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株式会社コベルコ マテリアル銅管　技術部　研究室 研　　究　　員 伊　藤　真　一
株式会社コベルコ マテリアル銅管　技術部　研究室 主 任 研 究 員 細　木　哲　郎
株式会社コベルコ マテリアル銅管　技術部　技術室 室　長　代　理 渡　辺　雅　人
株式会社コベルコ マテリアル銅管　技術部 部　　　　　長 崩　岡　久　敏

淡水中における高強度Cu‒Sn‒Zr 系合金の銅イオン溶出におよぼす酸洗処理の影�響  185
ダイダン株式会社　技術研究所　主管研究員、
岐阜大学　工学部　化学・生命工学科 大　学　院　生 田　中　法　幸
岐阜大学　工学部　化学・生命工学科 大　学　院　生 渡　邊　一　平
岐阜大学　工学部　化学・生命工学科 学　部　学　生 池　田　　　達
岐阜県セラミックス研究所 専門研究員・博士（工学） 尾　畑　成　造
株式会社ダイワテクノ　設計部 設　計　課　長 後　藤　慶　太
株式会社ダイワテクノ 技術参与・博士（工学） 山　田　　　豊
岐阜大学　工学部　化学・生命工学科 教授・理学博士 櫻　田　　　修

淡水中における高強度Cu‒Sn‒Zr 系合金の腐食挙動におよぼす pHおよび流速の影�響  191
岐阜大学　工学部　化学・生命工学科 大　学　院　生 渡　邊　一　平
ダイダン株式会社　技術研究所　主管研究員、
岐阜大学　工学部　化学・生命工学科 大　学　院　生 田　中　法　幸
岐阜大学　工学部　化学・生命工学科 学　部　学　生 池　田　　　達
株式会社ダイワテクノ 設　計　課　長 後　藤　慶　太
株式会社ダイワテクノ 技術参与・博士（工学） 山　田　　　豊
岐阜大学　工学部　化学・生命工学科 教授・理学博士 櫻　田　　　修

《塑性加工》
ハイブリッド用銅異形マグネットワイヤーの開�発  196

東海大学　工学部 教授・工学博士 吉　田　一　也
東海大学大学院　工学研究科 大　学　院　生 長　島　　　遼

銅のファインブランキングにおけるダレ形成要�因  202
東海大学大学院　総合理工学研究科 総合理工学専攻 淵　脇　健　二
鹿児島県工業技術センター　生産技術部 工　学　博　士 牟　禮　雄　二
東海大学　工学部　精密工学科 教授・工学博士 吉　田　一　也
日本工業大学　工学部　機械工学科 名誉教授・工学博士 村　川　正　夫
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《複合材料》
Ti‒substituted�alumina‒dispersion‒strengthened�Cu�alloy�fabricated�by�internal�oxidatio�n  208

Korea Institute of Materials and Science Senior Researcher Jee Hyuk Ahn
Korea Institute of Materials and Science Principal Researcher Seung Zeon Han
Korea Institute of Materials and Science Senior Researcher Eun-Ae Choi
Changwon National University P r o f e s s o r Jehyun Lee
Kangwon National University P r o f e s s o r Sung Hwan Lim
Pusan National University P r o f e s s o r Kwangho Kim

モンテカルロシミュレーションによる、銅安定化超伝導複合テープにおける電圧端子間領域の
超伝導特性に及ぼす構成区間のクラックサイズ差の影響の描�出  213

京都大学　構造材料元素戦略研究拠点 特任教授・工学博士 落　合　庄治郎
京都大学大学院　工学研究科 准教授・工学博士 奥　田　浩　司
京都大学大学院　工学研究科 大　学　院　生 藤　井　紀　志

スパークプラズマ焼結法によるCu‒Zr/Cu 複合焼結体の作製とその特�性  219
日本ガイシ株式会社　金属事業部　開発部 研　　究　　員 中　島　崇　成
日本ガイシ株式会社　金属事業部　開発部 研　　究　　員 伊　奈　幸　佑
日本ガイシ株式会社　金属事業部　開発部 マネージャー・工学博士 村　松　尚　国
東北大学　金属材料研究所 教授・工学博士 後　藤　　　孝

メカニカルミリング法で作製した 65/35 黄銅合金粉末の特�性  224
日本大学　生産工学部　機械工学科 教 授 ・ P h . D 久保田　正　広
日本大学大学院　生産工学研究科　機械工学専攻 大　学　院　生 渡　辺　涼太郎

［現：大森機械工業株式会社］

MM‒SPSプロセスで作製した 65/35 黄銅の特�性  228
日本大学　生産工学部　機械工学科 教 授 ・ P h . D 久保田　正　広
日本大学大学院　生産工学研究科　機械工学専攻 大　学　院　生 渡　辺　涼太郎

［現：大森機械工業株式会社］

《切削》
鉛レス快削黄銅の熱処理条件が切削特性に及ぼす影�響  232

静岡大学大学院 大　学　院　生 仲　澤　　　稜
静岡大学大学院 博 士 （ 工 学 ） 酒　井　克　彦
静岡大学大学院 博 士 （ 工 学 ） 静　　　弘　生
株式会社キッツメタルワークス　開発グループ グ ル ー プ 長 為　田　英　信
株式会社キッツメタルワークス　開発グループ 係　　　　　長 照　井　尚　徳

ビスマス添加黄銅の微細穴加工における切削挙�動  237
大阪産業大学　工学部　機械工学科 准教授・博士（工学） 澤　井　　　猛

C6932 の細穴ドリル切削に及ぼす組成の影�響  243
三菱伸銅株式会社　三宝製作所　開発部 主　任　代　理 片　桐　慎　介
三菱伸銅株式会社　三宝製作所　開発部 シニアフェロー・工学博士 大　石　恵一郎
三菱伸銅株式会社　三宝製作所　開発部 主 席 研 究 員 岡　　　尚　之
金沢工業大学　工学部　機械工学科 教授・工学博士 加　藤　秀　治
金沢工業大学大学院　機械工学専攻 大　学　院　生 山　村　拓　己
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《材料開発》
水素中時効によるCu‒Ti 合金中不連続析出物生成の抑�制  249

東北大学　金属材料研究所 准教授・博士（工学） 千　星　　　聡
大阪府立大学　工学研究科　マテリアル工学分野 教授・博士（工学） 金　野　泰　幸
大阪府立大学　工学研究科　マテリアル工学分野 客員教授・工学博士 高　杉　隆　幸
DOWA メタルテック株式会社　金属加工事業部　磐田技術センター 主 任 研 究 員 兵　藤　　　宏
DOWA メタルテック株式会社　金属加工事業部　磐田技術センター マ ネ ー ジ ャ ー 須　田　　　久

熱加工プロセス条件の最適化によるCu‒Ni‒Co‒Si 系銅合金の高導電�化  254
DOWA メタルテック株式会社　金属加工事業部　磐田技術センター 主任研究員・博士（科学） 兵　藤　　　宏
DOWA メタルテック株式会社　金属加工事業部　磐田技術センター マ ネ ー ジ ャ ー 須　田　　　久
DOWA メタルテック株式会社　金属加工事業部　磐田技術センター セ ン タ ー 長 成　枝　宏　人
東北大学　金属材料研究所 准教授・博士（工学） 千　星　　　聡

Cu‒Sn‒Mn 合金の形状記憶特性に対するMn添加量と熱処理の影�響  260
横浜国立大学大学院　工学府 大　学　院　生 金　子　大　亮
横浜国立大学大学院　工学研究院 准教授・工学博士 竹　田　真帆人
日本ガイシ株式会社　金属事業部　開発部 研　　究　　員 中　島　崇　成
日本ガイシ株式会社　金属事業部　開発部 マネージャー・博士（工学） 村　松　尚　国

Development�of�high�strength�and�highly�electrical�conductivity�Cu‒1wt.%�Ag�alloy�wir�e  265
Korea Institute of Industrial Technology, Sungkyunkwan University R e s e a r c h e r Jimin Lee
Korea Institute of Industrial Technology, Sungkyunkwan University R e s e a r c h e r Sunki Kim
Korea Institute of Industrial Technology, Inha University R e s e a r c h e r Daeyeon Cho
Sungkyunkwan University P r o f e s s o r Jinho Joo
Korea Institute of Industrial Technology Principal Researcher Hoon Cho

Cu5Zr 系金属間化合物の結晶構造と相安定性に及ぼすAg添加の影�響  269
東京工業大学大学院　理工学研究科 大　学　院　生 関　　　一　樹
東京工業大学　物質理工学院材料系 准教授・博士（工学） 小　林　郁　夫

シリカ担持銅触媒を用いた重水と水素の交換反�応  275
群馬県立群馬産業技術センター 所長・理学博士 鈴　木　　　崇
群馬県立群馬産業技術センター 独立研究員・博士（工学） 恩　田　紘　樹
桐生ガス株式会社 特 需 開 発 課 長 村　上　恵　理
桐生ガス株式会社 技師・特需開発課 高　橋　健　人
桐生ガス株式会社 取　　締　　役 道　前　嘉　三
桐生ガス株式会社 取　　締　　役 槇　　　孝　雄

《機械的性質》
Cu‒P 合金の疲労特性に及ぼすりん濃度の影�響  282

室蘭工業大学　もの創造系領域 准教授・博士（工学） 安　藤　哲　也
室蘭工業大学　生産システム工学専攻 大　学　院　生 加　藤　曉　生
室蘭工業大学　生産システム工学専攻 大　学　院　生 榎　本　崚　汰
株式会社 UACJ 銅管　伸銅所　技術管理部 主　　　　　事 玉　川　博　一
株式会社 UACJ　技術開発研究所　第五研究部 主　　　　　査 河　野　浩　三

巨大ひずみ加工で作製された超微細結晶粒Cu‒Zn,Cu‒Si,Cu‒Ni 固溶体合金の硬度とそれらの比�較  286
金沢大学　理工研究域　機械工学系 助教・博士（工学） 國　峯　崇　裕
金沢大学　理工学域　機械工学類 学　　　　　生 渡　邉　美　波
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銅材料の溶接性に及ぼすタングステン電極組織の影�響  291
茨城大学　工学部 准教授・工学博士 車　田　　　亮
茨城大学大学院　理工学研究科 大　学　院　生 小　野　稜　宙
茨城大学　工学部 教授・工学博士 伊　藤　吾　朗
日本タングステン株式会社 副　　主　　幹 向　江　信　悟

《物理的性質》
銅基ナノグラニュラー磁性体における析出粒子成長過程と磁気特性に関する研�究  295

横浜国立大学大学院　工学府 大　学　院　生 坂　倉　　　響
横浜国立大学大学院　工学府 大　学　院　生 又　井　慎太郎
韓国材料研究所 上級研究員・博士（工学） 金　　　俊　燮
横浜国立大学大学院　工学研究院 准教授・工学博士 竹　田　真帆人

Cu‒Ni‒（FeCo）合金におけるナノ磁性粒子の析出過程と磁気特性の関�係  300
横浜国立大学大学院　工学府 大　学　院　生 又　井　慎太郎
横浜国立大学大学院　工学府 大　学　院　生 坂　倉　　　響
韓国材料研究所 上級研究員・博士（工学） 金　　　俊　燮
横浜国立大学大学院　工学研究院 准教授・工学博士 竹　田　真帆人

《抗菌》
銅および白銅の抗菌性に及ぼす表面粗さの影�響  304

大阪市立大学大学院　工学研究科 大　学　院　生 加　藤　央　士
大阪市立大学大学院　工学研究科 教授・工学博士 佐　藤　嘉　洋
大阪市立大学大学院　工学研究科 准教授・工学博士 川　上　洋　司
大阪市立大学大学院　工学研究科 客員教授・工学博士 菊　地　靖　志

タンパク質による表面汚損が銅合金の抗菌性に及ぼす影�響  307
大阪市立大学大学院　工学研究科 大　学　院　生 戸　田　雄　三
大阪市立大学大学院　工学研究科 大　学　院　生 高　嶋　悠　多
大阪市立大学大学院　工学研究科 准　　教　　授 川　上　洋　司
大阪市立大学大学院　工学研究科 教　　　　　授 佐　藤　嘉　洋
大阪市立大学大学院　工学研究科 客　員　教　授 菊　地　靖　志

医療環境における銅合金表面の付着細菌と有機物の挙�動  313
北里大学　医学部　微生物学 講師・医学博士 笹　原　武　志
三菱伸銅株式会社　三宝製作所　技術部 技術主幹・工学修士 畑　　　克　彦
日本メディカル GPO 株式会社 技　術　部　長 斎　藤　晴　夫
一般社団法人日本銅センター 企 画 調 整 部 長 幸　　　洋　二
一般社団法人日本銅センター 技 術 開 発 部 長 仙　田　　　繁
一般社団法人日本銅センター 国際ネットワーク部長 和　田　正　彦

サルモネラ硫化水素産生による銀および銅の抗菌性比較評�価  318
鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部 准教授・博士（医学） 翠　川　　　裕
近畿大学　理工学部 准教授・博士（工学） 仲　井　正　昭
東北大学　金属材料研究所 名誉教授・客員教授、
大阪大学　工学研究科 特 任 教 授、 新　家　光　雄
 工学博士・博士（歯学）
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金属銅の殺菌性に関わる細菌の細胞構造変化と活性酸素の関�与  323
埼玉大学　大学院理工学研究科 大　学　院　生 林　　　真　子
埼玉大学　教育学部 学　　　　　生 尾　島　実　佳
埼玉大学　大学院理工学研究科・教育学部 教　　　　　授 金　子　康　子
三菱伸銅株式会社　三宝製作所　圧延製造部　製板課 課　長　代　理 畑　　　克　彦
三菱マテリアル株式会社　中央研究所　金属材料研究部 主 任 研 究 員 坂　本　敏　夫

《めっき》
Sn めっき材のめっき層構造が摺動特性に与える影�響  329

DOWA メタルテック株式会社　金属加工事業部　磐田技術センター 主 任 研 究 員 小　谷　浩　隆
DOWA メタルテック株式会社　金属加工事業部　磐田技術センター 主 任 研 究 員 園　田　悠　太
DOWA メタルテック株式会社　金属加工事業部　磐田技術センター リ　ー　ダ　ー 冨　谷　隆　夫
DOWA メタルテック株式会社　金属加工事業部　磐田技術センター セ ン タ ー 長 成　枝　宏　人

銅合金板上銀めっき膜の高荷重環境下での摩耗・摩擦挙動およびメカニズム解�明  334
名古屋工業大学　物理工学科　材料機能分野 准教授・博士（工学） 呉　　　松　竹
岩手大学　理工学部　化学・生命理工学科 技　術　補　佐 川　上　修　央
名古屋工業大学　大学院工学研究科　物理工学専攻 博　士　3　年 叶　　　泳　達
岩手大学　理工学部　化学・生命理工学科 教授・博士（工学） 八　代　　　仁
株式会社オートネットワーク技術研究所　回路接続研究部 室　　　　　長 古　川　欣　吾
株式会社オートネットワーク技術研究所　回路接続研究部 部　　　　　長 齋　藤　　　寧

錫めっき微摺動摩耗の素材露出寿命に及ぼす摺動距離・接点形状の影�響  340
株式会社神戸製鋼所　アルミ・銅事業部門　長府製造所　銅板工場　銅板研究室 研　　究　　員 鶴　　　将　嘉

すずめっき付き銅合金板の共振法による高温弾性率および内部摩擦の測�定  345
株式会社神戸製鋼所　アルミ・銅事業部門　長府製造所　銅板工場　銅板研究室 主任研究員・博士（工学） 野　村　幸　矢
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