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1巻頭司

1研究解説

　　第1部（応用物理・応用力学・応用数学）

材料の表面と疲れ（3）………北川英夫…492bSll：＆Pl5

蝦署あ雛難における物…辻泰・・41・6541・・83・・57
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　アプローチー

　　第2部（機械・精密・船舶）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620．175．24
線材の捻回試験について一…・・鈴木　弘…355539．385
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　669．141．24－426
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微分項を含んだ操舵系の研究…平尾　収…11309629，113・014・5

生産工程無人化の基本的手法…森政弘…12353658．・5．・011．・56

　　第3部（電気・電子）
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　　　　　　　　　　　　　　斉藤成文
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　　　　　　　　　　　　　　大野　豊

自己同期符号について…………安田靖彦…10283811：ll＆lfg

憲Rを用いた交流サーボ増幅…矯釜讐…1・・89　911S％％4・°26

　　第4部（応用化学・冶金）

器蒐譲雛甥鰹光・・鋸武嶽…22g羅え21

掬ご験麟塑粒界の…石畔一・－23S　lll：響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　542．952，6
欝欝導認　ンの放轍治通…245§ll；1鮮・2

霧一キ・とその澱・翫鎗・411311171臨

擢灘ウム塩噺・雛計6151器・

有機求核置換反応における溶　浅原照三
媒効果　　　　　　　　　…妹尾　学…6156％；・、lll：1愛．1：1，

　一ラウリルクロライドと水硫化　新井　健　　　　541．12．038．2

　　ナトリウムの反応を中心として一
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鶉翻猟醜理に関…礪邦太舞…9　246　lll°．・llbl，，，．　i、

鞭製鉄法のための研究に…実編稟…1・27・669・・16

幣瀬擁素を利用し嗣・・騰乙丸…11　313　lll：ll985

バナジウム資源の諸問題とそ　野崎　弘
の生産法　　　　　　　　　…藤代光雄…11320669．292．1
一砂鉄中よりバナジウムの有機　尾山権吉

　溶媒による捕集研究一

　　第5部（土木・建築）

響床形態の研究の雌につい…翻曼潅…11111：191：ll，

　一特に20世紀初頭までの研究について一

魏奪吉¢鰭鯉定にお…川・投重也…365・539．　3．・82・・54

蛛撃嗣コンクリートに一小林一噛行・・5・34　991：ll含125

　一現状と問題点一

棘観の地域綴蹟荷……期癖醒…7183巨lli難均27

鯨細の大気汚染と囎……讐田羅…8・223・614…

設計方法のシステム化…………池辺　陽…10294005・72・01

畿謡鴇犠難隅薦井・評…12361111：lll：ll・

i研究速報i第1部

ホログラムを用いた共役波面＿松本和也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　…1干渉法　　　　　　　　　　　　　　小瀬輝次

麗簑薯騰身灘撫護一2

弾塑性問題における剛性マト
　　　　　　　　　　　　　…山田嘉昭…3
リクス

砧談納および動的特…瀧千講…3

18　535．412

　541．183．57．036

51111二1晶き4a

　．226．3－31－183

75　539．37

77　621．979－754

誉雛学によるホ゜グラフィ…小瀬輝次…514・535…2

券欝齪鷲醐騨の…糠巖…7194111：翻

灘礁散舌Lによ破灘塗一823・lll・ll‘・・°s2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　669．296
吸収電子測定法によるジルコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　539．219－1
ニウム中への酸素侵入曲線の…本間禎一…8233533．15

観察　　　　　　　　　　　　　畿1影1

隻鍛式アーチー鯉鎌膏・11　33・囎　

発鍮畿欝による液駆・・嶽驕更…12・366・539・384・・

光学的配相階・…・…・…・・…鵜線…12・369・535…9

難襲の管路の踊実…騎重齢…12　371　lll：ll・・

　　第2部

嚇・ン・・一・ガ蝋欝齢7gl竃㌔1蝉

嬬経微あ擁騨鰹…嵯齪夫…381　lill612‘”2

累翻薦ユムレータ制御…内閏獄…4・・21　lllsllltl263”s2

耗駆ッチ’プ゜セスの最適…奮屋離・・…4211：臓52

高膨張比におけるラジアルタ＿水町長生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　6168621．438－226　　　　　　　　　　　　　　山下雄康一ビン用ノズルの特性
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駿継手の繭雛に財る…套雛謬…7・196・621・838・・

脇調整弁の静隙関する一響量・・7198－・

圧力調整弁の動特性に関する．．．石原智男
　　　　　　　　　　　　　　　　　…　7200621．646．4　　　　　　　　　　　　　小嶋英一研究

蕪則分縣数繭耀式の…難昌霧…7・・2　lll291”3

一変断面棒の縦振動一

縫論螺子に関する基礎…難謙良ボ925411；lll・・

講l！毛リブデンの灘機構…躰健一…9・256・621．892・・

轟藷アキユムレータ系の…郭仁波…　9・259・621・182・・263

暴灘難諜関鑑講一11　333・621・434．013．2

／ti是ス球充て礪の熱伝弊・難誰・・1237411％難

　　第3部

至玄只籾鐸多縛式に…蘇穰発…1・・ll！1翻a8

鑑灘騰醐流嘩薫酔83：轍lll，
鶴離難方式による甑・癬整簾…385　1・635・・247・・‘・°83

灘幣厚いCdS圧鞍換子…獲毒議圭…5144111：lll：13

馨灘よる高電圧がいしの…灘璽選…5146111：き三含6か757

鱗繊響舞購孔一lll　ll　：11

携讐翻三翁水晶発囎・・灘幹難…　8　236　lll・373・42’

鎌羅講岨騨難一1…1騒1§轟
　　　　　　　　　　　　　西森武弘

隻影辮鶴定における負レ…河腱雄…1…3621．317．・326

養誕鱗におけるひずみ補…高木幹雄…1…5111：1；1：1，

第4部

譲鯉理的儲による反…響蕾畿朗…1

　一モレキュラーシープによ
　るブタノールの脱水反応一

　　　　　　　　　　　　　浅原照三

　541．128
　541．183．53．03
23　661．183．6

　542．936．7
　547．264

Σ電講際磁徽墾誉・・253騨：1

蓬轟讐勢゜一耀藤籍3・・量ll：191・1・

糊繍薬としての塩螺雛411giii：靴

鰍高磁のクリープに・…EiM洋一・・5148111ill臨，

乙惚呂甥タン（TCA）・・薪難毒…617・ll櫻

　　　　　　　　　　　　　金　広正

黙騒～筋繍論照…竃灘…6173…一・2
　　　　　　　　　　　　　後藤信行
3一ヨードペリレンの合成とそ．．後藤信行
　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　6　175　547，681
　　　　　　　　　　　　　古賀悦之のUllmann反応

麟鰻編囎・繍影7・・41象鼎
罰の鞭域と時間畷蝉…白鳥i＆“’行…7・・6118：lls

鋪難詳虻イドガラ…撒恥9261難島

驚騰ブタジエンの・・灘i薪9263111：ll9：1‘’31

蕩舅騰騰テ・と・・耀三一92651響6

鴨離鮮によるテ゜・轡騙…926盤lll：1、

購鵜試作とそ囎叢髭11335111熱

売一一ヒ学概盤轟11337111愚

講灘鏡による金属結一蘂器勤133gll躍：9・

鰭轟翻潮縫化銀の…雛鯉…1237611i9141．・

　　第5部
蒙羅・ンクリー・の高圧…雀翻…12511§ll樵56

一圧縮強度におよぼす養生条件の影響一

攣地域における道路交通調…川浦潔…11341111含｝1≧°21

自動車交通流の車頭時間間隔＿越　正毅　　　　　　　　　　　　　　　　　…　11　344　656．13．021
分布　　　　　　　　　　　　片倉正彦

［雨司
ヨーロッパの道路と道路　　　　　　　　　　………星埜　和…1　16625．・7、656．1（4）
交通事情

鶏瀟セツツエ科大学に…石田洋一…7・191・378・662・744・

騒2霧施設におけるいく…石田洋一…9252・61・6・・57

［劃
試嚇鉱炉研究グ・レーf’…一話虚皐響…1…766－…57

藤高研究室……・・………………・藤高周平…11346811：llO27．　7

坪井研究室・………………・……・川股重也…1237881i：91b4

著者別（ABC順）

　　　　　　　　　　　　　　　　号種別ページ　UDC
　　　　　　金属一酸化物一半導体

…夫難鞠藤8速報234illl蹴
　　　　　　処理の影響

　　　　　　生体機能をもつ情報処　　　　　　　007・5162－503

合田周平蟻翻羅チP’”9轍239111：lll：97
　　　　　　1MICTRONの応用一

合田　周平

新井　五郎

新井　　健

生体機能をもつ情報処　　　　　　007．5：62－503

蟻翻難珊゜”1°轍276111：lll：17

1MICTRONの応用一

磁鯉ζ協．．鑓報・7・lll：ll；

ブイ

有機求核置換反応にお　　　　　　547．・269．・181．・6

灘贈鴛艦’°欄15懲1％器、
を中心として一
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有田　喜一

浅原　照三

浅原　照三

灘照三磐艦車鍛忌・9齢263

浅原　照三

浅原　照三

芳香族アルデヒドとケ　　　　　　542．952．6
テンとのカチオン共重…9速報265547．571
合反応　　　　　　　　　　　　　547・387

ビニル化合物のエネル　　　　　　541．138．3
ギ準位と電極における…2速報　53542．952・・6
反応性　　　　　　　　　　　　　547・3

有機求核置換反応にお　　　　　　547・269・181・6

昊灘魁艦纈1561髪：1蒙6鷺、

を中心として一

　　　　　　　　　　　　　　　　547．315．24－31
　　　　　　　　　　　　　　　　542．955，1

芳香族アルデヒドとケ　　　　　　542．952．6
テンとのカチオン共重…9速報265547．571
合反応　　　　　　　　　　　　　547・387

竪鶴継繍髄報26礫；lll：1、

江上　一郎　雀部高雄君を悼む……10巻頭言26992（sasabe）

江上一郎轡溶鉱炉研究グル…1・霜究寡・・766－・…57

麟陽一類棘系の等価回路…1轍・ll9・317・1・°72

麟陽一巌隷闘し罐高・・8轍・・6

藤本

藤代　光雄

藤田雌撹鶴錘窺電圧力〉“…5速報14・

騙解溌鶴燵薪圧「bS…5速報14・911：llg・・62”757

鵬周平編研究室　…1畷鐸346111：ll。27．，

　　　　　　自動車用ガソリン機

古谷陥璽欝飲齢嚢・・41趨33362…4…3・・
　　　　　　何学的条件の影響

　　　　　3，　3一ビス（ベンゾキシ
後藤　信行　メチル）オキセタンの…6速報173547。718－581．2
　　　　　　合成とその反応

　　　　　　3一ヨードペリレンの合
後藤　信行成とそのUllmann反…6速報175547．681
　　　　　　応

　　　　　　露光済写真乳剤中の
浜野裕司 蝌k雛「m’準位゜°’12速報37611igl…

浜崎裏二巌藻使用し耀高…8轍216111藩312

原島文雄邸離贈交流サ…1・轍28g麗ll24°26

長谷川縫灘霧羅難騒る…11速報339　ll8：1§1：1、

早職夫磁駕鰐翫髄報・7・羅
　　　　　　フフイ

平尾

平尾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　621．317，312
　　　　　　　　　　　　　　　　　　．082．55

　　副共振に起因する水晶
洋発振器の二重発振の一…8速報236621．373．421．13
　　例

　　バナジウム資源の諸
　　問題とその生産法　…11解説32066g．292．1
　　一砂鉄中よりバナジウム
　　の有機溶媒による捕集研
　　究一

　　　　　　　　　　　　　　　　　621．315．62－757
　　　　　　　　　　　　　　　　　534．　6－8

収畠動車に関する研究問…5轍12362・1・3…

収難羅含んだ操舵・・41緻・・9・629…3．・・4．・

本間　禎一

本間　禎一

本多掻惹欝蕪ご晃蕪塩・旛説15・

堀内　重治

　　　　　　　　　　　　　　　　669．　296
吸収電子測定法による　　　　　　53g．21g．1
ジルコニウム中への酸…8速報233533．15
素侵入曲線の観察　　　　　　　　546・21－121
　　　　　　　　　　　　　　　　537．533．74

鉄鉱石の熱割れ機構…12解説347622．34L　12
一イタビライトにおけ　　　　　　　　　548・58
る結晶学的アプローチー　　　　　　　　539・377

　　　　　　　　　　　　　　　　547．557
　　　　　　　　　　　　　　　　541．141．7

金属一酸化物一半導体

虜鰐9翻鞭曲馳速報23囎lll鴛
に及ぼすバイアス・温　　　　　　．4
度処理の影響
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躰健一議縦♂ぞンの潤…9速報256・621・892・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　海外　　　　　　ヨーロッパの道路と道
　　　　　　　　　　　　　　　…1星埜　　和　　　　　　　　　　　　　　　　　事情　　　　　路交通事情

16　625．7：656．1（4）

古川勉聡繕ツキンとその作・・鯉説113111温1・・

池辺

井原

飯田　貴也

飯田　武揚

今岡　　稔　GeS2系カルコゲナイ…9速報261546．289

稲葉

井ロ

井口　昌平

石田　洋一

石田洋一彗終諒艦藩・・髄報148111欄。、，

石田洋一昊革繍秘者工科・・7難・91　378・662（・44）

石田洋一整狸螺離騒おけ・・心難252・6…6・・57

石田洋一灘離騨藻豪る・・髄報33g　ll8：｝ll：1・

　　　　　鉄鉱石の熱割れ機構…12解説347622．341・12一色　貞文
　　　　　一イタビライトにおける　　　　　　　　548・58
　　　　　　結晶学的アプローチー　　　　　　　　　539・377

石原智男齋慧野動雛に・・7燕・9662…8・・

石原醐潔響議の静難に…7速報・98・62・・646・・

石原醐暴鷲葬の動盤に…7速報…62・・646・・

伊藤利治雛聾蕪崖リート…1速報2S　lll：9％pgls6

　　　　　一圧縮強度におよぼす養　　　　　　　　539・411・015
　　　　　　生条件の影響一

郭厳編轟藷ムレー・・腿報25962…82・・263

　　　　　　3，　3一ビス（ベンゾキシ
亀山　宣男　メチル）オキセタンの…6速報173547．718－581．2
　　　　　　合成とその反応

片倉正彦轟瀦離騨の輯…11速報・44・656・・3・・2・

加藤勝行雛董熱チダム振…11速報33・ll；欝゜42’　7

河田汎鶴蟹マトン吠・癬説・・9・・7…519・・

　　　　　　一ディジタル機械の数学的表現一

河・雛灘璽器嘱繍そ…11速報335111：lll：ll・

　　　　　　変位およびひずみ測定
川股　重也　におけるモワレ法につ…3解説　65539．・3．082．54

　　　　　　いて

川股重也坪井研究室…・…一・・…12籍塀378111：ll。4

河村灘馨蝿蠣鵠に関す…5轍・2711響322・

河村灘紮鍛鯉巽蕎け…1・速報・・36－326

川浦潔驚魏難おける道…1漣報34111騒゜21

　陽　設計方法のシステム化…10解説294005：72．01

博茜蕪謙’ハンガ…5・iSl報79　911illl971・

　　　呂甥辮鰍歩…3速報・・1書1：199、1、

　　　ラフィ

　　　膿藻呈灘腰．．鯉説2g　lll：lll．、、

　　　について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　666．246．3

　　　螺痴臨2て　　　．・4’22・一・65

　　　逆起電力法による直流　　　　　　　621，313．223
　　　電動機速度制御の一方…3速報　83・024・　2－9　博
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