
【淵 Af】

心.&文は,乃Pは}Ll心人･1i'='1三井11i'.Wから川内fYT'11''としてJR追され･火l;iノく

･y･,LE～.技的研究Iyr312(.1irrll目線臼と教授の御指導を受け･L111;I.人'Ll'=′川 技祢iGJf究

lllのt.･iノJ研究ii1,-r.父2'･帽 から として,iIとして千柴父5W fで行った研究の

lJ以上をrll'･I.'J.lIl"F'川,lJL文としてまとめたものである

人ニN-文をまとめるにあたり,本研究のE;fl好か ら終好軸 心な御指導と訓放′J-,-を

如 ､た小川城川教授に心から深く悠淵致します また.本論丈の冶イ[において

i川 なIl!JIH.Jを収って戚いた如 し,m '.)(･'r'F,'iJ/t,Y'系G)f'J7t科 W ll]打に 教授･fll滞

批倍糾<紬 よぴLIi)ItJn '-,l三177JuWLi研究所 什 /hlr軸放校,火);1人′llrl,1日郷戸';'八

r.,lGJf･光センター 紺小 兵俊教授の,消光′lJJに乱刺致 します

JJ)(究を過てけ るにおいて,｢l々 のuf光から小論文のまとめに1･るまでのT<

いりIJ絶えうおl‖"Lr,になりました火);i)､,-;･'.'LJ･L-rM tiG)r匁fr'1りIrG)r究'iLの'̀̂'-JnH'rJ

l帖 (～ ･】LlrlL･7-6)r究Ifr),野｢l捕∠捌 tl'L'･.'および捌く人t/lJ'-小錦'lJ':には/Xく感

.AIL長ILl また.､J'liI純 );L人Ll'･のr･lJH:"抑 rの･■;'=/lであった 'W ･kllJjIllJH(fEl!化

･･i･･GJf･Ptlrrl.'J別研究rlを群て.Bl･仰 Iu6)rrH),･lrt 挺紺 11日 (Bl･lt0Y^L川)

には肝光データの,,)flJrfこついて御孜小を戴き駄胡します.とくに.'al聖 典IJJJf.-I

t:とは3也のれ叫での允必 二rq子了Lており･Ar'の･XfV･r･の人ソ̂tさ引111った放

いた また.申川t.什究'lLIJに研究L′L･として派述されていたスタンレー'･LilLnJのl●ユ

kT,)瓜 il雌 氏および川 .(.肌 とは日々の川''̂i'lI.Iを柴しむことかできた IF'川iJf

)t･-1Lに仙 三LTこl削除から刑 [･?'EJr/～J,J-rの人tも .鮒FH.FF:'llri一郎技術上ユからは･

･j湖 ,Ll･.I(.lの一部として振動テーブル朕雌 の耶 :卜 式をllu.川して･i'iiRな'h蚊テ

ークを-1JLることができT=ことに悠ugi放します

GJf允を赴めるにあf=:).桃井秀†別 ｢)t'j･'ではItlI日工プレス,1~一 トクラフ｡̂娘

侃 山tt竹 に畑l縦続を目的 にI."Hllさせて放き.若く仏刺しております
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また.Ll心ピラー･rLからは州ttLのItiEl.を(,",川Tさ.辛 -.')-lJi-キノIiに

はl'kJfZ,Jの′くノナをZZj作して.qkL､(こ JIfi九.汚日日山か}'IiJJhItを辿してJLi.'･)1ZlJ

玖nlのKIL'ti1人を,アル ミナ馳I純 )はl:-:1人ドljtTr.rりから1.ElIlLJ,えいた 大川Jか化

It買rLでは徽糾玖lJJ人のスプレー トライiu､1.71t,l!IrlEllでは敢糾玖扮人のIJii

J･Ju追ILll.を'ITって赦し,た ノくr棚与玖鋪托に1.ま微糾玖IJJ人のti比J,川J'liPJ'ii:,玖粉の

成'JI分析を仏軸し. さらにSUS316L蝕扮人をli:Ilも扱いた Ell'川1'LLiT二L相からは的

凡に†/{･lrlIしてアル ミナ微粉,4(,アルミナの珠状もyifEl,lt.∴Jlll-_又㈹からは破け

弘の微粉人を.扱いている これら企叉のIWnJ;:'iil;IJ=汎qlLます

JJ)FJJU..の･lk川の-:lluまノミm機械抜bTlT払桝 朋川の研兜肋IJXおよびYJ'r目抜(仰の父

･'j･'介を･1けており,また.H,本人■､i'JL;I:獅 J｢先助成介 ･-AMJF'JNL(､1′成6iI-･Iii=)杏

放いたことを明.,LlしてJ･EM!放 します

'■'lll:]の中温6)f究ノlとして人研究の'R版を J=lムつて放いたlH 人ゝ′';''の′';''/lには

川.l"I,Ili'lJi(lJi.l刑.I:/.･:I.L･逝く和), 人描久脱JJ.(トりゝ̂'Ll'人TF,-;桔 (.以 ･大滝

成Jl壬l二丈(lX)),成川共成イI(別 ･山形ナンヨナル(叫),令)I /.A,Jt(Il人^'l).Jl̂'liL'

F;ll箸(.以 ･t印土ツ染'心機矧′=4-r).EHlF仏和jJ(也 .&JIL',Li裟(川), (.,ILl日加久

n(Lu･㈱キンセイJ7T;.A),松 r･.抑l)川 (朗 ･rlllJLJTJ山伽(r付)らかおり感謝 します

,'Ii掛 二心Uf')～Lの扱会を'Jえて射 ,た.日本人′.lHE'ylr上ノ;'湖 のI父】臨Al立と占満

のHl勺肝;･'･'Jt.に中川戚印教授与川成 して就き.かつ[1l''YlFIには帥究'+'へのホ作

をお.I.′lL放いた)亡‖小人-;･'助放蛭花川TL'-九J暮にLILFJILのCPをJくわ して.AJIWのiJ,

ひと放 します
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