宮　正洋 豊田工業大(院)、豊田工業大、〃

57-2 侵入炭素濃度の関係 羽木　敏、梅田　良人 東邦ガス、〃

天然ガスを用いた高濃度ガス侵炭における浸炭挙動 畑中　俊彦、恒川　好樹、奥宮　正洋 豊田工業大(院)、豊田工業大、〃

57-3 について 倉橋　和宏、三浦　新平、伊藤　広之 東邦ガス、〃、〃

電子ビーム励起プラズマによる低合金鋼の 安藤　英雄、庄山　裕章、恒川　好樹 豊田工業大(院)、豊田工業大、〃

57-4 表面窒化 奥宮　正洋、原　民夫 〃、〃

セメンタイト微粉末の還元焼結処理を利用した 大内田　伸顕、江頭　誠、中島　孝一 九州大(院)、九州大工〃

57-5 微細粒鉄作製法 土山　聡宏、高木　節雄 〃、〃

低炭素鋼におけるオーステナイトの粒成長挙動に 今川　一成、中島　孝一、二村　裕一 九州大(院)、九州大工〃
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57-6 及ぼすCu添加の影響 土山　聡宏、高木　節雄 〃、〃

土持　祐介、飛鷹　秀幸、土山　聡宏 九州大(院)、九州大工

57-7 窒素吸収処理によるチタン組織変化 高木　節雄 〃、〃

57-8 鋳鉄における黒鉛の球状化機構 増山　誠、末吉　秀一 鹿児島大(院)、鹿児島大理工

57-田・川 材料工学における結晶界面の問題 吉永　日出男 九州大名誉教授

山本　晋、山本　卓、川島　博行 山本科学工具研究社、〃、〃

57-9 硬さ基準片における負荷速度の定義 柴田　幹枝、松本　辰美、阿部　真一 〃、〃、〃

清水　孝晏、西本　明生、中尾　和祺 エス・アイ・テクノ、関西大工、〃

57-10 Al-50%Si合金の熱膨張特性 赤松　勝也 〃

57-11 超微細粒高炭素鋼の組織と機会的特性 古原　忠、米本　篤志、牧　正志 京都大工、京都大(院)、強度大工

シリコン結晶の熱処理による亀裂先端からの

57-12 転位生成 田中　将己、東田　賢二 九州大(院)、九州大工

鎌田　政智、藤田　明次、山口　亮 三菱重工業長崎研、〃、長菱エンジニアリング

57-13 地熱タービンロータ用12Cr-5NI鋼の組織制御 岡村　義弘 日本鋳鍛鋼

高炭素鋼のころがり接触摩耗特性に及ぼす金属

57-14 組織の影響 上田　正治、内野　耕一、瀬沼　武秀 新日本製鐵八幡研、〃、新日本製鐵鉄鋼研

57-15 建設機械用足回り部品の高周波焼入れ方法の開発 酒井　孝雄、栗原　秋芳 トピー工業、〃

熱処理シミュレーションによる熱処理鋼の最適加熱

57-16 条件探索事例 竹野　裕之、内田　健三、吉田　靖男 トピー工業、〃

57-17 BN快削鋼の焼入性に及ぼすB,N添加の影響 村上　俊之、白神　哲夫 エヌケーケー条鋼、〃

オーステンナイト系ステンレス鋼SUS316のプラズマ 植田　優、金山　信幸、市井　一男 島根県産技センター、〃、関西大工

57-18 高温浸炭処理-高窒素含有鋼について 大石　敏雄、三宅　秀和 〃、〃

プラズマ浸炭によるWC-Co系サーメット溶射皮膜 植田　優、江木　俊雄、朝比奈　秀一 島根県産技センター、〃

57-19 の表面改質 金山　信幸 〃

植田　優、吉田　憲男、柴田　剛 島根県産技センター、安来製作所、中日本炉工業

57-20 多室型プラズマ熱処理装置の開発 安戸　好明、金山　信幸 山陰酸素工業、島根県産技センター

57-0 研究発表奨励賞表彰式

57-0 懇親会

UBMスパッタ法により形成したDLC膜の摩耗特性

57-21 に及ぼす雰囲気環境の影響 三浦　健一、出水　敬、石神　逸男 大阪府立産技総研、〃、〃

雰囲気変動下における浸炭の炭素濃度分布 水越　朋之、星野　英光、横山　雄二郎大阪府立産技総研、〃、〃

57-22 数値解析(第２報) 平田　智丈、石神　逸男 〃、〃

S15CKに対するCO-H2-N2系雰囲気の浸炭速度の 横山　雄二郎、水越　朋之、星野　英光大阪府立産技総研、〃、〃

57-23 温度依存性(第3報) 石神　逸男 〃

SCr420鋼の真空浸炭およびガス浸炭挙動と機械的 中澤　崇徳、小野　和正、星野　智史 群馬大機シ、〃、〃

57-24 性質 井上　吉弘、井上　洋介 井上熱処理工業、〃

佐伯　泰彦、渡辺　陽一、森田　敏之 日産自動車、〃、大同特殊鋼

57-25 肌焼鋼の真空浸炭特性に及ぼす合金元素の影響 松村　康志 〃

55-特 自動車における先進鉄鋼材料技術 大北　智良 JEFスチール

57-26 熱処理変形シミュレーションの最近の動向 岡村　一男 住友金属工業

自動車排ガス経路部材用ステンレス鋼の要求特性

57-27 と開発鋼種 奥　学 日新製鋼

57-28 鉛フリー黒鉛快削鋼 末吉　秀一 鹿児島大大学院

焼戻しパラメータを用いた鉄鋼材料の連続加熱・

57-29 冷却過程での組織変化予測 土山　聡宏 九州大大学院

57-30 減圧高温浸炭用鋼の開発 中野　修 トヨタ自動車

57-31 高強度浸炭窒化歯車用鋼の研究 渡辺　陽一 日産自動車

57-32 耐遅れ破壊性に優れた高強度ボルト用鋼 並村　裕一 神戸製鋼

57-33 環境対応型先進転がり軸受材料の開発 大堀　学 日本精工

57-パネル パネルディスカッション

57-34 表面熱処理を行う際に目標とする代表的特性 奥宮　正洋 日本熱処理技術協会学術研究委員会

57-35 熱処理現場で役立つソフトウェアおよび携帯 奥宮　正洋 日本熱処理技術協会学術研究委員会

57-0 閉会の辞 東田　賢二 大会実行副委員長
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