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究
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生産研究1982年(第34巻)絵索引

種

別

UDC. 041.3

且三言､

号ページ

年頭にあたって

一将来の発展へ向けての所･.･石原

智男‑ 1

UDC

匝禦撃l
第2部(機械･船舶)

9

感‑

研削における振動･‑‑ ‑‑‑谷

泰弘‑ 3

77

621.923‑752

第4部(化学･金属)
高分解能電子顕微鏡による
金属微細組織の解析

l退官記念瀬l

(1)結晶粒界とアモルプア

至聖血望≡".. 2

39

市野瀬英書l乙

ス合金

JU

620.187 : 620.186.84 : 699 : 548‑161

鉄鋼製錬工学部門における
30年

一試験溶鉱炉27年のあゆ･･･館

充･‑ 8 325

669･162(091)

限外滴過法における膜およ諾意妄･.･ 5 141
びゲル層特性の解析

み一
541.182.644.03 : 532.733

震災と土木地震工学‑･‑･･.･･久保慶三郎‑I 9 375

粉末冶金と40年･･‑･‑･･･‑原

624.1/.9 : 550.34.01

書四郎･･･11 451 82‑53:621.762

河川における自酢用と自謎栗霊芝‑ 7 287 628･393=6281543

濁作用
第5部(土木･建築)

研究覚え帖‑I. ･･･‑‑･･‑‑山田

嘉昭･‑12 503
82‑53 : 539.3 : 669‑415.056
621.01 : 51.01

村上周三
降雨を伴う風速の闘期待至提霊霊‑ 4 109 551 577:5511556
億

茅野紀子

SEASAT SAR画像の地雷買俊悪･･ 9 384 524･425(084･41,

I '･攣鵜

形歪み補正

海域･唐山地震による被害(グラビア)‑‑1 1

壬 /i一

田村重四郎
久保慶三郎
龍岡 文夫
海域･唐山地震の被害と中…小Jll
国の耐震研究

特集

岡本舜竺･･･ 1 10
片山

恒雄

韓

国域

生産･加工システムの最適化

特許百万･･‑‑‑‑･･‑‑‑‑鈴木

弘‑ 6 177

608.3

699.84.001･2(518･1)(511･12)

荒慧霊宝諾呈よ謡#17･･･木内

野中昌明
帽̀上海と北京'における業富裕芸.･･11 459
大スパン構造

学‑ 6 179 621･7･04‥5391374

酢振動打抜きプ(*蒜23･･斬詔‑ 6 185 621･979‥621･961
いて

69.023(511,12) (511.31) : 725.85

怠雪讐讐雷撃合憲･･･姦撒6 612917315,5̲036.5 = 669̲486
石井

聖光

今西

由利

地下鉄振動の近接建物への ‑橘
伝搬

秀樹‑ll 467

書慧習霜の動態許･･･佐藤寿55‑A 6 201 531･788
699.842 : 699.844 : 625.42.098

切削加工の分野で使用され
るロードセルについて

‑谷

泰弘‑ 6211 621･91･01

(特集5)
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産

研

究

仲卸鋼

孟孟晶詣高タの驚針樋口俊郎･.I 6 219
621.313. 13‑133.3.001.8

第1部(基礎)

小切込み下の平面研削にお
ける摂動に関する考察

‑谷

泰弘‑･ 6 227

621･911･011

(特集7)

ETecsiepn:i,eodf b若aantchue;増悪蓋‑ 1 33喜芸等‥…雪;.114!主3553,53173.5
Laser

鋳鉄ボンドダイヤモンド研 萩生田善明
摩工具の製作とその応用 ‑刈込勝比古‑ 6 231
(特集8)中川 威雄621.922

小倉

磐夫

有限要素法のリンク機構へ尖冒票‑ 2 48 624･07:621･828

の応用

669.13 : 621.762.5 : 679.89‑492

'd;諾競る笥諾U9i器慧釜･･･ 6 235 621･9･048･014

冨蓋嘉努護憲三‑箪藁髪&.･ 2 72
中川
レ‑ザによるプレス抜き型 ‑鈴木
の製作

(特集10)

AES測定

威雄
清‑ 6 239

坂上

啓二

アモルファス合篭箭賢‑墓室

威雄

る疲労き裂成長特性一第1
669‑19 : 669‑033.5

啓二

半溶融加工に関する実験的木内

621.96

禎‑

669.245′25 : 621.794.61

結城

長治

‑貫通き裂および表面き裂

･‑北川

持田

英夫‑ 5 167

郁夫

の疲労き裂成長挙動‑

669.14.018.8:669.15‑194.56

620.191.3‑977 : 539･388･1

A Note on StocllaStic

学

Finite Element Method

研究一第11報一

認諾竃貰‑蓋遺賢6 247

621.7.04 : 539.374
621.73 : 539.374

討･2‑

半溶融虻に関する実験的木内

本間

ステンレス鋼の高温におけ
報一

清･･･ 6 243

き

621.979.07:621.3.038

(Part5)
̲A Framework fo,詣俊芸‑7300 624･07
Structural Safety and
Reliability‑

学
芋

研究一第12報一

澄讐‑ 6 251喜Tl:;iO:45=35?…与…74孟宗内桝中の電位分布の溜真実=･ 8 367 620･194‥6201193･7

諾還警畠誓警憲芸‑●蓋蓋賢6 251喜Tl=;iO:45=35?…与…74
半溶融加工に閲する実験的木内学

桑原

由行

慧這嘉警詔学芸裏芸孟宗賢･･霊宝重器. 632943. 131.21..4 : 532.591.05

研究一第13報一

̲半溶融即法による粉末蓋墓澄賢‑ 6 255喜…壬:言82号2::5g…蒜｡
の製造‑

(特集14)鍬崎尚哉

韓閲城

低拘束圧下における不飽和･･儲翌賢.･ 9 409
砂の強度変形特性
田村重四郎

芸警讐李鍛造用諸賢‑蓋J"盟‑･ 6 259 669135,5‑492 ‥ 621･73

xL妄言',v Z譜憲冨灘

フィルダムモデルの振動破

%･1 6 263

の開発

691.328.2.059.3 : 669.14‑41.004･86

応用
(第1報
試作)

台車搬送装置の

樋口

俊郎 ‑

村上

伸

填性状に及ぼす粘着力の影‑田村重四郎･･･10 425
響について

加藤

勝行

焦点検出装置Ⅰ ･･･‑‑･･････鈴木

による1, 2‑ジプロモユタ‑雀
6267

621.867 : 621.313. 13‑133.3‑501. 12

(特集17)

pM形ステップモータを利
用した教示再生ロボット

624･131･21･04 : 539･383

国城
627.8.001.57 : 534.647.07

武臣‑10 429

535.317.22.08

超音波スペクトロスコピ‑閲亙

工程間自動搬送システムへ
のリニアステップモータの

韓

‑樋口

俊郎‑ 6270

(特集18)

007.52 : 621.313.13‑133.3

ンの回転異性化反応の研究

博坤‑10 437喜…豊壷.2｡2‥66.095.21

高木塁志郎

焦点検出装置II ‑‑‑‑･･･鈴木

武臣‑ll 486

535.317.22.08

品!,詣孟蒜晶姦蒜義蓋芸･･･若葉芳芸･･･12 526 539･37･08
重さ.〝E:

試作

第2部(機械･船舶)
tsilYningcT:freoiln(;S;ProIVS,;‑･･･重富蔓‑ 6 273 621･3･077･2 ‥ 62‑526

半溶融加工に関する実験的

System

研究一第10報一

木内

製造および加工に関する検

遠藤

一粒子強化積層複合材料の･･･杉山

5自由度制御形磁気軸受制
御系の研究(第1報)

樋口

システムへの分解‑

相川

毅‑ 6 277

登

621.822.1‑533 : 621.3.073

(特集20)

5自由度制御形磁気軸受制
御系の研究(第2報)

水野

毅

昇

621.777.04 : 539.374
621.7.01 : 669‑492.3‑419

討･1‑

俊郎

‑設計問題の定式化とサブ‑水野

学

澄雄‑･ 1 29

予引張あるいは予圧縮ばね
を利用した免震床の研究 …藤田
(第7報 実大免震床につ 服部
いての解析‑その2‑)

隆史 ‑
忍

2

56

699.841 : 001.891 : 621.826

積層ゴムによる重量磯群の

ラ重責蓋孟芸萱違憲言'1一芸'B俊芸… 6 :2Zill字書…･1‑533 ‥ 621･3･073肇重義蒜‑･葦買芸蓋‑ 2 64 699･842 : 62‑752
‑)

片爪アンカ の挙動の研究･･優勢義卦･ 2 68 629･121015
(その2)
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謝液接触限界に関する実験 ･･･西尾
的研究

茂文‑･ 3 104

536.243.01

産

研

究

535

第4部(化学･金属)
On the Electrohy･

雪悪警欝禁誤需･･眉安孝芳･･ 7 320 622･767･66101

drodynamic Instability of

ELealceectricchtiqgueidsL霊teerd嘉鑓莞,針1 35

1)

conduction

電縫管の成形に関する研究

in

tIle

621･315･615:537･84.04

Unipolar Injection Case
木内
学
/'ー｢'丁〉=▲Y〉J‑▲
"'‑ーu〉▲▲
〉u)‑
‑フィンパス成形の検討…誓冨橋俊賢■■ 8 …2315･774･21‥621･771･067ボロン榊の製造に関する...雲慧紘軍... 2 52 669.781̲176
(第4報)

二二フォ̲ミング汎用シ

研究

大蔵明光

三重妻[:.i蒜買三･･･差違摘要芸･･･ 8 339 621･77･011警芸C::蒜;1;≡,Z芸…買葦董妻書‑ 3 87
峯孟選?V芸芸li≡≡≡‑常葉忠霊‑ 8 3｡3
節‑

624･074･7=539･37･07

賢豊荒召詣諾悪用政宗‑ 8 355

喜26温86 : 669･71‑486 = 620･172

ラ讐詔慧警窪墓よるフェ悪霊孟夏I.･ 3 91宝器霊…:576.8..83.5

二重振動挙動を示すモ叫‥諾票表… 3 95 536.75=5｡1.124

669‑422: 669‑462:539.374.01:539.384.01反応系の研究

岩井 勝美
着底塑空気タービン式波浪‑前田 久明‑ 8 363

発電装置について

木下

621.313.12‑828‑854

妹尾

言霊雲慧‑ 4 120 666･972‥539･166･043

商材の研究( 5)

健

シェル構造の離散化極限解大友俊夫

液体急冷したAトSn合金

析(その5)

の相分離の高分解能電顕観‑石田

瑚面剛体要素びルの球郡葦忠望･･ 9 389 624･074･7

察増本健620.

穀への応用一

岡崎

敦子

積層ゴムによる重量機器の 藤田
免震支持(第2報)
‑藤田

隆史

芳沢

利和

竹内

則雄

新離散化モデルによる粘弾 ･･･三藤 正明‑ll
性地盤上の梁の解析
川井 忠彦

699.842:62‑752

木内

一粒子強化積層複合材料の･･･杉山

475

624.072.2

分子ふるいカ ボンにおけ慧悪童孟‑ 5 153 661･183･2:536.658

芳香族化合物の生分解速度･･.霊歪芸孟･･･ 5 156 547･562 = 541･124

学

in Bamboo

621･7･04

:

539･374

:

621.762.04

;phuels;dehNa;:MO;th:da,ter琵野謡'J芸･‑ 5 164 582･542,11032

ロール拡散接合法による炭

極限解析の圧延加工への応

大蔵

素繊維/アルミニウム複合･･･浅沼

用(第3報)
̲分娩圧延等における先端歪内四書･･･.2 514

材料の製造

若松

碧雲王IZ三二0号空."^【,

669.784‑48 : 669.71

伸

第5部(土木･建築)

る研究(2)

蔓ci蓋盃弓二誓芸志望孟霊宝橋俊芙‑12 518 621 77･011

龍岡文夫
鉄筋によ｡補強された弛..諾五認‥ 1 25
盤の支持力特性ⅠⅤ

析一

児玉秀文
竹内

達也

鉄筋により補強された砂地

龍岡

文夫

盤の支持力持性Ⅴ

一三軸試験による補強メカ…児玉

三木五三郎

秀文

二ズムの研究Ⅰ‑

松尾

恵一

鉄筋により補強された砂地
盤の支持力特性Ⅵ

龍岡

文夫

624.131.21.046 : 624.138.2.012.45

第3部(電気･電子)
多次元quantum‑ellレ‑.,昔日霊芝… 4 128
西岡政雄

621.315.592:621.375.826

An Extension of Demp‑

2

60

624.131,21.046 : 624.138.2.012.45

ster 良 Shafer's Theory to ‑石塚

満‑ 7 312

624.07:681.3 056

Fuzzy Set for Construct‑
ing Expert Systems

̲三軸試凱よる補強メカ完歪五譜･･ 3 83

藤田

電気トリーに伴う超音波パ ‑山口
ルスの周波数解析

明光

博‑ 9405

621.77.019 : 539.388･2 : 621･771.22

ロ‑ルフォ‑ミング汎用シ

ザとその特性

669.715′6‑156.4

澄雄･･･12 510

3‑

部非定常変形の検討‑

洋一‑ 4 124
:

ワムシの増舶度と滅過遠雷歪禁裏･‑ 5 160 595･18:591･16
度

製造および加工に関する検 鍬崎 尚哉
討･

187

る吸着熱

半溶融加工に関する実験的
研究一第14報一

市野瀬美香

%hdaslr.P;ioBnedUAPLasSrebE; a誓歪警･‑･ 5 149 541･183･3

聡･‥ 9 413

‑免震支持装置についての…讐畏*,JE‑''9 413 699,842‥

基礎研究(その2)‑

学

コンクリートからの後方散
乱ガンマ線を低減させる表‑

中西

二ズムの研究ⅠⅠ一

博之

松尾

楠雄‑ll 494

恵一
624.131.21.046 : 624.138.2.012.45

孝充

周三

621.315.616 : 534.321.9.08

誤算詣要望墓誌語欝‑冨志

清孝‑3
岳生

97
551.556 : 658.382.3･001･5
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生

産

研

究

コンクリートの練り混ぜ方

セメント混合により改長し
た飽和軟弱粘性土の強度変造悪文票‑ 9 401 624･24･04

警琵芸豊慧警誓讐;4.,)豊歪讐会‑ 3 101 693･54･001･5

形特性Ⅳ

‑ト品質の変化一

一全応力法による整理一

土のねじり単純せん断試験

鉄筋により補強された砂地
盤の支持力持性ⅥⅠ

龍岡

一三軸試凱よる補強メカ完歪五諾･･ 4 117

文夫

̲砂｡平面ひずみね｡｡単票意覧Il10 419 624･131= 620･175･22

ニズムの研究IH‑

松尾

純せん断試験くその4)‑

(ⅥⅠ)

恵一
624.131.21.046 : 624.138.2.012.45

二層地盤内の波動伝播性状蒼冨訟‑ 4 132 534･28･01
に関する数値実験例

セメント混合により改艮し
た飽和軟弱粘性土の強度変尖悪文票‑10 422 624･131･24･04

形特性Ⅴ

一破壊の仕方と強度特性一

コンクリ‑トの練り混ぜ方
室内濃度分布の数値計算と翫選言･･･10 433 644･1 00112/･001･57

模型実験の比較

≡夏雲…,ei:芋慧買誓警卦豊歪誓会‑･ 4 136 693･542･001･5
件‑

コンクリートの練り混ぜ方
法に関する基礎的研究( 6)
一分割方式によるコンクリ
ートの練り混ぜ機構‑

超高層建物の1階ピロティ
一部強風に対する防風スク 村上 周三
リーンの効果について

‑出口

‑風洞実験ならびに現場実
魚本

偉人‑ 5 171 693.542.001.5

高橋

清孝‑10 441

岳生

697.95.032.22 : 533.6.72

測‑

自然林地と都市化域におけ
長期圧密された飽和粘性土歪冨内要覧‑ 7 296 6241131･22 04

る不飽和帯水分の挙動の相

の非排水せん断特性

逮(1)

虫明
‑小池

‑不飽和帯の水分保持特性

岡

功臣
雅洋‑10 445

泰道

556.142.04
634.0.117 : 911.375.2

について‑

芸蒜表芸嘉競芸芸差益･儲文莞･‑ 7 304 624124･04
形特性Ⅰ
地震防災に関する住民意識

片山

アンケート調査解析(その‑大友
1)

パッシブソーラーハウスの

恒雄
敬三‑ 7 308

加藤

芳明

村上

周三

361.91.311.213.3

ショットブラストを利用し
たコンクリート打ち継ぎ工 足立 一郎
法に関する基礎的研究(2)‑魚本 健人‑･11 479
‑平均深さを考慮した表面

西村

次男

691.322.059.3 : 621.795.4

処理度‑

実験的研究
一熟対流による空気の循環‑豪富誓冨‑ 7 316宝器:25=3697●329

セメント混合により改長し
た飽和軟鰍陸士の強度変造悪文君‑ll 482 624･131･24･04

形特性Ⅵ

一長期加圧養生の影響一

を利用した‑

セメント混合により改艮し
た飽和軟弱粘性土の強度変･豪語文票‑ 8 347 624･24104
形特性Ⅰ1
‑非排水せん断特性‑
セメント混合により改艮し
た飽和軟弱粘性土の強度変･儲文票‑ 8 351 624･24･04
形特性ⅡⅠ
‑排水せん断特性一

土のねじり単純せん断試験
(Ⅵ])

̲砂の平面ひずみね｡｡単‑霊志望妄‑ll 490 624･131= 620･175･22

純せん断試験(その5)‑

自然林地と都市化域におけ
る不飽和帯水分の挙動の相
逮(2)

虫明

･‑岡

‑テンシオメータによる降

小池

功臣
泰道･‑ll 497

雅洋

556.142.04 : 556.123.08

雨時の観測成果‑

土のねじり単純せん断試験

634.0.116 : 911.375.2

(Ⅴ)

̲砂の平面ひずみね｡｡単票語笠夏日8 359 624･131:620･175･22

純せん断試験(その2 )I

地震防災に関する住民意識

曲げタフネス評価方法
片山

アンケート調査解析(その‑大友
2)

秩‑補強コンクリートの.,,票憲 偉人
‑柿‑･12

加藤

恒雄

西村

次男

522

620.174.22 : 539.55

691.328 : 677.53 : 669.14

敬三･･･ 8 371 361,91:620･175 22
芳明

セメント混合により改良し
fv;ねじ｡単純せん断経

た飽和軟弱粘性土の強度変造悪文莞･･･12 529 624･131･24･04

̲砂の平面ひずみね｡｡単‑悪意覧･･ 9 397 624･131:620･175･22讐誌品法による整理̲
純せん断試験(その3)‑
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別(ABC順)
半溶融加工に関する実験的研究

‑* 11#‑

A

‑粒子分散強化型複合材料の半i容融鍛造

〟

5自由度制御形磁気軸受制御系の研究
相川

‑ 6特集247

に関する検討･ 2一

登･･･三宝詣題の定式化とサブシステムの分･‑ 6特集277

半溶融加工に関する実験的研究
一第12報一

解‑

一積層塾複合材料の半溶融圧延圧接に関
する検討‑

〟

5自由度制御形磁気軸受制御系の研究
), ‑誓書*E)｡効果による相互干渉のある系‑ 6特集281

半溶融加工に関する実験的研究

の最適レジュレ一夕の構成‑

〃

‑‑第13報‑

‑6特集251

‑ 6特集255

一半溶融按拝法による粉末の製造‑

On the Electrohydrodynamic ln‑
釧義寛‑;t,aabjぎー岩hZfgPi;慧言!cd Lcl:qnujS:tiu.nnd芸‑ 1速報35

F

也e Unipolar Injection Case

土のねじり単純せん断試験(Ⅴ)

浅沼

博‑冒三禁書器綜完遥炭素繊維/アル.･･ 9速報405

足立

一郎‑ト打ち継ぎ工法に関する基礎的研究(2)‑11速報479
‑平均深さを考慮した表面処理度一

福島

伸二‑一砂の平面ひずみねじり単純せん断試験･･･ 8特集359
(その2)‑

ショットブラストを利用したコンクリー

荒川

土のねじり単純せん断試験(ⅤⅠ)
〃

‑一秒の平面ひずみねじり単純せん断試験･･･ 9速報397
(その3)I

春彦‑･多次元quantumwellレーザとその特性‑ 4速報128

〃

土のねじり単純せん断試験(ⅥⅠ)
‑一砂の平面ひずみねじり単純せん断試験‑10速報419
(その4)‑

C

茅野

紀子･･･降雨を伴う風速の再現期待値･･‑‑ ･‑‑‑ 4解説109

〝

土のねじり単純せん断試験(VTl)
‑‑砂の平面ひずみねじり単純せん断試験‑11速報490
(その5)I

茅原一之･･農芸bPteiron Uptake in a Shallow Bed‑ 5速* 149

藤井隆夫‑遠望生物処理法によるフェノール排水の‑ 3速報91
千慮正男･･.Eyfh:iecnucBy LOisf,anthene Dyes Pumped‑ 1速報33

陳

〝

列旺･･･葦uelsBe畿㌶eThaotde)rinBambo0 ‑ 5遠* 164藤田

‑芳香族化合物の生分解速度‑‑‑‑‑‑‑ 5速報156

聴…雷窟8憲蓑露ぎ禁書欝基礎… 2速報6｡
研究‑その1‑)

雀 博坤‑讐讐至三言工芸蒜妄蒜達意01品‑10速報437

積層ゴムによる重量機器の免震支持
(第2報)

一免震支持装置についての基礎研究(そ
D

戴

9速報413

の2)一･‑･

予引張あるいは予圧縮ばねを利用した免

豊樹‑･黄銅の粉末鍛造用素材の製造について‑‑･･ 6特集259

出口清孝･･･芙豊詣蒜ける作業の安全限界に関する‑ 3速報97

藤田隆史･･･管窟㌔大免震床についての解析̲‑ 2速報56
その2‑)

超高層建物の1階ピロティ一部強風に対
〝

‑する防風スクリーンの効果について

‑風洞実験ならびに現場実測‑

積層ゴムによる重量機器の免震支持
‑10速報441

〝

‑(第1報

免震支持装置についての基礎･･･ 2速報

64

研究‑その1‑)

積層ゴムによる重量機器の免震支持
E

〟

ロールフォーミング汎用シュミレータの

(第2報)

一免震支持装置についての基礎研究(そ

･･ 9速報413

の2)‑

江藤文夫‑≡芸豊芸三晶雲霊昆形状のモデル化と‑ 8速報339藤田博之･儲トリーに伴う超音波パルスの周‑11遠削9｡

遠藤昇.･･≡慧監器三三≡芸芸芸≡ぉよび加‑･ 1速報29藤野正俊'･./('&X3窓における放電加工の能率 ‑ 6特集235
工に関する検討･ 1‑
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石川蜘‑竺蒜嘗慧詔書監Z濡宗l

H

萩生田善明‑警詣品ダイヤモンド研摩工具の製作･･･ 6特集231

･･･ 8粥355

An Extension of Dempster & Sllafer'S
石塚

満‑Theory to Fuzzy Set for Constructing‑ 7速報312

Expert Systems

予引張あるいは予圧縮ばねを利用した免
服部

卦‑腎晋,e;E大免震床についての解析̲‑ 2速報56

石田洋一‑雷基質亨誓諾悪業誓書豊莞雪讐讐慧‑ 2紬39

その2‑)

･

‑孝博‑三晶晶孟(=言言蒜詣完謂驚讐̲‑ 7速報316

莞霊宝嘉島嘉1‑Sn合金の相分離の高‑ 4速報124

石原智男･･･竺琶完霊姦孟三向けての所感̲=‑･‑‑ 1巻頭言9
原書四郎･.･粉末冶金と40年･･･････‑‑‑････‑･･････‑112詰451

市野瀬英書‑雷諾腎諾笠票tt=享三悪雪讐誓慧‑ 2解説39
原島文雄‑…ti,di:gsyTedme in a Posidon Control‑ 6特集273

〟 ‑芳纂霊宝姦姦豪11Sn合金の相分離の高‑ 4速報124
半谷裕彦=ヰ国(上海と北京)における大スパン構造‑11詔書?
伊藤

樋口

学‑･ボロン繊維の製造に関する研究‑‑I‑････‑I 2速報

52

俊郎‑ステップモータの開発と利用技術の動向‑ 6特集219
今西由利‑･地下鉄振動の近接建物への伝敵･‑‑.････11詔書467

工程間自動搬送システムへのリニアステ
〃

‑ツプモータの応用

(第1報
〟

‑ 6特集267

台車搬送装置の試作)

岩井勝美‑讐型空気タービン式波浪発電装置につ･･･ 8速報363

PM形ステップモータを利用した教示再‑
生ロボット

6特集270

岩佐

5自由度制御形磁気軸受制御系の研究

岩元

〟 ‑･篭鼎題の定式化とサブシステムへの

和敏･･･二重振動挙動を示すモデル反応系の研究･･･ 3速報

95

E

5自由度制御形磁気軸受制御系の研究
(第2報)

‑ジャイロ効果による相互干渉のある系

‑ 4解説109

日6特集277

分解‑

〟

義輝‑降雨を伴う風速の再現期待値‑‑‑

‑6特集281

の最適レギュレターの構成‑

片山恒雄‑海域鳩山地震の被害と‑の耐‑究‑ 1露書10
//

二層地盤内の波動伝播性状に関する数億 ‑4速報132
実験例

A Note on Stochastic Finite Element
久田俊明‑%thFO,daiipeawr!r5k'f｡r St,ucturalSafety･･･ 7速報300

〟

地震防災に関する住民意識アンケート調 ‑

〟

地震防災に関する住民意識アンケート調 ‑･

査解析(その1)

7速報308

and Reliablity‑

コンクリ‑トの練り混ぜ方法に関する基

星野富夫‑警雷雲畠主よる｡ンクリ̲ト品質の変‑ 3速報101
化‑

コンクリートの練り混ぜ方法に関する基

査解析(その2)

8速報371

加藤‑･･･警完諾雷雲における波動の伝播に関す‑ 9速報393

･ 詣芸芳志嘉妄言三雲讐破壊性状に及ぼ‑10速報425

〟 ‑讐腎禦11グおよび圧縮強度が最小.‑ 4速報136
最大となる条件一

加藤芳明‑･聖霊WTa,Bg13る住民意識アンケ ト調‑ 7速報308

本田

鉱一‑ボロン繊維の製造に関する研究･･‑‑‑･‑ 2速報

52

本間

Ni‑20Co合金上に形成された熱酸化蒔
禎一･‥膜における深さ方向陽イオン分布の‑2速報
AES測定

向

極限解析の圧延加工への応用(第3報)
四海‑･一分塊圧延等における先端部非定常変形‑12速報514
の検討‑

･

聖霊質豊漂る住民意識アンケ ト調‑･ 8速報371

72

刈込勝比古･･･警警芸孟品ダイヤモンド研摩工具の製作‑ 6特集231

川井忠彦‑三晶蒜讐?V警警袋霊悪霊宗L%の4)･･･‑ 8速8 343

･

完蒜記芸警警讐賢覧芸Lfo,OGF,5L‑ 9速報389

I

石井聖光‑地下鉄振動の近接建物への伝搬･･････‑‑‑11詔書467

〝 ..警欝化モf'レによる粘弾性地盤上の梁‑11速報475
川島

36

博之‑河川における自浄作用と白濁作用‑‑ ･‑ 7解説287
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国‑海域･唐山地震の被害と中国の耐需研究‑ 1宗10

･ ･･層災と土木地紅学‑‑‑‑･‑･‑･‑ 9要語375

〟 ‑警完試製票における波動の伝播に関す･‑ 9速報393 熊野籍従･.･TphuelsBeshAvdoi ㌶eTha.tde)r in Bamboo ‑ 5速報164
〟

低拘束圧下における不飽和砂の強度変形 ‑9速報409
舶和男‑bEyfn…iecnucByrOfa!earnthene Dyes Pumped‑ 1速報33
特性

〟

フィルダムモデルの振動破壊性状に及ぼ‑10速報425
す粘着力の影響について

半溶融加工に関する実験的研究

‑尚哉･･･=霊蓑最遠化型複合材料の半柵鍛造‑ 6特集247

半溶融加工に関する実験的研究

木内

に関する検討･ 2‑

学･･･=霊ioi票表層複合材料の製造および加‑ 1速報29

半溶融加工に関する実験的研究

‑i 128‑

工に関する検討･ 1‑

･

‑積層型複合材料の半溶融圧延圧接に関

〟

‥ 6特集251

する検討‑

至溶融加工法による複合材料の製造と加‑ 6特集179

半溶融加生に関する実験的研究

半溶融加工に関する実験的研究
〟 ‑=霊蓑書院化型複合材料の半溶融鍛造‑ 6特集247

〝

に関する検討･ 2一

‑‑第13報‑

‑ 6特集255

一半溶融授拝法による粉末の製造‑

半溶融加工に関する実験的研究
一第14報一

一粒子強化積層複合材料の製造および加 ‑12特集510

半洛融加工に関する実験的研究

工に関する検討･ 3‑

〟 ･･=宗鑑材料の半溶融圧延圧接に関.･･ 6特集251
する検討一

桑原

由行目き裂内溶液中の電位分布の解析‑･･･‑‑････ 8速報367

半溶融加工に関する実験的研究
〟

･

自然林地と都市化域における不飽和帯水

‑一第13報‑

‑

‑半溶融擾拝法による粉宋の製造‑

6特集255

小池

‑不飽和帯の水分保持特性について‑

‑10速報445

自然林地と都市化域における不飽和帯水

讐警票警遠雷芸孟雷?4(F̲4#) ･･‑･･ 8速報335
〟

ロールフォーミング汎用シュミレーター

･

雅洋‑分の挙動の相違(1)

分の挙動の相違( 2 )

‑テンシオメータによる降雨時の観測成 ‑･11速報497
果‑

讐要覧習晶基冨冨最のぴル化と計‑ 8速報339
高田橋俊夫‑讐警軍票警遠雷芸急告汽)讐4報)‑･･･ 8速報335

算手法‑

),竺蒜嘗望謂詔至芸冨票̲

ロ‑ルフオ‑ミング汎用シュミレータ‑

･‑‑･･8速報355

･ ･･･竺禦要覧習晶基雷冨昆状のモデル化と･･･ 8速報339
半溶融加工に閲する実験的研究

計算手法‑

), =霊蓋票表層複合材料の製造および加‑12速報510
工に関する検討･ 3‑

極限解析の圧延加工への応用(第3報)
‑一分塊圧延等における先端部非定常変形‑12速報514

〃

ロールフォーミング汎用シュミレーター
//

の検討‑

‑の開発に関する研究(2)

‑C形鋼･ハット形鋼の解析‑

‑12速報518

‑C形鋼･ハツト形鋼の解析一

‑12速報518

児玉秀文‑琵筋蒜より補強された砂地盤の支持力持‑ 1速報25

ロールフォーミング汎用シミュレーター
〃

‑の開発に関する研究(2)

･

鉄筋により補強された砂地盤の支持力特
竺三品試験による補強メカニズムの研究‑2速報60
I一

ステンレス鋼の高温における疲労き裂成

北川英夫‑讐造言芸去警蒜表面き裂の疲労き裂成･‑ 5速報167
長挙動‑

鉄筋により補強された砂地盤の支持力持
I,竺三冠試凱よる補強メカニズムの線･･3速報83
榔工

JJ

木下

‑き裂内浴液中の電位分布の解析･･‑‑‑･‑ 8速報367

健･･鳶讐型空気タ ビン式波浪発電装置につ･･･ 8速報363

･

鉄筋により補強された砂地盤の支持力特
竺三蒜紬による補強メカニズムの研究･･･4速報117
舶丁

木村細目･警諾過法における膜およびゲル層特性‑ 5解説141

小林 晃･･竃呈芸姦豊裏芸誌昆警した飽和軟鮒･･･ 7速報304
久保慶三郎‑海域･唐山地震の被害と中国の耐震研究･･･ 1詔書10
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生

セメント混合により改良した飽和軟弱粘
〟

‑性土の強度変形特性ⅠⅠ
一非排水せん断特性‑

))

‑性土の強度変形特性III
一排水せん断特性‑

産

研

究

鉄筋により補強された砂地盤の支持力持
I,竺三冠紬による榊メカニズムの研究･･･3速報83

‑ 8速報347

ⅠⅠ‑

セメント混合により改良した飽和軟弱粘
･.I 8速報351

鉄筋により補強された砂地盤の支持力特
), ･.孝三諾試験による榊メカニズムの研究･･･ 4速報117

セメント混合により改良した飽和軟弱粘
〃

‑性土の強度変形特性 Ⅳ
‑全応力法による整理‑

1川‥

‑9速報401

5自由度制御形磁気軸受制御系の研究

水野

セメント混合により改良した飽和軟弱粘
〃

‑性土の強度変形特性 Ⅴ
一破壊の仕方と強度特性‑

･=10速報422

分解‑

5白由度制御形磁気軸受制御系の研究
JJ ･･鳶禁｡効果による相互干渉のある系･･･ 6特集281

セメント浪合により改良した飽和軟弱粘
〃

‑性土の強度変形特性 Ⅵ
一長期加圧養生の影響‑

セメント浪合により改良した飽和軟弱粘
〃

‑性土の強度変形特性 Ⅵ1

毅‑篭品題の定式化とサブシステムへの‑ 6特集277

･･･11速報482

の最適レギュレ‑タの構成一
‑12速報529

三藤正明･･･雷雷票化びルによる粘弾性地盤上の梁‑11速報475

‑有効応力法による整理‑
三友

小林一輪‑禦諾莞強コンクリートの曲げタフネス･=12速報522
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