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C oncept コンセプト

「国内、世界の化学物質規制が年々強化されている」
「海外を中心に、多数の関連規制をタイムリーに把握／対応す
るのに苦慮している」
「後手に回っている化学物質管理を自社の強みに変えたい」
⇒多々寄せられるこのような声に応えるべく、形式にとらわれ
ず、タイムリーで必要性の高い情報を提供できる「雑誌」とい
う媒体での情報提供を企画。月刊誌。

企業の含有化学物質／環境規制担当者、RC担当者、安全衛
生責任者、開発研究者、その他実務担当者

関連のセミナーを数多く手掛
け、担当者の声を直接聴けるの
が弊社の強み。それを最大限
生かし、ダイレクトに要望に応
える雑誌に。セミナーとの連動
も随時企画。

これまで長年継続して、多くの
関連企画を手掛けてきた弊社
ならではの顧客と人脈を生か
し、他ではなしえない内容の情
報提供とともに、多くの想定読
者を顧客として保持。

実務担当者の
生の声を形に1 豊富な

実績と人脈2
経験・知識豊富な企画担当者
を設置。常にニーズを調査・実
現するとともに、社内編集担当
による読みやく分かりやすい
紙面を提供していく。

専任企画
担当者の設置と
読みやすい紙面3

刊行の狙い

主な読者ターゲット

特色3点

大好評！

月刊

★詳細・お申込は、本誌のＨＰをご覧ください。
 http://www.johokiko.co.jp/publishing/BM160800.php
 または、 「BM160800＋情報機構」でWEB検索ください。
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IoTを利用すると何ができるのか？導入したほうがいいのか？
費用や効果測定などのポイントから豊富な事例と活用提案まで掲載。「何をしたらいいのか」「どうすればいいのか」へのヒントが満載！
センサネットワークから人工知能（機械学習・ディープラーニング）との連携まで、生産効率UPに向けたIoT活用に迫る！

第1章 製造業におけるIoTの導入とその潮流
第1節 M2MとIoT  /1.M2M/IoTの概略/2.IoT活用が進む製造現場/3.IoTとAI
第2節 スマート工場の考え方/第3節 海外のIoT動向　　　
1.ドイツが取り組むIndustrie4.0とは何か/2.スマート工場を実現するサイバーフィジカルシステム
3.I4.0の先駆けとなる事例/4.IoTを規格化するIndustrie4.0コンポーネント
5.管理シェルでつながる欧州の工作機械/6.MES/ERPとIoTデバイスをつなぐSAP社の取組
7.製造業に新しく生まれるサービス App Store for machines/8.先駆けとなるサービス
9.AIに期待する産業機器の未来/10.高い競争力を維持するドイツのロボティクス研究開発
第2章 製造現場におけるIoT/AI活用のための要素技術
第1節 製造現場でのAI活用とIoT　/第1項 製造業でのAI活用とIoT　/1.AIとはなにか
2.製造現場でAIを活用する際の課題/3.現場で使える「インバリアント分析技術」/4.IoTの活用
第2項 AIのための各種モデル技術は何をやっているのか　/1.準備編:「モデル」とは何か
2.「ビジネス課題の解決パターン」について/3.「データの量や品質」について/4.「実世界への接続方法」について
5.代表的なモデル技術は何をやっているのか
第3項　ディープラーニングが製造現場のIoTにもたらすもの　/1.なぜ今ディープラーニングなのか
2.ディープラーニングのIoTデータへの適用/3.製造現場の課題解決を行う際の課題/4.製造現場で発生する課題
5.適用プロジェクトの進め方/6.ディープラーニングが製造現場を変革する
第2節 各種センサの種類と適用例 /1.光電センサ/2.変位センサ/3.近接センサ/4.非接触温度計/5.画像センサ
第3節 IoT/M2Mセンサネットワーク技術　/第1項 LPWAモジュールの概要と組込
1.既存の無線通信技術とLPWA/2.LPWAモジュールとは/3.LPWAモジュールのソフトウェア組み込み
4.アンテナについて/5.認証について/6.電池寿命

第2項 920MHzセンサーネットワークの製造IoT活用
1.920MHz周波数帯/2.製造業で導入が進む920MHz帯センサーネットワーク/3.製造IoTへの取り組みと実態
4.920MHzセンサーネットワークの導入事例
第4節 製造現場で活用するIoTプラットフォームとは　/1.製造現場でのIoT導入状況/2.IoTプラットフォームとは
第5節 ウェアラブルデバイスと製造現場のIoT
第6節 エネルギーハーベスティングとIoT　/1.IoT機器における電源選択の問題/2.製造現場におけるエネルギー源
3.エネルギーハーベスティング技術利用上の留意事項
第3章 IoTをビジネスに落とし込む際のポイント　/第1節 IoTを活用した業務への改善提案
第2節 導入の際に考えるべき事項　/1.効果はいつ算定できるか/2.プロジェクトが失敗する原因
第3節 人材育成技術　/1.IoTは統合化の技術/2.IoTシステム開発に求められる素養
3.オープンイノベーションの必要性/4.スタートアップアクセラレーターの役割/5.重要になるSTEM教育
第4節 IoTのセキュリティ　/1.世界標準の動向/2.日本国内の標準化動向
3.コンシューマーIoT機器向けセキュリティ対策と課題/4.産業別IoT機器のセキュリティ対策と課題
第5節 IoT時代の知財戦略  /1.IoT知財の概要/2.IoT時代の知財戦略
第4章 IoT/AIを導入すると「何が」できるのか製造現場・生産管理におけるIoT/AI活用の可能性と具体例　
第1節 IoT/AIを利用した生産効率の向上　/第1項 異常検知
1.異常検知とは/2.異常検知による設備機器の稼働率向上/3.異常検知の仕組み
4.異常検知のための学習における注意点/5.異常検知の性能/6.異常検知システムの実現
第2項 画像認識システムへの機械学習技術の活用
1.生産現場における画像認識システムの課題/2.画像処理プログラムの自動生成技術/3.適用事例
第3項 予知保全　/1.保全技術発展の背景/2.計測技術の重要性/3.予知保全を実現するPHM技術とは
4.IoT時代における予知保全:データドリブン型PHMの開発手順/5.予知保全の実現と革新
第4項 工場IoTの導入による生産能力の最適化 
1.生産現場の「見える化」で実現する生産プロセスの改善例/2.データの解析で予防保守の精度を向上
3.IoTで工場間の違いを吸収して統一的な経営指標で比べる/4.工場 IoT を上手に活用するには
第5項 機器の寿命予測  /1.機器の寿命とは/2.機器のライフサイクル/3.機器の劣化要因
4.機器の寿命予測とIoT/5.機器別寿命予測例 /第6項 IIoTの活用による操業管理
第7項 つながる工場(国内－海外工場のIoT取り組み)　/第8項 作業者やフォークリフトの動線分析
1.製造現場とIoT/2.製造現場におけるIoT活用事例/3.構成技術と応用事例/4.IoTで発見する現場データの価値
第9項 IoTを活用した在庫管理とAIの在庫削減への適用　/1.情物一致/2.棚卸・仕掛管理/3.入出庫管理
4.在庫計画/5.在庫分析・在庫削減/6.導入ステップ･レベル /第10項 加工機における品質判断 
第2節 規模・業種に特化した展開　/第1項 食品製造業におけるIoT活用
1.食品製造業の環境/2.原価管理とコストダウン/3.IoT/SmartFactryの広がり
4.IoTと人工知能で学習する工場へ/5.食品製造業IoT展開の考慮点
第2項 中小企業におけるIoT展開の推進 /1.中小製造業における課題/2.中小製造業におけるIoT活用のポイント
3.生産情報統合管理におけるIoT活用例/4.IoT導入における想定効果
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金子　　亮　GEデジタル　
小野　好之　(一社)インターネット協会

松岡　正人　(株)カスペルスキー　
乾　　利之　IPNJ 国際特許事務所　
鈴木　英明　(株)日立製作所　
長門　　毅　(株)富士通研究所　
山崎まりか　(株)電通国際情報サービス　
多嘉良佑介　(株)エステック　
山田　篤伸 　PTCジャパン(株)
平馬　浩一　(株)明電舎　
西田　祐介　ハネウェルジャパン(株)
登正　治　　(株)沖データ　
袖嶋　嘉哉　(株)ジェーエムエーシステムズ
土屋　和広　(株)ジェムコ日本経営　
都築　俊行　ジェイテクト(株)
佐藤　信広　日本アイ･ビー･エム(株)
山田　浩貢　(株)アムイ　

ＩｏＴ/ＡＩの活用は製造業に革新をもたらすか？

製造現場・工場におけるＩｏＴの利用と可能性

発刊　　2018年2月末予定
定価　　55,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　約280ページ
ISBN　  978-4-86502-146-2

★研究開発が進むセルロースナノファイバーの製造法から評価、製品応用例を収載
★最新市場データや製品応用に向けた各技術から、商品開発のポイントを正しく把握！

第1章　CNFの基礎

第2章　CNFの樹脂との分散・複合化・成形技術

第3章　CNFの評価方法

第4章　セルロースナノファイバーの活用に向けた

　　　 技術・製品開発動向

【4章一部掲載】

　・骨補填材への応用

　・スキンケアベース材料の開発

　・金属ナノ材料の複合化と構造設計による電子機能創発

　・増粘剤としての応用

　・3Dプリンター用CNF樹脂製フィラメントの開発

● CNF市場状況の把握、特許公報から見る実用化のポイントと用途開発の状況

　 ⇒ CNFの特性を活かせる有望な用途や分野は？国内外での生産稼働状況と研究開発動向。

　　  CNFの潜在市場、製造コストや使用材料など、参入前に考慮すべき事項を

　　　市場データを基に読み解く。

● セルロースナノファイバー製造・分散・複合化技術

　 ～プラスチック、ゴム中への複合化。CNTとの複合紙作製。CNFナノコンポジットの生産。

　　 触媒材料の創出、CNFの染色と熱可塑性樹脂複合材料の作製。

　 ⇒ CNFの添加量は？

　　  混練時の凝集防止方法、複合材料の優れた特性や実用化へのアプローチ

　 ⇒ CNFの各製造技術・工程とその物性評価比較。低コストでの大量製造取り組みなど。

● CNFの状態を簡易的に評価するには？

　 ～繊維形態、繊維幅や長さ、ファイバー表面性状、分散性、解繊度合いの各評価方法

　 ⇒ 近年提案の形態評価方法から、一般的に利用される簡易的手法まで。

　　  品質評価の国際標準化動向についても併せて解説。

● 製品応用に向けた技術開発及び評価

　 ～骨補填材、スキンケアベース材、透明導電紙、増粘剤、3Dプリンター用樹脂への応用　

　 ⇒ 触感や安定性向上、機能性付加を目的とした技術開発例。

　　  各材料への複合化や分散、粉体化手法。特性評価から実用化への課題と

　　　解決アプローチなど

　　　     ※ 最新の目次及び執筆者情報は弊社HPをご覧ください

松村　晴雄　　旭リサーチセンター(株)
小倉　孝太　　(株)スギノマシン
轟　　雄右　　王子ホールディングス(株)
林　　徳子　　森林総合研究所
山本　顕弘　　モリマシナリー(株)
舩岡　正光　　三重大学
伊福　伸介　　鳥取大学
野田　秀夫　　関西化学機械製作(株)
楠本　英世　　技術研究組合Lignophenol&Systems
仙波　　健　　京都市産業技術研究所
長谷　朝博　　兵庫県立工技術センター
井上　　均　　日本資材(株)
宇山　　浩　　大阪大学
藤澤　秀次　　森林総合研究所
古賀　大尚　　大阪大学
上坂　貴宏　　京都市産業技術研究所
小野　　晃　　産業技術総合研究所
熊谷　明夫　　産業技術総合研究所
浅倉　秀一　　岐阜県産業技術センター
近藤　兼司　　富山県工業技術センター
後居　洋介　　第一製薬工業(株)
藤橋　政人　　スターライト工業(株)
雲浩　　靖　　オンキヨー(株)

セルロースナノファイバー
～実用化に向けた製造・複合化・評価技術～
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★劣化防止や安定化への対応などの基本的考え方がこの１冊に！
★長年、企業で添加剤を扱ってきた八児氏がメカニズム（理論）と実践の両面から徹底解説！
★目次「第3部」をはじめ、過去のセミナーでは語られなかった内容も随所に追加。あらゆる方にお勧めの書籍に仕上げました。

【第1部】基礎編(基礎理論)
第1章　高分子の劣化　1.劣化因子と劣化現象/2.劣化機構
 2.1 自動酸化機構/2.2 C-H結合の結合解離エネルギー/2.3 自動酸化機構の検証(事例)/2.4 光酸化劣化機構 
 2.5 Chromophore
第2章　高分子の安定化
1.安定剤の種類/2.安定化機構/3.酸化防止剤(AO)の安定化メカニズム
 3.1 フェノール系酸化防止剤(AO)の安定化メカニズム/3.2 ラジカル連鎖禁止機構の検証(事例)
 3.3 アミン系酸化防止剤(AO)の安定化メカニズム/3.4 リン系酸化防止剤(AO)の安定化メカニズム 
 3.5 イオウ系酸化防止剤(AO)の安定化メカニズム 
4.光安定剤の安定化メカニズム 
 4.1 紫外線吸収剤(UVA)の安定化メカニズム/4.2 Niクエンチャーの安定化メカニズム
 4.3 HALSの安定化メカニズム 
5.金属不活性化剤の安定化メカニズム 
6.熱劣化防止剤　6.1 熱劣化と熱酸化劣化/6.2 熱劣化防止剤(Sumilizer GM)の安定化のメカニズム 
7.安定剤の機能分類は何を表しているか?

【第2部】応用編(実用)
第1章　安定剤配合設計の基本的考え方と留意点
1.安定剤配合設計の留意点/2.安定剤の性能評価フロー/3.相乗作用と拮抗作用/4.加工安定処方 
 4.1 基本的考え方/4.2 PP繰り返し押出試験(事例)/4.3 リン系AOの加水分解性(事例)
 4.4 リン系AOの金属腐食性(事例) 
5.耐熱処方 
 5.1 基本的考え方/5.2 フェノール系AO/イオウ系AOの相乗効果(事例)/5.3 水素結合による会合性(仮説)
 5.4 一般的な相乗機構/5.5 協奏的相乗効果(仮説)/5.6 IRによる水素結合性の検証 
6.耐候処方
 6.1 基本的考え方/6.2 UVA/HALSの相乗効果(事例)/6.3 HALS/イオウ系AOの拮抗作用(事例)
 6.4 HALS/イオウ系AOの拮抗メカニズム 
第2章　外観不良・欠陥のメカニズムと対策
1.変色問題 

 1.1 変色原因と対策の基本的考え方/1.2 変色原因/1.3 変色メカニズム/1.4 変色促進試験(再現試験)
 1.5 HALSの変色促進作用とメカニズム(事例)/1.6 リン系AOの変色防止とメカニズム(事例)
2.ブリード問題
 2.1 ブリード発生原因と対策の基本的考え方/2.2 構造式からブリード予測困難な理由(事例) 
 2.3 リン系AOのブリード性(事例)
3.フィッシュアイ問題 
 3.1 発生原因と対策の基本的考え方/3.2 SBSシュリンクフィルムのフィッシュアイとその防止 
 3.3 SBS樹脂のメルトインデクサー滞留テスト(事例)/3.4 Sumilizer GMのフィッシュアイ防止メカニズム 
4.光沢低下問題
 4.1 光沢低下原因と対策の基本的考え方/4.2 SBS樹脂の射出成形時の光沢低下防止対策(事例) 
5.クラック問題　5.1 クラック発生原因と対策の基本的考え方

【第3部】考察編(理論的考察)
第1章　熱劣化と熱酸化劣化について/第2章　Sumilizer GMと1076との熱酸化劣化と熱劣化の比較試験 
第3章　Sumilizer GMの二官能安定化機構の検証について
 1.構造式と性能の相関性からの検証①/2.重水素化モデル実験からの検証②
第4章　両ヒンダードフェノール系酸化防止剤が何故熱劣化防止しないのか?
第5章　押出機の中は、熱劣化か?熱酸化劣化か?について 
第6章　Sumilizer GSがSumilizer GMより優れる理由について
 1.Sumilizer GMの変色機構解析/2.Sumilizer GMの耐変色性の改良検討 
 3.Sumilizer GMの熱劣化防止性能の改良検討
 4.Sumilizer GSがSumilizer GMの熱劣化防止性能より優れる理由 
第7章　理論的アプローチから開発された安定剤について
 1.分子間相乗効果理論と分子内相乗効果理論から開発されたAO 
 2.HALS の安定化機構から開発されたNOR タイプのHALS
第8章　高分子材料の変色問題に関する疑問点について
(Q1)暗所変色の原因はすべてフェノール系酸化防止剤(AO)か?
(Q2)紫外線を照射して退色するのはなぜか? また、そのメカニズムは?/(Q3)黄変とピンキングは同じ原因か? 
(Q4)なぜ、黄変とピンキングのトラブルはいつも起こらないで、稀にしか起こらないのか?
(Q5)簡便なNOx試験法は? 
第9章　スパンデックス用添加剤処方について
 1.スパンデックスについて/2.スパンデックスの添加剤配合例/3.スパンデックス用添加剤の技術動向・変遷 
   3.1 酸化防止剤/3.2 紫外線吸収剤/3.3 その他添加剤/3.4 ゼネリック品(コピー品) 
第10章　今後の新規安定剤(AO, HALS, UVA)の開発の可能性について
 1.フェノール誘導体/2.クレゾール誘導体/3.キシレノール誘導体/4.HALS/5.UVA
 6.化審法登録新規酸化防止剤/7.まとめ

八児　真一 氏　

高分子添加剤（安定剤）
—劣化・安定化メカニズムから、実践的な配合事例・トラブル対策まで—

※元・住友化学株式会社、共同薬品株式会社など

　添加剤一筋44年！（書籍発刊時）

発刊　　2017年11月
定価　　62,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　337ページ
ISBN　  978-4-86502-142-4

★機械学習や人工知能を、本気で実務に活用されたい方々へ・・・
データ収集や処理のポイント、課題に対する機械学習手法の選択基準、導入時における課題と対応策、目的別で把握する機械学習手法一覧など
法務からML・AIの最新技術、システム企画設計、実務への利活用まで、計19の適用事例を基に導入から運用までの道筋を示します。

第1章 実務で機械学習･人工知能を活用するために
１．機械学習と人工知能について　２．機械学習・人工知能を業務に取り入れるために必要なこと
３．機械学習と人工知能を活用するための業務
第2章 知的財産を含む法務課題について
　第1節 問題点の整理／第2節 データ収集の場面における諸問題
　１．他社、他人のデータを収集加工してよいか／２．収集、加工したデータを自社の権利として保護できないか
　第3節 AIプログラムを活用した学習済みモデルの作成場面における諸問題
　１．個人情報や他人の著作物等を第三者に提供してよいか
　２．開発した学習済みモデルを自社の権利として保護できないか
　第4節 AI生成物の誕生及び利用の場面における諸問題
　１．AI生成物を用いたサービスが規制を受けないか
　２．AIを活用した創作物やAI生成物を用いたサービスを自社の権利として保護できないか
　３．AI生成物にかかる未知の課題～おわりにかえて～
第3章 機械学習とそのアルゴリズム
　／はじめに／１．機械学習による予測／２．機械学習による識別／３．機械学習によるクラスタリング／４．機
械学習による行動獲得／おわりに　　
第4章 機械学習のトレンド
　第1節 各方面から注目を集めるディープラーニング
　　第1項　ディープラーニング概要／第2項　ディープラーニングを取り巻く理論
　　１．ネットワークの学習方法／２．凡化性を向上させる方法
　　第3項　ディープラーニングが変える世界

　１．物体検出への応用／２．You only look once/３．Single shot Multibox Detector/4.深層強化学習
　第2節 主流の言語～特徴
　１．python～何故pythonなのか？／第2項　Install方法／第3項　基本的な構文／第4項　データ前処理の具体例
　第3節 ネットから情報を取得する
　　第1項　公開されているデータセット
　　１．データセットとは／２．公開されているデータセットの一覧／３．データセットを有効に使用する
　　第2項　Github　／１．概要／２．Githubを使用したデータセットのダウンロード
　第4節 主流のツール～サンプルコードによる具体的な扱い方
第5章 人工知能･機械学習の導入と利活用に向けた設計･取り組み事例
　第1節 製造業･工業
　　第1項 スマート工場におけるIoT/AIの適用
　　第2項 組み込み機器やエッジに搭載可能な人工知能
　　第3項 インフラ･製造現場における外観検査適用
　　第4項 劣化画像の復元と応用
　　第5項 製造現場で使える人工知能技術～機械学習による産業用ロボットの先進機能
　　第6項 人工知能を組み込んだ次世代製品開発環境
　　第7項 組み込みAI技術

第2節 マーケティング･顧客対応
　　第1項 機械学習活用によるB2Bマーケティングの課題解決
　　第2項 機械学習を用いた顧客行動予測モデルの構築とその活用
　　第3項 テキストマイニング技術の最新動向とAPI活用事例
　　第4項 機械学習のE-commerceにおける応用について
　　第5項 カスタマーサポートへの人工知能適用の取り組み
　　第6項 ディープラーニングを利用したレコメンド事例と機械学習によるCRM業務の効率化

第3節 自動車～自動運転を可能にする機械学習技術とその動向

第4節 金融～人工知能を利用した資産運用支援サービス

第5節 環境～産業廃棄物処理施設へのAI自動選別技術導入

第6節 農業～IoT･ビッグデータ･AIを活用したスマート農業への取り組み

第7節 医療
　　第1項 人工知能(機械学習)導入･利活用に向けた設計と取り組み事例　　
　　第2項 人工知能を用いたビッグデータからの創薬･ドラッグリポジショニング

室住　淳一　アビームコンサルティング(株)
辻本希世士　辻本法律特許事務所
辻本　良知　辻本法律特許事務所
濱上　知樹　横浜国立大学
山下　隆義　中部大学
太田　桂吾　応用技術(株)
湯山　茂徳　日本フィジカル
  アコースティクス(株)
安藤　康伸　産業技術総合研究所
三嶋　英俊　三菱電機(株)
永田　　毅　みずほ情報総研(株)
檜作　彰良　みずほ情報総研(株)
橋本　大樹　みずほ情報総研(株)
玉垣　勇樹　みずほ情報総研(株)
榊原　伸介　ファナック(株)
野崎　直行　富士通アドバンスト
            テクノロジ(株）

馬場　光男　ルネサスエレクトロニクス(株)
池田　拓史　テクノスデータサイエンス・
            エンジニアリング(株)
里　　洋平　DATUM　STUDIO(株)
坂　　慎弥　(株)プラスアルファ･
            コンサルティング
森　　正弥　楽天(株)
松澤　　智　NTTデータ先端技術(株)
城塚　音也　NTTデータ先端技術(株)
山田　賢治　(株)アクティブコア
宮本　和明　VentureClef, LLC
斉藤　常治　学びing(株)
設楽　竜也　(株)シタラ興産
村川　弘美　日本電気(株)
田中　　博　東京医科歯科大学

機械学習・人工知能　業務活用の手引き
～導入の判断・具体的応用とその運用設計事例集～
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★塗料・塗装機器・自動車・分析評価等各分野のメーカー技術者からベテラン技術者まで、幅広い執筆陣が塗装・塗膜のポイントを詳解
★充実のトラブルシューティングを掲載！｢塗料」「塗布」「乾燥」各工程からみる塗装のポイントがわかる
★各種塗装法の特徴・違いと塗装機器の取り扱いを各メーカ―技術者が解説！塗膜分析・塗膜評価・シミュレーションについてもしっかり掲載

第1章　塗装の基礎　
第1節　塗装のKey point　1.塗料の流動性/2.表面張力とは
第2節　付着性　1.付着力の発生/2.実用の付着強さと評価・試験法/3.付着性に及ぼす要因とその影響
第2章　塗る前に考える～材料から見る塗膜テクニック～
第1節　塗料の設計・構成と塗膜の関係
　1.塗料の種類と分類/2.塗装方法からの塗料選定/3.造膜過程からの塗料選定/4.良い塗膜とは・塗膜特性
　5.ポリウレタン塗料を例に/6.まとめと機能性付与の現状
第2節　添加剤の特徴と使い方(レベリング剤・消泡剤)
　1.レベリング剤(ハジキ防止剤・湿潤剤) について/2.消泡剤(ワキ防止剤) について
第3章　「塗る」工程を考える～各種塗装法と機器、塗装プロセス制御～
第1節　各種塗装機器の役割と技術動向
　1.各種塗装方法/2.スプレー塗装方法と他の塗装方法の違い/3.スプレー塗装の変遷について
　4.VOC 規制とスプレー塗装/5.塗着効率100%を目指して(環境に優しい塗装へ)
　6.塗着効率を向上させるための最新塗装機器の紹介/7.各塗装現場での塗着効率の向上策
第2節　コーティング方法による性能の違い及びコーティング機器の取り扱い　
第1項　スロットダイ塗工
　1.スロットダイ塗工の主な用途/2.スロットダイの利点/3.塗工の最適化必要事項/4.ダイの仕様・用途
第2項　ロールコータ・カーテンコータ　1.コータの分類から見たロールコータとカーテンコータの位置
　2.ロールコータについて/3.カーテンコータについて
第3項　スプレー塗布
　1.スプレーガンの種類/2.各スプレーガンの特徴/3.エアースプレーガンの構造
　4.エアースプレーガンの取り扱い方法/5.エアースプレーガンの取扱上の注意
第3節　塗装と粘弾性制御
　1.塗装プロセスを制御することの重要性/2.粘弾性測定の基礎/3.ローラー塗装における粘弾性制御

第4章　「乾かす」工程のポイント～乾燥のメカニズムと留意点～
第1節　塗布膜乾燥の分類とメカニズム、装置の取り扱い
　1.塗布膜乾燥の概要/2.乾燥方式の分類/3.乾燥のメカニズム/4.乾燥炉の概要/5.従来の赤外線加熱
　6.波長選択型の赤外線乾燥プロセス/7.まとめと今後の乾燥プロセス
第2節　塗料乾燥の実態　1.溶剤の蒸発/2.塗膜乾燥の実務
第5章　「塗った後」のことを考える～塗膜の品質評価と塗膜分析～
第1節　塗装の組成分析と密着性評価法　1.密着性評価/2.塗装の組成分析
第2節　塗膜の耐候性・劣化に関する評価　1.塗膜の耐候性評価/2.その他の塗膜劣化評価/3.劣化現象の計測
第3節　評価機器の最新動向　1.従来の評価装置/2.最新の評価装置
第6章　塗布シミュレーションの方法
第1節　塗布のシミュレーション　1.基礎式/2.自由表面の表現方法/3.塗布シミュレーションの例
第2節　乾燥のシミュレーション　1.必要性/2.塗布膜乾燥解析/3.機能性粒子分布解析/4.液滴乾燥解析
第3節　3Dペイントシミュレータの特徴と将来展望
　1.3D ペイントシミュレータの概要/2.特徴/3.システム構成/4.機能/5.今後の展望
第7章　各種トラブルシューティングと押さえるべきポイント
第1節　塗装トラブルの原因と対策　　1.ハジキ・ヘコ/2.ゆず肌/3.ブツ/4.ワキ/5.タレ/6.しわ/7.ツヤビケ
8.透け/9.研ぎ目/10.ムラ/11.硬化不良/12.密着不良
第2節　外部環境が品質に及ぼす影響　1.欠陥現象の発生/2.コーティング膜劣化の劣化要因
第3節　付着性の向上対策、はがれ事例から見る原因と対策とは？
　1.付着性の向上対策について　付着性の向上に関するQ＆A
　　Q1 金属の表面処理作業の工程/Q2 リン酸亜鉛処理とリン酸鉄処理の違い
　　Q3 ガラスに対する付着性を向上させる方法
　2.塗膜のはく離事例－水道鋼管用ポリエチレン(PE)内面コートのはく離
第4節　割れ、重ね塗りのポイントとは?　割れ・重ね塗りのQ＆A
　Q1 割れの原因の図解/Q2 2層塗膜での割れの再現/Q3 割れ目塗料の設計のポイント
　Q4 割れ目サイズの意味　他
第5節　塗装における静電気の防止・有効活用とは?
　1.静電気とは何か/2.静電気を防止するには/3.静電気の有効活用
第6節　現場で行うトラブル対応とは?
　1.トラブルシューティングとは?/2.概論/3.区分/4.対応ステップ/5.対策の進め方/6.具体的事例
第7節　塗料・塗膜に関わる法規制の概要
　1.国際的な化学物質管理の動向/2.GHS 関連について/3.化学物質管理に関する国内法令
　4.自主的な取り組み
第8節　自動車用塗料・塗装の問題
　1.塗料製造時の問題/2.塗料納入時の問題/3.塗装から硬化乾燥工程の問題
　4.自動車塗装の耐久性に関する問題
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★市場拡大と共に要求性能も高まるリチウムイオン二次電池
安全性確保と機能向上の為の設計指針とは？新規参入＆既存の関連メーカーが見るべき方向性は？
数量・出荷金額ベースでの市場動向データ、材料の選択・使い方、評価試験方法、電気特性向上に向けた各種アプローチ

第1章 リチウムイオン電池及び部材市場の現状と将来展望
 1.概要/2.車載用LiB市場動向/3.主要4部材動向/4.正極材動向/5.負極材/6.電解液/7.セパレーター
 8.主要4部材の周辺シェア推移/9.今後の展望/10.まとめ
第2章 リチウムイオン二次電池の評価手法
第1節 リチウムイオン二次電池の法規制及び規格試験
 1.日本国内で適用される法規制・規則の例/2.各試験項目の概要と傾向
 3.リチウムイオン二次電池の輸送に関する手続き
第2節　リチウムイオン二次電池の状態推定
 1.Li-ion電池の電気化学測定/2.実動作環境下における電池内部の挙動観察手法/3.高精度寿命評価予測手法
第3節　リチウムイオン電池(セル)のトラブルと原因
 1.セルの破裂･発火の状態と原因/2.セルの過･充/放電時の材料･部材の変化/3.電池事故の実態と原因推定
第3章　特性・安全性向上に向けた部材設計開発と評価手法
第1節　電解質材料
 1.リチウム電池用電解液の設計指針/2.リチウムイオン電池用電解液の種類、特徴と選定基準
 3.電解液の安定性と電池性能の関係/4.電解液添加剤の重要性、種類と機能/5.電解液市場と今後の展開
第2節　電池の高機能化に向けたバインダー技術
 1.電極用バインダーの役割/2.負極用バインダー/3.正極用バインダー
第3節　不織布塗工セパレータの開発と安全性
 1.セパレータの種類/2.不織布塗工セパレータの開発/3.セパレータの安全性評価方法
 4.安全性向上のためのセパレータ設計
第4節　バッテリパックの設計指針と安全対策
 1.バッテリセルの概要/2.バッテリパックの概要/3.バッテリパックの設計指針　配列
 4.バッテリパックの設計指針　回路/5.バッテリパックの設計指針　外装
 6.バッテリパック　規格/7.バッテリパック　安全対策
第5節　カーボンナノチューブ系導電助剤の開発とリチウムイオン電池への寄与

 1.VGCFRの製法と代表的物性/2.VGCFRのLIB正極用導電助剤としての添加効果代表例
 3.VGCFRLIB用途への最近の検討状況
第6節　活物質との相互作用に適したグラフェン導電助剤の開発とLIBの高出力化・高容量化
 1.リチウムイオン電池用導電助剤の要求性能/2.グラフェンの特徴
 3.グラフェンの導電助剤への適用/4.グラフェン導電助剤の今後の展望
第7節　高エネルギー密度化に向けた導電剤の分散性向上技術
 1.導電性炭素材料/2.リチウムイオン二次電池用アセチレンブラック
 3.リチウムイオン二次電池の高エネルギー密度化とアセチレンブラック
 4.リチウムイオン二次電池の高電圧化とアセチレンブラック
第4章　高容量化に向けた電極作製・材料の取り扱い及び評価技術
第1節　リチウムイオン電池の高容量化に向けた電極材料技術
第1項　リチウムイオン二次電池の正極活物質技術と高性能化の進展
 はじめに/1.Co系正極/2.NiリッチNi系正極/3.Mnスピネル系正極/4.Feオリビン系正極/5.今後の期待
第2項　チタン酸化物負極材料の現状と課題  /1.Li4Ti5O12/2.Na2Li2Ti6O14/3.H2Ti12O25
第2節　リチウムイオン二次電池の特性向上に向けた粉体技術
 1.各種正極材料と粉体技術/2.バインダと高温耐久性/3.スラリーの混合方法
 4.スラリーの炭酸中和法とHigh-Ni系正極の開発/5.バインダとシリコンの粒子径が及ぼすサイクル寿命特性
 6.無機バインダコートしたシリコン負極の開発
第5章　用途に応じた特性改善アプローチ動向
第1節　急速充電対応に向けた設計指針と最適化手法
 1.小型エネルギーデバイス(UMAシリーズ)/2.急速充電対応設計
第2節　長期信頼性の確保に向けた電極及び製造工程におけるアプローチ
 1.電極製造/2.セル製造/3.デバイスへのセル組み込み
第6章　関連技術最新開発動向
第1節　現行LiBの課題とLTO電池の可能性
 1.Liイオン電池の問題点/2.悪人の懺悔??/3.現行Liイオン電池の始祖鳥
 4.救世主、現わる～新型LTO系電池の原型/5.Dr.Ozawa Battery(Dr.Ozawa電池)
 6.Dr.小澤電池は切り札となるか?/7.Dr.小澤電池の有望市場とは
 8.LTOのセル及び周辺デバイスの今後の課題
第2節　IoT・スマート社会における定置用蓄電池の用途・管理方法と課題
 1.定置用蓄電池の用途/2.リチウムイオン二次電池の劣化と経済性への影響
 3.スマートセンサーによる蓄電池管理と想定される課題
 4.リチウムイオン二次電池のリアルタイム劣化診断の検討
 5.バッテリーアグリケーションでの蓄電池管理に向けて
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第0章　はじめに　カテゴリーの整理

第1章　第四次産業革命の衝撃
1. 10年以内になくなる職業
2. 日米の産業界・消費者業界で一体何が起きているのか・今後何が起きようとしているのか　～企業の置か
れている状況の把握　/　はじめに　どのような分野・業種へ影響するか　/　2.1 人工知能（AI）の開発が
急速に進んでいることで何が起きようとしているのか?主に米国の動きはどうか　/　2.2 米国の政府はどの
ような法的な対応を検討しているのか　/　2.3 日本政府はどのような対応を検討しているのか　/　3.従来:
データは少なく企業ごとに孤立して存在→ 今後:複雑化し生態系化するデジタルデータ　/　4. すべてがデ
ジタルデータへ!デジタルデータ化がもたらす飛躍　/　5. 企業の競争は新次元へ!　/　6. 自動車産業に降
る「自動運転車」という隕石

第2章　IoT、ロボティックスと人工知能（AI）・ビッグデータの法的問題と対応（自動運転、ドローン、ロ
ボット等）
1.人工知能（AI）やロボットの技術革新は法制度にどのような影響を与えるか　/　2.人工知能（AI）（例え
ば自動運転車）が人間にケガをさせたら誰が民事責任を問われるか　/　2.1 発生した損害に対して「誰に」

民事責任が発生する可能性があるか　/　2.2 発生した損害に対して「どのような民事責任（法的責任の根拠
・性格）がどのような要件を満たすと発生する」可能性があるか　/　2.3 発生した損害に対して誰がどのよ
うな民事責任を負う可能性があるか? 　/　2.4 自立型と非自立型とで民事責任の種類に差異があるか、不可
抗力の場合は免責されるか　/　2.5 不正アクセスにより発生する法的責任　/　2.6 データやプログラムの
提供者の法的責任　/　2.7 契約上の免責（責任制限）規定はどこまで有効なのか?どこまで免責を受けるこ
とができるか? 　/　2.8 損害賠償の予定（違約金）条項の法的効力について　/　2.9 PL責任が技術革新の
障害となるだろうか?　/　3. 人工知能（AI）やロボットに刑事責任は問えるのか　/　4. ロボットに正当防
衛や緊急避難は適用されるか　/　5. プライバシー保護の問題への対応はどうすべきか　/　5.1 個人情報保
護法の改正（改正法は2017年5月30日施行の予定） /　5.2 パーソナルデータの法的規制について　/
6. 人工知能（AI）が作った知的財産は誰のものか　/　6.1 賢くなった「人工知能（AI）」は誰のものか?　
6.2  知的財産推進計画2016　/　6.3 3Dプリンターと知的財産権　/　7. 今後の人工知能（AI）ビジネスへ
の企業対応として重要さが増す「契約」とくに「約款」の問題 /　7.1 実際の契約書の2つのパターン　　
7.2 約款型と契約当事者間の「書式の争い」　/　8. プラットフォーマーの支配的地位と独禁法規制
9. デバイスカテゴリー毎の法的課題まとめ（ドローン、3Dプリンタ、ロボット、IoT、自動運転車）
10. 米国運輸省NHTSA Federal Automated Vehicles Policyの衝撃（ポイント及び実務への影響）　
11. 自動運転で超えるべき4つの法律問題のハードル

第3章　FinTechと人工知能（AI）・ビッグデータの現状と法的問題
1. FinTechの課題と取り組みについて　/　1.1 はじめに　/　1.2 ブロックチェーン活用取引の法的課題に
ついて　/　2. Block Chainの衝撃　/　2.1 ブロックチェーンに漂う暗雲?  革新的技術の社会での受容の難
しさ 

第4章　医療と人工知能（AI）・ビッグデータの現状と法的問題「遺伝子工学」に革命が起きてる! 「ゲノム
編集」が凄過ぎる

第5章　人工知能（AI）技術の実用化にあたっての倫理的側面について　人工知能（AI）に絶対に任せてはい
けないこと　　　

第6章　情報収集の重要性 （アンテナを張り巡らす）

第7章　企業経営、法務・知財部の今後の役割について
1. 雇用への影響、その他の課題への対応　/　2. 近未来の法律実務家に必須の3要件　/　3. 社会の承認を
得るための未来型コンプライアンス　/　4. 社員・経営者教育の重要性　（法制度ハッカソン）　/　5. 企
業の経営者や管理者はどのように対応して行ったらよいのか

第8章　その他最新情報
1. トランプ大統領登場以降に何が変わるのか・変えるべきなのか　/　2. トランプ政権の最新動向について

政府公表ガイドライン等のリスト/参考文献 

足羽　教史 著

現在インクリメントP（株） 管理部渉外担当部長　/　慶応義塾大学 経済学部卒。
トヨタ自動車（株）、三菱石油（株）（現 JX日鉱日石エネルギー（株））を経て現職。
法務、知的財産、海外事業、マーケティング、商品・サービス企画、海外営業、人事等
様々な職種と業務を経験。総合研究開発機構（NIRA） 客員研究員（2015年9月～）。
『風観羽』ブロガー。国際企業法務協会理事。国際企業法務協会内では牧野和夫弁護士
と共に『最先端法務研究会』を立上げ、共同代表に就任。

牧野　和夫 著

弁護士（日本国及び米国ミシガン州）・弁理士（芝綜合法律事務所）、早稲田大学、琉
球大学法科大学院、東京医科歯科大学大学院、明治学院大学法学部・大学院、関西学院
大学商学部・法学部、同志社大学ビジネススクールの各兼任講師。/早大法学部卒、89年
GM工科大学優等修了、91年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、13年ハーバー
ド大学ロースクール交渉戦略プログラム修了。/いすゞ自動車法務部課長・審議役、アッ
プルコンピュータ法務部長、国士舘大学法学部教授、東京理科大学大学院客員教授、尚
美学院大学大学院客員教授、大宮法科大学院大学教授、早稲田大学大学院（国際情報通
信研究科）講師、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員等を経て現職。英文契
約書、知的財産などの著書は67冊を数える。16年人工知能法務問題を企業法務の観点か
ら研究する国際企業法務協会「最先端法務研究会」の共同代表。 

人工知能（AI）関連技術の法的実務の課題と対応の方向性
～ロボティックス（自動運転、ドローン、ロボット等）、FinTech、医療、IoTを含む～
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★ディスプレイ応用はじめ注目を浴びるQD材料　基礎から問題点、実用ポイント、アプリケーションの可能性まで１冊で丸わかり！
★コロイド量子ドットの作製技術は？安定化技術・長寿命化技術・分散の安定化等の実用ポイントから各種評価まで詳説
★Cdフリー・量子ロッド・炭素系量子ドット・ぺロブスカイト型量子ドット・Si量子ドット等につき第一線で活躍する研究者・企業が執筆！

第1章　量子ドット材料とは
 1.量子ドットとは  /1.1 気相成長半導体量子ドット /1.2 コロイド量子ドット
 2.コロイド量子ドットのバンド構造 /3.コロイド量子ドットの材料と大きさ /4.コロイド量子ドットの構造
 5.量子ドットの歴史 /6.ディスプレイへの応用
  6.1 背景 /6.2 量子ドットの重要な特性 /6.3 色の表現方法と再現範囲 /6.4 ディスプレイへの応用方法
 7.量子ドットの問題点  /7.1 Cd フリー /7.2 安定性
第2章　量子ドットの作製と高性能化・安定化技術
第1節　量子ドットの作製技術 /1.ガラス中での作製 /2.水溶液中での作製 /3.有機溶媒中での作製
第2節　ガラスマトリックスによる安定化
1.親水性CdTe 量子ドットを分散したガラス /2.疎水性CdSe 量子ドットを分散したガラス
第3節　量子ドットのリガンド交換技術と分散安定化
1.半導体量子ドットの原理と概説 /2.水分散InP 量子ドットの分散安定性と蛍光型pH センサー
3.Zn 添加CuInS2 量子ドットの合成とリガンド交換プロセス
4.Zn 添加CuInS2 量子ドットを用いた発光素子のリガンド依存性
第3章　量子ドットの信頼性と長寿命化
第1節　量子ドットの評価 /1.量子ドットの粒子径、粒子径分布測定
 1.1 動的光散乱法の原理と特長 /1.2 測定装置 /1.3 サンプル測定時の留意点 /1.4 解析方法
 1.5 量子ドットの測定例
第2節　蛍光寿命の評価手法 /1.蛍光発光効率の測定法 /2.蛍光寿命の評価と活性化エネルギーの導出法
第3節　量子ドットの長寿命化に向けた動き－バリアフィルムによる保護－
 1.量子ドット組込バックライトの実装方式 /2.量子ドットに使われるバリアフィルム
 3.バリアフィルムメーカーの開発状況 /3.1 ハイバリアフィルム関係
第4章　量子ドット最近の話題
第1節　カドミウムフリー量子ドット蛍光体の研究動向と展望－RoHS適合に向けた動き－
 1.量子ドット蛍光体に関わるRoHS指令 /2.非Cd系量子ドット蛍光体の開発状況
  2.1 III-V半導体量子ドット /2.2 I-III-VI2半導体量子ドット
 3.期待される新材料 /3.1 ZnTeをベースとした混晶半導体量子ドット /3.2 酸化物半導体

第2節　ペロブスカイト型量子ドット蛍光体 
 1.ペロブスカイト型CsPbX3量子ドットの特徴 /2.CsPbX3量子ドットの合成方法
　2.1 ホットインジェクション法 /2.2 室温合成法/2.3 CsPbX3量子ドットの合成法の改良と展開
 3.有機リガンドの種類によるCsPbX3量子ドットの粒子形態への影響
 4.ハロゲンのイオン交換によるCsPbX3量子ドットの組成制御 /5.CsPbX3量子ドットの安定性とその改善
第3節　炭素系量子ドット
 1.炭素系量子ドットの構造と作り方 /2.光学特性 /3.グラフェン量子ドットの蛍光メカニズム
 4.カーボン量子ドットの蛍光特性と表面状態の関連 /5.炭素系量子ドットの太陽電池への応用
 6.炭素系量子ドットの生物毒性
第4節　量子ロッド /1.量子ロッドの概要 /2.特性 /3.合成方法 /4.応用
　4.1 量子ロッド分散電界紡糸ナノファイバシート /4.2 ナノファイバシートの特性
第5節　Si量子ドット  /1.Si 量子ドットの作製 /2.発光特性 /3.光・電子デバイス、バイオ応用
第6節　量子ドット素子のプラズモン増強
 1.量子ドットのプラズモン増強 /2.散乱効果 /3.近接場効果 /4.エネルギー移動の効果
 5.効率の高い系のプラズモン増強
第5章　応用展開に向けた動き　
第1節　量子ドットディスプレイ最新動向
 1.ディスプレイ応用への7つの形態/2.量子ドットが注目される背景/3.市場動向、展示会・学会などでの状況
 4.Cd問題と各社の対応/5.QD関連企業とサプライチェーン
第2節　量子ドットLED  /1.LED光源としての魅力 /2.次世代型LEDとよばれるQLED
  2.1 QLEDに用いられる量子ドット /2.2 QLEDの歴史，構造，作製法，評価法
  2.3 Si量子ドットを用いた青白QLED
 3.まとめと展望　　　
第3節　蛍光性量子ドットの生体・バイオ応用
 1.蛍光プローブとしての量子ドットの合成 /2.量子ドットのバイオアッセイへの応用
　2.1 蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)への応用 /2.2 イムノブロットへの応用
 3.量子ドットの分子イメージング /3.1 in vitro 分子イメージング /3.2 in vivo 分子イメージング
 4.量子ドットの光線力学的療法への応用
第4節　量子ドットレーザ /1.量子ドットレーザ /2.量子ドットレーザの諸特性 /2.1 静特性 /2.2 動特性
 3.最近の量子ドットレーザの展開
　3.1 光インターコネクション /3.2 T,O バンド帯量子ドットレーザ
　3.3 量子ドットのフォトニック結晶、ナノワイヤへの導入
第5節　量子ドット太陽電池－現状と展望－
 1.量子ドットを用いた中間バンド型太陽電池 /1.2 中間バンド型太陽電池の現状と課題
 2.将来展望
第6節　その他の応用 /1.量子ドットと熱電変換 /2.量子ドットと光触媒 /3.量子ドットと人工光合成

長谷川雅樹　メルク(株)
村瀬　至生　産業技術総合研究所
福田　武司　埼玉大学
中村　彰一　大塚電子(株)
伊藤　義文　久留米高等工業専門学校
小俣　孝久　東北大学
磯　　由樹　慶応義塾大学
磯部　徹彦　慶応義塾大学
森　　良平　冨士色素(株)

杉本　　泰　神戸大学
藤井　　稔　神戸大学　
立間　　徹　東京大学
北原　洋明　テック・アンド・ビズ(株)
齋藤　健一　広島大学
大庭　英樹　産業技術総合研究所
下村　和彦　上智大学
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量子ドット材料の技術と応用展開

ディスプレイ・照明・バイオ応用から太陽電池まで
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★基礎からノウハウ・トラブル対策・シミュレーション・メカノケミカル効果までこれ１冊で完全網羅！
★効果的な粉砕を行うための実務ノウハウ伝授！ミル内のシミュレーションと粉砕現象、トラブルシューティングもしっかり掲載
★メカノケミカル効果を具体例を多数用いて詳解！　粉体処理に携わる方必携の一冊！

第１章 固体の破壊
 1. 固体を粉砕する力
 2．何故、物は壊れるのか？
 3．破壊の開始と破壊した後の状態
 4．原子の結合と原子間相互作用力
 5．実測強度と理想的強度の違い
 6．曲げ力による破壊 
 7．ガラスの破壊
 8．ガラスの破壊機構～グリフィス理論 
 9．Orowanの考えと破壊靭性

  Appendix-1 理想的強度の導出
  Appendix-2 クラック内包材料の強度式

第２章　粒子強度に及ぼす操作因子と硬度
 1. 粒子圧縮負荷における荷重- 変位（応力- ひずみ）線図
 2. ヤング率とポアソン比
 3. 粒子の強度
 4. 硬度
 5．単粒子破砕産物の形状と代表粒子径の表示

第３章 粉砕技術と効果的処理
 1. 固体の粉砕とその目的
 2. 粉砕産物の粒子径分布
 3. 粉体の代表粒子径
 4. 粉砕に要する仕事量（エネルギー法則）

 5. 粉砕のしやすさ、し難さの指標
 6. 粉砕産物粒子径分布の時間変化(粉砕速度論)
 7. 各種粉砕機とその選択
 8. 粉砕効率向上
 9. 湿式粉砕におけるスラリーの安定性
 10.粉砕限界
 11.粉砕の4条件

第４章 ミル内媒体運動のシミュレーションと粉砕現象
 1. 離散（個別）要素法（DEM）モデルと媒体運動の解析
 2. DEM によるミル内媒体運動のシミュレーション
 3. 媒体運動シミュレーション結果に及ぼす粉体共存の影響
 4. 粉体共存下でのDEM シミュレーションによるミル内ボール運動と粉砕現象
 5. 媒体運動とメカノケミカル反応

第５章 粉砕機の省動力とトラブル・シューティング
 1. 世界における粉砕エネルギー量と効率改善の必要性
 2. 粉砕機のエネルギー効率
 3. 粉砕機の省動力化
 4. 粉砕におけるトラブル・シューティング

第６章　メカノケミカル効果とその利用
 1. 粉砕による固体の活性化（メカノケミカル効果）
 2. 粉砕による固体結晶の無定形化と相転移
 3. 材料合成
 4. 樹脂の分解
 5. 構造に水素を持たない樹脂・有機物のMC 分解
 6. 資源処理
 7．リサイクル

あとがきにかえて～最近の粉砕分野での議論～

粉砕の実務

東北大学　名誉教授　工学博士
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★世界中で需要が広がる抗菌製品。国内外の市場動向を正しく把握！
★国内外の規制や用途に応じて、どのように材料選定を行うのか？製品化のポイントは？
  各社事例から学ぶ製品開発・販売に向けた勘所を多数収載！

第1章　国内外の市場動向について
1.抗菌剤・防カビ剤の市場状況と開発上のポイント /2.抗菌・防カビ加工製品の市場と開発上のポイント
第2章　国内外関連法規制への対応
第1節　業界認証基準の概要と効率的な取得について
 第1項 SEKマークの認証取得
  1.繊技協の生立ち/2.SEKマークの特徴/3.SEKマークの種類/4.SEKマークの認証制度
 第2項　抗菌製品技術協議会の認証制度とSIAAマーク表示
  1.SIAAの自己認証制度について /2.SIAAの抗菌剤及び抗菌加工製品に関する自主基準
  3.SIAAの防カビ剤及び防カビ加工製品に関する自主基準 /4.SIAAへの入会と製品の登録手続き
  5.抗菌加工製品の国際展開活動
 第3項　JNLA（工業標準化法試験事業者登録制度）について
  1.試験所認定制度について /2.JNLA（工業標準化法試験事業者登録制度）について
  3.JNLA取得に当たっての留意点
第2節　【地域別】海外規則への対応方法
 第1項 欧州対応 /1.BPD（バイオサイド指令:Directive 98/8/EC） /2.BPR（バイオサイド製品規則）
 第2項 米国対応 /1.FIFRAによる規制への対応手順/2.FFDCAによる規制への対応/3.FQPAによる規制への対応
 第3項 中国対応
 第4項　韓国対応　/第5項　その他各国の対応状況と動向  1.タイ /2.マレーシア/3.インドネシア
第3章　各機能性に関する業界基準と評価方法
第1節　抗菌製品加工ガイドラインと各種試験方法
第2節　加工剤の安全性試験の概要と考え方
 第1項　安全性とは /第2項　安全性試験の概要 /第3項　急性経口毒性試験
 第4項　変異原性試験（最近を用いる復帰突然変異試験） /第5項　皮膚刺激性試験 /第6項　皮膚感作試験
 第7項　魚毒性試験 /第8項　皮膚貼付試験
第3節　製品加工後の機能性評価試験方法
 第1項　微生物 /第2項　病原性微生物試験の基礎 /第3項　各種微生物制御効果の評価方法

 第4項　抗菌試験方法 /第5項　抗ウイルス試験 /第6項　防カビ性試験方法　
第4章　抗菌性付与技術
第1節　抗菌剤の種類・特徴・作用メカニズム
 第1項　抗菌の定義　1.抗菌とは何か? /2.抗菌の意味
 第2項　抗菌剤の分類・特徴及び作用メカニズム
 第3項　天然高分子キトサンの抗菌活性
第2節　用途に応じた抗菌性付与の為の加工方法と技術
 第1項　ケニファインとケニファインを応用した抗菌印刷加工技術
  1.ケニファイン /2.ケニファインを応用した抗菌印刷加工技術
 第2項　キチン質の新繊維「マリンナノファイバー」の開発と抗菌性
  1.カニ殻由来の新素材「キチンナノファイバー」 /2.キチンナノファイバーに対する抗菌性の付与
 第3項　金属イオン担持ゼオライトによる抗菌作用と包装資材応用
  1.食品包装に使用する抗菌性材料 /2.抗菌ゼオライト含有包材 /3．植物の精油成分利用包材
  4.抗菌性フィルムの応用
第5章　抗ウイルス性付与技術
第1節　抗ウイルス剤の種類・特徴・作用メカニズム
  1.ウイルスの構造と分類 /2.ウイルスの増殖様式 /3.抗ウイルス剤の種類と作用機序
  4.抗ウイルス加工製品と抗ウイルス効果の評価 /5.抗ウイルス剤の作用メカニズム
第2節　用途に応じた抗ウイルス性付与技術
 第1項　様々な製品に付与可能な抗ウイルス加工技術「ロンプロテクト」
  1.抗ウイルス性付与技術（方法） /2.「ロンプロテクト」技術
  3.「ロンプロテクト」技術を用いた製品及び開発品 /4.抗ウイルス効果と特徴 /5.今後の展開
 第2項　抗ウイルスフィルム「VIRtech」の開発と実用化への課題
  1.「VIRtech」の機能と特徴 /2.抗ウイルスフィルム「VIRtech」の効果の検証
  3.抗ウイルス機能の見える化 /4.抗ウイルスフィルム「VIRtech」の実用化
 第3項　茶カテキン誘導体を用いた抗ウイルス加工不織布製品の開発
  1.茶カテキン由来の抗ウイルス成分“CateProtect(カテプロテクト)”に関して
  2.CateProtectの不織布への加工と活性評価 /3.CateProtect加工不織布の今後の展開
第6章　用途に応じた防カビ性付与技術
第1節　建材表面塗布型防カビ剤の開発
  1.材料設計 /2.建物に適用するための各種性能 /3.カビ発生部位での効果
第2節　有機系防カビ剤のプラスチック設計開発とその留意点
  1.プラスチックに使用される防カビ剤の現状 /2.プラスチック製品に防カビ剤を使用するにあたって
  3.主なプラスチック用防カビ剤の種類と特徴及び適用素材 /4.プラスチック製品の防カビ効果の確認
  5.今後防カビ剤に要求される基本性能
第3節　抗菌微生物を利用した防カビ製品の開発

藤本　嘉明　(一社)抗菌製品技術協議会
須曽　紀光　(一社)繊維評価技術協議会
石毛　浩美　(独)製品評価技術基盤機構
冨岡　敏一　関西大学
杉浦　晃治　東亞合成(株)
大村　善彦　大村塗料(株)
中山　武典　(株)神戸製鋼所
田中　敦子　(株)神戸製鋼所
高橋　靖之　(株)高秋化学
高橋　正行　(株)高秋化学

伊福　伸介　鳥取大学
藤井　　均　藤井包装技術事務所
野島　康弘　(一社)北里環境科学センター
小野　智大　ロンシール工業(株)
田中　伸幸　(株)プロテクティア
開發　邦宏　(株)プロテクティア
高見　和之　パナックアドバンス(株)
冨田　　洸　鹿島建設技術研究所
松田廉治郎　北興産業(株)
日下　芳友　福岡県工業技術センター

抗菌・防カビ・抗ウイルスの基礎から製品応用

　～製品設計における評価・加工技術と各国規制対応～
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★人の感情・感性を科学的に計測し消費者に効率的に訴える製品を開発しよう！
★生体情報・脳計測の各計測手法をわかりやすく詳解！生体計測デバイスの進展はどうなっている？
★製品開発に利用するための具体的な手法・問題点は？生体計測を製品開発に用いる事例を最前線で活躍する企業・専門家が解説！

第1章　生体計測を製品開発に生かすには？最近の動向と考え方
第1節　脳・生理計測をビジネスに活用する考え方と戦略について
1.なぜ人間を測るのか/2.様々な人間計測手法の限界/3.ビジネスに活用すべき 3 つの情報
4.環境知能化を実現する IoT/5.「デジタルコグニティブサイエンス」が拓く未来
第2節　感性評価に応用するための脳・心理科学的手法の基礎
1.ココロを計量する歴史的背景/2.ココロの計量の近年の動向/3.人間の情報取得とその活用の全体像
4.脳の理解・計測に基づく製品開発へ
第3節　ニューロマーケティングの動向と今後
1.商品開発への応用可能性/2.広告・宣伝分野におけるfMRI計測研究
3.ニューロマーケティングの発展と課題/4.広告分野における脳計測の意義
5.脳情報のデコーディングによる動画広告評価の試み/6.評価技術を超えてクリエイティブ支援ツールへ
第2章　各種生体計測の手法とそこからわかること
第1節　脳計測の手法
第1項　fMRIの活用　1.fMRIの進歩/2.fMRIにおけるタスク/3.fMRIの撮影と解析の実際と制限/4.感性とfMRI
第2項　fNIRS 計測とその応用研究　1.計測原理と装置構成/2.他の脳機能計測との比較/3.応用研究
第3項　EEG(脳波)計測と感性の判断
1.脳波とその利点・欠点/2.脳波の計測方法と解析方法/3.脳波を使用した感性判断への応用例
第4項　MEGの基礎と研究事例
1.MEGとその原理/2.MEGの長所と短所/3.MEGの計測方法/4.MEG研究の事例/5.MEGとその他の脳計測技術
第2節　眼球情報の計測とそこからわかる人の心理
1.眼球情報の計測/2.眼球運動/3.瞬目/4.瞳孔運動/5.眼球情報の統合
第3節　心拍・脈波計測の製品開発への応用

第4節　筋電図による感性とアフォーダンスの評価
1.脳と身体は切り離して説明できない/2.感性/3.アフォーダンス/4.生理計測の意義/5.筋電図による評価事例
第5節　人の表情の定量的分析から読み取る感性
1.顔面筋電図計測/2.FACS に基づいた感情表情の数値化/3.笑顔の魅力を示す表情矩形アスペクト比
第3章　感性評価につなげる生体計測デバイスの進展
第1節　各種生体センシング機器の発展
1.ウェアラブル心電計/2.ウェアラブル脈波計/3.ウェアラブル眼球運動計測装置/4.脳波計
第2節　非接触/低侵襲の生体センシングと感性評価への活用
1.非接触心拍センシング/2.映像脈波センシング/3.皮膚温度センシング/4.感性評価への活用
第3節　光脳活動計測機器の進展　1.光トポグラフィの原理と特長/2.光トポグラフィ信号の妥当性
3.光トポグラフィ計測の安全性/4.皮膚血流信号分離/5.光トポグラフィ装置のバリエーション
第4節　日常空間での脳計測を可能とするウェアラブル脳波計
1.ウェアラブル脳波計の種類/2.ドライタイプのウェアラブル脳波計
第4章　生体データを感性評価・製品開発に活かす応用論
第1節　脳波のフラクタル性を用いた客観的な感性評価と製品開発への応用　1.フラクタル次元推定手法
2.感性フラクタル次元解析法/3.実験方法/4.解析結果および考察/5.まとめと今後の課題
第2節　各種生体データを用いた疲労・ストレス評価　1.生理学的評価/2.内分泌学的評価/3.生物学的評価
4.代謝物質評価/5.遺伝子発現解析評価/6.イメージングによる評価
第3節　ヒト嗅覚に関する生理データの測定方法
1.ヒトの嗅覚系について/2.生理データの計測手法について/3.匂い提示の方法/4.嗅覚認知課題の設定
第4節　消費者の五感コミュニケーションを基盤とした製品開発技術の展開
第5節　生体計測をめぐる法的問題点
1.問題の所在/2.プライバシー権の生成と歴史的展開/3.JR 大阪駅事件
4.万引き常習犯検知のための顔認証システムについて/5.顔認識技術による購買履歴の収集について
6.カメラ画像利活用ハンドブック
第5章　生体計測を応用した製品開発　各種取り組み事例
第1節　企業における脳計測の製品開発への取り組み
1.脳科学的なアプローチ方法/2.計測方法/3.解析方法/4.事例紹介
第2節　空間設計・建築への取り組み
1.色彩環境が情報処理活動に与える影響/2.色彩と材質が知識創造活動に与える影響/3.今後の展望
第3節　照明開発への応用
1.照明が生体に与える影響/2.照明と人の睡眠との関係/3.照明に関する実験と器具開発への応用
第4節　運転を楽しくするための感情計測
1.目的/2.感情推定手法の問題点/3.クロスパラメータ感性推定に用いた指標
4.一般公道による計測実験/5.解析
第5節　脳波による香り診断を応用した商品開発　　1.方法/2.結果と考察

萩原　一平　(株)NTTデータ経営研究所
茨木　拓也　(株)NTTデータ経営研究所
松下　　明　茨城県立医療大学　
井上　芳浩　(株)島津製作所　
船瀬　新王　名古屋工業大学　
青山　　敦　慶應義塾大学　
志堂寺和則　九州大学　
荒川　俊也　愛知工科大学　
下村　義弘　千葉大学　
菅原　　徹　早稲田大学　
杉本　千佳　横浜国立大学　
木口　雅史　(株)日立製作所　
成瀬　　康　情報通信研究機構　
横田　悠右　情報通信研究機構　

東　佑一朗　情報通信研究機構　
中川　匡弘　長岡技術科学大学　
片岡　洋祐　理化学研究所　
濱川　昌之　九州大学　
岡本　　剛　九州大学　
相良　泰行　食感性コミュニケーションズ　
小林　正啓　花水木法律事務所　
長谷川　清　(株)日立ハイテクノロジーズ　
渡邊　朗子　東京電機大学　
安田　丈夫　東芝ライテック(株)　
瀬下　　渉　(株)本田技術研究所　
奥本　雅規　(株)本田技術研究所　
宮澤　　清　ユニ・チャーム(株)

製品開発のための

生体情報の計測手法と活用ノウハウ
—脳計測・生理計測に基づく客観的な感性評価を商品へ活かす—
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IoT各種端末として需要増加が見込まれるウェアラブルセンシングデバイス
普及拡大の鍵を握る各要素技術の開発動向から、要注目分野への事業化を踏まえた応用まで
低消費／高容量型電源、低侵襲型センシング技術、新規サービスとキラーアプリケーション、機器上市への規制対応、生体材料など

第1章　医療/ヘルスケア用ウェアラブルデバイスとは
第1節 スマートウォッチ/アクティブトラッカーの定義
第2節 ヘルスケア/医療用　貼り付け型・フレキシブル型・テキスタイル型生体センサー
第2章　医療ヘルスケアビジネス参入時の為の基礎知識
第1節 モバイル医療・ヘルスケアを巡る医療関連法規とその改正動向
 第1項 医薬機法の施行とモバイル医療・ヘルスケアビジネスへの影響/第2項 遠隔診療の解禁
第2節 ヘルスケアビジネス法務のポイント
 第1項 個人情報保護法の最新動向/第2項 ウェアラブルデバイスと法務
第3節 医療ヘルスケア機器参入時の考え方
第3章　デバイス性能向上に貢献する機能性材料
第1節 生体表面材料に求められる特性
 第1項 ウェアラブル機器にまつわる皮膚障害と機器作製時の留意点
 第2項 医療・ヘルスケア機器のための生体用材料と生体安全性・生体適合性
第2節 ウェアラブル機器に用いられる導電材料

 第1項 柔軟性と伸縮性を備えた電線開発/第2項 単層カーボンナノチューブトランジスタ
 第3項 生体情報計測ウェア/第4項 プリンテッドエレクトロニクスに応用可能なn型有機トランジス
タ
 第5項 ハイドロゲル基板に接着されたストレッチャブル有機電極
 第6項 ウェアラブルを支える銀メッキ導電性繊維
第4章　低消費電力化を目指したウェアラブル用バッテリー開発動向
第1節 各電池特性と関連技術解説
 第1項 小型リチウムイオン電池/第2項 三次元構造化リチウムイオン電池の作成と特性解説
 第3項 高安全性実現のための全固体型リチウムイオン電池の開発
第2節 電源供給技術　
 第1項 ウェアラブルデバイス向けエネルギーハーベスティング技術/第2項 酵素によるバイオ発電技術 　
 第3項 塗って作れる有機薄膜電池～高効率化に向けた材料開発～
 第4項 IoT/M2Mを支える無線技術と電源技術の概況
 第5項 ウェラブルデバイス向けの回転型エレクレット振動発電
第5章　低侵襲型にシフトした生体センシング技術開発動向と応用例
第1節 生体情報センシング技術
 第1項 HRV解析によるヘルスモニタリング/第2項 3点式眼電位センサによる眠気・ストレスの検出
 第3項 ソフトコンタクトレンズ型グルコースセンサ：涙液用キャビタスセンサ
 第4項 さりげなく人を見守るフレキシブル近接センサ
 第5項 フレキシブルなプリンタブル体温センサ/第6項 絆創膏型生体センサ開発とその応用事例
 第7項 ウェアラブル電極布製造プロセス確立の試み～西陣織の製造プロセスを利用した心電布試作      
 第8項 医療・ヘルスケア・スマートライフを支える人体通信技術
第2節 行動情報センシング  /第1項 衣類型ウェアラブル伸縮歪センサの開発と応用事例
第6章　ウェアラブルデバイスによる新ビジネスの可能性
第1節 富士通ユビキタスウェアを活用した視覚障がい者向け外出支援サービス実現に向けて
第2節 医療現場におけるセンシングとデバイスの融合例
第3節 排泄予知ウェアラブル端末「Dfree」/第4節　ベンチャー発ヘルスケア分野への取り組み
第5節 健康を促進するソーシャルシステムの実現へ向けて～歩行情報の見える化による健康増進活動の継続
第6節 ビッグデータ解析と利用
第7章　スタートアップ企業におけるニーズ発掘のポイント～ウェアラブル市場への参入に向けて～ 
第1節 ニーズの掘り起こし方/第2節　資金調達の方法
第8章　ウェアラブルデバイス普及拡大策～現状の分析と今後の普及拡大の留意点について

鈴木　泰智　(株)テクノシステムリサーチ
松本　郁夫　(株)ふじわらロスチャイルド 
            リミテッド　
飛岡　依織　GVA法律事務所
榊原　正博　(株)モノ・ウェルビーイング
大井　一弥　鈴鹿医療科学大学
関島　秀久　鈴鹿医療科学大学
越地　福朗　東京工芸大学
三寺　秀幸　ミツフジ(株)
石丸　園子　東洋紡(株)
関口　貴子　産業技術総合研究所
竹田　泰典　山形大学
時任　静士　山形大学
儲　　未名　　　旭化成(株)
長野　満幸　日立マクセル(株)
棟方　裕一　首都大学東京
竹内　敬治　(株)NTTデータ経営研究所
尾坂　　格　理化学研究所
　※2016年10月より広島大学 教授
瀧宮　和男　理化学研究所
藤原　幸一　京都大学

井上　一鷹　(株)ジェイアイエヌ
川島　隆太　東北大学
當麻　浩司　東京医科歯科大学
荒川　貴博　東京医科歯科大学
三林　浩二　東京医科歯科大学　
野村　健一　産業技術総合研究所
横田　知之　東京大学
前中　一介　兵庫県立大学
黒田　知宏　京都大学医学部附属病院
鈴木　克典　ヤマハ(株)
北條　将也　伊藤忠テクノ
　　　　　　ソリューションズ(株)
中西　敦士　トリプルダブリュー
            ジャパン(株)
加藤　真悟　トリプルダブリュー
            ジャパン(株)
佐藤　友美　アトナープ(株)
大山　　聡　IHSグローバル(株)
水島　　洋　国立保健医療科学院
鈴木　雄二　東京大学
前山　利幸　拓殖大学

ウェアラブルセンシング最新動向

～次世代センシング・電源・材料技術動向及びヘルスケア分野への応用～
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★市場拡大が期待される生活支援ロボットの実用化・事業化は何故遅れているのか？克服すべき点とは？
　今後の開発・ビジネス展開に向け、ハードウェア・ソフトウェア技術だけでなく、各種ロボット開発事例から市場動向、規制・安全性、
　特許など、必要となる情報を総合的に網羅した、指針となる書籍です。

【本書のポイント】

○病院・社会福祉施設における生活支援ロボット適用・使用の実状と問題点！現場で真に求められるロボットやその機能とは？ 
○生活支援ロボットビジネスを進める上で問題となる、販促・流通の実状から国内外の市場動向、ビジネス・知財戦略のすすめ方
  について解説！ 
○国際安全規格 ISO 13482の動向からCEマーキング取得の際の留意点等、法規制とその対応・リスクマネジメントの考え方・すす 
  め方！ 
○グラフェン・人工筋肉等々、今後応用が期待される・求められる新材料と今後の展開とは？ 
○人物・音声認識等各種センシング技術からアクチュエータ技術、リチウム電池・ワイヤレス給電等の電源(バッテリー)技術、IoT
  クラウド　連携等の通信技術まで！ 
○人との共生に向けて必要となる、モーションコントロール・運動学習・ハプティックス・コミュニケーション等の各種制御技術
  や、受け入れられるためのデザインの考え方について！ 
○HAL・パロ・HSR・マッスルスーツ・RIBA・PALRO・Terapio・・・
　医療用の脳・神経・筋系疾患の機能改善・セラピーから、歩行支援、移動・移乗支援、リハビリ支援、排泄支援の他、コミニュ 
  ケーション、ベッドみまもり・回診ロボット等々、開発・商品化されているロボットの様々な具体例を掲載！開発にあたり苦労
  した点等がわかる！
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今後の超高齢化社会に求められる

生活支援（医療・福祉・介護・リハビリ）ロボット技術

○本書の構成

第1章 生活支援ロボットの現状と課題

第2章 生活支援ロボット事業のすすめ方・市場動向

第3章 生活支援ロボットの安全規格・法的規制とリスクマネジメント

第4章 生活支援ロボットに向けた材料・センサ・デバイス・アクチュエータ・バッテリー技術

第5章 生活支援ロボットに向けた制御技術とその評価

第6章 生活支援ロボットの最新技術と開発事例
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排熱利用・環境発電・フレキシブルデバイス…熱電材料有効利用のための最新技術を集成！
熱電変換技術の将来的な展望は？ 材料開発の現状と課題、最新の取り組みを取りまとめました。
設計・開発のポイントからモジュール化・フレキシブル化、実用検討例まで、熱電材料実用化のための勘所が理解できる1冊です。

第1章 熱電変換・熱電発電関連業界の研究開発における最新動向と利活用に向けた課題
 第1節 新規材料の開発・探索における留意点
 1.熱電材料とは? /2.高性能熱電材料の設計指針と留意点 /3.従来の熱電材料 /4.新規熱電材料の開発動向と課題
 第2節 熱電材料の性能向上・コストダウンの為のポイント
 1.熱電材料の問題点（重元素の利用による材料コストの増大）
 2.熱電材料に必要とされる物性の条件と重元素の役割
 3.電子熱伝導度を維持しつつ格子熱伝導度を低減する方法 /4.重元素を主構成元素としない熱電材料の開発
 第3節 特性評価とその手法 1.バルク材料の評価方法 /2.薄膜材料の評価方法 /3.モジュールの評価方法
第2章 各種熱電変換・熱電発電材料及び素子の最新技術・開発事例
 第1節 ビスマステルル系熱電変換素子による発電実験システムのモデル化
 1.ゼーベック効果、熱電発電子 /2.実験装置 /3.実験回路 /4.発電システムのモデリング
 第2節 シリサイド系熱電材料の特徴と熱電性能、およびモジュール開発の現状
 1.各種シリサイド系熱電材料の特徴と熱電性能 /2.シリサイド系熱電材料を用いた熱電発電モジュールの現状
 第3節　最新の酸化物熱電変換材料の構造・物性とモジュール化 1.熱電変換とその効率 /
 2.排熱回収用熱電材料 /3.酸化物系熱電変換材料 4.排熱回収用酸化物熱電モジュールの作製事例
 第4節 硫化物系熱電変換材料の物性と素子化の課題
 1.硫化物熱電材料の歴史的背景 /2.硫化物系熱電変換材料 /3.素子化の課題
 第5節 ナノ構造制御バルク熱電材料の研究動向と課題
 1.国内外の研究動向 /2.室温高圧合成法によるカルコパイライト構造材料のナノ構造制御
 第6節 クラスレート熱電変換材料の特性とモジュール化 1.構造と熱電気的特性/2.作製方法/3.モジュール化
 第7節 ホイスラー型熱電変換材料の特性評価およびモジュール化

 1.ホイスラー型Fe2VAl合金の熱電特性の概説 /2.非化学量論組成Fe2VAl合金の熱電特性
 3.非化学量論組成Fe2VAl合金の発電特性
 第8節 カルコパイライト型熱電変換材料の特性と作成方法
 1.カルコパイライト型熱電材料の概略 /2.カルコパイライトCuFeS2の基本的性質
 3.CuFeS2系熱電材料の作成方法 /4.安全・安価な熱電変換実現にむけて
第3章 熱電変換・熱電発電材料のモジュール化技術の最新事例
 第1節 熱電変換モジュールの組み立て技術と性能評価
 はじめに～モジュール化の課題～ /1.モジュールの形状と熱応力緩和 /2.高温用モジュールの組み立て技術  
 3.性能および耐久性向上のためのモジュール周辺構造
 4.熱電変換システム設計におけるモジュール熱抵抗測定の重要性
 5.モジュール熱抵抗および変換効率の精密評価装置
 第2節 ビスマステルル系熱電変換材料のモジュール化
 1.ビスマステルル系熱電材料について /2.ビスマステルル系の作製方法と熱電特性
 3.熱電発電モジュールの特性と構造 /4.ビスマステルル系熱電発電モジュールの応用
 第3節 中温度域熱電発電モジュールの開発事例　1.ノーマルタイプ /2.カスケードタイプ
 第4節 傾斜積層構造からなる熱発電チューブの開発 1.非対角熱電効果 /
 2.性能改善に向けた傾斜積層熱電材料の設計指針 /3.焼却炉における熱発電チューブの発電検証試験
第4章　熱電変換・熱電発電材料のフレキシブル化技術の最新事例
 第1節 印刷法により作製したフレキシブル熱電変換素子
 1.資源埋蔵量の豊富な元素より構成された、軽量・フレキシブルな新規熱電変換材料
 2.印刷作製したフレキシブル熱電変換素子
 第2節 フレキシブル熱電変換素子の開発と展望
 1.一般的な素子構造とその課題 /2.フレキシブル熱電変換素子 /3.今後の展望
 第3節 積層型の薄膜熱電変換モジュールの開発と評価
 1.熱伝導率低減 /2.ナノポーラス構造の生成 /3.熱電薄膜生成 /4.モジュール評価
 第4節 環境低負荷な薄膜熱電変換材料 1.環境低負荷フルホイスラー合金薄膜/2.Pbフリーガラス熱電変換材料
第5章 熱電変換・熱電発電材料の実用システム化技術の最新事例
 第1節 シリサイド半導体による熱電変換デバイス作製に向けた取り組みと課題
 1.シリサイド半導体材料の種類と特徴 /2.マグネシウムシリサイド系熱電材料の開発動向
 3.マンガンシリサイド熱電材料の開発動向 /4.シリサイド系熱発電モジュールの現状 /5.実用化の課題
 第2節 製鉄所での排熱利用を目指した熱電発電システムの実用検討と今後の展望
 1.日本鉄鋼業における省エネルギーへの取り組み /2.製鉄所における排熱を利用した熱電発電技術
 第3節 自動車部品の鍛造加工における熱電素子による廃熱回収技術
 1.熱間鍛造工程における廃熱状況 /2.熱電素子について /3.基礎実験 /4.現地実験
 第4節 熱電変換素子を電源として用いたセンサネットワーク
 1.環境発電の概要 /2.センサネットワーク電源用熱電変換素子 /3.センサネットワーク端末
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＜『いつでも・どこでも・誰もが』行える合成・探索法がこの1冊に！　他著にない実務的な知識をお届けするガイドブックです＞
無機材料分野で求められる「高機能化に向けた合成技術」と「新規材料の効果的な探索方法」その難しさの本質を解明し、解決手段を導く。
巻末にはシャノンのイオン半径表と充実の索引、さらに書籍掲載図表のカラー版をCD-Rにて付録とし、多数のグラフ・データでわかりやすく解説。

第1章　無機材料を合成するための基礎（根本原理）
1.無機材料合成技術の現状と問題点/2.誰もが使う伝統的な「固相法」
 2.1 固相法による具体例/2.2 固相法における反応率と反応時間との関係
 2.3 固相法と原料の融点について/2.4 それでも「固相法」が必要な理由
3.簡単な溶液法である「沈殿法」/4.金属アルコキシドを用いる「ゾルゲル法」
5.知っていて損のない錯体重合法
 5.1 錯体重合法の原理/5.2 錯体重合法による複合酸化物の合成
 5.3 錯体重合法の問題点と利用の仕方

第2章　溶液法による無機材料の合成と高機能化
1.溶液法の共通概念/2.様々な溶液法による無機材料合成と性能向上の実例
 2.1 アモルファス金属錯体（AMC）法/2.2 ポリビニルアルコール（PVA）法
3.ケイ酸塩及びリン酸塩の新しい合成手法
 3.1 グリコール修飾シラン（GMS）を用いた溶液法によるケイ酸塩の合成
 3.2 リンオリゴマー（PO）を用いた溶液法によるリン酸塩の合成
4.溶液法による材料の形態制御
 4.1 均一沈殿法及び水熱法によるY2O3:Eu3+蛍光体の合成
 4.2 錯体均一沈殿法によるY2O2S:Eu3+の蛍光体の合成/4.3 ナノキューブの合成
 4.4 水熱法による酸化チタンの合成
5.いつでも・どこでも・誰でもできる溶液法による無機材料合成

第3章　溶液法を基礎とする並列合成による無機材料の探索及び高機能化
1.新無機物質・無機材料を探索する手法
 1.1 薄膜コンビナトリアル/1.2 メルトコンビナトリアル
 1.3 計算科学的アルゴリズムによるコンビナトリアル/1.4 溶液並列合成法の概略
2.溶液並列合成法の詳細 
 2.1 溶液並列合成に求められる条件/2.2 溶液並列合成法における操作の写真
 2.3 溶液並列合成法による蛍光体探索の事例及び賦活剤濃度最適化による高度機能化

3.鉱物をヒントにした溶液並列合成法による新規蛍光体の探索
 3.1 鉱物にヒントを得た溶液並列合成法による新規蛍光体の探索の実際
 3.2 ケイ酸ナトリウムアルミニウム系鉱物:NaAlSiO4:Eu2+の発見
 3.3 ケイ酸ジルコニウム系鉱物:BaZrSi3O9:Eu2+の発見
 3.4 ケイ酸ナトリウムスカンジウム系鉱物:Na3ScSi3O9:Eu2+の発見
 3.5 アルカリ土類金属のケイ酸塩系鉱物:CaSrSiO4:Eu2+及びCa2SiO4:Eu2+の発見
 3.6 リン酸塩系鉱物: Sr9M(PO4)7:Eu2+(M=Y,Gd,Sc)及びKSrY(PO4)2:Eu2+の発見

第4章　硫化物及び（酸）窒化物の合成
1.BaAl2S4:Eu2+蛍光体の合成と発光特性
 1.1 BaAl2S4:Eu2+蛍光体の合成方法/1.2 BaAl2S4:Eu2+蛍光体の発光特性
 1.3 製造コストの比較
2.新規アルカリ土類金属チオアルミネート(Ba1-xSrx)4Al2S7:Eu2+の合成及び蛍光特性
3.Ba2-xSrxZnS3:Eu2+蛍光体の合成及び蛍光特性
 3.1 Ba2-xSrxZnS3:Eu2+の合成方法/3.2 Ba2-xSrxZnS3:Eu2+の発光特性
4.新規アルカリ土類金属チオシリケート
 4.1 (Ba,Sr,Ca)2SiS4:Eu2+系における新規蛍光体の探索/4.2 新規蛍光体 (Ca,Sr)3Si2S7:Eu2+
 4.3 新規蛍光体 (Ca,Sr)8Si5S18:Eu2+
5.（酸）窒化物の合成
 5.1 「固相法」による（酸）窒化物合成/5.2 「ガス還元窒化法」による（酸）窒化物合成
 5.3 「カルボサーマル還元窒化法」による（酸）窒化物合成
 5.4 「アンモサーマル法」による（酸）窒化物合成

第5章　無機材料の高機能化及び新機能無機材料探索に向けた戦略
1.無機材料の高機能化に向けた戦略
 1.1 超臨界水熱プロセスによるナノ粒子合成と超ハイブリッド材料創製
 1.2 フラックスを活用した粒子形状制御による蛍光体・光触媒の高度機能化
 1.3 鋳型を用いた中空粒子の合成/1.4 ブロンズ型酸化チタン(TiO2(B))薄膜の超親水性
2.新規無機材料探索に向けた戦略
 2.1 A 「複合アニオン化合物」/2.2 B 「物質探索の手法」/2.3 C 「迅速な評価手段」
 2.4 D 「結晶構造評価」/2.5 E 「理論的なアプローチ」
3.環境調和性と材料の機能及び元素戦略に基づいた材料設計
 3.1 環境調和性と材料の機能/3.2 元素戦略に基づいた材料設計
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垣花　眞人　東北大学・多元物質科学研究所
小林　　亮　東北大学・多元物質科学研究所

加藤　英樹　東北大学・多元物質科学研究所

佐藤　泰史　岡山理科大学・理学部

冨田　恒之　東海大学・理学部

発刊　　2014年6月
定価　　55,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　250ページ
ISBN　　978-4-86502-061-8

＜センシング・画像モニタ・電力供給・ウェアラブルなど…事業参入のツボを押さえる＞
著名企業・研究者の取り組み事例を中心に、エレクトロニクス技術の医療・ヘルスケア分野への展開例・関連動向をピックアップ。
医療関連事業に必須の規制対応から、ウェアラブル機器等も含めた最新技術まで、ビジネス・サービス展開までも見据えた知見を集約しました。

第1章　医療・ヘルスケア機器関連事業への新規参入の要点
 第1節　医療・ヘルスケア事業関連業界を取り巻く最新環境状況
　　　  及び業界動向と留意すべきこと
 第2節　医療・ヘルスケア関連機器開発における成功の鍵
        ～薬事プロセス及び診療報酬プロセスを見据えた
       ビジネスプランニングの重要性～
 第3節　医療・ヘルスケア関連機器に関する規制と
        新規参入における対処方法

第2章　エレクトロニクスの要素技術各種の医療・ヘルスケア向け活用検討
       および事例
 第1節　最新の医用内視鏡技術
 第2節　ヘルスケアのためのＭＥＭＳセンサ技術
 第3節　人体通信技術の医療・ヘルスケア分野への応用
 第4節　医療・ヘルスケア向け電力供給・小型電源技術

  第1項　ヘルスケア分野のエネルギーハーベスト技術動向と今後の展望
  第2項　医療機器に提案する次世代グローバルスタンダード電源の開発
  第3項　医療・ヘルスケア分野向けワイヤレス給電技術の要点と課題
 第5節　血液適合性マテリアルを用いたバイオセンシング技術
 第6節　医療向けマイクロ波手術器の開発

第3章　医療用･医療現場用(メディカルケア)デバイスの最新事例
 第1節　医用ディスプレイの特徴・最新事例および精度管理
 第2節　デジタルマンモグラフィ読影システムの構築
        ～院内での運用を考える～
 第3節　医療用バイオセンサ開発の指針と課題
 第4節　ロボット手術の歴史と現状および将来展望
 第5節　3Dプリンター（積層造形）技術の可能性と医療関連分野への応用

第4章　健康管理用(ヘルスケア)デバイスの最新事例
 第1節　リストバンド型ライフレコーダーを用いた
       “健康見える化サービス”の実践と実証
 第2節　超小型バイオセンシングシステムのスマートデバイスによる
        無線操作技術の開発
 第3節　健康・スポーツ分野に向けたセンシングシステムの開発
 第4節　有機エレクトロニクスを用いた医療・ヘルスケア向け
        フレキシブル・センサシステム

第5章　医療用ITCを用いたデータの収集・管理・活用技術
 第1節　無線通信内蔵各種計測器によるモバイル機器を用いたデータ管理
 第2節　クラウド型PHR(Personal Health Records)サービス
        ：ポケットカルテの概要とその利活用
 第3節　ヘルスケアビジネスにおけるビッグデータの活用と今後の展望
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清水　義明　コーセル(株)
佐藤　文博　東北大学
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小原　良宣　アルフレッサ ファーマ(株)
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佐藤　卓治　パナソニックメディカル
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植松　宏彰　東京工業大学

石川　紀彦　金沢大学
安齋　正博　芝浦工業大学
八村　大輔　(株)メディシンク
福田　隆史　(独)産業技術総合研究所
江本　顕雄　同志社大学
瀬崎　文康　(株)カネカ
小須田　司　セイコーエプソン(株)
更田　裕司　東京大学
横田　知之　東京大学
関野　正樹　東京大学
関谷　　毅　大阪大学
高宮　　真　東京大学
染谷　隆夫　東京大学
桜井　貴康　東京大学
尾﨑　　忍　(株)エー･アンド･デイ
北岡　有喜　(独)国立病院機構
宇賀神　敦　(株)日立製作所

医療・ヘルスケア分野向けエレクトロニクス技術の最新展開

～参入のポイントから技術開発、ビジネス化まで～
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第1章 シェール革命の自動車業界への影響と今後の次
      世代自動車開発･普及の動向
第2章 シェールガスからの自動車向け燃料の製造技術
第1節 シェールガスからの軽油生産(GTL)技術およびプ
      ラントの検討
第2節 シェールガスからの水素製造技術
第3章 天然ガス自動車の最新技術とインフラ整備
第1節 天然ガス自動車の現状と「シェールガス革命」    
      の影響
第2節 天然ガススタンド整備に向けた取組みと課題
第3節 NGVの最新開発事例および性能向上に向けた最新
      技術
　第1項 圧縮天然ガス自動車(CNG自動車)の技術動向
  第2項 液化天然ガス自動車(LNG自動車)の技術動向と    
        最新事例
　第3項 天然ガスデュアルフュエル燃焼の自動車への
        応用
  第4項 NGVにおける自動車触媒を用いた排気ガス浄化
        技術
第4章 燃料電池自動車の最新技術とインフラ整備
第1節 FCVの流通･開発の現状と課題及びシェール革命
      による影響
第2節 FCV用のインフラ整備に向けた取り組みと課題
　第1項 水素ステーションの性能向上と実証事例
　第2項 水素貯蔵技術の最新開発事例
第3節 FCVの性能向上に向けた最新技術

　第1項 車載向けPEFCの開発に向けた取り組み
　第2項 SOFCの開発動向と車載用SOFCの可能性
　第3項 車載向け燃料電池用低コスト触媒の新規開発
　　　  に向けた取り組み
第5章 電気自動車･ハイブリッド車の最新技術とインフ
      ラ整備
第1節 EV･HEVの流通・開発の現状と課題
第2節 EV･HEV用のインフラ整備に向けた取り組みと課題
第3節 EV･HEVとスマートグリッド・スマートコミュニ
      ティとの連携技術と最新動向
第4節 EV･HEVの性能向上に向けた最新技術～車載リチ
      ウム電池の技術と安全性
第6章 ガソリン車･ディーゼル車の最新技術
第1節 シェール革命によるガソリン車･ディーゼル車の
      開発への影響 
第2節 ガソリン車･ディーゼル車向け新規エンジン開発
      のための最新技術
第3節 ガソリン車･ディーゼル車向けバイオ燃料開発の
      ための最新技術
第4節 ガソリン車･ディーゼル車向け自動車触媒の性能
      向上のための最新技術
　第1項 ガソリン車･ディーゼル車向け自動車触媒の最
        新技術動向
　第2項 ガソリン車･ディーゼル車向け自動車触媒の性
        能向上のための最新技術事例

平伊原　　賢　(独)石油天然ガス
　　　　　　　　　・金属鉱物資源機構)
平瀬　裕介　(一社)日本ガス協会
後藤　雄一　(独)交通安全環境研究所
和田　徹也　燃料電池開発情報センター
栗城　雄治　(株)神鋼エンジニアリング
　　　　　　　　　　　　&メンテナンス
松崎　良雄　東京ガス(株)/九州大学
廣田　寿男　早稲田大学
山本　恵一　(株)本田技術研究所
清水　和夫　(株)テクノメディア
福田　裕章　(株)デンソー

堂坂　健児　(株)本田技術研究所
室井　高城　アイシーラボ
原　　裕一　いすずエンジニアリング(株)
佐古　孝弘　大阪ガス(株)
吉武　　優　燃料電池開発情報センター
東條　千太　サムテック(株)
清水　貴弘　(一財)日本自動車研究所
清水　健一　(独)産業技術総合研究所
坂本　俊之　東海大学
畑村　耕一　(株)畑村エンジン研究事務所
佐々木　基　(独)産業技術総合研究所
堂坂　健児　(株)本田技術研究所

＜次世代自動車、これからどうなる? シェールガス・シェールオイルのもたらす影響は? 現状を深掘りする1冊＞
米国発･シェール革命により変化する石油･エネルギー事情と次世代自動車の開発･普及の見通しはどうなるか…
インフラ整備や海外動向、低コスト化･安全性･排ガス浄化など、現状と課題、最新の取り組みを集約しました。

次世代自動車技術とシェール革命

～NGV・FCV・EV/HEV・ガソリン車・ディーゼル車—開発・流通への影響と課題～

発刊：2013年8月　定価：52,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　210ページ　ISBN：978-4-86502-035-9

第1章　ヒートポンプ技術の現在とその適用
＜次世代型蓄熱･ヒートポンプ技術と自動車分野への応
用＞　1.蓄熱技術によるエネルギーリユース有効利用
と自動車分野への応用/2.ヒートポンプ技術によるエネ
ルギーリサイクル有効利用と自動車分野への応用/3.ケ
ミカルヒートポンプシステムの自動車関連開発事例
＜自動車向けケミカル蓄熱･ケミカルヒートポンプ、そ
の課題と展望＞　1.車両における蓄熱技術/2.ケミカル
蓄熱の概要/3.固体充填層における連成モデルの構築
＜パラフィン系潜熱蓄熱材料の特性と自動車分野への
応用特性＞　1.潜熱蓄熱材の仕組みと特徴/2.カルグリ
ップの特性3.さまざまな用途展開/4.今後の課題
第2章　熱電材料技術の現在とその適用
＜高効率熱電変換材料の方向性と自動車への応用＞
1.未利用排熱の再資源化による低炭素社会/2.熱電発電
システムと発電効率/3.熱電変換材料と高効率熱電発電
の方向性/4.熱電発電システムの研究開発プロジェクト
の状況/5.高効率熱電発電システムの自動車への応用に
向けての経済性＜熱電発電モジュールの自動車排熱回
収への応用＞1.Fe2VAl熱電モジュールの開発/2.自動二
輪車用の熱電発電ユニットの開発/3.自動車への熱電発
電の応用に向けて
＜気密ケース入り熱電変換モジュールの特徴・開発と
自動車分野への応用について＞　1.熱電変換モジュー
ルの高性能化/2気密ケース入りモジュール/3.自動車用
熱電変換システムへの適用可能性
＜環境発電用積層型セラミックス熱電素子の開発と自

動車分野への応用＞　1.積層一体型セラミックス熱電
素子の作製と発電特性 2.センサネットワーク端末への
応用/3.積層一体型セラミックス熱電素子のセンサネッ
トワーク端末への適用例/4.環境対応車への搭載可能性
第3章　ランキンサイクル技術の現在とその適用
＜BMWにおける2系統ランキンサイクルシステム＞
1.現代の自動車の課題:高効率化によるCO2の削減
2.動車の走行時エネルギー利用状況/3.排熱利用技術
4.BMWの排熱利用研究/5.自動車排熱利用の今後
第4章　スターリングエンジン(排熱回収)技術の現在と
　　　 その適用
＜スターリングエンジンとガソリンエンジン排熱回収
システムについて＞　1.排熱回収システム/2.スターリ
ングエンジンとガソリンエンジン排熱回収システムに
ついて/3.理論サイクルによる排熱回収システム/4.準
理論サイクルによる排熱回収システム/5.排熱回収シス
テムの実機試験
第5章　熱音響システム技術の現在とその可能性
＜様々な形態の熱音響システムの実用化に向けて＞
1.熱音響現象/2.ループ管方式による冷却･昇温システ
ム/3.熱音響発電/4.熱音響サイレンサー/5.熱音響シス
テムの効率化
第6章　「熱」有効利用のための断熱・遮熱技術
＜PUR、PCによる自動車ウィンドウの遮熱・断熱技術＞
1.軽量化/2.環境適応･低負荷/3.高効率/4.窓の遮熱･断
熱技術へのアプローチ

小倉　裕直　千葉大学 
布施　卓哉　デンソー
小林　伸敏　ＪＳＲ
神戸　　満　電気中央研究所
三上　祐史　産業技術総合研究所
内山　直樹　アツミテック
西野　洋一　名古屋工業大学
中村　孝則　村田製作所
河本　　洋　科学技術･学術学術政策研究所
山根　　健　BMWジャパン　 

戸田富士夫　宇都宮大学
坂本　眞一　滋賀県立大学
福林　夢人　ユニチカ
福井　博之　バイエルマテリアルサイエンス
桐原　　修　バイエルマテリアルサイエンス 
鈴木　　賢　住化バイエルウレタン
生田　広志　住化バイエルウレタン
高松　　敦　セントラル硝子
原　潤一郎　カルソニックカンセイ
田保　栄三　ティラド

次世代自動車普及へ向けての課題、その有力な解答！
ヒートポンプ、熱電変換、ランキンサイクル、スターリングエンジン、熱音響システムなどの排熱回収技術から
樹脂ガラス、内装用ポリウレタン、生分解プラスチックなどの断熱・遮熱材料まで

次世代自動車、EV/HEV対応

省エネ「熱」マネージメント
～排熱回収技術から断熱・遮熱材料まで～

発刊：2013年5月　定価：52,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　250ページ　ISBN：978-4-86502-023-6

【はじめに】超小型EV　普及へ向けた取り組みと展望

第1章 普及へ向けたシステム構築
第1節 超小型モビリティ、超小型モビリティによるス
      マートライフの提案
第2節 電気自動車用充電インフラの普及に向けた充電
      サービスビジネスモデルの開発
第3節 ITSと超小型EV/第4節 カーシェアリング

第2章 カー・メーカーによる超小型EV
第1節 超小型モビリティ試乗

第3章 大学・中小企業・ベンチャーの開発動向
第1節 高知工科大学における超小型ＥＶの開発と今後
      の展望
第2節 早稲田環境研究所における超軽量小型
      モビリティの開発と展望について
第3節 AZAPAにおける超小型ＥＶの開発と今後の展望
第4節 京都EV開発におけるEV開発の歴史
第5節 KOBOT　超小型電動モビリティの開発コンセプト
第6節 東京アールアンドデーにおける超小型EVの開発

第4章 超小型ＥＶの設計・製造
第1節 超小型EVの設計・製造と駆動・制御システム

第2節 FRPによる超小型電気自動車の成形

第5章 駆動・制御システム
第1節 インホイールSRモータの開発と超小型EVへの適用
第2節 明和製作所における超小型EV用モータドライブ
      システムの開発と今後の展望

第6章 二次電池
第1節 小型EV対応リチウムイオン電池モジュールの開発

第7章 安全走行のための、超小型EVの自立運動制御
第1節 自律走行と運転支援技術の最新動向と超小型EV
第2節 オンボードセンシング技術と自律走行車両への
      応用

第8章 コンバートEV
第1節 コンバートEVの設計からナンバー取得まで
第2節 コンバートEV開発における部品の調達、選定に
      ついて
第3節 かがわ型EVの設計および製作

第9章 マーケット動向
第1節 日本における超小型EVの市場展望
第2節 JTBにおける環境ビジネスと超小型EV

松村　修二　 群馬大学　
星　　明彦　 国土交通省　
村木　謙吾　 東京電力　
須田　義大　 東京大学
青木新二郎　 パーク24
松尾　龍馬　 リーボ　
松下　　宏　 自動車ジャーナリスト
大塚　幸男　 高知工科大学
小野田弘士　 早稲田大学
近藤　康弘　 ＡＺＡＰＡ
岡田　　実　 京都ＥＶ開発
芹田　慶人　 コボット
福田　雅敏　 東京アールアンドデー

邉　　吾一　 日本大学
一ノ倉　理　 東北大学
生野　岳志　 明和製作所
松尾　　博　 マイクロ・ビークル・ラボ
三田　誠一　 豊田工業大学
米陀　佳祐　 豊田工業大学
菅沼　直樹　 金沢大学
古川　　治　 オズコーポレーション
鈴木　桂輔　 香川大学
中田　　寛　 香川大学
齋藤　貴成　 野村総合研究所　
黒岩　隆之　 JTBコーポレートセールス

2012年、国土交通省が「超小型車モビリティ導入に向けたガイドライン」を発表
2013年、「公道走行を可能とする認定制度」や「自治体や企業に対して半額を補助する制度」が開始
カー・メーカーをはじめ、中小企業・ベンチャーまで、各分野の新ビジネスへの期待が高まっている！

超小型ＥＶ最新動向
～制度・インフラの整備、開発動向と新市場の開拓～

発刊：2013年3月　定価：49,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　278ページ　ISBN：978-4-86502-006-9

第1章 人工光合成の理論と課題、開

      発動向

 

第2章 水の分解および水素・酸素の

      発生に関する人工光合成技術

      ～光捕集系･電荷分離系･水の酸

　　  化還元系および用いられる分子

      ･触媒･錯体の開発～

第3章 CO2固定化および有機物の合

      成に関する人工光合成技術

      ～CO2固定化･還元系および用いら

       れる分子･触媒･錯体の開発～

第4章 人工光合成システムの開発

第5章 人工光合成を用いた発電技術

      ・エネルギーの利用技術

第6章 人工光合成で発生した水素・

      過酸化水素の貯蔵・利用技術

第7章 自然の光合成を用いた人工光

      合成による有機物の合成・利

      用技術

福住　俊一　　大阪大学
神谷　信夫　　大阪市立大学
宮武　智弘　　龍谷大学
民秋　　均　　立命館大学
小川　和也　　山梨大学
中村　龍平　　東京大学
佐山　和弘　　(独)産業技術総合研究所
斉藤　里英　　(独)産業技術総合研究所
三石　雄悟　　(独)産業技術総合研究所
阿部　　竜　　京都大学
近藤　美欧　　分子科学研究所
正岡　重行　　分子科学研究所
中村振一郎　　(独)理化学研究所・
　　　　　　　三菱化学フェロー
由井　樹人　　新潟大学
松原　一喜　　新潟大学
石田　　斉　　北里大学
葉　　金花　　(独)物質・材料研究機構
四橋　聡史　　パナソニック(株)

梶野　　勉　　(株)豊田中央研究所
森川　健志　　(株)豊田中央研究所
佐藤　俊介　　(株)豊田中央研究所
荒井　健男　　(株)豊田中央研究所
上村　恵子　　(株)豊田中央研究所
鈴木登美子　　(株)豊田中央研究所
諸岡　正浩　　ソニー(株)
野田　和宏　　ソニー(株)
宮坂　　力　　桐蔭横浜大学
石井あゆみ　　桐蔭横浜大学
伊田進太郎　　九州大学
石原　達己　　九州大学
三澤　弘明　　北海道大学
荒川　裕則　　東京理科大学
山方　　啓　　豊田工業大学
大森　　隆　　京都産業大学
天尾　　豊　　大分大学
伊原　正喜　　信州大学
河野　祐介　　信州大学

夢のエネルギー技術、実用化･活用のためのポイントは?　人工光合成の最新の要素技術および一連のシステムに
関する研究に加え、発電･水素利用･有機物合成に関わる技術展開・周辺技術までも集成。
「どのように活用できるか」、人工光合成の実用化と将来性･発展性を見据えるための1冊。

人工光合成 実用化に向けた最新技術

～水素利用・有機物合成・エネルギー・CO2還元～



▼▲ 電子材料・実装・エネルギー・電池

－ 67－

発刊：2012年12月　定価：63,000円 + 税　体裁：B5判　331ページ　ISBN：978-4-905545-89-7

第1章 メガソーラーの最新動向･導入状況  

      と普及に向けた課題

第2章 フィードインタリフ(FIT)制度の

      現状と今後の展望

第3章 スマートグリッド･マイクログリッド

      に対するメガソーラーの役割と課題

第4章 メガソーラーのコスト分析とコスト

      ダウンに向けた課題

第5章 メガソーラー導入に関する関連法規

      制･規格

第6章 メガソーラーの設計および建設･設置

第7章 メガソーラーのライフサイクル評価

第8章 メガソーラーに関する補助金と活用法

第9章 電力安定供給に向けたメガソーラー

      用太陽電池の最新技術

第10章 各種蓄電池のメガソーラーへの適

       用とその可能性

第11章 メガソーラー用EMC/EMS関連機器に

       求められる性能と関連要素技術

第12章 メガソーラーに関する系統連系

第13章 メガソーラーの維持管理･メンテナ

       ンス

第14章 メガソーラーの導入･運用に向けた

       取り組み事例と評価

中村　知治　(株)日立製作所
櫻井啓一郎　(独)産業技術総合研究所
千住　智信　琉球大学
加福　秀亙　(株)野村総合研究所
平林　真一　辻村工業(株)
平林　真人　(株)ウエストエネルギー
　　　　　　ソリューション
近藤　信一　(財)機械振興協会
秋田　智一　(株)環境経営戦略総研
西川　省吾　日本大学
安井　慎二　サンエジソンジャパン(株)
熊野　照久　明治大学
釜谷　正宏　(株)釜谷サービス
河本　桂一　みずほ情報総研(株)
志岐　弘之　(有)日本ビジネス
　　　　　　サポート協議会
松木　　洋　(一財)電気安全環境研究所
島田　誠之　(株)ジャパンナノコート
荒木　建次　大同特殊鋼(株)

佐藤　公一　日本特殊光学樹脂(株)
阪井　　淳　(財)マイクロマシンセンター
橋崎　克雄　三菱重工業(株)
北　　裕幸　北海道大学
松井　幹彦　東京工芸大学
小西　博雄　(株)NTTファシリティーズ
竹谷　是幸　(株)雷保護テック・タケタニ
長谷川一穂　(株)明電舎
植田　　譲　東京工業大学
国府田文雄　(一社)クリーンエネルギー
　　　　　　保全協会
齋藤　　裕　北海道電力(株)
杉本　完蔵　ソーラーフロンティア(株)
猪越　和彦　群馬県太田市
中村　鉄哉　(株)ルネサンス･プロジェクト
小野村頼子　九大イデアラボ
松川　恵美　(株)グリッド＆ファイナンス
　　　　　　・アドバイザーズ

「全量買取制度の今後はどうなる?」「施工にはどんな手続きが必要?」「発電出力/電力供給安定化への課題とは?」
コスト計算･ビジネスモデル、太陽電池･パワコン･蓄電池や系統連系他の要素技術、運用事例･メンテナンス
メガソーラー･産業用太陽光発電事業への事業性･採算性向上を念頭に置いた1冊。

メガソーラー事業戦略
～導入・参入に向けた課題から要素技術・運用事例まで～

発刊：2013年2月　定価：47,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　221ページ　ISBN：978-4-86502-003-8

第1章 フィラーの種類と特徴
第1節 各種フィラーの特徴と、高熱伝導化、高機能化
      への取り組み～現状と展望～
第2節 窒化ホウ素フィラーの特徴と熱伝導性付与技術
第3節 窒化アルミニウムフィラーの特徴と熱伝導性付
      与技術
第4節 酸化亜鉛の特徴と熱伝導性付与技術
第5節 MWCNTsの導電および熱伝導フィラー特性につい
      ての現状報告
第2章 樹脂コンパウンドの成形
第1節 最密充填～表面処理、粒度分布・粒子形状制御
第1項 高熱伝導化へ向けたフィラーの表面処理技術と
      シランカップリング剤
第2項 ハイブリダイゼーションによる表面改質と最近
      の応用展開
第2節 押出・混錬・分散
第1項 高熱伝導性ポリマー系複合材料開発における
      フィラーの分散充填技術と微視構造制御
第2項 ニ軸押出機内における樹脂挙動と粘度別混練技術
第3項 二軸押出機を使用したナノコンポジット成形の
      分散制御 
第3章 放熱材料とその応用
第1節 接着剤 封止剤 塗料、熱伝導性シート グリース

第1項 高熱伝導接着シートの開発について
第2項 水熱合成法を用いた熱伝導性フィラーの有機修
      飾と高熱伝導性ハイブリッド材料の開発
第3項 高熱伝導グラファイト複合素材の開発と特徴
第4項 スミコンRの特徴とその応用
第5項 酸化銀マイクロ粒子を用いた高熱伝導接合材料
      の特徴とその応用について
第6項 封止・接着用、高熱伝導・電気絶縁性液状エポ
      キシ材料
第7項 グラファイトシートの特性と効果的利用
第8項 ミリ波焼結による高熱伝導性AlNセラミックスの
      開発－雰囲気とポストHIPの効果－
第9項 高熱伝導性・電気絶縁性樹脂基板の開発とナノ
      コンポジット効果
第10項 LED放熱へ向けたモリブデン複合材料開発  
第11項 パワーモジュール応用へ向けた熱伝導性シート
       の開発
第12項 車載電子製品実装における放熱材料
第2節 スーパーエンプラ・新材料と高熱伝導性
第1項 LCPの特徴と高熱伝導化、応用について  
第2項 高伝熱性ポリ乳酸複合材の開発と電子機器への
      応用

上利　泰幸　　大阪市工業研究所
大塚　雄樹　　昭和電工(株)
武藤　兼紀　　古河電子(株)
橋本　充央　　堺化学工業(株)
樽本　直浩　　保土化学工業(株)
山田　保治　　京都工芸繊維大学　　
永禮三四郎　　(株)奈良機械製作所
真田　和昭　　富山県立大学
林崎　芳博　　(株)池貝
髙瀬　博文　　タキロン(株)
下村　　昭　　利昌工業(株)
山縣　利貴　　電気化学工業 (株)
阿尻　雅文　　東北大学

竹馬　克洋、渡部　哲也、野上　美郎
　　　　　　　(株)サーモグラフィティクス
北川　和哉　　住友ベークライト(株)
守田　俊章　　(株)日立製作所
小堺　規行　　住友大阪セメント(株)
西川　泰司　　(株)カネカ
岸本　　昭　　岡山大学
小迫　雅裕　　九州工業大学
津島　栄樹　　(株)ＦＪコンポジット
三村　研史　　三菱電機(株)
神谷　有弘　　(株)デンソー
位地　正年　　日本電気(株)

各種の高性能化も図りつつ、効率的に熱を移動させるための技術!様々な応用分野の事例も交え立体的に解説する!
　窒化ホウ素　窒化アルミニウム　導電性ＣＮＴ　酸化亜鉛 ・・・ シランカップ剤　ハイブリダイゼーション　
　粘度別混練技術　分散制御　ナノコンポジット ・・・ ＬＥＤ　パワーモジュール　車載電子機器　etc

熱伝導性フィラーと高放熱複合材料技術、

およびその応用化事例

発刊　　2012年7月
定価　　28,000円 + 税
体裁　　A4判　ソフトカバー　
　　　　　306ページ
ISBN    978-4-905545-60-6

★ユーザーの視点から、理解し難い・実際につまずきやすいと思われる内容を、具体手順に沿ってわかりやすく詳述！

序文（ＲＩＥＴＡＮ‐ＦＰ開発者 泉富士夫博士より）

まえがき

第1章　序論
1.1　リートベルト解析の概要　　
1.2　リートベルト解析の注意点
1.3　リートベルト解析とは
1.4　リートベルト解析を身に付けるために
1.5　粉末未知構造解析

第2章　RIETAN-FP を使ってみよう
2.1　RIETAN-FP とは
2.2　ダウンロード
2.3　PC 設定
2.4　インストール
2.5　シミュレーション

第3章　リートベルト解析入門
3.1　RIETAN-FP で行うリートベルト解析
3.2　リートベルト解析チュートリアル
3.3　SeqRun
3.4　解析結果評価 

第4章　計算原理と解析結果評価
4.1　計算強度
4.2　信頼性因子 (Reliability indices)
4.3　精密化したパラメーターの標準偏差

第5章　リートベルト解析応用例
5.1　解析例: 選択配向
5.2　解析例: 異方性歪み
5.3　結晶子サイズと格子ひずみの算出
5.4　部分プロファイル緩和
5.5　バックグラウンドの引き方
5.6　MEM/リートベルト解析、MPF 解析

第6章　付録
6.1　RIETAN シリーズの利用許諾条件
6.2　ins ファイル
6.3　*.lst ファイル
6.4　エラーメッセージ
6.5　RIETAN-FP・VENUS 統合支援環境

あとがき
引用文献
索引

ＲＩＥＴＡＮ‐ＦＰで学ぶリートベルト解析

(株)フィゾニット　代表取締役

　元・高エネルギー加速器研究機構　研究員　　坪田　雅己　先生

＊ご略歴・ご活動：
　　日本原子力研究開発機構、広島大学、高エネルギー加速器研究機構にて、放射光および
　　中性子を用いた材料研究に従事。組織の枠を超えた活動を目指し、2012年5月
　　株式会社フィゾニットを設立、現在に至る。

AGCセイミケミカル(株)　品質保証部　

　　　　　　　　　　　　　課長　博士(工学)　伊藤　孝憲　先生
＊ご略歴・ご活動：
　　東京工業大学、日産自動車（株）、AGCセイミケミカル（株）にて、高温超伝導の
　　光物性、Liイオン電池材料開発、固体酸化物型燃料電池材料開発に従事。

○本書の特徴：
一般的な教科書と異なり、実際に自分で手を動かしてリートベルト解析が身に付くよう、チュート
リアルを充実。
読み通して頂けばRIETAN-FP を使ってリートベルト解析を行えるスキルが身に付くような構成とな
っております。

○ＲＩＥＴＡＮ‐ＦＰ 開発者 泉富士夫博士より：
～（中略）。本書は初学者がリートベルト解析技術を習得しようとする時に直面する専門知識と語
学上の障壁を　かなり低くしてくれたと感じる。
RIETAN-FP をこれから使い込んでいこうと張り切っている人たちにとって、本書が貴重かつ豊富な
情報源となることを確信している。（本書「序文」より抜粋） 

＊より詳細な目次内容は、弊社ＨＰをご確認下さい。

＊本書籍の内容は、Windows版RIETAN-FPの v2.1 バージョンに基づき執筆されております。

　バージョン等の違いにより、動作や結果が多少異なる場合がございますので、ご注意ください。
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◆はじめに
オプト分野への応用へ向けて～ナノインプリント技
術の立場から/オプト分野におけるナノ～サブミク
ロン微細構造の応用
◆ナノ微細構造の作製　装置と材料、プロセス技術
【ナノインプリント】　
≪装置メーカーの視点による、ナノインプリント技
術の光学分野への応用≫　
東芝機械におけるナノインプリント技術とオプトテ
クノロジ ーへの取り組み/SCIVAXのインプリント実
用化技術と高機能光学製品への応用
≪樹脂メーカーの視点による、ナノインプリント技
術の光学分野への応用≫
光学分野への応用へ向けたナノインプリント用光硬
化樹脂の特徴と最適利用/ナノインプリント用樹脂
材料の特徴と最適利用、光学分野への応用について
≪金型・モールド技術≫
モールド作製技術/電鋳法によるナノインプリント
用微細金型の形成プロセス/ナノインプリントにお
けるレプリカモールド技術とロールtoロール量産化
について/UVナノインプリント用モールドの作製技
術/干渉リソグラフィによるナノインプリント用モ
スアイ大型金型の設計と特徴/高規則性ポーラスア

ルミナを用いたナノインプリントプロセスにもとづ
くナノ規則構造の形成と光学デバイスへの応用/ナ
ノインプリントにおける離型技術
≪ガラスインプリント≫
微細構造光デバイスのためのガラスインプリント法
/ガラス熱インプリントを目的としたカーボン金型
の開発/ガラスナノインプリントのプロセス技術
◆微細構造の作製　装置と材料、プロセス技術
【様々な微細加工技術】
射出成形によるナノ微細加工/大面積樹脂サブ波長
光学デバイス開発/フェムト秒レーザーによる微細
周期構造の形成とその応用/自己組織化によるナノ
微細構造の形成とその応用/溶融微細転写プロセス
による微細加工技術/マイクロコンタクトプリンテ
ィング技術とその応用
◆サブ波長構造とオプトテクノロジー
～企業における実用化・商用化へ向けた試み～
大面積モスアイフィルム開発とディスプレイ/ナノ
インプリント技術による光学フィルム高機能化
/Roll-to-Rollプロセスによるモスアイ反射防止フ
ィルム/ワイヤグリッド偏光フィルム/モスアイ構造
による高輝度白色LED用サファイア基/サブ波長構造
を用いた“SWC”の開発とカメラ用レンズへの応用

平井　義彦　　大阪府立大学
益田　秀樹/柳下　崇/近藤　敏彰
　　　　　　　首都大学東京
田中　　覚　　SCIVAX(株)
川口　泰秀　　旭硝子(株) 
三宅　弘人　　(株)ダイセル
清水　利寛　　若狭電気産業(株)
三澤　毅秀　　綜研化学(株)　
渡辺　　強　　HOYA(株)
井上　智晴　　イノックス(株)
西井　準治　　北海道大学
伊藤　寛明/荒井　政大　信州大学 
森登　史晴　　コニカミノルタオプト(株) 
高山　哲生/伊藤　浩志　　山形大学

栗原　一真　　産業技術総合研究所　 
下間　靖彦　　京都大学　
藪　　　浩　　東北大学
牛島　洋史　　産業技術総合研究所　 
内藤　章弘/焼本　数利/伊東宏/白銀屋司
越智　昭太/古木　賢一/原　政樹
　　　　　　　日本製鋼所(株)
田口登喜生　　シャープ(株)
柏木　幹文　　日本ゼオン(株)
岡本　英子　　三菱レイヨン(株)
生田目卓治　　旭化成イーマテリアルズ(株)
神谷　忠雄　　エルシード(株)
奥野　丈晴　　キヤノン(株)

モスアイ・微細凹凸構造の作製技術と、実用化・製品化ヘ向けた応用展開！
大学・企業の、最前線の取り組みをご紹介いたします。
―光学用途へ向けたナノ加工技術の最新技術集成―

ナノインプリント/ナノ加工技術とオプトテクノロジー

～ナノ微細構造体の作製と高機能・光学製品への応用～
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1章　触媒の白金低減化
1-1「高活性･高耐久性白金コアシェル触媒の開発」
1-2「グラフェンを用いたナノサイズ白金電極の合
成と燃料電池への応用」/1-3「広いpH域で安定な白
金ナノ粒子の合成と分散技術」/1-4「導電性カーボ
ンブラックおよびその燃料電池への応用」
1-5「白金低減へ向けた電極触媒の高活性化」
1-6「ナノ粒子複合化による固体高分子形燃料電池
の低白金化へのアプローチ」/1-7「小型ダイレクト
メタノール燃料電池の高性能化-ハイブリッドシス
テム開発と新規触媒材料開発」
2章　白金代替触媒
2-1「白金代替高活性酸素還元電極触媒の開発およ
び今後の展望について」/2-2「コバルトタングステ
ンを主原料とした白金代替触媒の開発とその理論的
考察」/2-3「シルクを原料とする活性炭の開発と燃
料電池への応用」/2-4「ヘリカルカーボンナノ材料
の合成・評価およびデバイス応用」/2-5「含窒素芳
香族高分子からのカーボンアロイ触媒の作製」
2-6「カーボンアロイ触媒、最適活性点形成の解明

について」/2-7「白金代替触媒およびそのPEFCへの適
用について」
3章　電解質膜・MEA
3-1「固体リン酸型燃料電池用電解質膜の合成とそ
の評価について」/3-2「プロトン伝導性ナノファイ
バーの合成と電解質膜への応用」/3-3「新規プロト
ン伝導性電解質膜の開発とその評価について」
3-4「セルロース誘導体を用いた電解質膜の作製と
特徴、DMFCへの適用について」/3-5「無機/有機ナ
ノハイブリッド電解質膜」/3-6「高分子固体電解質
膜の合成とその評価について」/3-7「フッ素系電解
質膜の開発状況」/3-8「高温動作型PEFCのMEAの特
徴と開発について」/3-9「電解質膜及びMEAの高信
頼化・高ロバスト化について」
4章　水管理
4-1「燃料電池ガス拡散層の材料・製造方法･高性能
化について」/4-2「マイクロポーラス層付きガス拡
散層による耐フラッディング性および耐ドライアッ
プ性の向上」

大門　英夫/稲葉　稔　 同志社大学　
笘居　高明/本間　格　 東北大学
郡司　天博　　　　　　東京理科大学
前野　聖二　　機能性カーボンフィラー
　　　　　　　　　　　　　　　研究会
星　　永宏　　　　　　千葉大学
近藤　　光/内藤　牧男 大阪大学
後藤　習志　　        ソニー(株)
山口　孝浩　　        金沢大学
冨永　弘之/永井　正敏 東京農工大学
福長　　博　　        信州大学
須田　善行　　        豊橋技術科学大学
畳開　真之　　東京工業大学/帝人(株)
難波江裕太/柿本　雅明/宮田　清藏
　　　　　　　        東京工業大学

近藤　剛弘/中村　潤児　筑波大学
佐藤　孝志　　         昭和電工(株)
日比野高士　　         名古屋大学
川上　浩良　         　首都大学東京
東原　知哉/上田　充　　東京工業大学
葛西　　裕　　(地独)青森県産業技術
　　　　　　　　　　　　　　センター
澤　　春夫　　ニッポン高度紙工業(株)
陸川　政弘　　         上智大学
三宅　直人　　旭化成イーマテリアルズ(株)
山本　　修　  BASFジャパン(株)
福永　明彦　  (株)ENEOSセルテック
村田　　誠　　(有)ＭＦＣテクノロジー
北原　辰巳　　         九州大学

”低コスト”と”性能･信頼性”との両立は如何にして可能か?
触媒･電解質膜･MEAと燃料電池の中核となる技術をこの一冊に！
白金代替触媒のトレンドと実力、白金低減化へ向けた取り組み、電解質･MEAの高性能･高信頼性、、、

燃料電池要素技術
触媒・電解質膜・MEAとその低コスト・高信頼・高機能化
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第1章 有機デバイスの耐久性の概観
      ～反応、化合物、デバイス～ 
第2章 有機デバイス用有機材料開発における耐久性
      向上･長寿命化に向けた取り組み
第1節 有機デバイス用正孔輸送材料の耐久性向上･
長寿命化に向けた取り組み/第2節 有機デバイス用
電子輸送材料(電子アクセプター)の耐久性向上･長
寿命化に向けた取り組み～フラーレンおよびフラー
レン誘導体に関する耐久性向上･長寿命化に向けた
取り組み～/第3節 有機デバイス用電極材料の耐久
性向上･長寿命化に向けた取り組み/第4節 有機薄膜
デバイスの性能向上に向けた取り組み-弱い物理的
摂動に誘発される構造変化とバンドギャップ準位:
電子構造からみた電荷移動度の改善-/第5節 SAM(自
己組織化単分子膜)を利用した耐久性の向上･長寿命
化に向けた取り組み
第3章 デバイス開発における耐久性向上･長寿命化 
      に向けた取り組み 
第1節 有機トランジスタの安定性/第2節 熱刺激電
流法(Thermally stimulatedCurrent)による有機EL

デバイスの劣化解析と素子特性の向上
第3節 有機太陽電池の耐久性向上･長寿命化に向け
た取り組み/第4節 色素増感太陽電池の耐久性向上･
長寿命化への取り組み/第5節 感光体(複写機用有機
光伝導体)の耐久性向上･長寿命化に向けた取り組み
第6節 導電性高分子コンデンサ(有機コンデンサ)の
耐久性向上及び長寿命化に向けた取り組み
第7節 有機ELデバイスの耐久性･劣化の評価
第4章 有機デバイス用部材･技術各種による耐久性
      向上･長寿命化に向けた取り組み
第1節 有機デバイス用ガスバリアフィルムの開発 
第2節 有機デバイス用封止技術に関する耐久性向上
･長寿命化に向けた取り組み－ハイブリッド
封止膜の堆積方法と実用化装置の開発－/第3節 有
機デバイス用コーティング剤による耐指紋、防汚性
の評価技術/第4節 蒸着重合法を用いた有機EL素子
の耐久性向上に向けた取り組み/第5節 有機デバイ
ス向け共鳴プラズモン応用に関するデバイスの耐久
性向上･長寿命化に向けた取り組み

谷　　忠昭　元・富士フイルム(株)
森　　竜雄　名古屋大学
福田　貴光　大阪大学
小泉　　均　北海道大学
瀧宮　和男　広島大学
姜　　明辰　広島大学
廣瀬　文彦　山形大学
福田　武司　埼玉大学
林　　靖彦　名古屋工業大学
島田　敏宏　北海道大学
大森　　裕　大阪大学
上野　信雄　千葉大学
熊木　大介　山形大学
時任　静士　山形大学
安達千波矢　九州大学

平本　昌宏　分子科学研究所
佐川　　尚　京都大学
宮坂　　力　桐蔭横浜大学
会沢　宏一　富士電機(株)
松澤　健人　ルビコン・カーリット(株)
齋藤　佑輝　ルビコン・カーリット(株)
藤井　憲郎　ルビコン・カーリット(株)
宮本　隆志　(株)東レリサーチセンター
吉田　重信　三菱樹脂(株) 
田口　貢士　(株)魁半導体
吉本　昌広　京都工芸繊維大学
南保　幸男　日華化学(株)
臼井　博明　東京農工大学
山下　正文　東京理科大学

有機EL、有機トランジスタ、有機太陽電池…デバイス実用の要を把握する！
材料に必須の耐久性･安定性･寿命･劣化等の対策について
バリアフィルム･コーティング技術など、周辺技術/部材からのアプローチも補完

有機デバイス・材料の

　　 耐久性向上 および 長寿命化技術
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第1章 レジストプロセス最適化のための要点と手法
       -光学像の準備-
第2章 レジストプロセス最適化のための要点と手法 
      -材料選択、プロセス改善手法-
第3章 塗布工程およびレジストプロセスの最適化手法
第4章 露光 工程の手法およびレジスト･レジストパ
ターンへの影響
第1節 露光工程の最適化を目指したプロセスと評価
技術/第2節 フォトマスクの設計と開発/第3節 露光
工程の最適化を目指したプロセス解析技術
第5章 現像手法・現像液各種およびレジスト･レジ
      ストパターンへの影響～現像液がレジストパ
      ターンへ与える影響～
第6章 エッチング 工程の手法およびレジスト･レジ
      ストパターンへの影響
第7章 剥離 工程の手法およびレジスト･レジストパ
      ターンへの影響
第1節 レーザーを用いたレジストの除去/第2節 レ
ジスト剥離液各種およびレジスト･レジストパター
ンへの影響/第3節 剥離工程の最適化を目指した技
術/第4節 新規なレジスト剥離技術-原子状水素によ
るレジストアッシング-/第5節 レジスト除去方法の
環境負荷低減および微細化対応技術
第8章 レジストの評価 手法とその精度向上

第9章 レジスト設計における性能向上のための技術
第10章 レジスト各種の特性およびプロセスにおけ
       る性能向上
第1節 ポジ系レジストの特性およびプロセスにおけ
る性能向上/第2節 ネガ型画像形成プロセスとレジ
スト材料/第3節 化学増幅型レジストの特性および
プロセスにおける特性向上
第11章 新規プロセス向けレジストの特性およびプ
       ロセスにおける性能向上
第1節 液浸用材料の特性およびプロセスにおける性
能向上/第2節 EUVレジストの特性およびプロセスに
おける性能向上/第3節 EBレジストの特性
第12章 レジストおよびレジスト材料に関するQ&A
第13章 レジスト応用プロセスにおける各工程の最適化
第1節 レジスト薄膜化と多層レジストプロセス
第2節 多層レジスト-ハーフトーンマスク用多層レ
ジスト技術-(ミキシング問題を含む)
第14章　レジスト応用事例におけるプロセス最適化
第1節 MEMSデバイス用レジストプロセスの最適化
第2節 プリント配線板用レジストプロセスの最適化
第3節 LCDカラーフィルター用顔料分散レジストの
要求特性とプロセスの最適化における材料設計
第4節 光ディスク原盤用レジストプロセスの最適化

永原　誠司　　東京エレクトロン(株)
吉原　孝介　　東京エレクトロン(株)
関口　　淳　　リソテックジャパン(株) 
田辺　将人　　凸版印刷(株) 
佐口　琢哉　　ヘンケルジャパン(株)
石川　健治・堀　勝　　名古屋大学 
藤田　雅之　　(財)レーザー技術総合
　　　　　　　　　　　　　　　研究所 
田中　初幸　　ＡＺエレクトロニック
　　　　　　　マテリアルズ(株) 
堀邊　英夫　　金沢工業大学
南朴木孝至　　シャープマニファクチャ
　　　　　　　リングシステム(株) 

和田　充洋　　セイコーエプソン(株) 
河野　昭彦　　金沢工業大学 
河合　 晃　　長岡技術科学大学 
渡邊　健夫　　兵庫県立大学 
樽谷　晋司　　富士フイルム(株)
中村　　剛　　東京応化工業(株) 
杉江　紀彦　　ＪＳＲ(株) 
東　　　司　　(株)東芝 研究開発センター 
富田　宏朗　　旭化成イーマテリアルズ(株)
江刺　正喜　　東北大学 
藤城　光一　　新日鐵化学(株)
高橋　謙作　　ソニー(株)

微細化・高精度化のために、各プロセスをどうするか―ノウハウを掴もう！
｢形状をはっきりさせたい｣｢バラツキを低減したい｣｢基板上でのコート性を改善したい｣解決へのヒント
塗布･露光･現像･エッチング･剥離など各工程のポイント及び評価から材料設計･応用まで！

レジストプロセスの最適化テクニック
～微細化・トラブル解消のための工程別対策および材料技術～
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第1章 自動車の電動化と二次電池の展望
第2章 EV/HEV用電池セルの評価技術
第3章 EV/HEV用リチウムイオン電池の最新技術
      ～各種性能向上の指針、製造技術、及び事例～
第1節 EV/HEV用リチウムイオン電池の動向と要求
特性/第2節 EV/HEVに向けたリチウムイオン電池の
最新事例/第3節 EV/HEV用リチウムイオン電池の材
料技術の最新動向/第4節 EV/HEV用リチウムイオン
電池に向けた最新材料事例～評価方法、材料の配
合など～
第4章 HEV/PEV用ニッケル･水素電池の最新技術動向 
第5章 EV/HEVに向けた大容量キャパシタの最新事
      例－電気二重層キャパシタ応用HEV/EVバス･
      トラックの現状･可能性－
第6章 自動車用次世代二次電池の最新技術～各種
      性能向上の指針、製造技術、及び事例～
第1節 EV/HEV用に向けたリチウム空気電池の可能
性と研究動向/第2節 金属-空気二次電池のEV/HEV
用途に向けた可能性と課題
第7章 EV/HEV用電池の車載用最適化･高効率化技術
第1節 EV/HEV用電池のセル形状の最適化(円筒型､

角型､ラミネート型)/第2節 EV/HEV用電池のモジュ
ール化技術と電池ケースの材質/第3節 EV/HEV用電
池のバッテリパックの開発/第4節 EV/HEVのセルの
特性とエネルギー回生
第8章 EV/HEV用電池と制御システムおよび周辺機
      器の最新技術
第9章 EV/HEV用給電システムの最新技術
第1節 電磁共鳴方式によるEV/HEV用ワイヤレス電
力伝送の最新技術/第2節 電磁誘導方式による
EV/HEV用非接触給電システムの最新技術
第3節 マイクロ波によるEV/HEV用非接触給電シス
テムの最新技術
第10章 EV/HEVと電力システムとの協調
第1節 EV/PHEVと電力システムとの統合･調和を実
現する充電インフラ
第2節 通信とITを融合した電気自動車用充電イン
フラネットワークの構築～｢smart oasis｣を例に～
第11章 EV/HEV用電池関連の法規制動向
第12章 EV/HEV用電池及び材料の市場動向
　　　 ～国内･海外メーカーの各メーカー動向～
第13章 EV/HEV用電池のリサイクル

右京　良雄　　(株)豊田中央研究所
堀江　英明　　日産自動車(株)
佐々木正和　　UDトラックス(株)
佐藤　　登　　サムスンSDI Co., Ltd.
高田　和典　　(独)物質・材料研究機構
金村　聖志　　首都大学東京
鳶島　真一　　群馬大学
吉野　　彰　　旭化成(株)
谷口　　泉　　東京工業大学
薄井　洋行/坂口　裕樹　　鳥取大学
武内　正隆　　昭和電工(株)
冨田　靖正　　静岡大学
西原　康師　　岡山大学
藤田　郁夫　　三菱製紙(株)
脇坂　康尋　　日本ゼオン(株)

松本　　功　　M&G エコバッテリー研究所
高羽　洋充/下　智美・南雲　亮/三浦　隆治
鈴木　愛/坪井　秀行/畠山　望/宮本　明
              東北大学
清水　陽一　　九州工業大学
阿久戸敬治　　島根大学
菅原　秀一　　泉化研(株)
神谷　有弘　　(株)デンソー
居村　岳広　　東京大学
高橋　俊輔　　早稲田大学/昭和飛行機工業(株)
外村　博史　　UDトラックス(株)
増川　武昭　　昭和シェル石油(株)
岡　　智史　　日本ユニシス(株)
張谷　幸一　　(株)いちよし経済研究所
原田　幸明　　(独)物質・材料研究機構

電池開発から給電システム･充電インフラまでこの1冊で押さえる！
ニッケル水素･キャパシタ･次世代二次電池も含めた各種のEV/HEV用電池の要求特性や事例各種
車載用途に向けた最適化･高効率化のポイントや制御システム、給電システム各種や充電インフラ

ＥＶ/ＨＥＶ用電池と

周辺機器・給電システム の 最適化・高効率化技術

発刊：2011年3月　定価：38,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　215ページ　ISBN：978-4-904080-71-9

第1章　鉛フリーはんだの特徴
1.量産現場における鉛フリーはんだと鉛は
んだの相違点/2.量産現場におけるはんだ
付け/3.フラックスの役割
第2章　温度プロファイル
1.温度プロファイルの作成/2.プリヒート
3.温度プロファイル作成事例 
4.チッソ(N2)の効果/5.ファンの使用 
6.リフロー部/7.冷却部
第3章　はんだの印刷精度と印刷量
1.はんだの印刷量と濡れ性/2.はんだの印
刷精度とブリッジ/3.はんだの印刷量とセ
ルフアライメント効果
第4章　温度プロファイルで対応する量産現
場の問題対策
1.ボイドの発生原因と対策
2.チップ脇ボール(サイドボール)
3.濡れ性の改善
4.現場で行う応急的な対策
5.特殊なはんだ付け実験例 
第5章　ディスクリート部品のリフロー
1.リフロー炉の特性と温度プロファイルの
設定/2.部品表面からの放熱/3.はんだの下
面印刷/4.はんだの印刷と部品挿入
第6章　多機種生産時の温度プロファイル
1.基板の大小と温度プロファイル
2.下部遠赤外線ヒーターの効果

第7章  BGAの温度プロファイル
1.BGAの改善温度プロファイル/2.CAP･バン
プ対応微粉末はんだの温度プロファイル
3.ボイドとレジストの影響によるBGA剥が
れ/割れ/4.BGAのボイド対策/5.BGA剥がれ
6.現場で行うBGAパッドの評価方法/7.BGA
のリペアー
第8章  現場における外観検査のポイント
1.フラックス残渣の状態観察/2.はんだフ
ィレット形状/3.はんだフィレット光沢
第9章  外観検査
1.デンドライドの観察/2.基板割れと剥離
及び部品リードメッキ不良/3.その他の検
査事例
第10章　部品・基板メッキの問題と対応
1.基板メッキの選定と問題/2.金メッキの
問題点/3.その他のめっき問題
第11章  フロー槽　/1.熱量
第12章　後付修正
1.後付修正/2.鏝先の選定/3.鏝先の寿命と
メッキ/4.鏝先の築熱効果/5.鏝先形状とは
んだ送り/6.スポットリフロー
第13章　ロボットのはんだ付け
1.各種のロボット/2.レーザーはんだ付け   
3.リフローにおける予備はんだの改善提案
第14章　 手はんだの参考事例
1.手作業の不良事例

☆観察ポイントの見直しと簡単な再現実験の成果☆
不良をへらす！すぐ実践できる鉛フリー実装ノウハウ 　1,000枚以上の図と写真でしっかり理解！
国内外多くの量産現場で改善をもたらした著者の指導がまとまった実績の内容

実装アドバイザー　河合 一男 氏

量産現場のための

 鉛フリー実装トラブル対策ハンドブック

発刊：2011年1月　定価：40,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　172ページ　ISBN：978-4-904080-68-9

第1章　PEDT/PSSの特性と構造 
1.導電性高分子の発見/2.EDTモノマーの合成　
3.PEDT(ポリマー)の合成/4.PEDTの透明性
5.PEDTの耐候性/6.PEDTの耐熱性/7.耐湿性
第2章　PEDTの合成法
1.酸化重合法/2.電解重合法/3.超音波場における電
解重合法/4.超臨界重合法
第3章　パラトルエンスルホン酸鉄を用いて合成し
       たPEDOT
1.テイカトロンAFの特徴/2.テイカトロンAFを用い
た導電性高分子の重合例
第4章　フォトリソグラフィーを用いたパターニング
        システム
1.導電性高分子とパターニング/2.本項で紹介する
導電性高分子の範囲/3.パターニングシステム　
4.パターニングシステムの特徴/5.フォトエッチン
グ用薬剤クリアイマージュ/6.各種グレードへの対応
第5章　有機EL用導電膜･正孔注入層
第6章　固体電解コンデンサへの応用と求められる特性
1.従来の電解コンデンサ/2.導電性高分子を用いた
固体電解コンデンサの歴史/3.ポリ(3,4-エチレンジ
オキシチオフェン)を用いたタンタル機能性高分子
コンデンサの実用化/4.ポリ(3,4-エチレンジオキシ
チオフェン)を用いた積層型アルミニウム機能性高
分子コンデンサの実用化/5.ポリ(3,4-エチレンジオ
キシチオフェン)を用いた巻回型アルミニウム機能
性高分子コンデンサの実用化
第7章　光学フィルム用帯電防止コーティング材料
       として求められる特性

1.コーティング材の特性と取り扱い上の注意点
2.低温熱硬化型透明導電性コーティング材
第8章　太陽電池用途
第1節 色素増感太陽電池用対向電極、固体電解質材料
1.白金カソード電極の代替材料
2.カソード電極用導電性ポリマー ベラゾール
第2節 有機薄膜太陽電池用正孔輸送層材料
1.有機薄膜太陽電池の研究動向/2.有機薄膜太陽電
池の構造と材料/3.高分子塗布系有機薄膜太陽電池
4.PEDOT/PSSの利用例と注意点/5.PEDOT/PSSが劣化
に与える影響
第9章　タッチパネル用薄膜材料
第1節 透明導電フィルム
1.透明導電フィルム/2.導電性高分子について
3.新規導電フィルムCurrentFineの特性
第2節 タッチパネル用フィルムの評価法
1.タッチパネルの種類と必要な導電性フィルムの特性
2.PEDOT系透明導電性フィルムの特性
3.タッチパネルとしての特性
第10章　電子ペーパー用透明電極材料への応用と求
        められる特性
1.電子ペーパーの種類/2.電子ペーパーのフレキシ
ブル化/3.電子ペーパー用透明電極材料としてPEDOT
に要求される性能と課題/4.電子ペーパーの市場動向
第11章　アクチュエータへの応用
1.導電性高分子アクチュエータの課題
2.フィルムの作製と測定法
3.アクチュエータ特性

橋本　定待　　日本先端科学(株)

工藤　康夫　　工藤技術コンサルタント事務所

宗像　伸枝　　帝人デュポンフィルム(株)

武久　慶太　　帝人デュポンフィルム(株)

井原　　孝　　鶴見曹達(株)

目黒　　晃　　綜研化学(株)

岡本　秀二　　綜研化学(株)

奥崎　秀典　　山梨大学

杉原　良介　　テイカ(株)

千種　康男　　ナガセケムテックス(株)

山成　敏広　　(独)産業技術総合研究所

中谷　健司　　(株)タッチパネル研究所

鵜飼　育弘　　Ukai Display Device

　　　　　　  Institute

どうしてPEDOTなの?→導電性高分子の中からPEDOTが選ばれた背景から、開発の経緯まで詳しく解説！
PEDOTの基本的な事が知りたい→主要PEDOTの導電性、耐湿性、耐候性、透明性、耐熱性や安定性
有機EL/太陽電池/コンデンサ/帯電防止フィルム/アクチュエータ/電子ペーパー/タッチパネルへの応用事例

PEDOTの特性・合成手法とデバイス応用
～有機EL、太陽電池、コンデンサ、帯電防止フィルム、

アクチュエータ、電子ペーパー、タッチパネル～

発刊：2010年9月　定価：66,000円 + 税　体裁：B5判　353ページ　ISBN：978-4-904080-59-7

第1章 計測･評価に向けた仕事関数の理論･原理
第1節 仕事関数とは/第2節 仕事関数の理論
第3節 真空仕事関数と実効仕事関数/第4節 局所仕
事関数/第5節 電子放出と仕事関数/第6節 その他表
面電子過程の様々な側面/第7節 仕事関数とショッ
トキー接合･MOS/第8節 仕事関数を決定付ける要因:
仕事関数値の制御へ向けて/第9節 表面･界面項が引
き起こす非理想アライメント
第2章 仕事関数の各種計測法
第1節 光電子放出を利用した仕事関数測定法
第2節 大気中光電子分光法/第3節 電子放出
第4節 ケルビンプローブ/第5節 その他の測定法
第6節 微小領域の仕事関数計測法･局所仕事関数の
計測法/第7節 界面のバンドアライメント評価法
第8節 金属と各種材料との界面のバンドアライメン
ト計測方法と事例
第3章 材料各種における仕事関数の計測･評価事例
第1節 電極用金属材料の仕事関数計測･評価
第2節 酸化物修飾した金属表面の計測 ZrO/Mo(100),
Yoxide/W(100),Hfoxide/W(100)/第3節 非金属の電
極材料のイオン化ポテンシャル(仕事関数)計測･評
価/第4節 低い仕事関数と化学的安定性を併せもつ

物質C12A7エレクトライド
第5節 有機半導体の計測･評価事例/第6節 透明導電
膜の仕事関数～ITO表面を中心に～/第7節 透明導電
膜用材料の特徴と仕事関数/第8節 高分子、絶縁性
材料の計測･評価/第9節 仕事関数制御可能な有機-
無機ハイブリッド材料の開発および仕事関数の評価
第10節 ナノ材料の計測･評価(カーボンナノチュー
ブを中心に)
第4章 デバイス･製品各種における仕事関数の計測･
      評価および制御･利用事例
第1節 有機薄膜トランジスタにおける計測･評価･利
用事例/第2節 有機ELにおけるHIL(正孔注入層材料)
の役割と仕事関数/第3節 有機薄膜太陽電池におけ
る仕事関数と太陽電池特性の関係/第4節 色素増感
太陽電池における計測･評価および制御･利用事例
第5節 色素増感太陽電池におけるケルビンプローブ
法を用いた仕事関数の評価/第6節 結晶系シリコン
太陽電池におけるヘテロ接合バンド不連続の評価事
例/第7節 蛍光ランプにおける計測事例/第8節 LED
照明における計測･評価および制御･利用事例
第9節 電子写真用材料(電荷発生剤､顔料､電荷制御
剤､ 電荷輸送剤､外添剤､キャリア)の計測･評価 

吉武　道子　　(独)物質・材料研究機構
石井　久夫　　千葉大学
中島　嘉之　　理研計器(株)
佐々木正洋　　筑波大学
佐藤　　誓　　(株)日産アーク
中根　英章　　室蘭工業大学
戸田　喜丈　　東京工業大学
細野　秀雄　　東京工業大学
小野田光宣　　兵庫県立大学
石田　敬雄　　(独)産業技術総合研究所
寺田　恵一　　(独)産業技術総合研究所
内田　孝幸　　東京工芸大学)

柳田　和彦　　富士ゼロックス(株)
今　栄一郎　　広島大学
牧　　英之　　慶應義塾大学
川崎　昌宏　　日立ヨーロッパ
阪井　　淳　　パナソニック電工(株)
韓　　礼元　　(独)物質・材料研究機構
柳田　真利　　(独)物質・材料研究機構
大山　陽介　　広島大学
播磨　　裕　　広島大学
坂田　　功　　(独)産業技術総合研究所
明星　　稔　　パナソニック(株)ライティング社
野澤　誠司　　(株)スペクトラ・コープ

皆様の手で仕事関数/イオン化ポテンシャルを測定･利用するために…サンプル測定とデータ解釈
最新の研究から、理論･計測法を詳細に解説。さらに材料別･デバイス別の事例を豊富に収録。
電極用金属･透明導電膜･有機無機ハイブリッド･CNT･有機TFT･有機EL･太陽電池･LED照明･電子写真材料…

仕事関数/イオン化ポテンシャル の 

計測・評価 と 制御・利用 事例集
～材料・デバイスの性能向上に向けたデータの解釈と活用～
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はじめに　EV・HV車における放熱・耐熱技術の最新動向

第1章　EV・HV車に向けた、放熱・耐熱材料の設計と
　　　 開発および放熱・耐熱技術
　
第2章　EV・HV車向けパワーデバイスの実装および
       パワーモジュールにおける高放熱･高耐熱技術

第3章　EV・HV車向けインバータ/コンバータにおける
　　　 高放熱・高耐熱技術

第4章　EV・HV車向けモーターにおける高放熱・高耐熱技術

第5章　EV・HV車向け蓄電池における高放熱・高耐熱技術

電気自動車・ハイブリッド車開発のキーテクノロジー…「熱対策」ならこの1冊！
「EV・HVに求められる放熱・耐熱材料とは？」「インバータ・モータ・電池他部品の放熱・冷却技術とは？
トヨタ・日産・ホンダなど自動車メーカーの知見も収録！　

石川　哲浩　　トヨタ自動車(株)
伊藤　雄三　　工学院大学
山田　邦弘　　信越化学工業(株)
遠藤　晃洋　　信越化学工業(株)
中吉　和己　　東レ・ダウコーニング(株)
西田　裕文　　ナガセケムテックス(株)
米倉　　稔　　新神戸電機(株)
青木　裕介　　三重大学
村山　英樹　　三菱樹脂(株)
真田　和昭　　富山県立大学
藤山　光美　　藤山ポリマーリサーチ
渡利　広司　　(独)産業技術総合研究所
村上　睦明　　(株)カネカ
入澤　　淳　　(株)弘輝
贄川　　潤　　岡野電線(株)
神谷　有弘　　デンソー(株)
山際　正憲　　日産自動車(株)

由宇　義珍　　(株)セツヨーアステック
高橋　良和・両角　朗
　　　　　　　富士電機ホールディングス(株)
門田　健次　　電気化学工業(株)
森本　雅之　　東海大学
山本　真義　　島根大学
神頭　卓司・山本伸一郎・加藤　雅幸・
結石　友宏・澤井　孝典
　　　　　　　住友電気工業(株)
山本　恵一　　(株)本田技術研究所
山本日登志　　ネオジ マグネット
　　　　　　　コンサルティング
戸田　広朗　　ＪＦＥスチール(株)
堀江　英明　　日産自動車(株)
足立　修一　　慶應義塾大学
廣田　幸嗣　　日産自動車(株)

ＥＶ・ＨＥＶ 車に向けた　
材料・部品の 放熱・冷却・耐熱 技術

発刊：2010年5月　定価：38,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　272ページ　ISBN：978-4-904080-52-8

第1章　企業と信頼性
1.信頼性の歴史 
2.信頼性を取り巻く環境の変化と新製品開発
3.製品開発と信頼性
4.信頼性改善とナレッジマネジメント

第2章　信頼性の基礎
1.信頼性とは何か
2.信頼性の特徴
3.信頼性の基礎概念 
4.信頼性で用いる分布 

第3章　信頼性の評価と予測
1.信頼性の評価
2.信頼性の予測とその目的
3.MTBF・故障率の推定と予測への応用
4.信頼性設計と評価の役割

第4章　信頼性のモデル
1.信頼性データとモデル化
2.数理モデル
3.故障物理モデル

第5章　信頼性管理と信頼性設計
1.信頼性をどう作るか
2.信頼性管理 
3.設計審査
4.信頼性設計 

5.信頼性を作り込む技術

第6章　信頼性試験
1.信頼性試験とその役割
2.信頼性試験の目的と種類
3.信頼性試験の生産性
4.試験規模の決め方
5.加速試験とその役割
6.加速試験の進め方と注意
7.加速試験の期待役割の拡大

第7章　信頼性データの解析
1.信頼性データの特徴と種類 
2.信頼性データの解析
3.サンプル数の決め方
4.故障物理モデルの解析

第8章　効率的な製品開発のために
1.信頼性設計の役割
2.設計根拠とその評価
3.設計根拠評価(DEE)の進め方
4.DEEの実施手順 
5.設計根拠評価(DEE)を支える情報と
  システム
6.効率的な製品開発のために

＜付録＞
 メディアンランク表/パーセントランク表 

できあがってからでは遅い！設計段階からの信頼性管理時代へ！
加速試験,信頼性設計,ワイブル解析,寿命予測,MTBF,故障率推定,アレニウスモデル等の
製品設計→試験→評価・解析に至る、信頼性試験における重要ポイントを詳細に解説。 

開発現場で役立つ

信頼性試験・管理・設計手法

富士ゼロックスエンジニアリング(株)

評価技術部　部長 原田 文明 氏

発刊：2008年3月　定価：69,000円 + 税　体裁：B5判　675ページ　ISBN：978-4-901677-95-0

第1章 RtoRの概要
・RtoRの概要と可能性/・ロールの構造と製造法
・設備設計/・コスト比較  
第2章 ロール・ツー・ロール(RTR)によるフレキシブル
　　　基板の製造可能性と課題 
第3章 RtoRによる成膜・製造技術
・ロールtoロール技術による基板高分子フィルムと薄膜
　の密着性/・スパッタリング法/・真空蒸着法
・イオンプレーティング法/・プラズマCVD法
・ウェットコーティング法/・電鋳法によるロール金型製作
・各成膜方法の特徴・長所/短所等
・RtoRによる膜外観や膜無し部分の発生対策 
・成膜中のフィルム挙動
・成膜速度における考察～計算方法・成膜速度の限界等～ 
・厚みの考察～プラスチックへの薄膜形成の厚みの限界等～ 
・フィルムの熱負け抑制技術
・成膜生産性の向上のための工夫
・成膜シミュレーション技術 
・接着性樹脂を用いた押出ラミネーション成形技術
・ウェブとウェブの貼り合わせを行うドライラミネーショ
　ン工程

第4章 RtoR露光・塗工装置技術
・RtoR露光装置技術/・RtoR用塗工装置技術
第5章 RtoR実装・印刷技術
・ACPペーストを用いたRtoR～フリップチップボンディング
　によるRF-IDインレーの実装～/・RtoR印刷技術
・枚葉設備～枚葉設備に対するRtoR設備の利点・欠点等～
・RtoR式UVナノインプリントプロセス
第6章 RtoR搬送・制御技術～搬送精度の向上のために～
・RtoR搬送・制御技術/・テンション制御の基礎と制御方式
・巻取技術～巻品質の安定化を目指して～
第7章 RtoRスリッティング～スリット品質向上のために～
第8章 RtoR評価･検査方法～今後の展望も踏まえて～
・インライン測定による検査/・精度保証の考察
・光学フィルムの検査装置技術
第9章 RtoR応用事例～今後の課題も踏まえて～
・最終製品/・部材
第10章 プラスチック基板以外のRtoR技術
・ステンレス基板に対する各種成膜技術/・ステンレス鋼用
RtoR表面処理/・繊維製品製造のためのRtoR技術
第11章 Roll to Rollプロセス適用市場
巻末資料　RFID(ICタグ回路)製造におけるRtoR印刷工法比較

田邊　裕史　　(株)クラレ
杉山　征人　　京都中央工科専門学校
沼倉　研史　　DKNリサーチ
角田　光雄　　文化女子大学
大和田　薫　　文化女子大学
玉垣　　浩　　(株)神戸製鋼所
生水　利明　　オリンパス(株)
黒田　真一　　群馬大学)
清水　利寛　　若狭電機産業(株)
近藤　隆博　　三井化学(株)
 藤 　 徹 　　(株)トーツヤ・エコー
吉野　清隆　　(株)ハイテック
大森　克洋　　(株)ヒラノテクシード
永井　定夫　　寿フォーム印刷(株)
向井　範昭　　(株)日立プラントテクノロジー
村野　俊次　　3DPowers,Inc.(株)
後藤　博史　　東芝機械(株)

寺田　　要　　三菱電機(株)
三谷　修造　　旭化成エンジニアリング(株)
伊藤　伍郎　　(株)イトウ六
布施　正樹　　(株)メック
櫛屋　勝巳　　昭和シェル石油(株)
川井　若浩　　オムロン(株))
川村　裕明　　(株)アルバック
渡辺　二郎　　凸版印刷(株)
中沢　敏志　　(株)テクノスタット工業
江澤　道広　　GE Plastics
横田　俊雄　　リンテック(株)
木原　秀太　　三菱ガス化学(株)
大石　實雄　　三菱ガス化学(株)
冨士川尚男　　エア・ウォーター(株)
山辺　秀敏　　住友金属鉱山(株)
堀　　照夫　　福井大学
小林　大介　　東海商事(株)

RtoRの要素技術を工程ごとに詳細解説。「どこまで進んでる?」「長所・短所は?」「今後の課題は何か?」が見えてくる一冊！
RtoR応用事例 太陽電池/ICタグ/透明電極/反射防止/帯電防止/有機EL用ガスバリア/TAB/COF等！
乾式/湿式成膜・乾燥技術/各成膜法の比較/膜外観・膜無し発生対策/成膜速 度・厚みの考察/フィルムの熱負け抑制技術

ロールtoロール要素技術と可能性

　　　　        ～バッチ処理からの脱却と量産化～

発刊：2009年5月　定価：69,000円 + 税　体裁：B5判　430ページ　ISBN：978-4-904080-27-6

第1章 スクリーン印刷技術の最新動向
第2章 スクリーン版の構成要素と印刷結果への影響
第1節 スクリーン版の構造と特性評価
第2節 スクリーン版からの印刷品質向上提案
第3節 スクリーン版の設計/第4節 スクリーン紗
第5節 スクリーン製版用感光乳剤の組成と光硬化
      メカニズム
第3章 印刷機のメカニズム
第1節 印刷機の構造、および種類と特性
第2節 印刷機からみる印刷メカニズム
第3節 種類別スクリーン印刷機
第4章 スキージのメカニズム
第5章 インク･ペーストのメカニズム
第1節 スクリーン印刷と導電性インク･ペースト
の種類及び特性について/第2節 レオロジーの基
礎/第3節 添加剤/第4節 種類別インク･ペースト
第6章 測定・評価
第1節 スクリーン印刷の評価方法のポイント
第2節 インク･ペーストの粘度の測定・評価

第3節 その他の測定・評価
第7章 トラブル編
       -発生メカニズムと対策および事例-
第1節 スクリーン版の不具合/第2節 印刷機から
見るトラブル/第3節 スキージから見るトラブル
第8章 クリームはんだ印刷における
      各要素のメカニズム
第1節 スクリーン版の構造･種類･特性、及びメカ
ニズム/第2節 印刷機の構造･種類･特性･メカニズ
ム/第3節 スキージの構造･種類･特性及びメカニ
ズム/第4節 リフロー炉/第5節 ペーストの粘度測
定･評価
第9章 応用編-製品別の技術最適化-
第1節 ユーザー側から見たスクリーン印刷技術-
その応用と今後の展望-/第2節 電子部品実装/第3
節 有機薄膜トランジスタ/第4節 LTCC(低温焼成
セラミック基板)/第5節 ディスプレイ/第6節 EL
デバイス/第7節 色素増感太陽電池/第8節 その他
の応用製品

佐藤　利文　　東京工芸大学
小林　大介　　東海商事(株)
佐野　裕樹　　ＮＢＣ(株)
森垣　敏夫　　互応化学工業(株)
村上　武彦　　ミナミ(株)
(株)桜井グラフィックシステムズ  
倉澤　　登　　美濃商事(株)
甲斐　朋斉　　藤倉化成(株)
鈴木　　洋　　神戸大学
沼口　　穣　　ノリタケ機材(株) 
肥後　　徹　　日新化成(株)
小日向　茂　　住友金属鉱山(株)
垣内　宏之　　大研化学工業(株)
林　　憲一　　(株)日本抵抗器製作所
宮本　　勲　　元･東機産業(株)
向井　範昭　　(株)日立プラント
              テクノロジー 

中村　秀樹　　千住金属工業(株)
稲毛　　剛　　(株)マルコム
日口　洋一　　大日本印刷(株)
二口　友昭　　富山県工業技術センター
福岡　義孝　　大日本印刷(株)
鎌田　俊英　　(独)産業技術総合研究所 
内木場文男　　日本大学
勝又　一郎　　(株)プリマックス 
大野　　慎　　ノリタケ機材(株)
谷口　彬雄　　信州大学 
中山　鶴雄　　NBC(株)
田口　信義　　(有)イメージテック 
池上　和志　　桐蔭横浜大学
秋山　善一　　(株)リコー 
平尾　親臣　　ビッグテクノス(株) 

版・印刷機・スキージ・ペースト…各機材から詳解する、スクリーン印刷の実体とは？
高精度・高精細…品質向上のために！原理からトラブル対策、応用技術まで詳解！
各社それぞれのアプローチと視点から解説！現場のノウハウに迫る1冊！

＜最新＞ スクリーン印刷 利用技術
～トラブル対策から応用事例まで～

印刷最適化／高品質化のための



▼▲ 電子材料・実装・エネルギー・電池 / ディスプレイ、発光デバイス、光学材料

－ 63－

発刊：2008年2月　定価：65,000円 + 税　体裁：B5判　416ページ　ISBN：978-4-901677-98-1

＜基礎編＞
第1章　金属の腐食の基礎
第2章　腐食の特徴・原因とその実例
第3章  金属材料の腐食特性
第4章  腐食反応に関わる解析例

＜実務編＞
第1章　電子機器を実例とした電子材料・部品の腐
       食劣化要因及び対策
第2章  腐食試験と試験後の各種評価事例
 第1節　腐食試験法と耐食性の評価
 第2節　腐食損傷部材の調査解析Ⅰ
 第3節　腐食損傷部材の調査解析Ⅱ
 第4節　金属腐食の電気化学測定法
 第5節　大気腐食環境の測定・評価
第3章　防食対策～実例と留意点～
 第1節  流れによる腐食損傷と防止対策
 第2節　環境条件による防食
 第3節　塗装による防食
 第4節　光触媒による防食－鉄クロム合金めっきへ
        の適用例を中心に－　

 第5節　導電性高分子による防食
第4章  電子部品の信頼性評価試験
第5章  ＜原因別＞腐食の実例と対応策
 第1節　すきま腐食
 第2節　異種金属接触腐食
 第3節　水素脆化
 第4節　イオンマイグレーション
第６章　＜事例別＞腐食損傷の評価と腐食が起こら
        ないための対策
 第1節  めっき
 第2節　鉛フリーはんだ付継手の腐食および電気化
        学的損傷
 第3節　プリント配線板
 第4節  チップ抵抗器の腐食
 第5節  繊維製造設備におけるステンレス鋼の腐食
 第6節　缶詰の腐食とその防食対策
 第7節　化学プラントにおけるステンレス鋼の腐食
        事例とその防止策
 第8節　化学プラントにおける腐食と対策
 第9節　触媒における劣化と対策
 第10節　磁気テープ

原　　信義　東北大学
藤井　哲雄　(有)コロージョンテック
宮本　博之　同志社大学
野田　和彦　芝浦工業大学
半田　隆夫　東日本電信電話(株)
篠原　　正　(独)物質･材料研究機構
幸　　英昭　住友金属工業(株)
三浦　健蔵　(株)三造試験センター
高林　純一　高林技術士事務所
高谷　泰之　兵庫県立工業技術センター
吉原佐知雄　宇都宮大学
小林　征男　小林技術士事務所
安達　健二　(株)東芝
篠田　修和　JFEテクノリサーチ(株)
福山　誠司　(独)産業技術総合研究所

日野　　実　岡山県工業技術センター
村上　弘明　岡山県工業技術センター
竹本　　正　大阪大学
平尾　浩彦　四国化成工業(株)
塚田　虎之　ローム(株)
中津美智代　福井県工業技術センター
中原　正大　旭化成エンジニアリング(株)
鈴木　幸雄　東洋製罐(株)
宮澤　正純　三菱化学(株)
室井　髙城　エヌ・イーケムキャット(株)
中森　正治　(株)高温腐食・
            防食テクノサーチ
増田　道弘　(株)トウペ
小野寺誠一　ソニー(株)

★『避けて通れない 』　金属腐食　～その対応策・防食方法とは？
★具体例より知る腐食の要因とは？　環境モニタリング、大気腐食の測定・評価法
    すきま腐食、異種金属接触腐食、水素脆化、イオンマイグレーション、各種腐食性ガスの影響、、、

～具体的な適用･実地例からみる劣化要因と防食ノウハウ～

金属腐食ガイドブック<実践> ▼講習会収録

ＤＶＤ

●講師　アナログ・デバイセズ（株） 

＜講演ポイント＞

●発売　2010年4月　●収録日:2009年8月31日
●38,000円 + 税　DVD3枚、約260分 　
※付録:講習会資料　

 石井 聡 先生

新人でもわかる！基礎からの

実用電子回路入門

入社したての新人技術者/電子回路は専門外だが、自ら電子回路を作って研究開
発業務を行う技術者は敷居が高いと思われる電子回路技術のどのあたりがその勘
所なのか、つかみづらいのではないだろうか。本ＤＶＤではそのような技術者を
対象とし、電子回路を基礎の基礎から解説する。特に身近でよく使われる実際の
電子回路を題材として、電子回路実現製作上のノウハウも交えて説明する。

1.基本回路とその計算
 直列回路の計算（直流回路） / 並列回路の計算（直流回路）
 直列回路の計算（交流回路） / 並列回路の計算（交流回路）
2.電子回路での計測技術
 電圧の測定 / 電流の測定 
 電力の測定と計算の注意点 / 周波数が高くなってくるときの注意点
3.トランジスタでのスイッチ回路
 トランジスタの基本的考え方 / スイッチ回路の作り方 / 発熱の問題と注意点  
 リレーなどを駆動するときの注意点
4.OPアンプによる増幅回路
  単純な増幅回路 / 増幅回路製作上の注意点 / インピーダンス変換回路
　電流－電圧変換回路 / 電圧－電流変換回路
5.LED駆動回路
　簡単なLED駆動回路 / LEDのスイッチングのやりかた
　複数LEDの駆動方法
6.目的の性能を得るための適切な部品選定の基本とノウハウ
  抵抗選定の基本の基本
  コンデンサ選定の基本の基本
7.試作に必要な半田付けの基本とノウハウ
8.まとめ

発刊　　2012年3月
定価　　62,000円 + 税
体裁　　B5判　342ページ
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「どんな物性値が計算できる？」「○△という物性値は扱える？」「計算コードはどうやって入手する？」「物性予想をシミュレートしたい」
「確度の高い分子設計をどうするか」「論文執筆に活用したい」　⇒詳細な解説と事例で、第一原理計算の導入を目指せる！
　イチから取り組みたい方はもちろん、上級者も含めた、第一原理計算に取り組む全ての人に送る1冊。

第1章　初めて取り組む方が第一原理計算を理解するために
 第1節　第一原理計算の理論・考え方
 第2節　第一原理計算でわかることと調べ方
 第3節　第一原理計算および量子化学計算に向けたソフトウェア
  第1項　Gaussianによる第一原理計算
  第2項　GAMESS による量子化学計算
  第3項　CASTEPによる第一原理計算
  第4項　DV-XαとDVMEによる第一原理計算
 
第2章　材料別・第一原理計算および構造最適化
 第1節　IV族単元素半導体の第一原理計算
 第2節　化合物半導体の第一原理計算および構造最適化

 第3節　有機半導体の第一原理計算
 第4節　第一原理計算による酸化金属系透明導電膜の解析
 第5節　強誘電体 の第一原理計算および構造最適化
  第1項　強誘電体の第一原理計算～チタン酸バリウムなど～
  第2項　第一原理計算を用いた強誘電体材料の材料設計
 第6節　量子ドットの第一原理計算
 第7節　めっき皮膜の密着性に関する第一原理計算
 第8節　触媒の第一原理計算および構造最適化
 第9節　磁石の第一原理計算
 第10節　蛍光体 の第一原理計算
 第11節　ナノ粒子 の第一原理計算および構造最適化

第3章　デバイス別・第一原理計算および構造最適化
 第1節　積層セラミックスコンデンサの第一原理計算および構造最適化
  第1項　積層セラミックコンデンサの第一原理計算
  第2項　第一原理計算を用いたMLCC材料の材料設計
 第2節　リチウムイオン電池の第一原理計算および構造最適化
         ～バルク(電極材料)系､電極電解質界面系～
 第3節　太陽電池 の第一原理計算および構造最適化
  第1項　第一原理計算を用いた化合物薄膜太陽電池材料の研究と材料設計
  第2項　太陽電池の光励起､電子･正孔分離の第一原理計算
  第3項　色素増感型太陽電池
  第4項　第一原理計算と多階層連結シミュレーションによる高効率低コスト太陽電池
　　　　 の計算機ナノマテリアルデザインと実証
　　　　 ～自己修復する不老不死のスピノダルナノ超構造～
 第4節　燃料電池の第一原理計算～構造最適化・エネルギー計算～
 第5節　有機ELの第一原理計算および構造最適化
 第6節　有機TFTの第一原理計算および構造最適化
 第7節　酸化物半導体TFTの第一原理計算および構造最適化

伊藤　　聡　　(独)理化学研究所
松永　克志　　名古屋大学
豊浦　和明　　名古屋大学
奥村　光隆　　大阪大学
山本　典史　　名古屋大学
末岡　浩治　　岡山県立大学
小笠原一禎　　関西学院大学
藤原　勝敏　　日本セラミック(株)
島田　敏宏　　北海道大学
吉野　賢二　　宮崎大学
小嶋　　稔　　宮崎大学
岩崎誉志紀　　太陽誘電(株)
森分　博紀　　(財)ファインセラミ
　　　　　　　ックスセンター
山下　晃一　　東京大学
牛山　　浩　　東京大学
日野　　実　　岡山県工業技術
　　　　　　　センター

北川　　功　　(株)日立製作所
浅利　裕介　　(株)日立製作所
和田　隆博　　龍谷大学
前田　　毅　　龍谷大学
中村　哲士　　龍谷大学
宮本　良之　　(独)産業技術総合研
究所
城野　亮太　　東京大学
吉田　　博　　大阪大学
佐藤　和則　　大阪大学
谷　　義政　　大阪大学
桑原　彰秀　　(財)ファインセラミ
　　　　　　　ックスセンター
柳澤　　将　　琉球大学
豊田　健治　　パナソニック(株)
大村　秀之　　キヤノン(株)

第一原理計算
～構造最適化に向けた材料・デバイス別 事例集～
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第1章 貼り合せ技術～粘着・接着剤、貼り合わせプロ
　　　セス
第1節 アクリル系粘着剤設計とタッチパネルへの適用
　　　について
第2節 ディスプレイ用光学接着剤、コーティング剤の
　　　特徴とタッチパネル応用について
第3節 粘(接)着剤とタッチパネルなどへの応用
第4節 タッチパネル貼り合わせ装置
第5節 タッチパネル用真空貼り合せ装置の特徴、およ
　　　び貼り合わせプロセス

第2章 印刷、成膜、表面処理技術
第1節 ディスプレイ分野における精密塗布工程、およ
　　　びタッチパネルへの応用について
第2節 Tダイ、スロットダイ技術、そのタッチパネル材
　　　料への応用について
第3節 静電容量タッチパネル電極のファイン印刷技術
第4節 高耐久性ハードコート膜の設計と作成
第5節 UVオゾン表面処理法の特長とタッチパネル分野
　　　への応用
第6節 含フッ素系有機－無機ハイブリッド高分子の合
　　　成と高分子表面改質への応用

第3章 ガラス、フィルム・シート

第1節 化学強化ガラス-タッチパネルへの応用を交えて-
第2節 ITOフィルム用色調補正フィルムとタッチパネル
　　　への応用について
第3節 高規則性ポーラスアルミナを用いたモスアイ構
　　　造型反射防止構造の作製
第4節 光学用シリコーン粘着ゲルフィルムの特徴とフ
　　　ラットパネルディスプレイへの適用について

第4章 透明導電膜とタッチパネル 
第1節 タッチパネル用導電性膜の技術動向-ITOから新
　　　素材まで-
第2節 銀ナノワイヤーインクを用いた透明導電性フィ
　　　ルムの特徴とタッチパネルへの応用
第3節 導電性高分子塗料の開発とタッチパネルへの応用
第4節 グラフェンの塗布成膜、CVD合成転写技術とその
　　　応用について
第5節 スピンコート法による酸化亜鉛薄膜作製技術と
　　　その応用

第5章 センサ技術
第1節 PSoCプログラマブル組込みSoCをベースとしたタ
　　　ッチスクリーン用コントローラIC
第2節 相互容量方式タッチパネルの最適設計

中野　幸太　総研化学(株)
榊原　　誠　モメンティブ・パフォーマンス
               ・マテリアルズ・ジャパン(合)
藤井　　透　同志社大学
佐伯　和幸　(株)FUK　 
坂口勘太郎　(株)タカトリ
林　　正晃　中外炉工業(株) 　 
国府田　圭　児玉化学工業(株)
川延　淳一　(株)ムラカミ　 
桐原　　修　バイエルマテリアルサイエンス(株)
菊池　　清　セン特殊光源(株)　 
田仲　拓郎/高橋　夕佳/大熊　康之
              JNC石油化学(株)

山廣　幹夫　JNC(株) 
沼倉　研史　DKN Research LLC,
長嶋　廉仁　日本板硝子(株)　
田代　　寛　日油(株)
柳下　　崇/益田　秀樹　首都大学東京
名塚　正範 タイカ(株)
中谷　健司　(株)タッチパネル研究所
中本　治郎　東レフィルム加工(株)
吉田　一義　信越ポリマー(株)　 
小林　俊之　ソニー(株)
吉野　賢二　宮崎大学　 
服部　励治　九州大学
松添　信宏　日本サイプレス(株)　

企業発の技術情報をメインに、
実際的な取り組みから最新の研究開発までを幅広く網羅！
タッチパネル開発の各工程、材料技術を、第一線の執筆陣が詳解する！

材料技術と製造プロセス タッチパネル開発 の最前線

～貼り合わせ、印刷、成膜、表面処理、ガラス･フィルム、透明導電膜、センサ～

発刊：2011年4月　定価：62,000円 + 税　体裁：B5判　360ページ　ISBN：978-4-904080-73-3

第1章 分かりやすいプラズモンの基礎　　　　　　 
第2章 主な金属材料とナノ構造の制御　
第3章 FDTD法による電磁界解析
第4章 センサ関連～実用化のための要求仕様/課題/
      解決策候補等～
 第1節 表面プラズモン共鳴センサ
 第2節 FDTD解析テクニック FDTD法/RCWA法
 第3節 SPRバイオセンシング バイオセンシング用
       膜の特性～固定化膜の作製、非特異吸着防
       止手法等～
 第4節 実用化の課題と解決に求められる材料要求
       特性
 第5節 インタラクトーム研究に応えるSPRセンサの
       最新展開
 第6節 他技術とSPRバイオセンサとの性能比較表～
       検出感度、特徴比較等～
第5章 LED～実用化のための要求仕様/課題/解決策
      候補等～
第6章 プラズモンレーザー～実用化のための要求仕
      様/課題/解決策候補等～
 第1節 表面プラズモン・レーザー～実現のための
       課題と解決策～
 第2節 表面プラズモン面発光レーザー
第7章 有機EL関連～実用化のための要求仕様/課題/
      解決策候補等～ 

 第1節 有機ELの光取り出し技術とその向上
 第2節 有機EL素子の金属電極表面におけるプラズ
       モンへのエネルギー損失とその低減
第8章 受光デバイス用途光(情報伝送,センシング,
      イメージング)
第9章 色素増感太陽電池におけるプラズモニクスに
      よる高効率化
第10章 ディスプレイ関連～表面プラズモン共鳴を
       使ったカラーフィルタ～
第11章 表面増強ラマン散乱を利用した検出法
第12章 高密度光記録媒体への応用
第13章 プラズモニックメタマテリアル 
 第1節 メタマテリアルとは～その光学特性に関して～
 第2節 プラズモニック・メタマテリアルの設計 
 第3節 プラズモニックメタマテリアル用途への金
       属ナノ粒子の合成・分散
 第4節 応用展開の可能性と現状～メタマテリアル
       を用いたレンズ開発動向～
第14章 海外の研究動向

付録1:特許出願/登録の状況/主な出願者(日本国内
      外の状況/主たる特許の内容等)
付録2:プラズモニクス応用市場の動向  
付録3:主な材料の波長依存性データ一覧

原口　雅宣　　徳島大学
岡本　敏弘　　徳島大学
宇野　　亨　　東京農工大学
藤田　悟史　　(株)オプトクエスト
西川　武男　　オムロン(株)
石田　昭人　　京都府立大学
岡本　晃一　　九州大学
大西　俊一　　パナソニック(株)
岡本　隆之　　(独)理化学研究所
田中　拓男　　(独)理化学研究所
三上　明義　　金沢工業大学

大橋　啓之　　日本電気(株)
梶川浩太郎　　東京工業大学
池田　直樹　　(独)物質・材料研究機構
杉本　喜正　　(独)物質・材料研究機構
福田　浩章　　株)リコー
宮丸　文章　　信州大学
冨田　知志　　奈良先端科学技術大学院大
学
小林　未明　　癌研究会癌研究所
松村　晴雄　　(株)旭リサーチセンター

「プラズモンとは?」から始まり、発光増強の原理やナノフォトニクスとの違いを「利用者視点」から、
できるだけ平易に、かみくだいて解説。太陽電池/ディスプレイ/センサ/LED/レーザ/有機EL等への展開例を
「実用化への要求仕様」「課題と解決策候補」「FDTD」「既存技術との優劣比較」等を切り口に集成。

プラズモン基礎理解の徹底と応用展開

          ～実用化への要求仕様と課題／解決策検討～

発刊　　2016年3月
定価　　35,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　219ページ
ISBN　  978-4-86502-107-3

ハイバリアフィルムの全容！
バリア包材に関する基礎的な特性、測定方法から各種バリアフィルムの性質、用途まで！
押さえておくべき基本を俯瞰的、網羅的におさらい。

第1章 バリアフィルムの基礎
1.高分子フィルムのガスバリア性
 1.1 ガス透過のメカニズム/1.2 ガス透過理論
  1.2.1 高分子フィルム/1.2.2 多層構造からなる積層系/1.2.3 有機/無機層からなる多層構造
  1.2.4 無機分散構造
 1.3 高分子構造とガスバリア性　　1.3.1 高分子構造/1.3.2 パーマコール
 1.4 各種フィルムのガスバリア性　1.4.1 高分子フィルム/1.4.2 蒸着フィルム
2.バリアフィルムの概要
 2.1 バリアフィルムの分類/2.2 バリアフィルムの概要
  2.2.1 PVDCフィルム/2.2.2 EVOHフィルム/2.2.3 PVAフィルム
 2.3 表面改質によるバリア性付与
  2.3.1 樹脂コーティングフィルム/2.3.2 蒸着フィルム、ボトル
　2.3.3 多層化(共押出･ラミネート)フィルム/2.3.4 アクティブ酸素バリア
3.バリア性評価方法
 3.1 プラスチックの主な規格、試験法/3.2 ガス透過度測定
  3.2.1 透湿度測定/3.2.2 酸素ガス透過度測定/3.2.3 MOCON法ガスバリア試験装置
 3.3 耐屈曲性測定/3.4 保香性測定
第2章 バリア性を付与する薄膜作製法
1.ドライコーティング
 1.1 ドライコーティングの成膜モデル
 1.2 真空蒸着　1.2.1 蒸着と真空/1.2.2 膜形成過程/1.2.3 蒸発源/1.2.4 排気システム
 1.3 イオンプレーティング　1.3.1 イオン化粒子の役割/1.3.2 反応性イオンプレーティング/1.3.3 特徴
 1.4 スパッタリング
  1.4.1 スパッタリング法による成膜過程/1.4.2 反応性スパッタリング/1.4.3 各種スパッタリング法
 1.5 プラズマCVD 1.5.1 プラズマCVD装置と応用/1.5.2 プラズマCVD装置の構成/1.5.3 原子層制御CVD(ALD)
2.工業的ドライコーティング装置
 2.1 巻取式真空蒸着装置/2.2 イオンプレーティング装置/2.3 巻取式スパッタリング装置/2.4 プラズマCVD装置
3.ハイブリッドコーティング装置
 3.1 エアー・ツ・エアー式積層コーティング装置/3.2 ロール・ツ・ロール式積層コーティング装置
  3.2.1 東レエンジニアリングのバリアフィルム製造装置/3.2.2 神戸製鋼の量産プラズマCVDロールコータ
第3章 アルミ蒸着フィルム
1.アルミ蒸着フィルムの種類　1.1 蒸着基材フィルムの必要条件/1.2 アルミ蒸着フィルムの種類
2.アルミ蒸着フィルムの一般特性

 2.1 膜厚/2.2 光沢性/2.3 光線遮断性/2.4 電磁波シールド性/2.5 基材フィルムとバリア性
 2.6 蒸着膜厚とバリア性/2.7 真空度とバリア性/2.8 基板の温度とバリア性/2.9 ラミネートとバリア性
 2.10 包装後のバリア性/2.11 ラミネート加工性
3.アルミ蒸着フィルムの用途と構成
 3.1 用途別構成例/3.2 蒸着フィルム基材別構成例/3.3 アルミ蒸着フィルムメーカの動向
4.アルミ蒸着フィルムのハイブリッド積層化技術　4.1 ロール･ツ･ロール方式/4.2 エアー･ツ･エアー方式
第4章 透明蒸着フィルム
1.透明蒸着フィルムの特徴
 1.1 PVD加熱蒸着法-シリカ蒸着フィルム透明蒸着/1.2 PVD加熱蒸着法-アルミナ蒸着フィルム
 1.3 PVD加熱蒸着法-シリカ/アルミナ二元蒸着法/1.4 CVD法-シリカ蒸着フィルム
2.透明蒸着フィルムの加工適正　2.1 取り扱い方法/2.2 印刷加工/2.3 ラミネート加工
3.透明蒸着フィルムの用途例
 3.1 チューブ類/3.2 紙カートンボックス/3.3 乾燥食品/3.4 電子レンジ対応レトルト食品　
 3.5 電子材料包材/3.6 医療用途/3.7 半･生菓子
4.蒸着フィルムメーカーの動向
 4.1 凸版印刷/4.2 東レフィルム加工/4.3 三菱樹脂/4.4 尾池パックマテリアル/4.5 東洋紡績/4.6 大日本印刷
第5章 エレクトロ二クス向けハイバリアフィルム
1.ハイブリッド積層化技術
 1.1 電気電子分野での用途/1.2 ハイバリアフィルム/1.3 ハイブリッド積層化技術(1)/UHB
 1.4 ハイブリッド積層化技術(2)/BRIX
2.太陽電池
 2.1 太陽電池の種類/2.2 太陽電池部材のバリア性レベル/2.3 太陽電池のバックシート用フィルム
 2.4 各企業の取り組み状況
  2.4.1 凸版印刷/2.4.2 大日本印刷/2.4.3 リンテック/2.4.4 三菱樹脂/2.4.5 東レ/2.4.6 帝人デュポン
3.液晶ディスプレイ
 3.1 バリアフィルムを用いた液晶ディスプレイの構造
 3.2 フレキシブル液晶ディスプレイに必要なガスバリア性/3.3 量子ドットディスプレイ
  3.3.1 量子ドットの働き/3.3.2 量子ドット組込バックライトの実装方式
  3.3.3 量子ドットに使われるハイバリアフィルム
4.有機EL　
 4.1 有機ELの特徴/4.2 有機ELのフレキシブルデバイス/4.3 ディスプレイ用封止膜
  4.3.1 Vitex Systemsの「Barix」技術/4.3.2 パイオニア/4.3.3 韓国LG
 4.4 有機EL用照明用ハイバリアフィルム
  4.4.1 米国GE社UHB技術/4.4.2 コニカミノルタ/4.4.3 シンガポール・テラバリアフィルム
  4.4.4 富士フィルム/4.4.5 独国POLO社
5.おわりに　5.1 太陽電池や有機EL対応のハイバリアフィルム/5.2 ロール・ツ・ロールの問題点

博士（工学）　伊藤　義文　氏

ハイバリアフィルムと高機能化技術
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★注目集まる新材料　CFRP　/　CFRTP   実用化・汎用化のためには?
  開発動向から製品設計のポイント・成形加工・二次加工・製品の寿命と評価・リサイクル・製品化実例まで掲載！
  これからの炭素繊維強化プラスチック活用に必須の情報が満載！

第1章 CFRPの特性と製品化に向けた取り組み　　　
第1節 CFRPの開発動向と工業製品への応用 
1.炭素繊維とCFRPの開発動向/2.CFRPの用途展開
第2節 PAN系/ピッチ系炭素繊維:それぞれの特性と応用用途
1.炭素繊維の製造技術/2.PAN系炭素繊維の特徴/3.PAN系炭素繊維の特徴を活かした用途展開
4.ピッチ系炭素繊維の特徴/5.ピッチ系炭素繊維の特徴を活かした用途展開
第3節 熱可塑性樹脂を用いたCFRTPと熱硬化性樹脂を用いたCFRPの特性　
1.供試体/2.成型方法/3.曲げ試験/4.衝撃試験/5.圧縮試験/6.引張試験 
第4節 汎用化に向けたCFRP/CFRTPの量産化とコスト低減
第1項 炭素繊維からみた量産化・コスト低減と産官学の取り組み
第2項 コストダウンに向けた実際の取り組み～マトリックス樹脂を中心に～                 
第3項 量産・コスト低減に向けた産学連携の取り組み
第5節 CFRP製品量産化に必須の「設計的品質知見」
～材料・成形・加工・検査・品質保証までの製品設計の勘所～
1.CFRP製品量産品質安定化に必要な設計的品質知見/2.「CFRP材料」に関する「設計的品質知見」
3.「CFRP製品設計」に関する「設計的品質知見」/4.「CFRP製品製造」に関する「設計的品質知見」
第6節 海外におけるCFRP製品の開発と動向

第2章 製品化に向けた加工技術
第1節 CFRPの成形技術
第1項 各種成形技術とその進展、応用展開  

第2項 生産性を高めたCFRPコンポジット用発泡コア材の複雑形状成形
第3項 CFRPにおける成形シミュレーション
第2節 製品応用に向けた二次加工技術
第1項 CFRPの二次加工技術の現状と課題/第2項 CFRPの各種接着接合技術の可能性 
第3項 CFRP接着技術の評価例 /第4項 CFRPの切削加工/第5項 CFRPのレーザー加工技術
第6項　CFRTPの成形加工と加飾技術
第3節 CFRP加工のための工具技術
1.CFRPについて/2.一般的なCFRPのトリミング加工
3.トリミング加工用電着工具/4.開発工具による加工試験結果/5.ドライ加工用電着工具の開発

第3章 製品の評価・寿命とリサイクル
第1節 CFRPの劣化・損傷と特性向上への取り組み
1.二つの疲労/2.FRPの疲労特性/3.母材のゴム変性によるCFRPの疲労寿命向上
4.セルロースナノ繊維:CNF/5.CF平織り/CNF変性エポキシCFRPの疲労
第2節　CFRP製品の修理技術
1.CFRP製品の損傷事例/2.CFRP製品の修理方法の選択/3.航空機におけるCFRP修理技術
4.工業製品に応用可能な実際の修理事例/5.CFRP製品の修理事業の課題
第3節　国内外のCFRPリサイクル技術の動向 /1.国内の技術動向/2.海外の技術動向/3.今後の技術課題　　　

第4章 製品化実例集
第１節 自動車への展開
第１項 CFRPの自動車用途における要求特性と課題
第2項 BMWにおけるCFRPの適用事例
第2節 CFRPの航空宇宙産業用途における要求特性と課題　
1.複合材料の強度に関する特徴/2.複合材料製航空機構造の設計において考慮するべき事項 
3.複合材料製航空機構造の航空法上の基準と審査/4.航空法の規定（FAA/AC20-107 CMH-17)
5.安全性の証明方法/6.損傷ｻｲｽﾞと設計荷重　　
第3節 CFRPの産業機器応用「インダストリアル・コンポジット」
1.CFRPの材料特性に適した産業用途/2.CFRPの用途拡大に立ちはだかる壁
3.国内の基盤技術を生かした製法と用途へ/4.CFRPの国内の産業用途拡大への戦略
第4節　FRPを活用したスポーツ用具および製造技術と他産業への応用事例
1.FRP製スポーツ用具と製造方法/2.自動車産業（高圧水素タンク外殻材料）への技術展開事例
3.一般生活用品（時計バンド）への技術展開事例
第5節 建設用途におけるCFRP材料の開発と適用例 
1.CFRP材料の特徴と建設分野での適用/2.今後の課題
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機械メーカー、樹脂メーカー・ベテラン技術者・研究者など多様な執筆者１６名が二軸押出技術を完全解説！ 
二軸押出機の仕組み・要素・構成を理解する他スクリュデザイン、セグメントの組み合わせ、シミュレーション、
各種条件設定・パラメータが物性に及ぼす影響やメンテナンスの勘所など実務に必須のポイントが満載！

第1章　二軸押出機の基本と実践
第1節　混練・分散と押出混練機
1.二軸混練押出技術の基礎　/1.1 混練用 KD セグメント技術
2.今後の展望　/2.1　高トルク化と高容量化技術/2.2　混練用セグメント技術 
第2節　二軸押出機と他押出機の違いと比較
1.各種押出機(混練機)の比較/2.各種押出機の特徴
　2.1　完全噛合型同方向回転二軸押出機/2.2　完全噛合型異方向回転二軸押出機
　2.3　非噛合型同方向回転押出機/2.4　非噛合型異方向回転二軸押出機/2.5　単軸押出機/2.6　特殊単軸押出機 
第3節 二軸押出機の特徴・要素と点検・保全のポイント
1.二軸押出機の特徴
　1.1　二軸押出機の分類と流動特性/1.2　噛合型同方向回転二軸押出機の特徴　1.3　スクリュデザインの考え方
2.二軸押出機の保全・メンテナンス　/2.1　保全の必要性/2.2　スクリュの点検とメンテナンス
  2.3　シリンダの点検とメンテナンス/2.4　減速機の点検とメンテナンス/2.5　押出機運転時の保全
第4節　二軸押出機の条件設定と物性の影響
1.二軸押出機の特徴と混練・分散の適切条件/2.混練時の回転、温度、圧力の関係　　　　　
3.混練時の樹脂温度の制御技術/4.シリンダ温度設定の仕方/5.滞留時間の適切化と最適な運転条件
6.二軸押出機における材料条件
第2章　二軸押出機の活用～各技術の詳細と注意点～
第1節　コンパウンディング技術～ナノフィラーのコンパウンディングを中心に～ 
1.添加剤の効果/2.樹脂の粘度の影響/3.溶融混練時における混合条件の効果/4.伸長流れの効果
第2節　ポリマーブレンド・アロイへの展開
1.機械的な細化：mmからμmへ/2.界面カップリング反応によるサブμm分散
3.引き抜き・引き込みによるナノ分散/4.せん断誘起相溶解・相分解による共連続構造/5.動的架橋
6.エマルションとペレットの混合/7.ゴムの脱架橋 
第3節　反応押出・リアクティブプロセッシング  /1.相溶系アロイと非相溶系アロイ
2.ポリマーアロイの設計　/2.1　ポリマーアロイの設計の考え方/2.2　弾性率･耐熱性の設計/2.3　衝撃強度の発現
3.リアクティブプロセッシング
  3.1　混練による構造制御/3.2　リアクティブプロセッシングによる構造制御/3.3　混練機内の解析

第4節　フィルム成形技術のポイント
第5節　ナノ材料の分散制御
1.ナノ分散における機能性付加分野/2.ナノ分散における材料強度向上効果/3.無機ナノコンポジットの製造技術
4.高分子ナノコンポジットの製造技術/5.ナノコンポジットの評価とスケールアップ
第6節　最近のトピックスと事例
第1項　炭素繊維強化プラスチックの開発 /第2項　セルロースナノファイバーのコンパウンディング技術
第3章　スクリュデザインとセグメントの組み合わせ
第1節　スクリュの基本構造と混練分散挙動
1.完全噛合型同方向回転二軸スクリュの基本構造と混練分散挙動　/1.1　主要エレメントの幾何形状特性
2.異方向二軸スクリュの基本構造と混練分散挙動
第2節　二軸押出のスクリュとは
1.同方向二軸スクリュ/2.ニーデングロータユニットとその特徴/3.スクリュ形状特性 
　3.1　パラレル型異方向二軸スクリュ/3.2　オレフィン系樹脂+木粉入り用スクリュ/3.3　H-PVC用スクリュ
第3節　プロセス別のスクリュ形状と挙動
1.スクリュ形状と混練・分散の関係/2.一般的な二軸押出機の使用例
3.溶融の途中から添加する二軸押出機の使用例/4.複合した二軸押出機の使用例
第4節　スクリュミキシングエレメントの組み合わせの考え方 とその応用
1.スクリュパーツの種類/2.スクリュパーツの基本的な配置/3.低粘度溶融樹脂とスクリュ形状の関係
4.中粘度溶融樹脂とスクリュ形状の関係/5.高粘度溶融樹脂とスクリュ形状の関係
第5節　特殊なスクリュ形状
1.フルフライトタイプのスクリュ/2.ミキシングタイプのスクリュ
3.フルフライトとミキシングスクリュの組み合わせ
第4章　二軸押出機を用いた押出混練技術のシミュレーションと評価
第1節　シミュレーション技術
1.二軸スクリュ押出シミュレーション技術の発展/2.FAN法シミュレーション
　2.1　概要/2.2　FAN法の演算アルゴリズムについて/2.3　FAN法による二軸スクリュ混練シミュレーション
3.FEMによる3次元スクリュ流動解析
　3.1　概要/3.2　FEMの演算アルゴリズムについて/3.3　FEMによる3次元スクリュ混練シミュレーション
4.粒子法シミュレーション
　4.1　概要/4.2　MPS法の演算アルゴリズムについて
　4.3　二軸スクリュ押出機内における溶融樹脂の混練シミュレーション
第2節　二軸押出機を使用したナノコンポジット成形の 分散制御と分散評価
1.分散パラメータ/2.カーボンナノチューブコンポジット
第3節　樹脂の溶融混練・流動挙動とその可視化
1.二軸押出機における混練技術/2.分配と分散/3.CAEにおけるミキシングセクションの可視化
4.CAEによるスクリュ全体の可視化/5.可視化解析二軸押出装置
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◆炭素繊維の分類と特性（物理的特性／熱的特性／電磁気的性質／化学的性質／耐候性）をおさらい！
◆最適設計に向けた炭素繊維と樹脂の選定方法！CFRPおよび熱可塑性CFRPの製造方法、成形事例
★特典：カラー画像のCD付き！

第1章 炭素繊維の分類とその特性およびCFRPの基礎
1.炭素繊維(Carbon Fiber:CF)  1.1 CFの定義と構造/1.2 炭素繊維の分類/1.3 炭素繊維製品の形態
2.炭素繊維の特性  2.1 物理的特性/2.2 熱的特性/2.3 電磁気的性質/2.4 化学的性質/2.5 耐候性
3.炭素繊維強化複合材料(CFRP)　 3.1 複合材料とは/3.2 繊維強化プラスチック(FRP)の種類/3.3 
CFRPの製作/3.4 CFRPの力学/3.5 積層板の特性
第2章 CFRPの最適設計に向けた炭素繊維と樹脂の選定
1.CFRPの原材料　1.2 弾性率による分類/1.3 炭素繊維の形態
2.マトリクス樹脂  2.1 熱可塑性樹脂の種類/2.2 熱硬化性樹脂の種類/2.3 樹脂の違いによる性能差
第3章　CFRPおよびCFRTPの設計・開発・成形事例
第1節　短繊維および長繊維型CFRPの作製と成形加工
1.CFRP 複合材料とその製造法/2.短繊維型CFRPの作製と加工 2.1 熱可塑性樹脂マトリクスを用いた
短繊維CFRP/2.2 熱硬化性樹脂マトリクスを用いた短繊維CFRP
3.長繊維型CFRPの作製と加工　3.1 真空バグ・オートクレーブ法/3.2 VaRTM法
第2節　CFRPにおける樹脂の含浸性改善   
1.CFマットを用いたCFRTP/2.PPの高流動・高延性化/3.PPの無水マレイン酸修飾
4.PPへのナイロングラフト/5.反応性可塑剤を用いたPPE/6.PP系CFRTPの成形加工
第3節 自動車へのCFRP適用の現状と技術動向
1.CFRPへの期待  1.1 エコカーへの取り組み/1.2 エコカーと軽量化/1.3 軽量材料CFRPの特徴と期待
2.自動車用CFRPの現状/3.自動車用CFRPの今後　3.1 CFの需要と供給/3.2 技術開発
4.CFRPのポピュラー化　 4.1 リサイクル/4.2 カーボンニュートラル(植物由来材料化)/4.3 CFRPな
らではの設計/4.4 組立、塗装工程の見直し
第4節 熱可塑性CFRPの用途例と成形方法、加工方法  
1.熱可塑性CFRPの用途例/2.熱可塑性CFRPの成形方法/3.熱可塑性CFRPの加工方法
第5節　熱可塑CFRPの特性と押出成形(熱可塑CFRP押出素材)
1.熱可塑CFRPと熱硬化CFRPの比較/2.熱可塑CFRPの押出素材の製造プロセス
 2.1 コンパウンド/2.2 押出成形の製造工程/2.3 製品加工およびその用途

3.熱可塑CFRP 押出素材の特徴   3.1 高強度/3.2 軽量性/3.3 既存の押出設備で対応可能
 3.4 素材の高速加工性および大型化/3.5 製品加工性/3.6 リサイクル性/3.7 汎用性
4.今後の展開　 4.1 用途拡大/4.2 PP S樹脂系の熱可塑CFRPの押出素材開発
第6節　CFRTPにおける接着技術
1.鋼板とPPの接着/2.室温での接着/3.火炎処理による接着/4.プライマーを用いた接着/5.CFRTP接着の具体化
第7節 熱可塑性CFRPのヒートアンドクール成形技術
1.通電抵抗加熱金型によるCFRTPの成形/2.TAM成形法によるCFRTP(熱可塑性CFRP)の成形方法
3.TAM成形法によるCFRTP(熱可塑性CFRP)の成形手順/4.長繊維射出成形/5.CFRP複合成形
第4章　CFRP/CFRTPに関する試験・評価法  
第1節　CFRPの疲労特性と強度評価　
1.CFRP積層板の疲労損傷/2.疲労特性評価/3.トランスバースクラック累積挙動の評価
4.トランスバースクラック発生寿命評価
第2節 金属/CFRP接着における疲労試験と強度評価　 
1.S-N関係/2.疲労き裂の進展速度
第3節 CFRPの炭素繊維/樹脂界面の密着性評価法
1.界面せん断応力の測定法/2.フラグメンテーション法によるCFRPの界面せん断応力の実験例
3.CFRPの繊維/樹脂界面密着性向上のための研究開発
第5章　繊維充填複合材料のレオロジー
1.希薄系のレオロジー/2.濃厚系のレオロジー/3.ブラウン運動の影響/4.剛直性の影響
5.高次構造と降伏現象/6.定常状態におけるせん断粘度
第6章　亜臨界・超臨界流体法によるCFRPのリサイクル技術
1.亜臨界･超臨界流体とは/2.亜臨界・超臨界水によるCFRPのリサイクル/3.亜臨界･超臨界メタノール
によるCFRPのリサイクル/4.その他の亜臨界・超臨界流体を用いるCFRPのリサイクル
第7章　写真で見るCFRP/CFRTPの開発動向
1.材料開発の動向  1.1 新規熱硬化性樹脂マトリックス使用したCFRP(日本ユピカ)/1.2 繊維強化熱可塑性
樹脂複合材NEOMATEX(倉敷紡績)/1.3 低融点タイプCFRTP(イノアック)/1.4 熱可塑性樹脂エポキシ樹脂系
CFRTP(小松製錬)/1.5 CNT/CFエポキシ樹脂プリプレグ(ニッタ)/1.6 連続繊維熱可塑ラミネートシート「
TEPEX」(サンワトレーディング)/1.7 C/Cコンポジット(東洋炭素)/1.8 熱可塑性CFRP大型押出ブロック(東
レ)/1.9 CF-SMC(三井化学)/1.10  PETをマトリックスとしたCFRTP(中屋敷技研)/1.11 CFRP用の新規重合脂
肪酸系ポリアミド(島貿易、T&K TOKA)/1.12 PEEKベースのUDテープ(ダイセル・エボニック)/1.13 フラーレ
ンによるCFRPによる破壊靭性向上(フロンティアカーボン) /1.14 その他のCFR(T)Pの新素材の話題
2.成形加工技術の動向  2.1 ハイブリッド成形によるCFRTP 成形品(浅野)/2.2 ハイブリッド成形による
CFRTP 成形品(茨木工業)/2.3 CFRTPのプレス・射出同時ハイブリッド成形品(佐藤鉄工所)/2.4 電磁誘導加
熱成形によるCFR(T)P製品(ROCTOOL)/2.5 TEPEXと長繊維強化樹脂のハイブリッド成形(浅井産業)/2.6 チタ
ン+CFRP一体成型・機械加工製品(東京R&D)
3.用途開発動向  3.1 自動車・二輪車分野の用途例の紹介/3.2 自転車分野の用途例/3.3 航空機関連分野の
用途例/3.4 その他各種産業分野の用途例
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第一章　プラスチックの破壊・割れ（クラック）と対策

 1．強度と破壊機構　/2．破壊・強度にかかわる基本特性

 3．破壊・強度にかかわる複合材料の基本特性

 4．各種割れ発生・進展のメカニズムと測定評価・対策

 5．強度特性と破壊挙動

 6．設計・成形、環境条件による強度低下と対策

第二章　割れ・破損トラブルの原因究明・破断面解析のすすめ方

第一節　割れ・破損トラブルの原因究明方法

 1．不良現場での事前調査　/2．破損原因の仮説

 3．割れトラブルの原因究明法  /4．強化材料の割れ原因究明法

 5．ゴム系ポリマーアロイの割れ原因究明法

第二節　破断面解析の手順・すすめ方

 1．破面解析の目的　/2．破面解析の確認事項と負荷応力

 3．破面解析によって何が解るか  /4．破面観察に用いる機器

 5．破面観察における基礎事項  /6．破断面の取扱いと観察の手順

 7．マクロ的な破断面模様と見方  /8．ミクロ的な破断面の模様

第三章　プラスチックの割れ・破壊トラブル対応の具体例

第一節　＜各種材料・部品別＞割れ・破壊トラブルを考慮した設計・使用上の注意点

第一項　材料別の設計・使用上の注意点

 1．PA　/2．POM　/3．PC　/4．mPPE　/5．PBT　/6．PPS　/7．PVC

 8．アクリル  /9．ABS　/10．フェノール　/11．LCP  /12．PES

 13．エポキシ  /14．CFRP・CFRTP  /15．ポリスチレン

第二項　割れ・破壊トラブルを考慮した金属代替樹脂の選定・設計

 1．自動車産業における樹脂化  /2．医療産業における樹脂化

 3．家電産業における樹脂化  /4．水周り部材における樹脂化

第三項　部品設計の注意点と各種対応事例

 1．ケミカルクラック（ソルベントクラック） 

 2．インサート金具周囲のクラック

 3．ねじ締め付けによる割れ  /4．プレスフィットによる割れ

 5．接着部、溶着部におけるクラック、割れ  /6．成形品の寸法精度

 7．シャープコーナーのR指定  /8．ボス下のヒケ対策

 9．ウエルド強度  /10．成形品の仕上げ程度の目安

第二節　破壊要因別に見たプラスチック成形品の破損トラブル解析・原因究明事例

 1. 設計工程が起因のトラブル事例  /2. 材料起因のトラブル事例

 3. 成形工程が起因のトラブル事例

 4. 加工、組み立て工程が起因のトラブル事例

 5. 使用環境起因のトラブル事例

第三節　プラスチック成形品の各種クラック対策事例

 1. プラスチック成形品のクラックの種類 

 2. プラスチック成形品のクラック対策

 3. 各種クラックにおける破面の特徴

第四章　プラスチック製品の破損・故障解析技術と寿命予測

第一節　電子部品・家電機器

 1．電子部品に使われるプラスチック製品

 2．プラスチック製品の破損・故障とそのメカニズム

 3．プラスチック製品の寿命予測のための信頼性概要

 4．プラスチック製品の寿命予測の事例

第二節　自動車

 1．寿命予測手法の考え方  /2．PBTの熱と湿潤による加水分解

 3．66ナイロンの塩化カルシウムによる割れ

第三節　医療用プラスチック

 1．医療用に使われるプラスチック製品

 2．プラスチック医療機器の破損・故障とそのメカニズム

 3．プラスチック医療機器の寿命予測の事例
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プラスチックの割れ（クラック）
・破壊トラブルと対応・解析技術

●プラスチック・及び複合材料の破壊挙動や、強度低下にかかわる数々の要因を把握できる。
●アクリル・フェノール・ＣＦＲＰ etc・・・　各種材料別に、破壊特性や設計上の注意点等を解説。
●家電・電子部品・自動車・医療機器等、各分野における破損・故障メカニズムと寿命予測法についても網羅。 



▼▲ 高分子材料、成形技術

－ 59－

発刊　　2014年4月
定価　　37,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　144ページ
ISBN　  978-4-86502-058-8

高機能、かつ安全な材料で医療機器産業の明日を拓く！
医用ならではの材料特性へ如何に応えるか？最新の研究成果、実用化への取り組みを、この一冊に集成！

第１章　生体適合材料　　
材料設計に必要な生体適合性・血液適合性発現機構～生体と材料の相互作用
1. 健康・医療製品開発に必要な生体適合性・血液適合性/2. Poly(2-methoxyethyl acrylate) (PMEA)の特長
3. PMEAをコーティングした人工心肺/4. 材料表面へのタンパク質吸着現象
5. 血液適合性発現機構－吸着タンパク質から界面に存在する水の意状態に着目－
6. PMEAの血液適合性発現機構 －水分子の構造と運動性－
　6.1 高分子中の水の構造/6.2 高分子表面の水分子の構造
　6.3 高分子中の水分子の構造と血小板粘着との相関関係
　6.4 PMEAが有する水の構造に類似した水の構造を有する高分子
　6.5 PMEAの水分子の構造と運動性/6.6 水和状態に着目した材料設計の例

第２章　成形加工技術　　
医療機器用高分子材料の種類と用途およびその成形加工技術
1. 医療用高分子材料の種類と用途/2. 医療用高分子材料の技術課題
3. 高分子材料製医療機器の成形加工　/3.1成形加工の方法/3.2特殊な加工方法

第３章　安全性評価　　
医療用プラスチックスの安全性評価について
1. リスクマネジメントから考える安全性
　1.1 リスクから考える安全性/1.2 原材料メーカーの製造物責任（PL）リスク
2. ISO 10993シリーズに基づく生物学的安全性
　2.1 薬事申請書との関係：JIS T0993-1リスクの最小化へ/2.2 生物学的安全性評価報告書
　2.3 ISO 10993シリーズの構成

第４章　材料の設計開発　　
有機 無機ハイブリッド材料の特徴・開発と医療用途への応用
1. 有機 無機ハイブリッド　/1.1 有機物および無機物の特徴/1.2 身の回りの有機?無機ハイブリッド
2. 有機 無機ハイブリッドの作製法の概要
　2.1 有機 無機ハイブリッドの設計指針/2.2 シランカップリング剤とその反応/2.3 混合法

　2.4 in situ合成法/2.5 基材表面へのハイブリッド化（逐次的な方法）
3. 医療用途のための有機 無機ハイブリッドの作製
　3.1 医療分野で利用されている素材/3.2 医療分野で現在利用されている有機 無機ハイブリッド
　3.3 医療用途を目指した有機 無機ハイブリッドの作製
アパタイトを用いた植物由来接着剤の開発と医療材料への応用
「ムール貝」の接着とは
1. ムール貝を模倣した分子設計
2. 植物由来接着剤poly(DHCA-co-4HCA)の特性　/2.1 強力な接着力
3. さらなる接着力の強化に成功
4. 生体安全性の確認　/4.1 生体内で安全に使用するために/4.2 MTT試験/4.3 ALP活性測定
5. アパタイトを触媒に利用した接着剤
絹構造の解明と人工血管ほか再生医療材料への応用について
1. 家蚕絹フィブロインの分子構造/2. 家蚕吐糸管の構造と絹フィブロインの繊維化機構
3. 絹を基盤とした再生医療材料の創出
　3.1 絹を各再生医療材料に合わせて成形するプロセッシング技術/3.2 絹を用いた人工血管の開発
　3.3 絹を用いた人工角膜の開発/3.4 絹を用いた人工骨の開発
リン脂質極性基含有ポリアミド・ポリイミドの合成と生体適合性
1. PC基含有ジアミンモノマーの合成と得られるポリマー
　1.1 ポリアミド/1.2 ポリイミド/1.3 ポリウレタンーウレア
2. ナノシートの作製と性質/2.1 PC基含有ポリイミドからなるナノシート/2.2 ナノシート表面の血液適合性

第５章　様々な開発事例
医用膜の設計・開発と血液接触時の反応について
1. 医用膜の設計・開発　/1.1 血液透析膜/1.2 血液透析膜への要求/1.3 医用膜と生体適合性/1.4 膜構造
2. 血液接触時の性能　/2.1 血液接触時の膜性能/2.2 表面特性と相互作用
人工関節の開発、使用される樹脂材料
1. 人工関節に用いられる材料　/1.1 人工関節用材料の歴史/1.2 UHMWPEの特徴/1.3 医療用グレードUHMWPE
2. 人工関節としての超高分子量ポリエチレン
　2.1 UHMWPEの課題/2.2 架橋処理によるUHMWPEの力学的な改質
　2.3 ビタミンE添加によるUHMWPEの化学的な改質/2.4 その他の手法による改質
コンタクトレンズと生体適合性
1. ソフトコンタクトレンズユーザーの不満No.1は『乾燥感』
2. 『乾燥感』を低減するためのソフトコンタクトレンズ材料および表面創生
3. コンタクトレンズとムチン～角膜適合性への挑戦/4. コンタクトレンズの新しい価値　
　4.1 薬物徐放性コンタクトレンズ（DDSコンタクトレンズ）
　4.2 バイオセンサー（回路内蔵）コンタクトレンズ
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高分子材料の耐熱性を改善するには！？
電気・電子・光学部品、自動車分野などますます需要が高まる耐熱性材料！
各種の手法、様々なアプローチによる耐熱性向上技術を掲載！

青木　裕介　三重大学
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池田　功一　日本ゼオン（株）
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佐内　康之　東亞合成（株）
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谷尾　宣久　千歳科学技術大学
長尾　大輔　東北大学
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松葉　　豪　山形大学
松本　利彦　東京工芸大学
森川　敦司　茨城大学
山岸　忠明　金沢大学
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樹脂材料の高耐熱化と設計・開発技術

第１章　有機無機ハイブリッド、ナノコンポジット、複合材料による高耐熱化
第１節　有機- 無機ハイブリッドによる複合材料の高耐熱化
１．有機‐無機ハイブリッド材料の開発  ２．有機‐無機ハイブリッド材料の分子設計 ３．有機‐無機ハイ
ブリッド材料の合成法  ４．ポリマーの耐熱性  ５．無機物とのハイブリッド化による複合材料の高耐熱化
第２節　有機- 無機ハイブリッドによるシリコーン材料の耐熱性向上
１．有機- 無機ハイブリッド技術とシリコーン系有機・無機ハイブリッド  ２．ゾルーゲル法とシリコーン
系ハイブリッド材料の作製方法と特徴  ３．シリコーン系ハイブリッドの耐熱性向上の試み
第３節　耐熱性ナノファイバーの現状と発展
１．エレクトロスピニング法による耐熱性ナノファイバー ２．ナノファイバーを用いた耐熱材料の開発
第４節　高熱伝導性フィラーの設計と複合材料の耐熱性
１. 設計思想     ２. 特性値     ３. 接着強さ
第５節　耐熱性・高屈折率ナノコンポジット透明薄膜の作製
１．ゾル- ゲル法による結晶性BT ナノ粒子の合成  ２．BT ナノ粒子とポリアミド酸のブレンドによるナノ
コンポジット薄膜の作製  ３．In-situ 重合によるナノコンポジット薄膜の作製 ４．新規薄膜作製プロセス
第２章　高分子の結晶化制御と耐熱性向上
１．高分子結晶の概論     ２．耐熱性を向上させる手法・技術
第３章　各種樹脂材料の高耐熱化
第１節　耐熱性ポリイミドの合成とその構造・特性
１．ポリイミドの合成と性質  ２．ポリイミドのFPCでの使用と要求される特性　３．ポリイミドの熱的性質
第２節　脂環式ポリイミドの高耐熱化設計
１．多脂環構造と耐熱性  ２．多脂環構造の脂環式ポリイミド  ３．耐熱性のさらなる向上を目指して
第３節　高耐熱ポリアミドの開発
１．高耐熱ポリアミドの用途     ２．高耐熱ポリアミドの設計
第４節　エポキシ樹脂の設計と耐熱性向上
１．分子設計指針と課題           ２．開発事例

第５節　ポリウレタンの設計と耐熱性の向上
１．ポリウレタンの用途と構造および原料     ２．ソフトセグメントの構造と耐熱性
３．ハードセグメントの構造と耐熱性     ４．架橋構造と耐熱性     ５．各種添加剤と耐熱性
第６節　新規フェノール樹脂ポリベンゾオキサジンの分子設計と耐熱性の向上
１．ポリベンゾオキサジン      ２．環状ベンゾオキサジンモノマーの合成とその開環重合
３．モノマーの分子設計による高耐熱性ポリベンゾオキサジンの合成
４．高分子量化ベンゾオキサジンによる高耐熱性化 ５．ベンゾオキサジンを一成分とするアロイ・複合材料
第７節　高分子量フェノール系樹脂の合成と熱的特性
１．緒言     ２．高分子量フェノール系樹脂の合成について
３．高分子量フェノール系樹脂の分子構造について     ４．熱的特性について
第4 章　光学材料、フィルムの高耐熱化
第１節　光学用透明樹脂のガラス転移温度と物理的エイジング
１．ガラス転移温度     ２．透明ポリマーのエイジング
第２節　シクロオレフィンポリマーの高機能化
１．シクロオレフィンポリマー     ２．COPの特性          ３．COPの低複屈折化
４．COPの薄肉成形性向上          ５．COPの耐光性向上    ６．耐熱性COPの開発
第３節　シルセスキオキサンによる高耐久・高耐熱性ハードコートフィルムの開発
１．パーフルオロアルキルシルセスキオキサンの合成
２．ラジカル重合によるパーフルオロアルキルシルセスキオキサン含有高分子の合成
３．有機－無機ハイブリッドコーティング薄膜の調製と表面特性解析
４．高耐久性ハードコートフィルムの開発
第４節　 耐熱性粘土ポリマーコンポジットによる高耐熱・高ガスバリアフィルムの開発
１．ガスバリアの原理     ２．粘土ガスバリア材構成と製膜方法     ３．性能
第５章　植物由来・バイオプラスチックの高耐熱化
第１節　高耐熱植物由来プラスチックの開発
１．分子設計     ２．合成方法     ３．物性と機能
第２節　ポリ乳酸の結晶化と耐熱性の付与
１．結晶化と耐熱性付与     ２．結晶化方法     ３．応用例
第６章　接着剤・封止材の高耐熱化
第１節　UV 硬化型接着剤の劣化要因と接着耐久性への影響
１．UV 硬化型接着剤の劣化要因   ２．熱による劣化と接着耐久性への影響  ３．光による劣化と接着性
耐久性への影響  ４．水分による劣化機構と接着耐久性への影響  ５．被着体の影響による接着耐久性低下
第２節　パワーデバイス用封止材の設計と耐熱性向上
１．耐熱性材料     ２．耐熱性PDMS系ハイブリッド封止材
第７章　高分子材料の耐熱性評価技術
１．いろいろな耐熱性評価の意義     ２．化学的短期耐熱性     ３．物理的短期耐熱温度
４．化学的長期耐熱性     ５．長期物理的耐熱性
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1. PET樹脂とは
2. PET製品の市場
3. PETの製造法
4. PETの構造
 4.1 高分子の固体構造
 4.2 PETの固体構造  
 4.3 結晶化度
 4.4 分子配向
5. PETの特性と構造
 5.1 光学的特性
 5.2 力学的特性
 5.3 熱的特性
 5.4 バリア性
 5.5 化学的性質
 5.6 電気的性質
 5.7 ヒートシール性
6. PET固体構造の解析z 
 6.1 X線回折による結晶構造解析
 6.2 電子顕微鏡による固体構造解析
7. PETフィルムの分子配向評価
 7.1 X線回折による分子配向評価
 7.2 複屈折率測定による分子配向評価
8. PETフィルムの表面特性評価
 8.1 接触角測定による表面特性評価
 8.2 XPS(ESCA)による表面特性評価
 8.3 原子間力顕微鏡による表面粗度測定
9. PETフィルム・シートの製造法
 9.1 Ｔダイ法
 9.2 インフレーション法
 9.3 フィルム延伸法

 9.4 シートの製造方法
10. PETフィルムの2次加工
 10.1 PETフィルムへの樹脂コーティング
 10.2 PETフィルムへの金属
      ・無機膜コーティング
 10.3 PETフィルムへのヒートシール性の付与
 10.4 PETフィルムへの帯電防止性の付与 
 10.5 耐熱性PETフィルム
 10.6 熱収縮性PETフィルム
 10.7 ラミネーション方法
 10.8 シートの熱成形  
11. PETボトルの製造技術
 11.1 ブロー成形法の種類と特徴　
 11.2 PETボトル射出ブロー成形技術
 11.3 PETボトル成形機の進歩
 11.4 PETボトルの種類とその成形法
      および特徴
 11.5 多層PETボトルの種類とその成形法
      および特徴
 11.6 圧縮成形によるプリフォーム成形
12. ポリエチレンナフタレート(PEN)ボトル
13. 透明ハイバリアコーティングPETボトル
 13.1 有機コーティングボトル
 13.2 シリカコーティングボトル
 13.3 カーボン系コーティングボトル
14. PETボトルの新潮流
15. PETボトルのリサイクリング技術
 15.1 PETボトルのマテリアルリサイクリング
 15.2 PETボトルのケミカルリサイクリング

合わせて100枚以上の図や写真を用いてPET樹脂およびPETボトルの最新動向を解説。
バリアコーティング、パッシブバリア、アクティブバリアの製造法・適用例も学べる。
PETの構造・特性、高分子固体構造、結晶化度、分子配向、バリア性、光学特性、力学特性、ヒートシール性 …etc

包装科学研究所　主席研究員　葛良 忠彦 先生

PET樹脂のフィルム特性および

PETボトル製造法・適用例
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第1章　加飾技術概要
1. 感性工学と商品の品質並びに加飾について
2. プラスチックの加飾技術の分類
　2.1 インモールド加飾(In-Mold Decoration)
　2.2 シートなどからの加飾
　2.3 二次加飾 
3. 加飾技術が用いられる用途の概要
第2章　加飾技術各論
1.フィルム貼合、転写加飾技術
　1.1 フィルム貼合、転写加飾に使用される成形方法 
　　（1）インモールド転写成形(IMD)
　　（2）インモールド貼合成形(IML) 
　　（3）オーバーレイ成形
　　（4）水圧転写
　　（5）ホットスタンプ
　1.2 加飾フィルム
　1.3 フィルム貼合・転写加飾技術の採用例
2. 特別な表面層を付与しない低コスト加飾技術
　2.1 シボ、パターン転写成形
　2.2 金型表面高品位転写成形
　（1）金型表面の転写性に影響を与える因子
　（2）金型表面高品位転写成形技術
　（3）金型表面高温法
　（4）ガス・エア注入法
　（5）その他の方法
　2.3 着色・発色による加飾
　2.4 混色成形
3. ソフト表面加飾技術
　3.1 日産自動車の高品質内装材の評価と開発
　3.2 本格的なソフト表面加飾
　（1）射出プレス成形(SPモールド、SPM)による加飾
       成形
　（2）その他のソフト表皮材貼合成形
　3.3 二材成形
　3.4 ソフトフィール加飾

　（1）ソフトフィール塗装
　（2）特殊組成、特殊加工のシートのオーバーレイ
       成形
　（3）特殊コーティング材塗布ソフトフィールフィ
       ルム
　（4）ソフトフィールシボ
　（5）デジタルシボ
　（6）ソフトフィール着色
4. インモールドコーティング
5. 構造色加飾技術
6. 二次加飾
　6.1 フィルム貼合・転写加飾成形
　6.2 ソフト表面加飾、ソフトフィール加飾
　6.3 塗装
　6.4 印刷
　6.5 メッキ
　6.6 真空製膜
　6.7 静電気植毛
　6.8 レーザー加飾（レーザーマーキング）
　6.9 染色
7. バイオマス材料使用による加飾
8. 金属調(メタリック)加飾技術
9. 艶消し加飾技術
10. 組み合せ加飾技術
第3章　分野別採用事例
1. 通信機器、家電
2. 自動車、二輪車
3. 化粧品容器など
4. 日用品、建材など
第4章　プラスチックの加飾技術の最近の動向のまとめ
第5章　加飾技術の今後の展開
第6章　参考文献

現時点で考えられる範囲の加飾技術を全て網羅！フィルム転写･貼合成形など、個別技術ごとの動向も把握できる！
低コスト加飾技術･ソフト表面加飾技術･分野別採用事例等々、様々な技術･市場動向について幅広く解説
本文中のカラー写真・カラー図表(約50点)の付録ＣＤ付！商品の加飾イメージを、より実際に近く体感できます。

ＭＴＯ技術研究所 所長 　桝井 捷平 先生

―カラー画像付録CD付―

「プラスチック加飾技術」の

      最近の技術動向と今後の展開　—カラー画像付録CD付—
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1章 概論 /1.顕微赤外法/2.高分子材料への応用
2章 表面･界面および局所分析の基礎と得られる情報
1節 赤外分光法　　/1.赤外分光法の原理/2.試料調製
法/3.測定法と得られる情報/4.得られる情報/5.測定に
際しての留意点･ノウハウ
2節 ラマン分光法　　/1.測定の原理と得られる情報
2.実際の測定法/3.データとその解釈
3節 X線光電子分光法(XPS,ESCA)
1.XPSの原理と装置の特徴/2.XPS分析の方法(PET表面の
XPS分析)/3.紫外線照射によるPETの構造変化の解析(気
相化学修飾法XPS)/4.自動車用高分子材料の劣化解析
(XPSの深さ方向分析)
4節 飛行時間型二次イオン質量分析法
1.ToF-SIMS装置/2.ToF-SIMSから得られる情報
3.ToF-SIMSデータ解釈
5節 電子顕微鏡(SEM,TEM)
1.走査型電子顕微鏡(SEM)/2.透過型電子顕微鏡(TEM)
6節 原子間力顕微鏡
1.AFMの原理/2.タッピングモード/3.AFMによる物性計
測/4.実例の紹介
3章 表面･界面および局所分析の実際
1節 異物分析　　/1.ポリオレフィンフィルム中の微小
異物分析/2.ポリカーボネート樹脂系成形品中の微小異
物分析/3.ポリスチレン樹脂系成形品中の微小異物分析
4.自動車材料中の微小異物分析/5.測定に際しての留意
点･ノウハウ
2節 ブリードの解析　
1項 添加剤のブリード機構
1.2段階移行モデル/2.実験/3.結果と考察
2項 ブリード,べたつきの分析

1.はじめに/2.ブリード成分の直接分析/3.ブリード成
分が少ない場合や取り出しにくい場合の分析/4.低分子
量のポリマー成分と添加剤からなるブリード成分の分
析/5.アイソタクチックポリプロピレン(iPP)ラミネー
トフィルムの滑り性低下機構の解析
3節 白化の解析
1.光の拡散反射(乱反射)と白化/2.白化の発生状況の確
認/3.白化の分析方法と装置/4.ポリプロピレン(PP)樹
脂製品における白化の事例/5.多相系材料の構造と環境
下での経時変化による特異的な白化/6.ポリプロピレン
/ゴム系ブレンドの射出成形品の熱処理で発生するスト
ライプ状劣化に関するモルフォロジー解析
4節 表面粗れ、クラックの解析
1.PCのキャラクタリゼーション/2.赤外分光法(IR)によ
る解析/3.PC成形品(波板)に発生した表面粗れ解析
4.PC成形品の加水分解による表面粗れ解析/5.PC成形品
のクラック解析
5節 着色･変色の解析
1.着色の原因/2.着色の原因解析に有効な前処理法
3.着色物の構造解析に適用できる分光分析法/4.着色物
の構造解析に適用できる分離分析法/5.着色成分解析の
実施例/6.着色解析の問題点とその解決のために
4章 高分子材料の破壊と変形
1.静的試験(強度測定)/2.高分子材料の変形/3.装置コ
ンプライアンス補正による弾性率の高精度測定/4.動的
試験/5.微小変形量測定/6.プラスチック部品が割れて
しまったら…
5章 高分子材料の劣化と寿命予測
1.高分子の劣化とは/2.高分子の劣化反応/3.劣化試験
と寿命予測

西岡　利勝　　高分子学会フェロー・
　　　　　　　元 出光興産
宮田　洋明　　(株)東レリサーチセンター
星　　孝弘　　アルバック・ファイ(株)
辻　　正樹　　京都大学
吉岡　太陽　　豊田工業大学
中嶋　　健　　東北大学

若林　　淳　　出光興産(株)
寶崎　達也　　リケンテクノス(株)
平野　幸喜　　(株)プライムポリマー
北川　雅士　　(株)東レリサーチセンター
的場　伸啓　　(株)東レリサーチセンター
黒田　真一　　群馬大学

材料開発･成形加工の現場で実際に困った時に活用できる、分析･評価ノウハウを盛り込んだ1冊! 各分析法の選択基準とは?
入門者でも、どんな分析法があってどれを選べば分析できるかがわかる。実際のトラブル時に活用しやすいよう、
異物･ブリード･白化･変色･クラック等、各トラブルごとに数多くの事例をふまえ分析法･対処法を解説。

高分子材料の外観不良の

  　　　　　原因分析と対策
発刊：2008年6月　定価：66,000円 + 税　体裁：B5判　389ページ　ISBN：978-4-904080-06-1

第１章　難燃規制、難燃機構、難燃剤、難燃材料の概況

第２章　難燃化機構各種
　第１節　樹脂の難燃化機構
　第２節　低発煙化機構、低有害性ガス化機構

第３章　種類別難燃剤とその難燃化機構
　第１節　ハロゲン系－臭素化エポキシ系難燃剤－
　第２節　リン系
　　第１項　リン酸エステル系難燃剤
　　第２項　Intumescent系リン酸塩難燃剤による
　　　　　　ポリプロピレンの難燃化技術
　　第３項　赤リン
　第３節　無機系、および助剤・ノンハロゲン系・
　　　　　その他
　　第１項　水酸化アルミニウム
　　第２項　水酸化マグネシウム系フィラー
　　第３項　アンチモン化合物
　　第４項　窒素含有フェノール樹脂系難燃剤
　　第５項　シリコーン化合物
　　第６項　ホウ酸塩
　第４節　ナノコンポジットによる難燃材料設計に
　　　　　ついて
　第５節　難燃剤の利用技術

　　第１項　臭素系難燃PPの製造・成形加工時の
　　　　　　安定化技術
　　第２項　ポリリン酸アンモニウムの耐湿・
　　　　　　耐熱性の改良技術
　　第３項　水酸化マグネシウム充填ポリプロピレン系
　　　　　　樹脂による軟質塩化ビニル代替技術

第４章　応用製品別の難燃剤・難燃材料の利用と
　　　　難燃化機構
　第１節　プラスチック 
　　第１項　プラスチックの難燃化機構と
　　　　　　難燃剤利用技術
　　第２項　ＰＣ、およびＰＣアロイにおける
　　　　　　ノンブロム難燃化
　第２節　ゴム・エラストマーの難燃化
　第３節　ポリエステル繊維の後加工難燃
　　　　　 ―カーテン・カーシートを事例として― 
　第４節　壁紙
　第５節　木材
　第６節　事務機器の難燃樹脂
　　　　　 ―富士ゼロックス社における取り組み―
　第７節　電線・ケーブル

☆｢メーカー事例｣で｢難燃化機構｣を理解する！～各メーカーからの事例を豊富に掲載。最新の開発動向がわかる！
★ハロゲン／ノンハロゲン問わず…難燃剤ごとに、その難燃化機構を解説！
★材料ごとの応用の指標も！「難燃」の幅広い理解のために！

西澤　　仁　　西沢技術研究所
稲田　仁志　　稲田技術研究所
森山　　博　　DIC(株)
宮野　信孝　　大八化学工業(株)
林　日出男　　カルプ工業(株)
岡田　千枝　　燐化学工業(株)
高長　　学　　燐化学工業(株)
平澤　晋哉　　昭和電工(株)
松井　誠二　　神島化学工業(株)
大川　　茂　　日本精鉱(株)
井原　俊明　　信越化学工業(株)

露本伊佐男　　金沢工業大学
倉地　育夫　　コニカミノルタビジネス
　　　　　　　テクノロジーズ(株)
川辺　正直　　新日鐵化学(株)
野寺　明夫　　出光興産(株)
秋葉　光雄　　アキバリサーチ
齋藤　嘉孝　　日華化学(株)
亀岡　祐史　　丸菱油化工業(株)
大越　雅之　　富士ゼロックス(株)
吉田　伸　　　昭和電線ケーブル
　　　　　　　システム(株)

難燃剤による難燃材料の

難燃化機構と 最新事例



▼▲ コーティング、表面処理、接着剤

－ 57－

発刊　　2017年2月予定
定価　　58,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　約300ページ
ISBN　  978-4-86502-120-2

★ぬれ性のメカニズムや表面状態を基礎から学びたい。製品品質の向上や新機能付与、分析業務に役立てたい方へ向けた必携の技術書！
★この1冊で超親水化・超撥水化の最新技術をコンパクトに情報収集!
離型性と表面自由エネルギー、耐久性向上、接触角・表面張力測定、表面組成影響評価、製品適用例、材料設計技法、超撥水超親水化の最新技術

第1章 超親水･超撥水の基礎と原理
第1節 親水･撥水の化学的基礎と原理/1.親水性と撥水性/2.表面エネルギーとは/3.凝集力と表面エネルギー
第2節 超親水･超撥水(ならびに超親油･超撥油)に関わる基礎と原理
第3節 テフロンおよび炭素繊維材料の超親水化とメカニズム /1.テフロンの超親水化とメカニズム
第2章 超親水超撥水性向上に向けた課題解決アプローチ /第1節 超撥水･撥油機能低下の要因
 はじめに/1.微細構造化手法/2.人工的な超撥水･超撥油表面の機能低下の要因
第2節 表面機能(耐食性、抗菌性等)の両立に必要な要素
第3節 耐久性向上の鍵を握る要因～材料設計&表面処理技術の観点から～
第3章 超親水性･超撥水性の評価手法～表面との相関～ /第1節 ぬれ性の評価解析手法と活用
 1.ぬれ性評価の基礎/2.接触角測定の原理と注意点/3.表面張力測定の原理と注意点
 4.表面自由エネルギー解析の原理と注意点
第2節 固体表面の幾何学的形態･形状に関する評価解析手法と活用
第3節 表面組成の評価解析手法と活用
第4章 超親水/超撥水化技術と産業への利活用方法　/第1節 様々なシーンで活かせる超親水化最新技術
第1項 オゾンガスと熱処理の併用によるステンレス鋼表面の超親水化 / 1.オゾンガスについて
 2.ステンレス鋼について/3.酸素雰囲気下での加熱処理による表面元素組成と親水性の変化
 4.オゾン雰囲気下での加熱処理による表面元素組成と親水性の変化
 5.超親水表面への大気中からの有機物の付着と親水性の変化
 6.オゾン雰囲気下での加熱処理がステンレス鋼表面の表面水酸基に及ぼす影響
 7.オゾンを利用した超親水化処理の適用可能性
第2項 ナノ凹凸形成加工技術による超親水化と製品離型性向上例
 1.NAP処理の親水性/2.NAP処理の摩擦性/3.NAP処理の離型性/4.NAP処理の硬度アップと摩擦力低減
第3項 複合無機材料技術による超親水性コート剤の開発技法 /1.開発背景/2.親水性機能の用途と選定

 3.材料特性/4.材料の製造・加工/5.材料特性の試験・評価方法/6.利用範囲
第4項 バイオミメティクスによる超親水表面作製
 1.液体を操る生物表面/2.フナムシの脚を模倣した超親水性微小流路/3.フナムシ模倣超親水性流路の応用
第5項 階層性ナノ多孔質ガラスによる長寿命超親水性と防汚・防曇性の発現
 1.超親水性表面/2.階層性ナノ多孔層(HNL)ガラス/3.市場への普及拡大見通しと応用範囲について
第2節 様々なシーンで活かせる超撥水･超撥油化最新技術
第1項 超撥水性による/超親水性による防曇ハードコート付き粘着フィルム
 1.開発背景/2.超撥水性ハードコートフィルムについて(構成および特性)
 3.超親水性ハードコートフィルムについて(構成および特性)
第2項 界面活性剤による超撥水表面構造作製 /1.分子設計指針/2.実験/3.結果/4.まとめ
第3項 ゾル-ゲル法と交互積層法による超撥水化･水中撥油化技術
 1.ゾル-ゲル法と交互積層法の特徴/2.ゾル－ゲル法と交互積層法で作製できる超撥水表面/3.最近の研究例
第4項 表面改質による超撥水性付与技術開発 /1.表面の濡れ性
 2.マイクロ波プラズマCVD法によるガラス表面への超撥水処理/3.熱CVD法によるガラス表面への超撥水処理
第5項 フッ素系表面改質剤による超撥水 /はじめに/1．ポリマーの分子運動性に注目した撥液性向上検討
 2.超撥液性能の大規模な実用化へ向けての挑戦/3.最近の撥液研究の潮流/まとめ
第6項 バイオミメティクスによる超撥水表面作製
 1.ボトムアップ作製法の代表である自己組織化/2.吸着性超撥水ハニカム状多孔質膜
第3節 【分野別】産業への利活用手法 /第1項 自動車関連材料～水性完全無機コート剤の開発
 1.自動車関連材料　コート剤における動向/2.水性完全無機コート剤 AD-Tech COATの開発背景
 3.AD-Tech COATにおける防汚･親水性発現のメカニズム/4.AD-Tech COATの優位性と自動車への活用例
 5.市場への普及拡大への見通しと自動車以外の活用例/6.今後の課題について
第2項 超親水性光触媒塗料の開発
 1.背景/2.光触媒の原理と機能/3.超親水性光触媒塗料の開発/4.地球環境への貢献
第3項 太陽光パネルガラス向け親水性コーティング剤 
 1.開発背景/2.親水性発現の原理/3.光触媒材料の太陽光パネル向け親水コーティング剤への応用
 4.太陽光パネルガラス向けコーティング剤の特徴/5.適用事例
第4項 プラスチック表面への超撥水コーティング
 1.プラスチックにおける超撥水技術/2.超撥水の評価方法/3.超撥水で得られる効果/4.製品適用例
第5項 メディカル･バイオ～金属系生体材料表面の超親水化とタンパク質吸着性および骨伝導性
 1.金属材料の表面の親水性･疎水性と表面親水化手法/2.金属材料の表面の親水性･疎水性とタンパク質吸着性
 3.金属材料表面の親水性･疎水性と骨伝導性
第6項 プリント配線板用超撥水コーティング剤 /1.超撥水表面の問題点/2.開発背景
 3.超撥水コーティング剤(フロロサーフ FS-7010)概要/4.コーティング方法/5.残された問題点/6.市場性　
第7項 撥水性･耐久性に優れた繊維への超撥水加工 /1.撥水加工原理/2.撥水加工/3.超撥水加工
第5章 日々の実務に使える　ぬれ性評価関連Q＆A　※巻末6ページ全25問

矢嶋　龍彦　　埼玉工業大学
穂積　　篤　　産業技術総合研究所
福山　紅陽　　ＦＩＡ
佐藤　正秀　　宇都宮大学
古澤　　毅　　宇都宮大学
鈴木　　昇　　宇都宮大学
高橋　和宏　　岡山県工業技術センター
山下　和之　　Ｍ＆Ｔ
吉川　貴之　　丸昌産業(株)
石井　大佑　　名古屋工業大学
木村　剛久　　日栄化工(株)
中島伸一郎　　日本航空電子工業(株)
松田　厚範　　豊橋技術科学大学

河村　　剛　　豊橋技術科学大学
石崎　貴裕　　芝浦工業大学
山口　央基　　ダイキン工業(株)
岸本　克己　　(株)トレードサービス
井田　芳夫
寺崎　　浩　　TOTOオキツモコーティングス(株)
吉田　育弘　　三菱電機(株)
黒田　健介　　名古屋大学
新家　光雄　　東北大学
伊藤　隆彦　　(株)フロロテクノロジー
木暮　保夫　　朝倉染布(株)
藤間　卓也　　東京都市大学
岩野　　寛    アサカ理研(株)

超親水・超撥水化のメカニズムと品質向上

～測定評価ノウハウ・産業活用事例・現場の課題Ｑ＆Ａ～

発刊　　2016年9月
定価　　58,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　316ページ
ISBN　  978-4-86502-115-8

● 第一線で活躍する著者陣が執筆！drupa2016動向等も踏まえた最新内容にて発刊！ 
● 水系ＵＶ硬化の状況とは？自己修復は？製品の取り扱いは？リサイクルは？最近気になる情報も！
● 波長や照度の影響、条件の最適化は？陰の部分を硬化させるには？硬化阻害は？実務ポイントも網羅

第1章　UV硬化の基礎
第1節　UV硬化の基礎　1.紫外線硬化の基礎/2.UV硬化性樹脂の応用分野
第2節　UV硬化の種類・それぞれの違いと特性
1.ラジカル重合/2.カチオン重合/3.アニオン重合/4.エン・チオール硬化 

第2章　UV硬化に使用する材料
第1節　モノマー・オリゴマー・プレポリマー
1.UV硬化反応のモノマー・オリゴマー/2.アクリレートモノマー/3.オリゴマー
第2節　光重合開始剤、増感剤
1.光ラジカル重合開始剤の種類と特徴/2.光カチオン重合開始剤の種類と特徴/3.増感剤の利用
第3節　添加剤/1.構造制御された分散剤による粒子の微分散安定化
2.表面調整剤による濡れ性・平滑性・膜の機能向上/3.ナノ粒子を用いた耐スリキズ性の向上と反りの防止

第3章　UV硬化装置
第1節　UV照射装置の原理について
1.ＶUV(172nm):エキシマランプユニット/2.ユニキュアシステム及びスポットキュア
第2節　UV光源と硬化/第1項　UV光源の種類とそれぞれの特性　1.UV光源
第2項　波長・照度による硬化の違いと最適化
1.開始剤の吸収スペクトルと光源の発光スペクトルのマッチング/2.光重合開始剤の選択と濃度の最適化
3.重合プロセスの最適化/4.新しいUV硬化プロセス
第3節　UVLEDの可能性
1.UVインクの反応原理/2.インク硬化とUV波長の関係
3.UV-LED光源の発光波長/4.UV-LED硬化型インクの特性と波長選択/5.UV-LED光源のメリットとは?(その1)
6.UV-LED光源のメリットとは?(その2)/7.UV-LEDの今後

第4章　UV硬化の製品応用 
第1節  UV硬化に求められるニーズとは? /1.UV硬化に求められるニーズとは?
2.各機能を持たせたUV硬化樹脂例および課題、ニーズ/3.時代とともに要求されるニーズ
第2節　UV硬化型ハイパーブランチポリマー
1.UV硬化型ハイパーブランチポリエーテル/2.UV硬化型ハイパーブランチポリエステル
3.UV硬化性ハイパーブランチポリイミド
第3節　水系UV硬化について
1.水系UV硬化樹脂の概要・歴史/2. PURと水性PUR樹脂･PUD/3.水系UV硬化樹脂と水性UVウレタンアクリレート
4.配合と用途展開
第4節　UV硬化型粘着剤
1.粘着剤とは?/2.アクリル系粘着剤の分子設計/3.光硬化型粘着剤/4.光機能性粘着剤の最近のトピックス
第5節　UV硬化塗料の基礎
1.ウレタンアクリレート(UA)/2.エポキシアクリレート(EPAC)/3.不飽和ポリエステル樹脂(UPE)/4.反応性希釈剤
5.UV硬化実際～塗膜中の紫外線挙動/6.用途/7.UV硬化実際～酸素阻害/8.UV硬化実際～硬化収縮
9.光カチオン硬化システム/10.UV硬化システムの比較 
第6節　UV硬化インキの取り扱い
1.インキの乾燥・硬化方式について/2.インキの印刷方式について/3.UV硬化インキの組成と設計 
4.UV硬化型インキの取り扱いについて
第7節　UV硬化型ハードコート
1.UVハードコートの用途と要求物性/2.UVハードコート剤の構成材料と硬化システム
3.UVハードコートの高性能化と高機能化
第8節　UVインクジェット技術
1.UVインクジェットプリンター/2.UVインクジェットの基礎/3.トラブル対策/4.UVインクジェット技術の最近の動向 

第5章　各種技術ポイントとトラブル対策
第1節　UV硬化評価概論　 1.UV硬化過程の評価方法/2.UV硬化物の評価方法/3.UV硬化不良分析
第2節　光の届かない部分(影)を硬化させるには? またその評価の方法は?　
第3節　硬化阻害の評価とその対策は?
第4節　UV硬化樹脂の硬化阻害対策
第5節　UV硬化型コート材における硬化収縮と対策
第6節　安全性に優れた紫外線硬化型インクで作成したインクジェット塗膜の内部応力制御　
第7節　密着性を向上するには?　
第8節　硬化率の評価と安定しない時の手法は
第9節　UV硬化時の臭気対策　
第10節　UV硬化樹脂の劣化要因と対策
第11節　耐候性を上げるには ?
第12節　UV硬化樹脂の分解・リサイクルは?
第13節　UV硬化材料の取り扱い上の注意

大城戸正治　大城戸化学研究所
肥田　敬治　日本ペイント・インダストリアル       
            コーティングス(株)
山本　和義　日本化薬(株)
鮫島かおり　BASFジャパン(株)　　
若原　章博　ビックケミー・ジャパン(株)
朝木　真一　ウシオ電機(株)　  
木下　　忍　(株)アイ・エレクトロンビーム
足利　一男　へレウス(株)
勝田　　康　Integration Technology Japan
山口　宙志　JSR(株)　　
桐原　　修　(株)ケミカル　
佐藤　武彦　富士フイルムグローバル
　　　　　　グラフィックシステムズ(株)

工藤　宏人　関西大学
石川　信広　綜研化学(株)　　
小林　伸生　DIC(株)
藪野　通夫　東洋インキ(株)　　
冨樫　春久　荒川化学工業(株)　　
中宗　憲一　(株)アクロエッジ　
大槻　直也　(株)スリーボンド   
小関　健一　千葉大学    
佐内　康之　東亞合成(株)
阿久津幹夫　ラドテック・サポート   
平岡　孝朗　(株)リコー　   
陶山　寛志　大阪府立大学

気になるポイント
　  徹底理解！ＵＶ硬化
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第1章　高信頼性接着の基本と耐久性へ
       の影響

第2章　接着の耐久性向上のための指針
　第1節　表面処理・表面改質・表面機
         能化方法とその接着耐久性向
         上における影響
　第2節　各種接着剤の劣化機構と接着
         耐久性への影響
　第3節　機能性接着剤の機能・要求特
         性とその接着耐久性への影響
　第4節　各種接着剤の選択最適化と接
         着耐久性への影響
　第5節　水分劣化に及ぼす接着部の形
　　　　 状/寸法の影響

第3章　接着の耐久性評価と試験法
　第1節　接着耐久性の評価および寿命
　　　　 予測の試験方法
　第2節　製品の耐用年数経過後の安全
　　　　 率の裕度の定量化法

第4章　接着の耐久性向上に向けた検討
　　　 と評価
　第1節　材料別の観点から見た接着耐
　　　　 久性向上に向けた指針
  第2節　製品別・接着耐久性の向上・
　　　　 評価例

原賀　康介　(株)原賀接着技術
　　　　　　コンサルタント
小川　俊夫　金沢工業大学
澤田　康志　エア・ウォーター(株)
菊池　　清　セン特殊光源(株)
山辺　秀敏　住友金属鉱山(株)
鈴木　靖昭　中部大学
金　　範埈　東京大学
宮崎　隼人　電気化学工業(株)
福原　智博　オムロン(株)
西田　裕文　ナガセケムテックス(株)
坂本　隆文　信越化学工業(株)
岡松　隆裕　横浜ゴム(株)
佐内　康之　東亞合成(株)
菅沼　克昭　大阪大学
横山　直樹　新日鐵化学(株)
佐藤　千明　東京工業大学
新井　康男　セメダイン(株)
井上　雅博　群馬大学

三刀　基郷　接着技術コンサルタント
塩山　　務　バンドー化学(株)
柳原　榮一　神奈川県技術アドバイザー
立野　昌義　工学院大学
松下　和正　長岡技術科学大学
武井　信二　富士電機(株)
小林　靖之/池田　慎吾/藤原　裕
　　　　　　大阪市立工業研究所
佐竹　正之　日東電工(株)
三田地成幸　東京工科大学
臼田　昭司　大阪電気通信大学
小牧　保之　(有)コム・インスティチュート
榊原　　誠　モメンティブ･パフォーマンス
　　　　　　　･マテリアルズ･ジャパン(合)
福西　美香/松本 太/小林 玄器
　　　　　　神奈川大学
島田　康裕/多田 俊介　山下ゴム(株)
伊藤　吾朗　茨城大学
安藤　直樹　大成プラス(株)

「どのように耐久性を評価し、向上させるか」　多角的に捉える、接着技術の核心
理論・メカニズムから表面処理・接着剤の扱い方、評価方法、材料・製品別の具体例まで…
実用レベルの製品に不可欠な「耐久性」　接着技術におけるその評価と向上を追求した１冊！

接着耐久性の向上と評価

劣化対策・長寿命化・信頼性向上のための技術ノウハウ

発刊：2011年3月　定価：36,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　196ページ　ISBN：978-4-904080-75-7

第1章　濡れの基礎理論
1.微小液滴の表面エネルギーとサイズ効果/2.液滴
の濡れ性を表す基本式
第2章　表面エネルギーの制御・応用
1.表面エネルギーの分散・極性成分/2.接触角法に
よる分散・極性成分の測定方法/3.拡張係数Sによる
塗液の広がり評価/4.拡張係数Sによる液中での塗膜
および微粒子の付着評価/5.表面処理による分散と
極性成分の制御
第3章　シランカップリング処理の活用方法
1.カップリング剤の化学的性質/2.HMDS処理のプロ
セス最適化/3.HMDS処理の装置構成/4.HMDS処理によ
る密着性改善/5.HMDS処理による付着性低下
第4章　濡れトラブルの原因・対策
1.液滴のポッピング/2.濡れのピンニング効果  
3.塗布膜のピンホール/4.ギャップ内の粘性指状
(VF)変形
第5章　塗膜の乾燥メカニズムと制御
1.塗膜の形成/2.塗工液の混合と溶解/3.乾燥プロセ
スにおけるエネルギー変化/4.溶剤の拡散モデル  
5.ラプラス力による塗膜の凝集/6.熱処理による塗
膜の硬化
第6章　乾燥装置の機構と性能
1.加熱乾燥/2.赤外線乾燥/3.減圧(真空)乾燥/4.凍
結乾燥/5.超臨界乾燥/6.スピン乾燥
第7章　乾燥トラブルの原因・対策
1.クラック/2.ポッピング/3.表面硬化層/4.環境応
力亀裂(クレイズ)/5.ウォータマーク/6.乾燥むら  
7.液体メニスカス
第8章　接着の原理と基礎理論
1.付着の要因/2.界面の実効付着面積/3.付着界面の
相互作用

第9章　微細加工パターンの付着性解析
1.リソグラフィー/2.レジストパターンの付着要因
3.レジストパターンの付着特性
第10章　微粒子の分散凝集解析
1.付着力のPSL粒径依存性
第11章　応力分布と付着性
1.微細パターンの形成/2.有限要素法による二次元
熱応力分布解析/3.パターン形状に依存した剥離挙
動
第12章　高分子膜中へのアルカリ水溶液の浸透と接
着性
1.コーティング膜の抵抗測定/2.真空処理と塗膜内
の残留溶剤量/3.TMAH水溶液の浸透効果
第13章　異なる表面エネルギーを有する無機基板で
の接着
1.付着試験/2.各無機膜の表面エネルギー/3.乾燥下
での接着挙動/4.TMAH水溶液中での接着挙動
第14章　微小気泡の性質と制御技術
1.レジストパターン上での気泡の捕獲と脱離
2.レジストパターン内の気泡移動/3.原子間力顕微
鏡(AFM)によるナノ気泡観察/4.レジスト上のナノ気
泡の剥離力測定
第15章　レジスト/基板界面でのボイド形成
1.ボイド観察手法/2.レジスト間の歪みエネルギー  
3.ボイド形成モデル/4.感光剤濃度および表面エネ
ルギー依存性/5.形成ファクター有効性
第16章　コーティング膜の熱処理と接着挙動
1.レジスト材料/2.レジストの光、熱反応  　
3.TMAH水溶液中での接着挙動/4.表面エネルギー依
存性/5.レジストの溶液および膨潤の影響/6.乾燥下
での接着挙動/7.表面エネルギー依存性

コーティングプロセスの改善に！測定手法およびノウハウ！
濡れの基礎、表面処理、乾燥、加工技術、デバイス応用技術、膜質評価など総合的に解説！
各種トラブルの解析手法や事例を多数掲載！

長岡技術科学大学　工学部　電気系　准教授

　博士（工学）　 河合　晃　氏

塗膜･レジスト膜の乾燥･付着技術とトラブル対策

発刊：2010年1月　定価：38,000円 + 税　体裁：B5判　ソフトカバー　224ページ　ISBN：978-4-904080-42-9

はじめに

第1章　プラズマ処理の観点からみた
       高分子の表面構造
 1　工業化されている表面処理技術
 2　プラズマ処理の競合技術　
 3　濡れ性と接着性の関係について
 4　高分子表面の構造
 5　プラズマ処理は何を目指すべきか

第2章　高分子プラズマ処理の一般的
       な特性
 1　ナノサイズ加工技術としてのプラ
    ズマ処理
 2　選択ガスによる表面処理効果の違い
 3　エッチングとインプランテーション
    の同時進行
 4　リモートプラズマの重要性
 5  選択的な表面改質技術に関して

第3章　選択的官能基形成技術　　
 1　選択的官能基形成とはどういうこ
    とか
 2　NH2基修飾の試み
 3　OH基修飾の試み

 4　COOH基修飾の試み
 5  Br基修飾の試み

第4章　プラズマ処理 真空から大気圧へ
 1　大気圧グロー放電プラズマについて
 2　ヘリウム以外のガスを用いた大気圧
    プラズマ処理
 3　コロナ放電処理との違い
 4　大気圧プラズマを用いた特殊な表
    面処理の例

第5章　プラズマ処理表面の観察手法
 1　表面観察手法の概要
 2　XPS(ESCA)分析
 3　ATR-FTIR分析
 4　和周波分光(SFG)
 5　走査プローブ顕微鏡
 6　SIMS分析

第6章　選択的官能基形成のための課題
 1　プラズマによって誘起される表面
    反応
 2　プラズマによる酸化反応は
    down-hill反応
 3　選択的官能基形成のための課題

●よりよい改質表面を得るために、必要となる様々な知見をこの一冊に凝縮。
●選択的官能基形成を達成するための試みや今後の課題など、トピックも外さない。
●初級者へ配慮したわかり易い解説。図解も多数。 

三井化学(株) マテリアルサイエンス研究所　

　　　　界面制御グループ　主席研究員　

貞本 満 氏

高分子のプラズマ表面処理
－実践のための方法とテクニック－

発刊：2007年10月　定価：9,500円 + 税　体裁：B5判　225ページ　ISBN：978-4-901677-86-8

第1章　薄膜の応力
1. 薄膜における応力の考え方
2. 固有応力と外部応力
3. 薄膜応力の発生要因
4. ミクロな欠陥導入や歪みと薄膜形成初期
   の応力発生メカニズム
5. ミクロ･マクロな体積変化と応力発生メカ
　 ニズム
6. 熱応力とマクロな寸法変化のメカニズム
7. 応力緩和とそのメカニズム　　
8. マクロな薄膜構造の膜応力への影響　　

第2章　薄膜の密着力
1. 薄膜の密着力とは:表面･界面に働く力と
   界面の構造
2. 板と薄膜の密着および剥離の考え方 　　
3. 種材料界面における結合状態　　

第3章　薄膜形成プロセスと応力･密着性制御
1. 薄膜材料を作成する過程
2. 各種薄膜形成法の特徴と比較
3. 薄膜の形成過程:スパッタリング成膜を例
   として
4. 成膜パラメータと薄膜応力への影響
5. 成膜時の照射効果と膜質･膜応力への影響
6. 成膜前の基材処理と密着力

7. プロセス最適化と応力制御の考え方まとめ

第4章　膜質の分析評価
1. 分析評価をおこなう場合のポイント　　
2. 薄膜の膜質の評価技術　　

第5章　膜応力･密着力の評価方法と測定にお
けるポイント
1. 応力測定の意味
2. 膜応力の評価方法の実際と測定上の注意点
3. 密着力の評価方法と測定におけるポイント

第6章　薄膜の剥離について 
1. 膜剥離と破壊の形態
2. 離要因と原因の追究手法:ケーススタディ
3. 密着性改善手法の背後にある考え方
4. 密着性改善のための具体的方策

第7章　薄膜におけるその他のトラブル:薄膜
       表面の微小欠陥
1. ピンホールの発生要因と対策
2. パーティクルの発生要因と対策
3. ヒロック･ウイスカー･ボイドの発生要因
   と対策

◆◇Ｑ＆Ａ◆◇(巻末　31問 掲載)　

薄膜を取扱うための必携本！できるだけ簡単な数式を使用し説明！現場トラブルを解決する30以上のＱ＆Ａ付き！
表面・界面を評価、分析するポイント！ 現場では聞けない＆聞く人がいない
膜の剥離・剥がれ・割れにはどう対応するの？ 良質の膜とは、その作製法とは！

荒川化学工業(株) 
　新事業企画開発部　

  主任研究員         　 岩村 栄治 先生

薄膜の応力・密着性・剥離
トラブルハンドブック
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第1章　分析的手法の位置付け

第2章　ＦＴ-ＩＲ法
 1.FT-IR概論
 2.測定手順 
 3.注意事項
 4.適用例　
 5.将来展望

第3章　ＤＳＣ法
 1.DSC概論
 2.装置の使用形態 
 3.硬化率測定法 　

第4章　光ＤＳＣ法

 1.光DSC概要
 2.硬化率測定法
 3.外部硬化法による硬化率測定
 4.吸熱因子による妨害の補正
 5.暗反応の影響
 6.将来展望

第5章　厚膜化学反応型樹脂の
       デプスプロファイリング法
 1.FT-IR法による硬化反応中のデプスプロ
   ファイル変化の解析
 2.光DSC法によるUV硬化型樹脂の硬化率デ
   プスプロファイリング法
 3.顕微レーザーラマン分光法による非破壊
   なデプスプロファイリング法

★新装普及版にて復刊！
★誤解しやすい点を随所で指摘し、実践で陥りやすい問題に対処！
★具体的な手順と正しい測り方！

【本書まえがきより（抜粋）】
　無溶剤型の接着剤・封止材・塗料などのように化学反応により硬化させて使用す
る高分子材料を化学反応型樹脂と総称し、その硬化率を分析機器を用いて測定する
実践的な技法を解説する。
　近年、これら化学反応型樹脂の適用範囲は拡大の一途をたどっているが、その性
質を正しく理解せずに使用すると予期せぬ不具合が発生することがある。
 硬化率はいくつかの機器分析的手法によって測定されるが、具体的な技法が分から
ないという声をしばしば耳にし、また、すでに利用している場合についても、操作
等の一部が誤っているケースが見受けられる。
　そこで本書では、これまでのように硬化率測定法を紹介するだけではなく、読者
自身がその技法を実践できるように具体的な手順や注意点を重点的に解説する。特
に、誤解しやすい点を随所で指摘し、実践で陥りやすい問題点に対処する、実用的
なマニュアルとしての存在を目指す。　 
 深さ方向硬化率（反応率）分布（デプスプロファイル）の解析手法についてはひと
つの章にまとめて紹介し、また、各種の測定精度向上の手法についても随所で惜し
みなく解説する。

工学博士　並木　陽一　氏

　※本書は、2007年3月刊行の
    同名書籍の新装版です。
   （内容は同じものとなります）

硬化率測定とその実践
～接着剤・封止材・塗料 等への適用の実際～

化学反応型樹脂(UV硬化･熱硬化･湿気硬化)の
普及版

発刊：2009年3月　定価：68,000円 + 税　体裁：B5判　486ページ　ISBN：978-4-904080-15-3

第1章 粘着/剥離のメカニズムと測定評価　第1節 粘着
第2節 剥離/第3節 粘着と粘弾性についての関係性
第2章 各種粘着剤における性能･用途と配合設計技術
      ～再粘着/再剥離性能、添加剤の選定、被着体へ 
      の適性等を踏まえて～
第1節 アクリル系粘着剤(溶剤型/無溶剤型)
第2節 エマルション粘着剤/第3節 ウレタン系粘着剤
第4節 ゴム系粘着剤/第5節 オレフィン樹脂系粘着剤
第6節 ホットメルト粘着剤/第7節 UV硬化型粘着剤
第8節 ゲルの粘着特性
第3章 被着体と粘着/剥離の関係性と粘着剤の選定ポイント
第4章 粘着製品の設計と性能向上のための方策   
第1節 粘着テープ/フィルム設計上の留意点
第2節 粘着フィルム/テープの剥離における問題点と対策
第3節 性能を向上させるための技術～狙い通りの粘着/
      剥離性能を引き出すポイント
第5章 剥離紙用シリコーンの性能コントロールと評価方法
第6章 粘着製品の塗工/塗布　第1節 塗工
第7章 巻取工程

第8章 粘着剤の物性評価の方法と結果による性能改善への指針
第1節 粘着の三要素/第2節 剥離帯電量の測定
第3節 粘着剥離メカニズムのシミュレーション
第9章 対ヒト用粘着剤における評価試験方法と安全性への対応
第10章 ＜分野別＞粘着/剥離製品の開発設計、関連技術
       の実例～使用時にチェックするパラメータや製
       品選定の基準を踏まえて～
第1節 再剥離ラベル/第2節 離解型粘着剤/第3節 粘着ラ
ベルを応用した電子レンジ容器の開発/第4節 自己剥離
粘着テープの開発と耐熱プロセスへの応用包装
第5節 半導体用粘接着テープ/第6節 フレキシブルプリ
ント配線板用途/第7節 積層セラミックコンデンサ用途
第8節 LTCC製造プロセスにおける粘着テープの応用例
第9節 液晶ディスプレイ光学フィルム用粘着剤
第10節 封止用途～粘着剤の封止への適応/第11節 共押
出成形技術/第12節 医療用粘着テープ/第13節 化粧品用
シート剤(粘着・剥離技術の化粧品での応用)
【巻末資料】
溶解性パラメータ/表面張力データ集(測定条件つき)

糸戸村　知之　　岐阜大学
山崎　義弘　　早稲田大学
鎌形　一夫　　埼玉県技術アドバイザー
岡部　年孝　　日本合成化学工業(株)
梅宮　弘和　　サイデン化学(株)
永易　　克　　住化バイエルウレタン(株)
桐原　　修　　バイエルマテリアル
              サイエンス(株)
山口　幸一　　関西ゴム技術研修所
永井　理子　　住友化学(株)
中谷　裕之/上野　精記　　
              新田ゼラチン(株)
加納　義久　　古河電気工業(株)
鈴木　淳史　　横浜国立大学
北崎　寧昭　　PSA研究所
才本　芳久　　三井化学(株)
三浦　　崇　　学習院大学
森本　要子　　ビッグテクノス(株)
永原　栄治　　荒川化学工業(株)

宮崎　　渉　　リンテック(株)
三谷　修造　　旭化成エンジニアリング(株)
比野欣之輔　　ニチバン(株)
朱峰　承興　　リンテック(株)
渡邊　哲也　　帝國製薬(株)
小田　純久　　サイデン化学(株)
朝田　和孝　　ニチバン(株)
小野瀬　豊　　北越パッケージ(株)
杉田　大平　　積水化学工業(株)
石渡　紳一　　古河電気工業(株)
横山　直樹　　新日鐵化学(株)
飯島　忠良　　TDK(株)
小林　吉伸　　(元)日本電気真空硝子(株)
佐竹　正之　　日東電工(株)
飯田　隆文　　ナガセケムテックス(株)
鍋島　健史　　(株)共和
川戸　淳司/菰口　剛志　　
              岩瀬コスファ(株)
橋本　幹夫　　(株)三井化学分析センター

★メカニズムから性能向上の手法、また「一般用途」「エレクトロニクス用途」「医薬・化粧用途」等、幅広い実例を網羅！
『粘着』とは？　『剥離』とは？　『粘着剤・粘着製品の要求特性を引き出すポイント』とは？
『粘着剤別』　性能・用途･配合設計、各種性能評価と開発の実例 

～再剥離･再粘着性能/被着体との関係/物性評価/開発事例を踏まえて～

【粘着剤/テープ/フィルム】

粘着 剥離のメカニズムと各種用途における性能コントロール

発刊　　2016年1月
定価　　64,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　425ページ
ISBN　  978-4-86502-097-7

各表面修飾法のみならず表面分析・評価技術を充実の掲載！分散性の向上他表面修飾による機能性向上の実際は？
insitu合成法は？有機無機ハイブリッドの関連は？医療・エネルギー・触媒他各アプリケーションでは何が求められているのか？
｢どの分野で」｢どのように表面修飾して」｢どう確認・評価するのか」しっかり理解　ナノ粒子表面修飾・表面分析・評価の決定版！！

第1章　ナノ粒子表面修飾の方法とその評価
第1節 ナノ粒子の表面修飾 /第2節 表面修飾の各種方法とその修飾状態評価
 第1項 シランカップリング剤によるナノ粒子表面修飾及びその修飾状態評価
 第2項 シリカコーティングによるナノ粒子の表面修飾とその評価
 第3項 ゾルゲル法によるナノ粒子合成と表面修飾　
 第4項 蒸着によるナノ粒子の表面修飾およびその修飾状態評価
 第5項 コア－シェルナノ粒子化技術および表面修飾技術の応用
 第6項 マイクロ波加熱によるナノ粒子の表面修飾及びその特性評価
 第7項 ポリマーのグラフト化 /第8項 プラズマを用いた表面修飾　
 第9項 レーザーアブレーションによるナノ粒子表面修飾 /第10項 ビーズミルを使用した表面修飾同時操作
第3節 粒子合成と表面修飾 
 第1項 ナノ粒子合成と表面修飾の同時操作(in-situ合成法）/第2項 結晶形状の制御と表面修飾

第2章　分散・凝集、付着挙動の設計・制御のためのナノ粒子表面修飾技術とその評価法
 1.微粒子、ナノ粒子の付着・分散・凝集挙動制御の重要性-何故必要か、実際の産業プロセス、製品製造での役割-
 2.微粒子、ナノ粒子の分散設計、付着防止が困難な理由
 3.凝集・分散、付着性制御に関する基礎理論、基礎的事象の概要
 4.ナノ粒子の界面設計による分散・凝集・付着状態設計法の実際
 5.粒子分散・凝集・付着挙動の評価・分析法とその事例
第3章　ナノ粒子表面状態の分析・評価
第1節 ナノ粒子の表面分析 /第2節　ナノ粒子表面修飾状態分析技術各論
 第1項 表面状態の観察と構造評価 (1)TEMによる構造観察 /(2)SEM(走査電子顕微鏡)による観察・分析   
 (3)AFMによるナノ粒子表面形態の観察と物性評価　　
 第2項 小角散乱法によるナノ粒子・機能性材料構造解析
 第3項 ゼータ電位による表面状態解析・ナノ粒子の安定性評価　
 第4項 IRおよびTG-DTA-MSを用いたナノ粒子表面修飾の解析
 第5項 ラマン分光法によるナノ粒子表面修飾状態の解析と応用　
 第6項 XPSによる表面分析とナノ粒子表面修飾状態解析/第7項 電導度滴定による微粒子表面の精密解析
 第8項 固体NMRを用いた表面修飾の解析 /第9項 動的光散乱を用いた粒子径測定
第3節 製造現場で行うナノ粒子評価　/第1項 レーザーとシリコンフォトダイオード(SPD)を使った簡易評価
 第2項 高濃度透明分散を実現するジルコニアナノ粒子分散液「ジルコスター®」の開発
 第3項 ナノ粒子の安定性評価
第4章　ナノ粒子種類別　表面修飾とその評価 
第1節 金属ナノ粒子の表面修飾とその評価  
 第1項 金属微粒子の表面コーティングと機能性の付与
 第2項 表面修飾金属ナノ粒子の表面プラズモン共鳴とその応用
第2節 ナノ粒子表面修飾による有機-無機ハイブリッド材料の合成とその評価
第3節 炭素材料・ナノカーボンの表面修飾とその評価 /第4節　磁性ナノ粒子の表面修飾とその評価 
第5節 シリカナノ粒子の表面修飾とその評価 /第6節　蛍光ナノ粒子の表面修飾
第7節 コロイド半導体ナノ粒子の作製、表面修飾と評価
第5章　アプリケーション別ナノ粒子の表面修飾とその評価　
第1節 医療用ナノ粒子に必要な表面修飾、機能化と分散安定化
第2節 ナノ粒子のバイオセンサ応用と表面への抗体固定/第3節 化粧品におけるナノ粒子の表面修飾とその応用
第4節 リチウムイオン二次電池における電極材料のナノ粒子化とその被覆・複合化技術
第5節 Ruコア/Ptシェルナノ粒子触媒の表面電子構造における粒子径とコアの影響
第6節 導電性ナノインク応用のための新しいナノ粒子表面修飾
第7節 金ナノ粒子の触媒応用と自己組織化単分子膜修飾技術/第8節 顔料ナノ粒子における表面修飾の必要性
第9節 光学分野における表面修飾したナノ粒子の応用

蟹江　澄志　　東北大学
山田　保治　　神奈川大学
鈴木　　昇　　宇都宮大学
古澤　　毅　　宇都宮大学
佐藤　正秀　　宇都宮大学
羽山　秀和　　(株)KRI
伊村　芳郎　　東京理科大学
河合　武司　　東京理科大学
小林　芳男　　茨城大学
辻　　正治　　九州大学
坪川　紀夫　　新潟大学
永津　雅章　　静岡大学
中村　大輔　　九州大学
院去　　貢　　ケミマ・ラボ
田口　　実　　中央大学
佐藤　良太　　京都大学
寺西　利治　　京都大学
神谷　秀博　　東京農工大学
黒河　　明　　産業技術総合研究所
保田　英洋　　大阪大学
古南　　博　　近畿大学
山本　徹也　　名古屋大学
森　　康維　　同志社大学
中村　彰一　　大塚電子(株)
出口　朋枝　　(株)KRI

金　　継業　　信州大学
宮田　洋明　　(株)東レリサーチセンター
林　　繁信　　産業技術総合研究所
舩戸　美幸　　スペクトリス(株)
内山　昌一　　ナノ・ミール(株)
高橋　邦夫　　(株)日本触媒)
西田　広泰　　日揮触媒化成(株)
小柳　嗣雄　　日揮触媒化成(株)
米澤　　徹　　北海道大学
岡本　晃一　　九州大学
井戸田直和　　早稲田大学
菅原　義之　　早稲田大学
松尾　　豊　　東京大学
田淵　　穣　　DIC(株)
磯部　徹彦　　慶應義塾大学
村瀬　至生　　産業技術総合研究所
大塚　英典　　東京理科大学
大久保典雄　　古河電気工業(株)
粂井　貴行　　(株)ファンケル
谷口　　泉　　東京工業大学
後藤　習志　　ソニー（株）
金原　正幸　　(株)コロイダル・インク
磯﨑　勝弘　　京都大学
三木　一司　　物質・材料研究機構
林　　一之　　戸田工業(株)

ナノ粒子の表面修飾と分析評価技術
～各種特性を向上するためのナノ粒子表面関連技術とその評価～
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発刊　　2015年11月
定価　　35,000円 + 税
体裁　　A4判　ソフトカバー
　　　　　179ページ
ISBN　  978-4-86502-094-6

★レオロジストへの近道！　その豊富な経験から伝授する職人レオロジー！
★多数のスライドと著者ならではの切り口でおもしろく学べる！現象論的レオロジーの入門書！

§1.　はじめに

§2.　レオロジーってなに
　・レオロジー測定・解析の意味 /・レオロジーとは？ /・レオロジーの現象論的目的 
  ・時間温度換算則 /・テボラ数 /・分析化学とレオロジー /・レオロジーはおさわりの学問 
  ・レオロジーは触った感覚の定量化 /・模式図で高分子の構造を考えてみよう
  ・弾性（フックの法則）/・粘性（ニュートンの法則）/・粘弾性とは /・剪断と引っ張り 
  ・静的測定と動的測定

§3.　静的粘度測定
　・ストーマー粘度計 /・食品業界レオメーター /・B型粘度計/・E型粘度計
  ・静的粘弾性測定 /・液体測定治具 /・コーンプレート /・LSV（LOW SHEAR VISCOMETER）
　・レオメーター /・レオメーターと治具 /・キャピラリーレオメーター
　・ウェーバー・フェフナー則 /・流動曲線について /・流動の種類 /・ニュートン流動
　・オストワルド流動 /・ビンガム流動 /・拡張オストワルド流動 /・降伏値と残留粘度
　・剪断速 度の決定の方法 /・剪断応力の求め方

§4.　粘度測定データ
　・ハンドソープ /・水飴 /・醤油 /・水溶き片栗粉 /・ハンドクリーム
  ・塗料の顔料分散ペースト /・マヨネーズ /・建築用塗料 /・自動車用塗料 /・水性塗料　
  ・マイクロゲル /・ケチャップ /・乳化とレオロジー

§5.　静的粘弾性測定
　・引っ張り試験 /・クリープ測定、クリープ曲線の解析
　・応力緩和（静的粘弾性）測定、試験、解析 /・マックスウェルモデル
  ・フォークトモデル /・遅延時間λと強度G /・緩和時間

§6.　動的粘弾性測定
　・自由減衰法と 強制振動法 /・EとGの関係 /・マックスウェルモデルの動的粘弾性
　・幾つかの重要な粘弾性パラメーター /・Boltzmann の重畳原理 /・線形と非線形
  ・実験　スライムを作って測る /・周波数分散とよく跳ねる・跳ねないスライム

§7.　動的粘弾性測定例
　・動的粘弾性測定の方法 /・周波数分散、ひずみ分散、温度分散 
　・ハンドクリームの周波数分散 /・顔料ペーストの定常流測定 /・マルコビッツの式
　・波形とリサージュ /・熱硬化塗料の温度分散 /・バターの温度分散
　・チョコレートの温度分散 /・高分子の動的粘弾性

§8.　合成波による測定
　・分散系の周波数分散 /・RCP法  /・FT-RM法 /・正弦波での合成の例
  ・RCP 法とFTRM法の結果比較 /・自動車用中塗り塗料の硬化過程
　・FTRM法でPETフィルムの測定 /・なぜ損失弾性率がピークになるのか
　・活性化エネルギーの算出 /・チッピング性と活性化エネルギー /・エポキシ樹脂のEa
  ・接着剤の温度分散 /・でんぷんの熱変化 /・メルトチーズを測定した結果

§9.　分散系のレオロジー
　・分散系の親和性と周波数分散 /・粒子間相互作用 /・分散系の粘度
  ・アインシュタインの式 /・コックスメルツ則
　・マヨネーズ、ハンドクリーム、顔料ペースト
　・微粒子分散系の分散評価・レオロジーで凝集を評価する
　・光学顕微鏡写真と流動曲線の比較

§10.　レオロジーの応用
　・パンの膨張について /・クリームの塗り心地 官能評価とレオロジー
　・オールインワン化粧品の開発 /・新たなレオロジー測定法（触れずに測る）
　・新たなレオロジー測定（ころころ粘度計）

§11.　レオロジストの心得とおまけ

§12.　塗料のレオロジー

§13.　研究開発マネジメント

6000人に教えた 図解レオロジー入門

上田レオロジー評価研究所　所長

（元）日本レオロジー学会　理事・会長

（元）日本化学会　コロイドおよび界面化学部会　副部会長

発刊　　2015年10月
定価　　37,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　227ページ+画像CD
ISBN　  978-4-86502-093-9

【クリーンルーム】「その清掃方法で本当に綺麗になってますか?」　「無駄にお金をかけていませんか?」
「作業者への指導は適切ですか?」　現場担当者・管理者のためのクリーン化“実務書”です！
執筆者は元・三菱電機。セミナー講演でも毎回好評の内容を、この一冊にまとめました！

第1章　クリーン化技術の基本となる考え方
1.クリーン化技術の目的/ 2.塵埃対策に対する考え方
3.語源で見る塵埃と清浄の大きさと持つ意味/ 4.塵埃・異物の大きさの定義
5.PM2.5に見る、浮遊粒子の形状/ 6.SPMとPM2.5/ 7.除塵対象の大きさのイメージ
8.クリーン化の4原則/ 9.クリーンルームの簡単なイメージ
10.クリーンルームの表示

第2章　異物や塵埃の動き
1.製造現場で見かける異物・塵埃/ 2.非クリーンルーム内へ侵入する塵埃
3.塵埃の6大特徴/ 4.塵埃の発生由来と付着・吸着の形態
5.作業環境での発塵源/ 6.どの大きさの塵埃・異物が見えるかのイメージ
7.パーティクル（塵埃）発生のイメージ/ 8.通行人数と塵埃付着数
9.クリーンルームでも大きな塵埃は問題/ 10.塵埃の大きさと相関性
11.各気流速度における塵埃の落下と移動/ 12.粒子の大きさと落下時間
13.浮遊塵埃の運動方程式/ 14.気流による渦の発生
15.扉の開閉による気圧の変化/ 16.錆びた金属棒からの金属片の落下

第3章　発塵性の評価データとその意味

第4章　無塵服からの発塵
1.無塵服各部からの発塵/ 2.組立工程の2ピース無塵服からの発塵
3.市販の高清浄度のクリーンルームに対応する無塵服
4.各作業動作で発生する無塵服内外の圧力差
5.アメニティを追及したコンポジット系無塵服の評価
6.無塵服の各部からの発塵/ 7.自宅洗濯化を前提とした洗濯時の発塵評価
8.導電性無塵服の洗濯回数と表面抵抗値の変化

第5章　拭き取り材について
1.拭き取り材の基本/ 2.ワイピングクロスの選定のポイント
3.織布タイプのワイピングクロスの帯電/ 4.マイクロファイバータイプの形状と帯電
5.マイクロファイバータイプの拭き取り性能

6.屋外曝露時付着異物の拭き取り除去率

第6章　静電気について

第7章　クリーンルームに頼らないクリーン化技術
1.クリーンルームだけに頼らないクリーン化の基本
2.クリーンルームと一般作業室との比較/ 3.最低限のクリーン化設備について
4.非クリーンルームでのクリーン化アプローチ5.クリーンルームのないクリーン化の
ガイドライン/ 6.SPCクラスとWRCの関係
7.非クリーンルームのクリーン化対策のガイドラインに基づく実施項目

第8章　製造現場でのクリーン化技術
1.持ち込み品の管理/ 2.ゴミ（塵埃）の見つかりやすいところ
3.装置と設備の配置と注意点/ 4.製造装置や関連設備で注意項目と保全
5.現場で役立つクリーン化標語/ 6.非クリーンルームのクリーン化改善事例
7.改善すべき作業者の服装および足の置き方/ 8.簡易ミニエンブースの導入事例

第9章　作業員の教育
1.クリーン化に求められる姿勢/ 2.クリーン化教育の重要項目
3.クリーンルームに入ってはいけない人とは/ 4.作業員の衛生管理の基本
5.クリーンルームの日常管理/ 6.クリーンルームでの災害

第10章　6Sの見直しと新6S
1.6Sの定義と見直し/ 2.新6Sの定義に基づく整理とは
3.新6Sの定義に基づく整頓とは/ 4.新6Sの定義に基づく躾・習慣とは

第11章　作業員とのコミュニケーション

第12章　清掃の基本
1.清掃の基本と考え方/ 2.清掃の種類と用具、評価/ 3.掃除方法の基本
4.清掃のその他のチェックポイント/ 5.掃除の原則と周期
6.各拭き取り方法の効果/ 7.一方向と往復拭き取りの違い
8.清掃後の異物・塵埃のチェック/ 9.LED光源を用いた異物・塵埃の見え方
10.塵埃のモニタリングおよび可視化の方法

第13章　クリーン化社内改善委員会について

クリーンルームだけに頼らない
本当のクリーン化技術

クリーンサイエンスジャパン　代表

　　　　　 工学博士　園田 信夫　先生
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★教科書にある基礎理論を実用系に応用できずお困りの方へ！：基礎と応用のギャップを埋められる実用書です！
 ・乳化剤使用時に欠かせない界面活性剤・相図の知識を、初心者でも理解できるようわかりやすく解説。
 　実際に応用・最適条件を設定する際に問題となる点をふまえ掲載。

第1章　エマルションの基礎と状態解析
　1.エマルションの種類と状態
　2.可溶化系
　3.マイクロエマルションとナノエマルション
　4.エマルションの生成
　5.乳化状態の観察・測定と定量化の実際
　6.エマルションの安定性と安定化の理論

第2章　乳化のための界面活性剤の基礎知識
　1.界面活性剤の種類と構造
　2.界面活性剤の溶解挙動と会合体の形成
　3.結晶、液晶、ゲル(αゲル)の状態と見分け方および測定法
　4.乳化剤選択の指標と応用

第3章　相図を用いた乳化の解析と最適条件の設定
　1.相図の基礎知識:読み方と基本ルール
　2.相図で理解する界面活性剤の溶解挙動
　　(界面活性剤/水、2成分系の相図)
　3.乳化・可溶化に関わる3成分系の相図(界面活性剤/水/油系)
　4.乳化・可溶化解析のための相図の用い方

第4章　微細エマルション調製技術
　1.転相温度(HLB温度)乳化

　2.サブミクロン粒子による低粘度エマルションの安定化
　3.液晶乳化
　4.D相乳化
　5.マイクロエマルションを用いたナノエマルション

第5章　高内相比エマルションの安定化
　1.逆ヘキサゴナル液晶を用いたW/Oエマルション
　2.キュービック液晶を用いたゲルエマルション
　3.両連続相用いたW/Oエマルション

第6章　固体粒子、ソフトマターによるエマルション調製
　1.ピッカリングエマルション
　2.粘土包接体を用いたW/Oエマルション
　3.ソフトマターを用いたエマルション調製:3相乳化

第7章　実用系で生きるエマルション、ゲルの技術と応用例
　1.相図で見るエマルションの状態
　2.高級アルコールのco-surfactant効果と粘弾性挙動の制御
　3.αゲルの安定化とエマルション、αゲル製剤への応用
　4.自己乳化液晶ジェルの調製と応用
　5.両連続(bicontinuous)マイクロエマルションを用いた
　　高可溶化製剤
　6.両親媒性脂質を用いたエマルションとその応用
　7.両親媒性高分子を用いた乳化と撥水性O/Wエマルション

＊より詳細な内容は、ホームページ
　　http://www.johokiko.co.jp/publishing/BC150701.php
　をご確認下さい。

エマルションの科学と

実用乳化系の特性コントロール技術

ニッコールグループ
株式会社コスモステクニカルセンター　

　     執行役員　工学博士　鈴木 敏幸　先生

発刊　　2015年4月
定価　　37,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　258ページ
ISBN　  978-4-86502-082-3

◎旧版より写真を増やしより分かりやすく、流体混合評価等の新項目を加えた増補改訂版！
◎初学者がぶち当たるミキシングにおける壁「計算」をマスター⇒項目ごとに例題を収載した必携の一冊
◎複雑な計算式を詳細に解説、層流撹拌で重要な流脈の解説、各種実験法を整理紹介、異相系の撹拌の計算紹介…etc

第1章 撹拌の目的と撹拌槽の構造
1.撹拌の目的/2.撹拌槽の構成/3.撹拌翼の種類/4.大型翼について/5.撹拌に使用される主な無次元数
第2章 乱流撹拌における撹拌所要動力の重要性
1.撹拌所要動力から推定できること/2.撹拌翼を使用しない撹拌方式もふくめた撹拌性能の評価方法
第3章 層流撹拌における流脈の重要性
1.流脈とは/2.流脈の可視化に基づく層流撹拌槽の混合性能評価方法/3.各種大型翼の流脈
 3.1 マックスブレンド/3.2 フルゾーン/3.3 スーパーミックスMR205/3.4 マックスブレンドR型 
 3.5 撹拌レイノルズ数/3.6 翼上端から液面までの距離の影響
4.流脈の可視化に基づく新型翼の開発  
 4.1 新型撹拌翼(HB翼)の流脈/4.2 HB翼の幾何形状の最適化/4.3 他の翼形状との比較
 4.4 撹拌レイノルズ数の限界/4.5 液深の影響/4.6 数値解析による速度分布と圧力分布
5.今まであまり紹介されていない大型翼の流脈   5.1 サンメラー/5.2 ベンドリーフ
6.乱流域の流脈
第4章 流動特性   1.層流と乱流および放射流と軸流/2.旋回流速度分布と固体的回転半径
3.中心部液面低下と槽壁部液面上昇/4.循環流量と吐出流量/5.循環時間分布/6.計算例
第5章 動力特性  1.撹拌レイノルズ数と動力の関係/2.邪魔板無し撹拌槽の動力相関式
 2.1 2枚羽根パドル翼に対する永田の式/2.2 パドル翼に対する亀井・平岡らの式
 2.3 傾斜パドル翼に対する平岡・亀井らの式/2.4 プロペラ翼、ファウドラー翼に対する式
 2.5 ヘリカルリボン翼に対する式/2.6 アンカー翼に対する式
3.邪魔板あり撹拌槽の動力相関式  3.1 完全邪魔板条件/3.2 最高撹拌所要動力
 3.3 種々の邪魔板条件での最高撹拌所要動力/3.4 ディスパー翼の撹拌所要動力
4.各種大型翼の動力相関式/5.種々の幾何形状の撹拌槽の動力相関式
 5.1 角型槽/5.2 伝熱コイルを備えた槽/5.3 ドラフトチューブを備えた槽/5.4 偏芯された槽
 5.5 翼板厚さの影響
6.計算例
第6章 混合特性  1.混合時間とは/2.典型的な混合パターン
 2.1 層流の場合の混合パターン/2.2 動力線図と混合パターンの関係
3.混合時間の推算式 3.1 乱流撹拌槽における混合時間の推算式/3.2 高粘度流体の混合時間の推算式
4.大型翼の混合パターン/5.角槽の混合パターン/6.非ニュートン流体の混合パターン/7.計算例
第7章 伝熱特性
1.撹拌槽の伝熱方式/2.撹拌槽壁伝熱係数/3.伝熱コイル表面の伝熱係数相関式/4.計算例

第8章 異相系の撹拌
1.気液系の撹拌   1.1 ガス吹き込み時の撹拌所要動カ/1.2 ガス吹き込み時の物質移動容量係数
 1.3 大型リングスパージャー/1.4 コンケーブタービン　
2.固液系の撹拌   2.1 固液系での撹拌所要動力/2.2 固液撹拌での粒子浮遊限界速度　
3.液液系の撹拌   3.1 液液系での撹拌所要動力/3.2 Sauter平均液滴径　　
4.計算例
第9章 スケールアップ
1.スケールアップにおける影響因子   1.1 力学的スケールアップ/1.2 主なスケールアップの要因
2.具体的なスケールアップ則と採るべきデータ
 2.1 単位体積当たりの所要動力一定/2.2 混合時間一定/2.3 翼先端速度一定
 2.4 単位体積当たり伝熱量一定/2.5 懸濁粒子浮遊条件一定
3.計算例
第10章 各種実験方法
1.撹拌所要動力の測定方法   1.1 測定方法の種類/1.2 動力曲線を作成する時の注意
2.循環時間分布の測定方法/3.フローパターンの測定方法
4.混合過程の可視化および混合時間の測定方法   4.1 脱色法/4.2 電気伝導度法
5.物質移動係数(壁面伝熱係数)の測定方法
6.固液間物質移動係数の測定方法   6.1 物質移動のモデル/6.2 実験方法
7.気液間物質移動容量係数の測定方法   7.1 実験方法/7.2 酸素濃度計を使用する場合の取り扱い
 7.3 ダイナミック法の実験手法/7.4 カラーチェンジ法
8.流脈の可視化方法
第11章 流動数値解析   1.流動数値解析の検証/2.パドル翼付き層流撹拌槽の計算プログラム例
3.大型翼の層流撹拌流動解析結果
第12章 実機と実験装置における撹拌所要動力の差異
1.皿底槽(実機)と平底槽(実験機)の違い/2.検討した系
3.乱流域での翼取り付け位置に対する動力の差異   
 3.1 パドル翼/3.2 ラシュトンタービン翼/3.3 ピッチドパドル翼/3.4 プロペラ翼
4.遷移域から層流域での動力の差異
第13章 非定常撹拌操作  1.非定常撹拌とは/2.層流における非定常撹拌
 2.1 翼の断続的な運転/2.2 翼の回転方向の変動/2.3 翼の上下移動
 2.4 翼の回転方向の変動と上下移動の組み合わせ/2.5 非対称な撹拌翼の効果
3.乱流における非定常撹拌   3.1 乱流に対する非定常撹拌の意義/3.2 定常撹拌と非定常撹拌の比較
 3.3　断続運転と正逆運転の差/3.4　トルク変動特性/3.5　動力による混合性能評価
第14章 揺動撹拌操作  1.揺動撹拌の歴史/2.旋回揺動撹拌  2.1 混合限界回転数/2.2 整流棒の効果
3.往復揺動撹拌   3.1 往復揺動における混合限界回転数/3.2 往復揺動に邪魔板を設置した場合

名古屋工業大学　　

            教授　加藤　禎人　先生

改定増補版 
撹拌槽の操作・設計のための計算法と実験法
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★未だ解明されていない点も多い、超微細気泡の謎に迫る！各種メカニズムに関する最新の知見と各種応用技術を詳述！
 ・バブルの物性・特性とその収縮挙動・温度の影響・化学反応・相互作用・中和反応とは！？ 
 ・様々な分野ごとの研究開発・利活用の最新状況や、その実状に対応した条件設定の考え方・性能を引き出す方法等、適用のポイントを解説！

第1章 マイクロバブル(ファインバブル)の発生メカニズムとその設計・制御法
第1節 超高速旋回式/第2節 加圧溶解法/第3節 エジェクター方式
第4節 ベンチュリ管式マイクロバブル発生装置の流動特性
第5節 ナノ多孔質フィルムを使ったマイクロナノバブル発生装置/第6節 超音波方式
第7節 現場に対応した装置作製・設計のポイント～一次産業に向けて～
第2章 マイクロバブル(ファインバブル)の特性･挙動･機能性～各種メカニズムとその制御・評価法～

第1節 マイクロバブル(ファインバブル)の発生・合体・消滅・安定化メカニズム
 第1項 マイクロバブルの発生・合体・消滅・安定化メカニズム
 第2項 ガス過飽和水中における微細気泡の安定化機構
第2節 バブルの物性･特性-力学特性と化学反応/第3節 バブルの機能発生メカニズム-洗浄効果と生物
活性効果/第4節 マイクロバブルの物理学的特性/第5節 マイクロバブル水の物理化学的特性
第6節 マイクロバブルを利用した気液・中和反応/第7節 マイクロバブルの気泡径測定法
第8節 シミュレーション  第1項 マイクロバブルの粒子シミュレーション
 第2項 マイクロバブル分散液の物性･特性評価シミュレーション
第3章 マイクロバブル(ファインバブル)応用のポイント
第1節 物質製造・化学工学プロセス
 第1項 超音波マイクロバブル発生法を利用する金属ナノ粒子の合成/第2項 ファインバブルの有機合
成・反応への応用/第3項 中空マイクロカプセルの製造/第4項 微細気泡の晶析技術への利活用
 第5項 マイクロバブル発生装置を利用した界面活性剤を必要としないエマルション技術
第2節 水処理・水質浄化  
 第1項 排水処理/第2項 水質浄化・汚泥分解/第3項 ファインバブルを利用した膜濾過技術
 第4項 マイクロバブル存在下における光化学反応プロセス設計
第3節 洗浄  第1項 ベンチュリ管式マイクロバブル発生装置を用いたノンケミカル洗浄技術
 第2項 洗浄における界面活性剤との混合と相乗効果/第3項 洗浄における機械的作用との相乗効果
第4節 超音波との組み合わせによる樹脂・金属の表面改質
第5節 殺菌・消毒  第1項 バイオフィルムへの適用と浸透殺菌効果/第2項 食品の殺菌・消毒応用
第6節 食品分野  第1項 マイクロバブルが味・香りに及ぼす影響とその評価
 第2項 マイクロナノバブル入り食品の開発とその効用
第7節 農業分野  
 第1項 農業利用/第2項 オゾンマイクロバブルによる植物の残留農薬除去および品質評価
第8節 水産分野 
 第1項 完全閉鎖型陸上養殖システムへの応用-成長促進効果との関わり-/第2項 養殖応用
第9節 医療・美容分野  
 第1項 微小バブル製剤の活用展開と現場ニーズ/第2項 マイクロバブルバス―効果と製品設計・展開
 第3項 血流改善を目的としたマイクロバブル炭酸製剤
第10節 船舶・海水設備 第1項 船舶の抵抗低減/第2項 海生生物の付着抑制技術
第11節 土木分野  第1項 液状化対策/第2項　土壌・地下水浄化・VOC除去
第12節 その他応用  第1項 染色加工/第2項 ファインバブルによるディーゼル機関の環境負荷低減
第4章　マイクロバブル技術20年と今後の課題
＊詳細内容は、ホームページ(http://www.johokiko.co.jp/publishing/BC150301.php)を確認下さい
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リチウム電池・燃料電池・触媒・錯体・高分子…構造・反応の本質を明らかにする。
各種の材料・デバイスの構造・反応解析に用いられる、XAFS（Ｘ線吸収微細構造）とEELS（エネルギー損失分光法）。
その利用法を詳解するとともに、測定・解析事例を集成。基礎・原理から活用・実践までをわかりやすくまとめた1冊です。

第1章　序論
 1. X線・電子線を用いた化学結合状態分析・局所構造解析の変遷　
 2. X線吸収分光法による局所構造解析、状態分析技術の沿革と現状
第2章　XAFSによる局所構造解析のポイント
第1節　XAFSの解析方法と実験原理　　 1. EXAFS /2. DV-Xα法の応用 /3. 実験原理
第2節　XAFS測定に利用可能な放射光施設と利用時の留意点
 1. 放射光施設 /2. 課題申請ならびに測定
第3節　XAFS測定の実際
 第1項　XAFSの測定法と留意点
 　1. 光学系 /2. 透過法による測定 /3. 蛍光法による測定 /4. 電子収量法による測定 
   5. その他の測定手法
 第2項　QXAFSの測定法と留意点およびパラジウム触媒での解析事例
 　1. QXAFS法
 　2. SPring-8における最近の技術的進歩:ガルバノスキャナを用いたミリ秒時間分解QXAFS測定
 　3. QXAFSによるPdクラスターの動的挙動追跡
 第3項　DXAFSの測定法と留意点　　1. DXAFS測定法 /2. DXAFS測定の留意点 /3. DXAFSの応用
第4節　XAFS測定データの解析手法　  1. EXAFSの解析方法 /2. 温度因子の解析方法 /3. XANESの解析方法
第3章　EELSによる局所構造解析のポイント
第1節　EELSの基礎原理　　1. EELSの光学系と測定原理 /2. EELSの基礎原理
第2節　EELS測定のための測定環境　 1. 電子顕微鏡内部の環境 /2. 電子顕微鏡外部の環境
第3節　EELS計測の実際　　1. EELSスペクトルの測定 /2. EELSを用いた材料解析
第4節　EELS測定データの解析手法 

 1. EELSデータ解析法の原理 /2. 多重散乱計算によるELNESの理論計算
 3. 第一原理バンド計算によるELNESの理論計算 /4. 擬ポテンシャル法を用いた高精度・高速ELNES理論計算
 5. DFT-LDA/GGA近似を超えたELNES/XANES理論計算 /6. XANES/ELNESスペクトルにおけるピークの起源
第4章　XAFS/EELSによる局所構造解析事例
第1節　XAFSによるリチウムイオン二次電池の電極・電解質界面の解析
 1. リチウムイオン二次電池の電極/電解質界面 /2. 薄膜モデル電極による界面構造の単純化 
 3. 全反射蛍光XAFS法 /4. 深さ分解XAFS測定 /5. リチウムイオン二次電池電極/電解質界面のその場測定例
第2節　位置分解TEM-EELSによる全固体リチウムイオン電池内部のLi分布と電子状態計測
 1.「その場形成電極」を用いた全固体LIB /2. 位置分解TEM-EELSの原理と特長
 3. 位置分解TEM-EELSによるLi分布と電子状態分布の計測
第3節　時空間分解XAFSによる固体高分子形燃料電池の活性・耐久因子の解析
 1. 燃料電池専用XAFS新ビームラインBL36XU /2. in situ XAFSによる燃料電池触媒解析
 3. 時間分解XAFSによる燃料電池触媒解析 /4. 空間分解XAFSによる燃料電池触媒の解析
第4節　EELSによる燃料電池材料の解析
1. 酸化物形燃料電池内界面のEELSを用いた解析例
2. 高分子形燃料電池内白金電極界面のEELSを用いた解析例
第5節　XAFSによる錯体分析技術とその事例
 1. d遷移金属錯体の事例 /2. その他の金属錯体の事例 /3. 最近の話題
第6節　XAFSによる高分子材料表面の解析
 1. 高分子材料におけるXAFSの特徴 /2. 軟X線領域でのXAFS測定 /3. 高分子材料表面解析への応用
第7節　EELS・ESIによる高分子構造解析
 1. EFTEMによるポリマーブレンドの相分離過程の解析
 2. 高分解能炭素マッピングによるコア・シェル構造の解析
 3. エネルギーフィルターTEMによる界面の可視化 /4. 高分子試料におけるEELSの分析感度と分解能
第8節　時分割XAFS法によるゴムの架橋反応解析
 1. ゴムの硫黄架橋反応とZn-K吸収端XANESスペクトル
 2. 放射光を利用した時分割XAFS測定システムの概要 /3. 各種ゴム系の架橋反応解析への応用
第9節　カーボンナノチューブ細孔内に吸着した水和錯体のXAFSによる構造解析
 1. イオンの水和構造とXAFS /2. CNT細孔内で形成される酢酸亜鉛水和錯体のXAFSによる構造解析
第10節　XAFSによる触媒表面活性種のナノ構造解析
 1. 時間分解XAFS及びOperando XAFSによる触媒活性種その場観察
 2. 触媒活性種を対象としたXAFS解析方法の構築
第11節　EELSによる触媒界面の解析
 1. EELSによる燃料電池触媒の評価 /2. EELSによる排ガス処理用助触媒の評価
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押さえるべきポイントと必要となる界面化学の基礎知識を含め、初心者にもわかりやすく解説！
粒子分散や粒子分散体の基礎を事項をふまえ、粒子分散体の製造方法やぬれ、機械的解砕、安定化の過程はどのような状態を示すのかも解説。
粒子分散実務のためのコロイド・界面化学知識や粒子の分散を評価のポイント、分散剤や分散機についても解説！

第1章　粒子分散の基礎
第1節 粒子分散の基本的な考え方
1.粒子分散とは
 1.1 ブレークダウン法とビルドアップ法/1.2 一時粒子と二次粒子/1.3 一時粒子とサイズの見積もり
2.粒子分散の単位過程　/2.1 ぬれ /2.2 機械的解砕 /2.3 分散安定化
3.分散安定化機構　/3.1 静電斥力 /3.2 高分子吸着
4.成分間親和性の考え方
第2節 有機溶剤系における粒子分散
1.高分子と粒子の酸塩基性評価法 /1.1 非水電位差滴定法 /1.2 その他の測定法・評価法
2.酸塩基相互作用の効果～分散性に優れたバインダー樹脂の設計～
 2.1 顔料分散用バインダー樹脂の設計 /2.2 酸塩基相互作用の効果　/2.3 阻害効果
3.酸塩基相互作用が生じ難い場合の対処法  /3.1 色素誘導体  /3.2 低温プラズマ処理
第3節水性系における粒子分散
1.水の特異性 /1.1 水の分子間力と液体構造 /1.2 水を溶剤として用いる場合の留意点
2.ぬれ /2.1 粒子の表面張力の影響  /2.2 粒子の凝集構造の影響
3.実用的な水系粒子分散系での分散安定化機構(高分子吸着)　
 3.1 酸塩基相互作用による高分子吸着　/3.2 疎水性相互作用による高分子吸着
4.粒子表面の最適親水-親水性度  /5.共存有機溶剤の影響
第2章粒子分散液の性質、粒子分散度と分散安定性およびその評価
第1節粒子の分散状態と分散液の性質
1.流動性 /1.1 フロキュレーションと疑組成流動 /1.2 ゲル化　/1.3 ダイラタンシー
2.沈降  /2.1 沈降のメカニズム  /2.2 沈降の原因
3.乾燥被膜の性質  /3.1 平滑性  /3.2 被膜密度  /3.3 光の吸収と散乱、着色
4.被膜種類の粒子が共存する際に起こる現象
第2節　粒子分散評価法
1.分散度の評価
 1.1 粒ゲージ /1.2 顕微鏡法 /1.3 沈降速度法 /1.4 光子相関法 /1.5 光回折法・散乱法 
 1.6 電気的検知帯法 /1.7 超音波減衰分光法 /1.8 間接的方法
2.フロキュレートの評価  /2.1 流動曲線  /2.2 降伏値 /2.3 チキソトロピー係数
3.安定性
第3章　分散剤の選定と評価
第1節　界面活性剤
1.界面活性剤の種類と特徴

 1.1 界面活性剤の構造 /1.2 臨界ミセル濃度(CMC)/1.3 曇点とクラフト点 /1.4 HLB値と粒子分散
2.界面活性剤の使い方　
第2節　高分子分散剤
1.高分子分散剤の構造と分類
 1.1 アンカー部と溶媒和部 /1.2 アンカー分布と粒子分散性 /1.3 高分子分散剤の分類 
 1.4 ブロック型高分子分散剤の調製例
2.高分子分散剤の使い方  /2.1 高分子分散剤の選択  /2.2 分散配合の決め方
第4章　分散機・分散プロセスの選定と評価
第1節　粒子分散に用いられる一般的な分散機とプロセス
1.分散機
 1.1 高速せん断攪拌機 /1.2 コロイドミル/1.3 ロールミル/1.4 ボールミル
 1.5 アトライター /1.6 ビーズミル  /1.7 プラネタリーミキサー/1.8 エクストルーダー
2.分散プロセス /2.1 プレミックス/2.2 分散方式/2.3 ビーズミルの多品種少量生産への適用
第2節　さらなる高分散度化を目指して
1.ナノサイズ分散機とその特徴
 1.1 微小粒子径ビーズの使用  /1.2 精緻なビーズ分離機構(セパレーター)
 1.3 特殊な形状のアクセラレーター  /1.4 アニュラー型
2.過分散
3.異種分散方式の組み合わせ  /3.1 超音波分散 /3.2 高圧ホモジナイザー
第5章　粒子分散のための基礎知識
第1節　溶解性パラメーター
1.溶解性パラメーターの定義　/2.混ざる・混ざらない
3.溶解性パラメーターの成分分け (三次元溶解性パラメーター)  /4.高分子や粒子のSP値の決定
 4.1 濁度滴定による高分子のSP値の測定/4.2 HANSENパラメーターによる高分子や粒子のSP値の測定
 4.3 化学構造式からの計算によるSP値の決定
5.粒子分散配合設計におけるSPの利用
 5.1 粒子分散配合設計における溶剤選択/5.2 高分子溶液の粘度 /5.3 混合溶剤と高分子の溶解性　
第2節 表面張力(表面自由エネルギー)
1.表面張力とは  /2.表面張力の求め方  /2.1液体の表面張力 /2.2個体の表面張力
3.表面張力の成分分け  /4.表面張力と粒子分散  /4.1粒子表面の評価 /4.2拡張ぬれ
第3節　酸と塩基
1.酸と塩基の定義/1.1 アレニウスの酸と塩基/1.2 ブレンステッドの酸と塩基/1.3 ルイスの酸と塩基
2.酸塩基相互作用と粒子分散
 2.1 有機溶剤系での顔料分散性に関するSorensenの報告/2.2 樹脂吸着を支配するもの
 2.3 高分子と粒子のルイス酸塩基パラメーターの計測と粒子分散性
 2.4 酸塩基相互作用と粒子分散に関する若干のまとめ
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粒子分散技術の基礎と実務
～粒子分散度と分散安定性・分散液特性・分散プロセス・分散剤・分散機～
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in-situ測定・その場観察の具体例を、多種多様に集成。
計測法ごとの原理・得られる情報や留意点・環境設定とは？各種材料・デバイスのリアルタイムでのモニタリング方法とその結果とは？ 
数々の測定事例とデータから、気になる・導入したいin-situ測定/その場観察の実際がわかる1冊。

第1章　各種測定法のIn-situ測定時のポイント
　第1節　TEM(透過型電子顕微鏡)を用いたIn-situ測定方法とポイント
　第2節　SEM(走査型電子顕微鏡)を用いたin-situ測定方法とポイント
　第3節　In situ電気化学測定のための原子間力顕微鏡
　第4節　XAFS(エックス線吸収微細構造)によるin situ測定法とポイント
　第5節　赤外分光法/FT-IRによるin situ測定方法とポイント
　第6節　固液界面における紫外―可視吸収スペクトルの
　　　　 In-situ測定方法とポイント
　第7節　光散乱法/ラマン分光法によるIn-situ測定方法とポイント
　第8節　SFG(和周波発生)分光によるin situ測定方法とポイント
　第9節　EELS(電子エネルギー損失分光法)による
         In-situ測定方法とポイント
　第10節　QCM法を用いたin situ測定方法とポイント
          -プリント回路上のイオンマイグレーションへの適用例を中心として
　第11節　X線回折を用いたIn-situ測定方法とポイント
　第12節　分光エリプソメトリー(SE)によるIn-situ測定方法とポイント
　第13節　インピーダンス分光に関するIn-situ測定法

第2章　材料種別In-situ測定例
　第1節　電気化学AFMによる電極-電解液界面のin situ測定例
　第2節　電極界面のIn-situ測定例
　第3節　潤滑界面のin situ測定例
　第4節　乳化界面のin situ測定例
　　　　 -W/Oエマルションの相構造変化のリアルタイムモニタリング
　第5節　めっき界面のin situ測定例
　第6節　トモグラフィーを用いた高分子構造のその場観察
　第7節　フォトポリマー材料のIn-situ測定例
　第8節　グラフェンのin-situ 測定例
　第9節　カーボンナノチューブのIn-situラマン分光電気化学測定
　第10節　カーボンナノチューブの原子スケールの剥離と接着のIn-situ測定
　第11節　導電性ペーストのIn-situ測定例
　第13節　水素吸蔵合金のIn-situ測定例
　第12節　金属変形のin-situ観察
　第14節　有機半導体のIn-situ測定例
　第15節　自動車触媒のIn-situ測定例
　第16節　レジスト現像アナライザによるフォトレジストの
　　　　　現像特性のIn-situ測定

第3章　デバイス種別In-situ測定例
　第1節　リチウムイオン二次電池構成要素のIn situラマン測定
　第2節　固体酸化物型燃料電池のin situ 測定例
　第3節　燃料電池のIn-situ測定例
　第4節　有機薄膜太陽電池動作中のIn situインピーダンス分光測定
　第5節　色素増感太陽電池のIn-situ測定例
　第6節　有機発光ダイオードのIn-situ測定による劣化解析の原理
　第7節　有機TFTのin-situ 測定例

進藤　大輔　東北大学
津田　哲哉　大阪大学
桑畑　　進　大阪大学
大島　義文　大阪大学
一井　　崇　京都大学
雨澤　浩史　東北大学
滝渡　幸治　一関工業高等専門学校
森　　誠之　岩手大学
松田　直樹　(独)産業技術総合研究所
伊藤　　隆　東北大学
宮前　孝行　(独)産業技術総合研究所
吉原佐知雄　宇都宮大学
米村　光治　新日鐵住金(株)
白井　　肇　埼玉大学
尾上　　順　東京工業大学

大澤　雅俊　北海道大学
陣内　浩司　科学技術振興機構/九州大学
小関　健一　千葉大学
斉木幸一朗　東京大学
冨永　昌人　熊本大学
三浦　浩治　愛知教育大学
木塚　徳志　筑波大学
中村優美子　(独)産業技術総合研究所
工藤　一浩　千葉大学
薩摩　　篤　名古屋大学
関口　　淳　リソテックジャパン(株)
末広　省吾　(株)住化分析センター
木村　　宏　(株)住化分析センター
廣瀬　文彦　山形大学
内藤　裕義　大阪府立大学

in-situ測定/その場観察  実例集
～各種計測技術の実践テクニックおよび材料・デバイス別分析例～
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第1章　分子の熱運動と分子間引力
 1．ポテンシャルエネルギー:力学的な力に逆らっている度合い
 2．無秩序さの度合い:エントロピー
 3．エントロピー増大とポテンシャルエネルギー低下の競争
 4．力とポテンシャルエネルギーの関係
 5．分子の熱運動と熱エネルギー
 6．分子間引力
 7．微粒子分散系の持つ大きな表面自由エネルギー

第2章　微粒子周囲のイオン分布と電位分布:拡散電気二重層
　1．微粒子の表面電荷:粒子表面の帯電の原因
　2．イオンの熱運動
　3．電荷と電場・電位
　　3.1　点電荷の作る電場　3.2　面電荷の作る電場
　4．拡散電気二重層の構造
　5．Poisson-Boltzmann 方程式
　6．表面電位と表面電荷の関係:厳密な式
　7．有効表面電位

第3章　球状および円柱状の帯電微粒子の電荷と電位
　1．球状粒子　2．円柱状粒子

第4章　柔らかい粒子の電荷と電位
　1．Donnan電位　2．柔らかい粒子の表面電位　3．表面電荷層内の電位分布

第5章　非水系・無塩系における微粒子の電荷と電位
　1．水系と非水系の違い　2．電解質イオンと粒子由来の対イオン
　3．通常のPoisson-Boltzmann方程式　4．体積無限大の電解質溶液中の1個の粒子
　5．自由体積モデル　6．無塩系のPoisson-Boltzmann方程式
　7．無塩系における粒子周囲の電位分布　8．粒子の実効電荷と自由な対イオン

第6章　剛体粒子の電気泳動とゼータ電位
　1．電気泳動移動度とゼータ電位　2．Huckelの式  3．Smoluchowskiの式
　4．平板状粒子に対する厳密解　5．Henryの式　6．緩和効果を考慮した式
　7．種々の理論式の適用範囲　8．ゼータ電位の測定例
　9．動的電気泳動　10．濃厚系の電気泳動　11．沈降電位　　
　12．CVPとESA　13．液滴の電気泳動
第7章　柔らかい粒子の電気泳動
　1．柔らかい粒子　2．表面電荷層内での液体の流れ
　3．平板状の柔らかい粒子　4．球状の柔らかい粒子
第8章　非水系（無塩系）の電気泳動
　1．媒質の比誘電率　2．非水系（無塩系）における電気泳動
第9章　微粒子間の静電相互作用
1．2つの帯電粒子間に働く力
2．帯電の2つの型と静電相互作用の2つの型
3．2枚の平行平板間の静電相互作用
4．Derjaguin近似
　4.1　2つの球　4.2　2つの平行な円柱　4.3　2つの交差する円柱
5．柔らかい粒子
　5.1　2枚の平行な柔らかい平板　5.2　2つの柔らかい球
　5.3　2つの平行な柔らかい円柱　5.4　2つの交差する柔らかい円柱
6．線形重畳近似（Linear superposition approximation、LSA近似）
　6.1　2つの球　6.2　2つの平行な円柱　6.3　2つの交差する円柱

第10章　微粒子間のvan der Waals相互作用
1．分子間のvan der Waals相互作用と粒子間のvan der Waals相互作用
2．種々の物体間のvan der Waals相互作用
　2.1　分子と平板　2.2　2枚の平行平板　2.3　分子と球　2.4　2つの球
　2.5　分子と棒状粒子　2.6　2本の平行な棒状粒子　2.7　分子と円柱 
　2.8　2つの平行な円柱　2.9　2つの交差する円柱　2.10　2つの平行な円環
　2.11　2つのトーラス粒子
3．媒質の効果　
4．表面層で覆われた2枚の平行な平板
5．Hamaker定数と表面張力
6．代表的な物質のHamaker定数の値

第11章　微粒子分散系の安定性:DLVO理論
　1．球状粒子間の全相互作用のポテンシャル曲線
　2．臨界凝集塩濃度とShultze-Hardyの法則

★なぜ凝集するのか？　安定化しないのか？　メカニズムを理解すれば理由が分かる → するべきことが見えてくる！
★粒子間で起こる引力・斥力はどのようなパラメータに基づき評価・計算されるのか！
★分散・凝集に関わる理論と評価法を完全理解！

微粒子の分散･凝集メカニズム

とその評価

東京理科大学 薬学部　教授　理学博士 

大島　広行 氏

発刊：2012年7月　定価：47,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　227ページ　ISBN：978-4-905545-62-0

第1章　微粒子安定化エマルションの生成
       原理
1.相分離と界面張力
2.球状粒子の界面吸着
3.球状粒子の吸着平衡
4.微粒子安定化エマルションにおける液滴
  のサイズ
5.液体ドメインの粗大化のダイナミクス
6.バイジェル

第2章　微粒子安定化エマルションの形成
       挙動
1.微粒子安定化エマルションの歴史
2.界面に吸着した粒子

第3章　微粒子安定化泡
1.工業分野における微粒子安定化泡と歴史
  的背景
2.気液界面に吸着した粒子とその評価法
3.微粒子によって安定化された泡
4.微粒子安定化泡を用いた機能性材料創出

第4章 ドライリキッド/リキッドマーブル
      の形成挙動
1.微粒子の濡れ性と微粒子で安定化された
  分散系のタイプの関係
2.リキッドマーブル
3.ドライリキッド

第5章　微粒子安定化エマルションの調製
       プロセスと安定性
1.エマルション調製プロセスにおける界面   
  活性剤・微粒子の働き
2.エマルションの機械的調製法
3.エマルションの界面化学的調製法
4.エマルションの調製方法の影響

第6章　微粒子によって安定化されたエマ
       ルションの化粧品・医薬品・食品
       への応用
1.ローション・クリーム・ファンデーショ
  ンへの応用
2.含水パウダー化粧料への応用
3.プレスト型粉体化粧料への応用
4.食品への応用

第7章　微粒子安定化エマルションを利用
       した機能性材料の創出
1.機能性ピッカリングエマルション
2.微粒子安定化エマルションを用いた機能
  性材料創出

付　録
微粒子安定化エマルション・フォームに関
する特許

＜監　修＞
野々村　美宗 先生  山形大学大学院

＜執筆者一覧＞
好村　滋行 先生　首都大学東京　
廣瀬　雄一 博士　(株)レキシー
村上　　良 先生　甲南大学 
藤井　秀司 先生　大阪工業大学　
野々村美宗 先生　山形大学大学院

ピッカリングエマルション（Pickering emulsion）に特化した初の書籍！
ピッカリングエマルションを利用した機能性材料の創出とは・・・化粧品、製薬、食品など
ピッカリングエマルションの生成原理・安定化・形成挙動などを解説！

微粒子安定化エマルションおよびフォーム

～生成メカニズム、物理・化学的特性と応用～

発刊：2010年3月　定価：9,500円 + 税　体裁：B5判　ソフトカバー　220ページ　ISBN：978-4-904080-49-8

第1章　マイクロリアクタの基礎

1．マイクロリアクタの特徴と種類

2．マイクロ化のメリット

   ・デメリット

3．マイクロリアクタ実験の方法

4．マイクロリアクタの適用が可能

   なプロセス

第2章　マイクロリアクタの作製方法

1．流路の加工方法

2．接合方法

第3章　マイクロリアクタの開発動向

1．マイクロリアクタのニーズ調査

2．海外の開発動向

3．国内の開発動向

4．マイクロリアクタの市場規模

5．環境負荷低減への取組み動向

第4章　シミュレーション活用によ

       るプロセス革新の予測技術

1．シミュレーション活用の重要性

2．液相反応プロセスでの収率の予

   測シミュレーション

3．液相反応プロセスでの反応速度

   定数の予測シミュレーション

4．液相反応プロセスでの溶媒効果

   の予測シミュレーション

5．乳化プロセスでの液滴生成の予

   測シミュレーション

第5章　マイクロリアクタによるプ

       ロセス革新と環境負荷低減

       の事例

1．実験法と適用プロセスの分類

2．液相反応プロセス

3．ナノ粒子生成プロセス

4．乳化プロセス

5．液液抽出プロセス

6．濃縮プロセス

第6章　マイクロリアクタのプラント化

1．ナンバリングアップ

2．実証プラント化の動向

3．実証プラントの事例

4．将来展望

具体的な適用例、開発事例を記載！
マイクロリアクタの基礎と実験および適用のポイント、最新開発動向
プロセス向上と環境負荷低減の適用事例および量産を見据えたナンバリングアップによる実証プラント化の動向

富樫　盛典　 (株)日立製作所  

遠藤　喜重 　(株)日立プラントテクノロジー

三宅　  亮　　広島大学

マイクロリアクタによる     
プロセス革新と環境負荷低減
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第1章　濾過の基礎

第2章　効率的な濾過の手法･特性と前処理方法 

第3章　濾過助剤

第4章　各種濾材における分離のメカニズムと使用事例

第5章　濾過の評価方法･評価事例

第6章　無機物･有機物の濾過メカニズムと効率化への取組み

第7章　微生物の濾過メカニズム･評価と効率化

第8章　その他性状別粒子分散液の濾過メカニズムと効率化への取組み

第9章　水処理分野における濾過･膜濾過技術と事例

第10章 食品･飲料分野における濾過･膜濾過技術と事例

第11章 医療･医薬品分野における濾過･膜濾過技術と事例

第12章 化学工業･電子材料･部材製造における濾過技術と濾過事例

第13章 濾過プロセスにおける洗浄と品質維持管理のポイント

第14章 濾過の試験方法とスケールアップ

松本　幹治/中村　一穂　横浜国立大学
小川　高史/中澤　幸生/岡村　大祐
　　　　　　　　　旭化成ケミカルズ(株)
岩堀　　博　　日東電工(株)
菅谷　博之　　東レ(株)
川勝　孝博　　栗田工業(株)
塚崎　和生/梅田　徹　　日本ポール(株)
北村光太郎　　(株)日立プラントテクノロジー
宮本　新也/鮫島　正一　　(株)明電舎
神笠　諭昭　　和化学工業(株)
伊藤光太郎　　雪印メグミルク(株)
山本　　進/小寺　雅子/宮下　直人
　　　　　　　(株)東芝
安樂城敬太　　旭硝子(株)
平澤　　朗　　トッパン・フォームズ(株)
山嵜　和幸　　シャープ社友会
中塚　修志　　ダイセン・メンブレン・
　　　　　　　システムズ(株)
福田　　正　　(株)三進製作所
所　　千晴/砂田　和也　　早稲田大学

稲井　龍二　　(株)メック
向井　康人　　名古屋大学
地曵　明人　　(株)キッツマイクロフィルター
橋本　光紀　　医薬研究開発コンサルティング 
田辺　忠裕　　理工協産(株)
石山　　明　　(株)神鋼環境ソリューション
加藤　雅敏　　片山ナルコ(株)
阪井　　敦　　(株)ＫＲＩ
脇田　昌宏　　日本ガイシ(株)
王　　祥生　　(株)ダイキアクシス
中倉　英雄　　山口大学
藤井　達夫/柳　寿一
　　　　　　　　日本エンバイロケミカルズ(株)
古沢巳千雄　　永柳工業(株)
澤田　繁樹　　(株)ウェルシィ
大塚　純一　　日本電工(株)
伊藤　新次　　(株)加藤美蜂園本舗
佐藤　秀明　　東京都市大学
田中　孝明　　新潟大学

★うまく濾過ができない理由を、「濾過物の性状」･「装置」･「理論」に焦点を当てて解き明かす一冊。

★「閉塞メカニズム」「評価」「機器の選定」「目詰まり対策」等に重点を置い た実用書です。 

濾過プロセスの最適選定と効率改善

発刊：2010年2月　定価：38,000円 + 税　体裁：B5判　ソフトカバー 255ページ　ISBN：978-4-904080-45-0

第1章　フッ素を取り巻く環境
 1.自然界のフッ素 
 2.フッ素と健康
 3.フッ素の資源問題と対策
 4.フッ素化合物の性質と工業的な
   利用
 5.中国のフッ素化学事情 

第2章　フッ素規制の動向
 1.フッ素規制
 2.最近のフッ素排水規制の動向と
   大気規制の動向
 3.PFOS/PFOA問題の現状

第3章　フッ素の固定化処理技術
 1.フッ素の固定化処理の基礎   
 2.フッ素の固定化処理技術
 3.フロンなどの破壊処理技術
 4.有機フッ素化合物含有廃液の
   処理 

 5.地下水などの脱フッ素処理
 6.フッ素汚染土壌/フッ素含有スラ
   グのフッ素溶出防止処理

第4章　フッ素リサイクル技術
 1.フッ素リサイクル
 2.フッ化水素酸（HF）、およびそ
   の塩類を含む廃水のリサイクル
   技術
 3.ケイフッ化水素酸（H2SiF6）系
   廃水のリサイクル技術
 4.ホウフッ化物、またはリンフッ
   化物などの廃水・廃液のリサイ
   クル技術
 5.フロン系のリサイクル技術  
 6.フッ素樹脂のリサイクル
 7.その他  
 8.フッ素リサイクルシステム

今後の展望

★フッ素化学生産技術から最新規制動向まで新旧技術を実例を挙げて体系的に整理した必携の一冊！！
★フッ素系廃水・廃液の処理からフッ素回収まで、環境対応に必須の知識が満載
★排水規制・大気規制・PFOS／PFOA規制・PRTR法毒劇法等国内法・フロン関連・バーゼル法・POPs条約等・・規制も網羅！

百田 邦堯 氏
元 森田化学工業(株)常務取締役技術本部長・工学博士

【ご経歴】
1972年より森田化学工業(株)にて新規フッ素化合物の研究開発、製造技術の開発及びフッ
素資源のリサイクル技術の開発に携わる。研究部部長、取締役技術本部長などを歴任後、
2009年9月に同社を退任。その間、2000年度山口大学の客員教授、2008年度京都大学客員
教授等を務める。フッ素化学の基礎研究から開発・設備化まで広い技術経験と知識を生か
し、技術コンサルタントとして活動中。

フッ素技術～固定化･リサイクル･規制～

＜環境と資源から見る＞ 
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第1章　レオロジーの基礎
・粘度(粘性率)の定義
・非ニュートン流動(擬塑性流動、ダイラタント流動)
・時間依存性流動(チクソトロピー、レオペクシー)
・粘性と弾性の熱力学的意味/・粘弾性モデル
・動的粘弾性関数(貯蔵弾性率、損失弾性率)の定義
・動的粘弾性関数の角周波数依存性曲線
・法線応力効果
第2章　レオロジー測定の基礎
・ニュートン流体の粘度測定
・毛細管型粘度計による非ニュートン流動の測定
・回転型レオメータ/・粘性発熱(ビスカスヒーティング)
・慣性の影響と過渡応答
第3章　分散系のレオロジー測定における留意点と評価
・せん断流動場の一様性とギャップ効果
・壁面スリップとその補正
・時間依存性を有する物質のレオロジー測定
・非線形粘弾性と測定値の意味
・昇温過程における塗料の硬化挙動の測定
・粘度曲線の数式化とその評価
第4章　非凝集分散系の粘度挙動
・アインシュタインの式と粘度の粒子濃度依存性
・ペクレ数による粘度曲線の規格化と高濃度分散系
  における粘度ジャンプ
・粒径分布と粘度
第5章　通常の凝集分散系における基本的な
       レオロジー挙動
・コロイド化学的粒子間相互作用
・凝集分散系の粘弾性挙動
・凝集分散系における定常流動挙動
第6章 「チクソ性」の測定とその評価
・技術用語としての｢チクソ性｣の意味
・チクソトロピー挙動の測定
・｢チクソ性｣のメカニズムと制御

第7章　高分子架橋による微粒子分散系の
       レオロジーコントロール
・界面活性剤による高分子の架橋形態の変化と
  分散系のレオロジー
・会合性高分子による分散系のレオロジーコントロール
第8章　ナノ粒子分散系のレオロジー
・ナノ粒子の運動学的性質と非凝集分散系の粘弾性挙動
・高分子架橋により凝集したナノ粒子分散系の
  特異なレオロジー挙動
・ダイラタント流動を示すナノ粒子分散系
・カーボンナノファイバー分散系のレオロジー
第9章　エレクトロレオロジー流体
・粒子分散系におけるエレクトロレオロジー効果と
  そのメカニズム
・ER流体の基本的なレオロジー挙動
・ER流体の応用に関わるレオロジー挙動と鎖構造の制御
第10章　エマルションのレオロジー
・低濃度エマルションの粘度とテイラー理論
・高濃度エマルションの粘度挙動
・高濃度エマルションの動的粘弾性
・エマルションのレオロジー測定における留意点
・マイクロエマルションの粘度挙動
第11章　プロセスから見た分散系レオロジー
・輸送とレオロジー/・コーティングとレオロジー
・印刷、コーティング適性と分散系のレオロジー
第12章　分散系のレオロジー制御とその評価に
        関するケーススタディ
・沈降しにくい低粘度分散系の調製
・二酸化チタン分散系の紫外線(UV)遮蔽能と凝集性の制御
・ジェットインクのレオロジーと界面物性の評価
・電子写真用ERトナーの開発
・粒子の表面性状と分散系のレオロジー
・化学反応を伴う分散系の硬化過程のレオロジー
・レオロジー物性に関する特許と規格基準

分散系レオロジーは材料設計に役立つのは本当か？
材料特性に合わせた測定プログラムから解説。
実務に活きるレオロジーが分かる！！

微粒子・ナノ粒子

　分散系におけるレオロジー

千葉大学大学院　教授　工学博士　大坪 泰文　氏

〈挙動・測定・評価・コントロール〉

粉砕・分級技術

●講師　トリプルエーマシン株式会社
　　 (AAAmachine Japan, Inc.)　代表取締役　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工学博士

★ 基本の考えから実際の応用例までを説明する。

～基礎からトラブル対策まで～

●　分級技術についての考察

　・ 各種の分級機の種類と選定
　・ ファインセラミックスと粒度分級
　・ サブミクロン分級の問題点

●　各種超微粉粉体材料の製造技術に関する考察

　・ 粉体塗料に関する考察
　　　－ 粉体塗料の粉度分布と塗装面の関係
　　　－ 微粉粉体塗料の今後の課題
　・ トナーに関する考察
　・ 金属粉に関する考察
　　　－ 機械式粉砕機の適用

　　　－ 分級機の適用

●　まとめ

●　粉砕技術についての考察

　・粉砕機の種類と選定
　　　－ 気流粉砕機（ジェットミル）
　　　－ 媒体撹拌式ミル
　　　－ ボールミル
　　　－ 竪型ロールミル
　　　－ 機械式粉砕機
　

●　はじめに

　・ トナーの製造技術
　・ 粉体技術と粉体塗料製造技術
　・ 金属粉の製造技術

●　ハイブリッド化についての考察

　・ ハイブリッドシステムの種類と選定
　　　－ 技術のコンセプト
　　　－ スーパーハイプリッドミルの構造と性能

■講演中のキーワード：

粉砕、分級、閉回路粉砕、球形化、
サブミクロ ン、トナーアフターマーケット、
ナノテクノロジー、ハイブリッド超微粉、
セラミックス、金属粉、粉体塗料

＜講習会収録 DVD＞

石戸 克典 先生
　　※元・日清エンジニアリング株式会社（～平成１８年）

●発売　2009年8月　●収録日:2009年6月8日
●35,000円 + 税　DVD2枚、約160分  
付録:講習会資料 　

特にサブミクロン粒子製造という場合には、粉砕機に対しては1μm以下の粒子を可能な限り

多く、短時間に、なおかつエネルギーコストがかからぬよう製造するという技術が要求される

。また、分級機に対しては、粉砕後でも残留する数μm以上の粗大粒子を正確に収率良く除

去するという厳しい条件が要求される。石臼に始まり、今まで、各種 粉砕機・分級機に多くの

技術が提案され、硬い物質をいかに、効率よく、できるだけ細かく粒度調整するという技術は

かなり進んできた。しかし、樹脂粉・繊維状物質・金属粉などの粉砕しにくいものを目的の粒

度に粉砕するという技術はまだまだ越えるべきハードルが多い。

粉砕・分級技術

●講師　トリプルエーマシン株式会社
　　 (AAAmachine Japan, Inc.)　代表取締役　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工学博士

★ 基本の考えから実際の応用例までを説明する。

～基礎からトラブル対策まで～

●　分級技術についての考察

　・ 各種の分級機の種類と選定
　・ ファインセラミックスと粒度分級
　・ サブミクロン分級の問題点

●　各種超微粉粉体材料の製造技術に関する考察

　・ 粉体塗料に関する考察
　　　－ 粉体塗料の粉度分布と塗装面の関係
　　　－ 微粉粉体塗料の今後の課題
　・ トナーに関する考察
　・ 金属粉に関する考察
　　　－ 機械式粉砕機の適用

　　　－ 分級機の適用

●　まとめ

●　粉砕技術についての考察

　・粉砕機の種類と選定
　　　－ 気流粉砕機（ジェットミル）
　　　－ 媒体撹拌式ミル
　　　－ ボールミル
　　　－ 竪型ロールミル
　　　－ 機械式粉砕機

●　はじめに

　・ トナーの製造技術
　・ 粉体技術と粉体塗料製造技術
　・ 金属粉の製造技術

●　ハイブリッド化についての考察

　・ ハイブリッドシステムの種類と選定
　　　－ 技術のコンセプト
　　　－ スーパーハイプリッドミルの構造と性能

■講演中のキーワード：

粉砕、分級、閉回路粉砕、球形化、
サブミクロ ン、トナーアフターマーケット、
ナノテクノロジー、ハイブリッド超微粉、
セラミックス、金属粉、粉体塗料

＜講習会収録 DVD＞

石戸 克典 先生
　※元・日清エンジニアリング株式会社（～平成１８年）

●発売　2009年8月　●収録日:2009年6月8日
●35,000円 + 税　DVD2枚、約160分  
付録:講習会資料 　

特にサブミクロン粒子製造という場合には、粉砕機に対しては1μm以下の粒子を可能な限り

多く、短時間に、なおかつエネルギーコストがかからぬよう製造するという技術が要求される

。また、分級機に対しては、粉砕後でも残留する数μm以上の粗大粒子を正確に収率良く除

去するという厳しい条件が要求される。石臼に始まり、今まで、各種 粉砕機・分級機に多くの

技術が提案され、硬い物質をいかに、効率よく、できるだけ細かく粒度調整するという技術は

かなり進んできた。しかし、樹脂粉・繊維状物質・金属粉などの粉砕しにくいものを目的の粒

度に粉砕するという技術はまだまだ越えるべきハードルが多い。絶版
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第1章 造粒の基礎

第2章 各造粒法/造粒機の原理と特徴

      ・比較・選定・造粒条件・管理

      法等～収率UPに向けて～

第3章 造粒物に影響を与える因子の考察

第4章 造粒バインダーの種類・用途・性

      質・選定方法・使用量の計算等

第5章 造粒工程の品質/運転管理・造

      粒物のモニタリング

第6章 造粒物の評価方法・粒子径・粒

      度分布の評価方法とは？

第7章 スケールアップ～問題点とその

      解決・スケールアップによる物

      性変化の抑制～

第8章 分野/材料別造粒事例～造粒条件

      ・品質管理・スケールアップ/ト

      ラブル事例等～

第9章 造粒技術全般～よくあるQ＆A～

第10章 造粒周辺技術～よくあるQ＆A～

竹内　洋文　　岐阜薬科大学
西井　和夫　　(株)新造粒技術研究所
吉田　照男　　吉田技術士事務所
明　　長良　　(株)日本ボロン
坂本　浩/谷口　俊哉　　大原薬品工業(株)
松久　敏雄　　ズードケミー触媒(株)
溝口　忠一　　ホソカワミクロン(株)
伊藤　　崇　　大川原化工機(株)
高野　　桂　　(株)ダルトン
山本　浩充　　愛知学院大学
村瀬　　琢　　TDK(株)
中嶋　一博　　シスメックス(株)
藤巻　　淳　　(株)セイシン企業
綿野　　哲　　大阪府立大学
井上　義之　　ホソカワミクロン(株)
加納　純也　　東北大学
坂本　知昭　　国立医薬品食品衛生研究所
橋本　光紀　　医薬研究開発コンサルテイング

石田　実咲　　日油(株)
瀬川めぐみ　　三菱商事フードテック(株)
飯ヶ谷正幸　　バイエルクロップサイエンス(株)
日口　洋一　　大日本印刷(株)
宮木　義治　　ズードケミー触媒(株)
臼井　博明　　東京農工大学
篠原　伸広　　旭硝子(株)
小林　　豊　　(株)プライムポリマー
服部　岩和　　JSR(株)
辻村　知之　　旭硝子(株)
小石　眞純　　東京理科大学
家本　直季　　森永製菓(株)
小波　盛佳　　日曹エンジニアリング(株)
伊藤　光弘　　太平洋セメント(株)
吉原伊知郎　　(株)奈良機械製作所
南　　　勇　　(株)セイシン企業
朝日　正三　　(株)徳寿工作所   
岩田　基数　　大日本住友製薬(株)

造粒時に必ず直面する問題/課題(160問以上)に対し、図表も交え分かりやすく簡潔にまとめた回答集。
各分野の造粒事例やトラブル例を収載。経験に最新情報を織り交ぜ完成した、造粒・粉体関係者の必読書！
バインダーノウハウとは？◇スケールアップによる物性変化を抑制するには？

造粒事例と頻出Q＆A集

<分野/材料別>

発刊：2008年9月　定価：61,000円 + 税　体裁：B5判　418ページ　ISBN：978-4-904080-03-0

第1章 ゼータ電位と粒子間相互作用の解析
第2章 ゼータ電位の具体的な測定方法と測定装置の
      概要
 第1節 ゼータ電位の具体的な測定方法と測定装置の
       概要
 第2節 電気音響法による測定装置
第3章 ゼータ電位の評価方法：ゼータ電位と電気泳 
      動移動度を結ぶ種々の式とその適用範囲
第4章 ゼータ電位から見る粒子の分散・凝集挙動～
      ゼータ電位の役割～
第5章 ゼータ電位に影響を与える因子とゼータ電位
      の有用性 
第6章 濃厚系ゼータ電位
第7章 非水系溶媒分散粒子におけるゼータ電位
第8章 非水系濃厚分散スラリーの分散・凝集とゼー
      タ電位の関係
第9章 ゼータ電位の制御方法と利用例

 第1節 材料別編
 第2節 プロセス別編
 第3節 分野別編
 第4節 ナノ微粒子におけるゼータ電位の制御・利用
       例等
第5節 ナノ粒子におけるゼーター電位に制御と分散
      安定性に与える影響
第6節 ゼータ電位測定理論から導かれる粒径値の評 
      価方法
第7節 ゼータ電位による粒子表面・溶液中の不純物
      の定量
第8節 誤った使い方・解析
第9節 ゼータ電位の適用限界 

巻末資料1 代表的な粒子の等電点一覧表
巻末資料2 ハマカー定数一覧表

芝田　隼次　　関西大学
中村　彰一　　大塚電子(株)
仲井　和之/末吉 俊信　　
　　　　　　　日本ベル(株)
大島　広行　　東京理科大学
戸堀　悦雄　　ライオン(株)
遠藤　茂寿　　(独)産業技術総合研究所
柳生　裕聖　　三ツ星ベルト(株)
武田　真一　　武田コロイドテクノ・
　　　　　　　コンサルティング(株)
篠原　伸広　　旭硝子(株)
椿　淳一郎　　名古屋大学 
佐藤　　誠　　(株)ノリタケカンパニーリミテド
湯浅　　真　　東京理科大学
石津　義男　　スペクトリス(株) 
松田　厚範　　豊橋技術科学大学)
大幸　裕介　　兵庫県立大学
郷司　春憲　　日本ペイント(株)

椎木　　弘　　大阪府立大学
辰巳　昌典　　(株)プラスチック工学研究所
川原　正和/鴇田 正雄　　
　　　　　　　SPSシンテックス(株)
豊福　秀一　　大塚製薬(株)
本田　俊康　　日本シイベルヘグナー(株)
服部　励治　　九州大学
丸山　　哲　　TDK(株)
加納　義久/会澤 英樹　　
　　　　　　　古河電気工業(株)
日口　洋一　　大日本印刷(株)
津布子一男　　津布子技研
橋本準一郎　　(株)リコー
宮原　岳彦　　ライオン(株) 
野田　正幸　　雪印乳業(株)
川崎　弘二　　大阪歯科大学
吉留　博雄　　日揮触媒化成(株)

ゼータ電位の利用例や制御方法を <材料> <プロセス> <分野> ごとに多角的解説。
「ゼータ電位とは？ゼータ電位から何が分かる？」「使用中の測定器が実は何を測っている？」

【分野別】ゼータ電位利用集
～基礎/測定/解釈・濃厚/非水系・分散安定等～

発刊：2007年3月　定価：61,000円 + 税　体裁：B5判　336ページ　ISBN：978-4-901677-71-4

第1章 溶解性パラメーターの原理

第2章 溶解性の測定方法と相平衡計算の基礎

第3章 溶液論的に見た溶解性パラメーター

第4章 固体粉体材料の溶解性パラメーター

第5章 高分子材料の溶解性パラメーター
 第1節 高分子材料の溶解性パラメーター 
 第2節 熱分析によるポリマー溶解度の計算・
       推算方法

第6章 機能性高分子のＳＰ値の計算と溶解性の
      評価方法

第7章 溶解性パラメーター適用事例
 第1節 塗料
 第2節 インクジェット
 第3節 ポリマーブレンド
 第4節 ポリマーコンポジット
 第5節 ゾル-ゲル溶液
 第6節 有機無機ハイブリッド
 第7節 接着剤への適用事例
 第8節 機構デバイス
 第9節 エラストマーにおける適用事例
        ～耐油性判断時の適用事例～
 第10節 クロマトグラフィークロマトグラフィー
        における溶解性の概念
 第11節 医薬品
 第12節 膜粘膜透過性と溶解性パラメータ
 第13節 化粧品

第8章 溶解性パラメーターよくあるＱ＆Ａ

松永　利昭　　秋田大学

滝嶌　繁樹　　広島大学

小川　俊夫　　金沢工業大学

小林　敏勝　　日本ペイント(株)

青柳　岳司　　旭化成(株)

田中　信行　　群馬大学

山本　秀樹　　関西大学

高尾　道生　　元東京インキ(株)

青木　雄二　　三菱化学(株)

中村　吉伸　　大阪工業大学

坂本　　渉　　名古屋大学

倉地　育夫　　コニカミノルタビジネス

               テクノロジーズ(株)

中谷　　隆　　東亞合成(株)

森井真喜人　　オムロン(株)

田坂　道久　　リケンテクノス(株)

山本　文子　　京都大学

徳村　忠一　　星薬科大学

藤堂　浩明　　城西大学

杉林　堅次　　城西大学

堀内　照夫　　神奈川大学

水谷　　潔　　大阪府立

              産業技術総合研究所

鈴木祥一郎　　上村工業(株)

SP値って具体的にどんな適用方法があるの？ 逆に適用に向かない場合とは？ ⇒状況にあわせた使い方を可能にする！
塗料/インクジェット/ポリマーブレンド/接着剤/有機無機ハイブリッド/エラストマー等々、様々な材料における適用事例！
溶解性の測定方法やＳＰ値による溶解性の評価方法！ＳＰ値の基本的な計算方法や種々の材料に対する計算例！

溶解性パラメーター適用事例集
～メカニズムと溶解性の評価・計算例等を踏まえて～

発刊：2007年1月　定価：85,000円 + 税　体裁：B5判　732ページ　ISBN：978-4-901677-68-4

第1章　液相からの微粒子調製
第2章　ビーズミルをはじめとした微粒子調製と分散技術
第3章　粉砕
第4章　噴霧乾燥法・湿式ジェットミルによる微粒子調製
第5章　応用事例　～企業から学ぶ製品応用事例～

第6章　各種微粒子の特性と取り扱い
第7章　微粒子の粒度分布、形状、表面状態の評価法
第8章　密充填に及ぼす粒度分布、粒子形状、
       表面状態の影響

鈴木　　清　　福井大学大学院
埜村　　守　　福井大学大学院 
吉澤　秀和　　岡山大学 
今野　幹男　　東北大学大学院 
松崎　英男　　東亞合成(株) 
安田　昌弘　　大阪府立大学大学院 
田中　眞人　　新潟大学 
奥山喜久夫　　広島大学大学院 
矢吹　彰広　　広島大学大学院
鈴木　久男　　静岡大学 
脇　　幸吉　　富士フイルム(株)
加藤　俊作　　(財)かがわ産業支援財団
近田　　司　　(財)かがわ産業支援財団  
中山　　勉　　アイメックス(株) 
阿尻　雅文　　東北大学
大原　　智　　東北大学 
院去　　貢　　寿工業(株) 
石井　利博　　アシザワ・ファインテック(株) 
森安　信彦　　プライミクス(株) 
堀　　史説　　大阪府立大学大学院
岩瀬　彰宏　　大阪府立大学大学院  
空閑　良壽　　室蘭工業大学 
小石　眞純　　東京理科大学 
江間　秋彦　　日清エンジニアリング(株) 
猪ノ木雅裕　　(株)ホソカワ粉体技術研究所 
吉田　英人　　広島大学大学院 
長谷川政裕　　山形大学 
金子貫太郎　　(株）栗本鐵工所
伊藤　光弘　　太平洋セメント(株) 
高尾　泰正　　(独)産業技術総合研究所 
伊藤　　均　　(株)セイシン企業 
大村　　康　　吉田機械興業(株) 

掘田　裕司　　(独)産業技術総合研究所 
岸本　琢治　　日本ゼオン(株) 
郷司　春憲　　日本ペイント(株) 
関根　勇一　　三菱化学(株) 
石山　孝雄　　富士ゼロックス(株)
月ヶ瀬あずさ　(株)豊田中央研） 
伊藤　　昇　　コニカミノルタビジネス
              テクノロジーズ(株) 
佐藤　正則　　ライオン(株)
堀田　　肇　　花王(株) 
石垣　隆正　　(独)物質材料研究機構
丸山　　哲　　ＴＤＫ(株)
栗原　雅人　　ＴＤＫ(株)
吉留　博雄　　触媒化成工業(株) 
荒井　康宏　　王子製紙(株) 
林　　年治　　三菱マテリアル(株) 
伊藤　春揮　　旭サナック(株) 
北村　　透　　ピアレックス・テクノロジーズ(株) 
樋口　章二　　(株)ＫＲＩ
塩田　英司　　東ソー・シリカ(株)
内河喜代司　　東京応化工業(株) 
黒田　章裕　　(株)コスメテクノ 
王　　景明　　マグナビート(株) 
畑　　英之　　マグナビート(株) 
小日向　茂　　住友金属鉱山(株) 
植村　俊信　　(有)ファーマポリテック 
大島　広行　　東京理科大学 
溝口　大剛　　大日本塗料(株)
松崎　　悟　　大日精化工業(株) 
坂井　悦郎　　東京工業大学 
鈴木　　茂　　日本アエロジル(株)
鈴木　道隆　　兵庫県立大学大学院  

20社以上の企業が応用事例、ノウハウ・技術を一挙公開！
微粒子調製方法を完全網羅！液相:乳化･懸濁･エマルション重合･ゾルゲル法･沈殿法･マイクロ波加熱法･逆ミセル法
乾式粉砕から湿式粉砕、ありとあらゆる微粒子調製法を詳細に解説！

各種微粒子調製方法と製品応用

～実際の製造・評価事例とプロセス技術～



▼▲ 化学工学、界面化学、分析

－ 47－

▼講習会収録

ＤＶＤ

＜講演ポイント＞

●発売　2010年2月　●収録日:2009年6月19日
●40,000円 + 税　DVD2枚、約160分 　
※付録:講習会資料　

1.自己紹介
2.テキストの概要説明
3.平衡状態と脱着等温線
4.湿度の定義
5.含水率の定義
6.湿球温度の概念
7.湿球温度の定式化
8.湿度図表
9.乾燥の3期間と乾燥速度曲線
10.乾燥速度曲線のいろいろ
11.水分の保有形態と移動機構
12.各種材料の含水率分布と水分移動係数
13.高分子溶液の乾燥速度曲線
14.乾燥装置の分類
15.乾燥装置の歴史
16.乾燥装置の選定方法
17.装置容積の概算法
18.溶剤系塗布膜における水蒸気湿度の影響 

★いろいろなトラブルを解決するための基礎知識・理論を学び、
実践的活用方法を習得！ 

乾燥ノウハウ
講師 富山大学工学部 材料機能工学科 

准教授 工学博士 吉田 正道 先生

燥操作で発生する未乾燥、クラック、発泡、変形といった様々なトラブルを解決

するための基礎知識として、材料内の熱移動と物質移動に関する基礎理論につい

て述べ、実践的な活用方法を解説致します。

＜収録内容＞

▼講習会収録

ＤＶＤ

＜講演ポイント＞

●講師　富山県薬事研究所　明 長良 先生
製薬企業にて製剤研究担当後、フロイント産業(株)技術開発研究所
において化成品開発部長、工場長、および製剤機械の開発に携わる。

打 錠 の基礎・製剤設計と

           トラブル対策

－各種問題点から見た打錠障害の原因と対策－

1．打錠機の構造と圧縮のメカニズム

2．打錠操作における障害と対策

　・ 打錠障害の原因と対策

　　 （キャッピング、スティッキング、ダイフリクション、割れ、欠け、など）

　・ 圧縮時にどのような現象が起こるのか

　・ キャッピング、ラミネーションは造粒、混合、打錠操作すべてに起因する。

　・ スティッキング、モットリング（斑）は造粒機と造粒操作に起因する。

　・ ダイフリクション（バインディング）は打錠機の臼杵に起因する。

　・ 打錠障害の解決策

3. 刻印錠の設定とフィルムコーティング対策

4. 臼杵の寿命と主薬・添加剤の影響 

　・ 臼杵の洗浄方法（とくに刻印錠杵の場合）

　・ 臼杵の材質（ハードクロムメッキとPVDコーティング）

5. 湿式造粒打錠法と直接打錠法（偏析を起こさないための粒度分布の設定）

6. 口腔内崩壊錠の設計・添加剤の選定（苦味マスキング、腸溶化、速崩壊化の技術）

　・ 錠剤物性（体積、表面積、空隙率など）を算出する。

7．糖衣・コーティングに最適の錠剤形状の求め方

　打錠にはキャッピング、スティッキングをはじめとした打錠障害が発生する。 
　原因は臼杵の材質、打錠用顆粒の処方・造粒条件、そして打錠機の操作条件と
問題点が多い。
　今回はそれぞれの視点から打錠障害について検討する。

●発売　2010年1月　●収録日:2009年8月28日
●40,000円 + 税　DVD2枚、約210分 　
※付録:講習会資料　

造 粒 の基礎と

 各造粒法のトラブル対策

－最適造粒へのポイントと操作条件の設定方法－

1．初めての造粒

　・ 手圧法実験から製造承認申請手続きまで

　・ わが国における医薬品の形態

　・ 実験機、パイロットプラント、

　　　実生産機による実験の必要性

　・ 物性測定

　　（みかけ密度、安息角、粒度分布、粒子硬度など）

2．造粒のコツを科学的に検証する

　・ 液体架橋による造粒の理論

　・ 固液充填構造より各種造粒法のメカニズムを知る

　・ 塑性限界と造粒物性

3．撹拌造粒法のメカニズムと造粒方法

　・ 重質粒子、打錠用顆粒を製する方法

　・ 撹拌造粒法における適正バインダーの設定方法

4．その他の造粒法

▼講習会収録

ＤＶＤ

●講師　富山県薬事研究所　明 長良 先生
製薬企業にて製剤研究担当後、フロイント産業(株)技術開発研究所
において化成品開発部長、工場長、および製剤機械の開発に携わる。

＜講演ポイント＞

　造粒機には固有のメカニズムがあり、粉末とバインダーの関わり方が異な
るので、造粒物の形状もさまざまである。
　撹拌造粒では重質の粒子が、流動層造粒では形質の粒子が形成される。用
途に応じて使い分けられるが、特有の造粒トラブルも発生する。
　しかし、トラブルには液と固の関係から観た共通点があり、今回は造粒の
基本から各造粒法のトラブル対策を検討する。

●発売　2010年1月　●収録日:2009年8月27日
●40,000円 + 税　DVD2枚、約230分 　
※付録:講習会資料　

元　三菱電機（株）　パワーデバイス製作所　
品質保証部　工学博士 園田　信夫 先生

【第一部：作業者が知っておきたい基礎知識 編】

○クリーン化技術の基礎知識
　・クリーン化技術の基礎知識と正しい考え方
　・クリーンルームとは何か？基本は何か？
　・クリーンルームの運用管理の基本とは何か？
　・発塵とは何か？汚染とは何か？何が発塵源となるのか？

○静電気の発生と塵埃の付着
　・静電気は何故起きるのか？本質とは？
　・なぜゴミが付着するのか？
　・静電気対策は具体的にどうするのか？

【第二部：作業者の実務上（入室・作業・掃除等）の留意点 編】

○クリーンルーム入室の際の注意点

○クリーンルーム内での立ち振る舞い・作業時の注意事項

○ゴミ・ホコリの進入経路 ＊データ・アニメーション

○日常の掃除・点検・管理の仕方とポイント

○クリーンルーム作業員教育の具体的方法

クリーンルーム作業者が知っておくべき

＜講習会収録DVD＞

★クリーンルーム作業員教育の一環として！上司・教育担当者が聞いても役立つ！

必須知識と日常作業・管理上の留意点

第一部：作業者が知っておきたい基礎知識 編　/　第二部：作業者の実務上（入室・作業・掃除等）の留意点 編

＜講演ポイント＞
クリーンルームで従事する方が知っておきたい基礎知識や作業上の留意点を講義。アニ
メーション等を用いて、実際の発塵・進入プロセスを視覚的に把握。管理者の方にも役
立つ、作業員教育の具体的方法も講義。

●発売　2009年8月　●収録日　2009年5月　　
●第一部　DVD2枚組・約170分 / 第二部　DVD2枚組・約140分
●定価：第一部　31,000円 + 税　/ 第二部　31,000円 + 税
  第一部・第二部セット　52,000円 + 税　※付録　講習会資料

造 粒 の基礎と

 各造粒法のトラブル対策

－最適造粒へのポイントと操作条件の設定方法－

1．初めての造粒

　・ 手圧法実験から製造承認申請手続きまで

　・ わが国における医薬品の形態

　・ 実験機、パイロットプラント、

　　　実生産機による実験の必要性

　・ 物性測定

　　（みかけ密度、安息角、粒度分布、粒子硬度など）

2．造粒のコツを科学的に検証する

　・ 液体架橋による造粒の理論

　・ 固液充填構造より各種造粒法のメカニズムを知る

　・ 塑性限界と造粒物性

3．撹拌造粒法のメカニズムと造粒方法

　・ 重質粒子、打錠用顆粒を製する方法

　・ 撹拌造粒法における適正バインダーの設定方法

4．その他の造粒法

▼▼▼▼講習会収録▼講習会収録▼

ＤＶＤ

●講師　富山県薬事研究所　明 長良 先生
製薬企業にて製剤研究担当後、フロイント産業(株)技術開発研究所
において化成品開発部長、工場長、および製剤機械の開発に携わる。

＜講演ポイント＞

　造粒機には固有のメカニズムがあり、粉末とバインダーの関わり方が異な
るので、造粒物の形状もさまざまである。
　撹拌造粒では重質の粒子が、流動層造粒では形質の粒子が形成される。用
途に応じて使い分けられるが、特有の造粒トラブルも発生する。
　しかし、トラブルには液と固の関係から観た共通点があり、今回は造粒の
基本から各造粒法のトラブル対策を検討する。

●発売　2010年1月　●収録日:2009年8月27日
●40,000円 + 税　DVD2枚、約230分 　
※付録:講習会資料　
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ＤＶＤ

＜講演ポイント＞

●講師　富山県薬事研究所　明 長良 先生
製薬企業にて製剤研究担当後、フロイント産業(株)技術開発研究所
において化成品開発部長、工場長、および製剤機械の開発に携わる。

打 錠 の基礎・製剤設計と

           トラブル対策

－各種問題点から見た打錠障害の原因と対策－

1．打錠機の構造と圧縮のメカニズム

2．打錠操作における障害と対策

　・ 打錠障害の原因と対策

　　 （キャッピング、スティッキング、ダイフリクション、割れ、欠け、など）

　・ 圧縮時にどのような現象が起こるのか

　・ キャッピング、ラミネーションは造粒、混合、打錠操作すべてに起因する。

　・ スティッキング、モットリング（斑）は造粒機と造粒操作に起因する。

　・ ダイフリクション（バインディング）は打錠機の臼杵に起因する。

　・ 打錠障害の解決策

3. 刻印錠の設定とフィルムコーティング対策

4. 臼杵の寿命と主薬・添加剤の影響 

　・ 臼杵の洗浄方法（とくに刻印錠杵の場合）

　・ 臼杵の材質（ハードクロムメッキとPVDコーティング）

5. 湿式造粒打錠法と直接打錠法（偏析を起こさないための粒度分布の設定）

6. 口腔内崩壊錠の設計・添加剤の選定（苦味マスキング、腸溶化、速崩壊化の技術）

　・ 錠剤物性（体積、表面積、空隙率など）を算出する。

7．糖衣・コーティングに最適の錠剤形状の求め方

　打錠にはキャッピング、スティッキングをはじめとした打錠障害が発生する。 
　原因は臼杵の材質、打錠用顆粒の処方・造粒条件、そして打錠機の操作条件と
問題点が多い。
　今回はそれぞれの視点から打錠障害について検討する。

●発売　2010年1月　●収録日:2009年8月28日
●40,000円 + 税　DVD2枚、約210分 　
※付録:講習会資料　

絶版
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★必要以上に他社特許排除や過剰な出願を考えていませんか？効率的なテーマ発掘が行えていますか？
★事業強化に繋がる特許関連業務のノウハウを、事例含めわかりやすく解説
特許調査データベース、テーマ創出プロセス、中間対応ポイント、係争事例と対策、業界特有の特許実務対応例など・・・

第1章　踏まえておくべき特許戦略策定基礎
第1節　企業における特許調査の重要性
第2節　研究開発者における発明発掘･テーマ創出のノウハウ

第2章　海外における特許戦略
第1節　各国の特許制度の特徴
　第1項　日米欧中韓の審査実務の違い及び実務上の留意点
　第2項　有効性判断について～第三者からみた特許出願の無効化
　　　　　(情報提供・異議申立・無効審判等)
　第3項　特許権の行使(エンフォースメント)
　第4項　特許期間制度～知財のライフサイクルマネジメント(LCM)
第2節　東南アジアにおける特許出願戦略
第3節　近時の制度改正について

第3章　特許出願・中間対応ノウハウ
第1節　特許出願要件
　第1項　特許出願の意義　/第2項　出願是非の判断
　第3項　海外への出願時に考慮すべき点
第2節　中間対応ノウハウ
　第1項　審査請求の見極め　/第2項　拒絶通知への対応策
　第3項　特許審査官の意見や考え方
第3節　出願後及び不出願時の対応

第4章　他社対策を視野に入れた特許戦略
第1節　他社特許対策実務ノウハウ
　第1項　他社特許への侵害対策　
　第2項　他社特許の分析と無効化
第2節　他社が嫌がるまたは他社にとって脅威となる特許戦略とその活用事例
　第1項　はじめに　/第2項　事業戦略と技術・市場の動向分析の重要性
　第3項　発明の創出と価値評価並びに出願前の戦略と特許開発会議
　第4項　特許の権利化業務と特許権価値の最大化
　第5項　事例研究　/第6項　特許の脅威論(まとめ)
第3節　他社特許に係る各場面での対応策

第5章　実務に活かせる知財係争事例分析
第1節　実務に活かせる係争事例分析　
　第1項　他社特許使用による係争　
　第2項　自社技術の特許化漏れによる係争
　第3項　存続期間延長に関する裁判例
　第4項　非侵害論でなく無効論が有効だった事例
第2節　近年の判例と今後の対策

第6章　業界別特許戦略事例紹介
第1節　医薬分野
　第1項　研究開発現場が優れた製品を創出できる特許の知識と業務
　第2項　バイオ医薬品製造開発に伴う問題と対応策
　第3項　医薬品特有の知的財産戦略と自社出願
　第4項　医療用機器製造・開発現場における特許関連業務
第2節　機械分野　
　第1項　電機機器メーカー　
　第2項　機械・設備機器メーカー
第3節　化学分野
　第1項　製造業における知財活用
　第2項　電池分野特有の特許戦略事例とその考察
第4節　食用油脂や添加物、機能性食品素材における特許の活用と戦略
第5節　IT分野～ソフトウェア特許の最新動向/ソフトウェア特許創造/出願例
第6節　知的財産戦略への産学連携活用

藤本　周一　(株)ネットス(SUN・GROUP)　  
下川　信夫　フューチャーマップ
　　　　　　総合研究所　
馰谷　剛志　山本特許法律事務所)
守田　賢一　爽亜国際特許事務所)
吉延　彰広　アウル国際特許事務所)        
奥村　一正　奥村一正特許事務所)
永野　周志　シード綜合法律事務所)
藤本　　昇　藤本昇特許事務所
　　　　　　(SUN・GROUP) 
富岡　康充　(有)オフィス富岡
川上　成年　(株)知財デザイン　　　　 
阿部　隆徳　阿部国際総合法律事務所

木下　倫子　阿部国際総合法律事務所
山口　康明　浅村特許事務所
中筋　公吉　ユニード国際特許事務所　 
宇佐見弘文　知的財産戦略
　　　　　　ネットワーク(株)
中村　敏夫　坂本国際特許事務所
井上二三夫　シスメックス(株)　　　　   
大藪　　一　アイピーファイン(株)
川尻　達也　ツネイシカムテックス(株)
豊岡　大志　森本国際特許事務所)
園　　良治　辻製油(株)
中村　大介　(株)如水
野﨑　雅人　弁護士

他社に競り勝つ！本当に強い特許実務対応
～係争対応・各社の特許戦略策定ノウハウ・事例～

発刊　　2016年9月
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体裁　　B5判　ソフトカバー　
　　　　　96ページ
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多くの読者と同じく、何冊もの統計書の断片を、ジグソーパズルのようにつな ぎ合わせながら統計学を学ぶ著者が、
「正規分布の性質」「検定原理と使い分け」「相関と回帰の違い」等を自身の イメージや4つの例題を基に分かりやすく解説！
医療系の大学や専門学校のテキストでも採用中！ 

はじめに

1. 正規分布と基本統計量
　1.1 正規分布(normal distribution)　  / 1.2 分散と標準偏差
　1.3 分散と自由度(degree of freedom；df)
　1.4 正規分布における標準偏差の意味　 / 1.5 非正規分布における標準偏差
　1.6 標準誤差(Standard error; SE)　   / 1.7 基準範囲と95％信頼区間    

2. 統計学的仮説検定(Statistical hypothesis testing)
　2.1 統計学仮説検定とは
　2.2 帰無仮説と検定のながれ
　2.3 検定の原理
　2.4 有意水準と2種類の過誤(エラー)
　2.5 母平均の差との検定
　2.6 分布の標準化
　2.7 1標本t検定(paired t test)
　2.8 1標本t検定の実際
　2.9 独立2群の差の検定(2標本t検定)
　2.10 等分散の検定（F検定）
　2.11 Welch（ウェルチ）法による2標本t検定
　2.12 t検定の落とし穴
　2.13 一元配置分散分析
　2.14 二元配置分散分析
　2.15 Mann-Whitney検定と統計量U値(ノンパラメトリック検定法)
　2.16 標本サイズが大きいときのU値の分布
　2.17 Mann-Whitney検定の実例
　2.18 2標本t検定とMann-Whitney検定の使い分け
　2.19 χ2適合度検定(カイ2乗適合度検定)
　2.20 χ2分布の定義 
　2.21 χ2適合度検定の実際
　2.22 χ2独立性の検定 

　2.23 l×m要因の検定
　2.24 χ2分布の自由度

3.相関と回帰
　3.1 相関分析                / 3.2 相関係数
　3.3 標準化データの積の意味  / 3.4 回帰分析
　3.5 最小二乗法(least squares method)
　3.6 線形関係式(linear function relationship)
　3.7 回帰直線の比較と選択基準

4. 判別特性とROC曲線
　4.1 感度と特異度        / 4.2 陽性的中率と陰性的中率
　4.3 有病率とcutoff値    / 4.4 ROC曲線

5. 重回帰分析
　5.1 重回帰分析の目的    / 5.2 偏回帰係数の意味
　5.3 偏回帰係数の数理    / 5.4 偏回帰係数の有意性と標準偏回帰係数
　5.5 回帰の適合度        / 5.6 要因分析 
　5.7 ダミー変数          / 5.8 ダミー変数の応用 
　5.9 交絡                / 5.10 重回帰分析での注意点

6. ロジスティック回帰分析
　6.1 ロジスティック回帰分析とは
　6.2 オッズとオッズ比
　6.2 ロジスティック回帰分析の数理 
　6.3 多重ロジスティック回帰
　6.4 回帰係数とオッズ比;OR の関係 
　6.5 オッズ比の95% 信頼区間 
　6.6 解析実例 
　6.7　回帰の適合度

付録
標準正規分布表(両側確率)
t分布表(両側確率)
χ2分布表(上側確率)
χ2分布表(上側確率)
Mann-Whitney検定表:U値の有意点(両側確率) 
参考文献

基礎からの統計学
【改訂増補版】

天理医療大学 医療学部 臨床検査学科 教授 博士(保健学)

大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授 山西 八郎 氏
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◎人工知能を利用する！何か必要？データの扱い方は？どんなツールがある？実装の方法は？◎
◎画像認識・音声認識・自然言語処理・・・各分野の詳細やアプリケーション事例も解説◎
◎人工知能をめぐる問題点も解説！法規制の動向は？シンギュラリティは起こるのか？◎

第1章　人工知能・機械学習・ディープラーニング関連技術の現状と今後
第1節　人工知能の歴史
1.人工知能の夜明け/2.初期の人工知能/3.知識を利用したシステム/4.機械学習/5.そして現在
第2節　機械学習とは何か?
1.機械学習とは何か?/2.機械学習発達の背景/3.機械学習の分類－教師あり学習と教師なし学習
4.教師あり学習とモデリング/5.教師なし学習とクラスタリング/6.回帰分析によるモデリング
7.サポートベクターマシンとカーネル法/8.アンサンブル学習/9.ランダムフォレスト/10.機械学習の応用例
第3節　ディープラーニング(深層学習)の潮流 /1.ディープラーニングとは?/2.畳み込みニューラルネットワーク
 3.ネットワークの学習方法 /4.汎化性を向上させる方法/5.ディープラーニングの現状
第4節　人工知能における機械学習とデータマイニング～人工知能囲碁AlphaGoの機械学習戦略を探る～
1.機械学習とデータマイニングの違い/2.教師あり学習、教師なし学習、強化学習/3.教師あり学習の手法
判別分析/サポートベクトルマシン/ニューラルネットワークとディープラーニング
4.教師なし学習に用いられる手法/5.機械学習およびデータマイニングで用いられるオープンソースのツール群
6.モンテカルロ法/7.コンピュータ囲碁で用いられた機械学習戦略
8.人工知能と機械学習、データマイニングの今後の展望
第5節　IoTによるデータ収集と人工知能手法によるデータ処理
1.IoTとは何か/2.IoTのビジネスポテンシャル/3.IoTデータ収集に必要な要素
4.人工知能(機械学習)の必要性/5.米国compology社の事例/6.機械学習の本当の意義/7.今後の展開

第6節　画像認識技術でここまでできる　/1.画像認識への応用
第7節　音声認識技術とは　/1.音声認識技術/2.音声認識におけるディープラーニングの適用
3.音声認識におけるディープラーニング適用の最近の展開
第8節　自然言語処理 /1.文書分類/2.文書クラスタリング/3.トピックモデル/4.抽出/5.より深い解析
6.自然言語処理の応用(機械翻訳,文書要約)/7.深層学習,ニューラルネットワーク
第9節　脳科学と人工知能～脳の仕組みから見る人工知能と今後の可能性
1.ニューラルネット技術と脳科学の関係の歴史的経過/2.ニューラルネットの背後にある脳のしくみ
3.人工知能の未知の領域にむけて
第2章　人工知能・機械学習・ディープラーニング関連技術を使用するには?実用技術と問題点
第1節　人工知能技術を産業利用するために必要な素養とは/1.研究段階と産業利用段階の技術の違いの見極め
2.産業利用レベルにある技術に対する知識とそれらを組み合わせる応用力
3.段階的な試作と改良による開発手法とプロジェクト管理
第2節　データの取り扱いと事前処理　/1.データの形式/2.機械学習の事前処理/3.データの俯瞰
第3節　ツールを実装する　/1.ディープラーニングのツールについて/2.Caffe/3.Chainer/4.その他のツール
第4節　プライバシー侵害とパーソナルデータの扱いについて1.プライバシーとは何か
2.パーソナルデータの扱いとプライバシー侵害　/3.プライバシー侵害をしないためのパーソナルデータの扱い
第5節 人工知能を取り巻く法制度・倫理のあり方について
1.スマート化する社会における法制度設計の困難さについて
2.人工知能関連技術の事業化において法制度・倫理の観点から留意するべき事項
3.今後取り組むべき人工知能を取り巻く法制度整備の在り方について
第6節　技術的特異点(シンギュラリティ)・2045年問題　等
第3章　各種アプリケーション事例と提案
第1節　人工知能の産業応用の考え方
1.ITの根本的な変化と産業界への影響/2.人工知能技術の業種別・職種別の応用事例/3.市場規模の予測
4.人工知能の導入・活用にあたっての課題
第2節　人工知能関連技術の自動運転への応用と今後の展望
1.自動運転の実現に向けて/2.クルマをシステムが運転するという事/3.センサーとセンサーフュージョン
4.地図の重要性/5.画像認識の発展/6.点群とディープラーニング/7.走行アルゴリズムとディープラーニング
8.走行中のドライバーの運転も学習する/9.グローバルデータセンターの重要性/10.クルマの知能化と新事業の開拓
11.まとめと今後の展望
第3節 ロボットと人工知能
第1項　深層学習技術のロボット応用 / 第2項　産業用ロボット制御に対する人工知能技術活用の展望
第4節　医療・ヘルスケア分野の人工知能
第1項　創薬と人工知能 /第2項 医用人工知能(自動診断・診断支援等)の研究状況と今後　
第5節　外観検査
1.人工知能(機械学習)とは/2.検査(撮影)機材・検査方法/3.画像特徴/4.学習識別器/5.機械学習の実際/6.事例
第6節　計算機ナノマテリアルデザインとその応用 /第7節　成形加工法への応用 /第8節　エネルギー
第9節　マーケティング/1.伝統的マーケティングからのパラダイム変化/2.大規模マーケティングデータと機械学習
3.商品推薦とクーポン最適化/4.消費者行動/5.大規模なマーケティングデータ解析の課題と展望

市瀬龍太郎　国立情報学研究所
長橋　賢吾　フューチャーブリッジパート
　　　　　　ナーズ（株） 
山下　隆義　中部大学 
石井　一夫　東京農工大学 
池田　拓史　テクノスデータサイエンス・
　　　　　　エンジニアリング（株） 
堀田　一弘　名城大学 
藤田　雄介　（株）日立製作所
高村　大也　東京工業大学 
大森　隆司　玉川大学
高村　　淳　モデライズ株式会社
中田　豊久　新潟国際情報大学
神田　泰行　光和総合法律事務所
東　　博暢　（株）日本総合研究所
広口　正之　日本シンギュラリティ協会
神田　　武　（株）NTTデータ経営研究所 
野辺　継男　インテル（株）
尾形　哲也　早稲田大学　
堂前　幸康　三菱電機（株） 

川西　亮輔　三菱電機（株） 
児島　　諒　三菱電機（株） 
白土　浩司　三菱電機（株）
原口林太郎　三菱電機（株） 
岩田　浩明　先端医療振興財団　
種石　　慶　理化学研究所　
奥野　恭史　京都大学　
荒牧　英治　奈良先端科学技術大学院大学
若宮　翔子　奈良先端科学技術大学院大学 
吉田　　博　大阪大学 
新屋ひかり　大阪大学 
真砂　　啓　大阪大学 
清家　聖嘉　大阪大学 
福島　鉄也　大阪大学 
佐藤　和則　大阪大学 
永田　　毅　みずほ情報総研（株）
北山　哲士　金沢大学 
永田　　武　広島工業大学　　
後藤　正幸　早稲田大学 

人工知能・機械学習・ディープラーニング
関連技術とその活用

何ができるのか？何が必要なのか？産業利用を考える人のための

発刊　　2016年2月
定価　　27,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　147ページ
ISBN　  978-4-86502-101-1

「知財戦略策定の流れや重要ポイントの理解」
「具体的手法を用いた知財戦略の立案法・出願国選定基準の習得」
「他部門も巻き込んだ知財戦略の実現」などを目指した充実の内容です。業務やご所属問わず、知財に関わる皆様に贈りたい必携の1冊！

第1章　知財戦略立案の基礎知識－知財現状・各種パテントマップの解説・マップ作成事例－
1. 知的財産権を取り巻く現状
 1.1 プロパテントを理解しないと知財戦略は策定できない！ / 1.2 世界経済の動向
2. 知的財産権とは
 2.1 知的財産権の定義 / 2.2 知的財産権の種類 / 2.3 知的財産権の目的
 2.4 知的財産権の活用
3. 知財戦略とは?
 3.1 知財戦略の定義 / 3.2 日本で知財戦略が弱かった原因
 3.3 日本で知財戦略を強くするためには / 3.4 知財戦略を立案するに当たっての留意点
4. 他社の動向を調査・解析しパテントマップを作成
 4.1 パテントマップ作成の目的 / 4.2 技術競争に必ず勝つために
 4.3 技術開発のステップと知財戦略 / 4.4 パテントマップの種類と活用
 4.5 マクロ分析に用いるパテントマップ / 4.6 セミマクロ分析に用いるパテントマップ
 4.7 ミクロ分析に用いるパテントマップ
第2章　具体的な手法を用いた知財戦略立案事例
1. 知財戦略の策定目的　　1.1 知財戦略の方針 / 1.2 開発テーマの決定
2. 知財戦略手法「U’Method」
 2.1 U’Methodの概要 / 2.2 U’Method推進テーマの決定 / 2.3 機能鳥瞰マップの作成
 2.4 攻めどころを決める / 2.5 U’Methodを用いた勝てる知財戦略　
 2.6 可能性アイデアの多量発想 / 2.7 戦略的先行特許出願 / 2.8 R&D テーマ推進の革新
 2.9 R&D テーマの抽出 / 2.10 中長期計画策定
3. U’Methodによって得られる特許の実力
 3.1 U’Methodによって得られる特許の先行特許実力
 3.2 U’Methodによって得られる特許の発想の先見力
 3.3 U’Methodによって得られる特許の発想の拡大力
4. U’Methodまとめ
 4.1 U’Methodポイントまとめ / 4.2 U’Method実働時間 / 4.3 U’Method試行条件
5.機能キーワードと機能ツリー作成の補足説明

第3章　知財戦略推進のポイントと出願国選定基準
1. 事業と知財戦略
 1.1 守りの知財戦略 / 1.2 権利行使できる特許 / 1.3 攻めの知財戦略
2. 知財戦略の中で特許以外の知的財産権の活用法
 2.1 商標権の活用 / 2.2 意匠権の活用 / 2.3 実用新案権の活用
 2.4 出願せずにノウハウとして活用
3. 経営に役立つ知財戦略
 3.1 当たり前の特許を取得する / 3.2 特許侵害の見える化 / 3.3 技術者の発明認識の転換
4. 知財戦略立案のために必要となる情報
 4.1 トレンド / 4.2 ニーズ情報 / 4.3 標準化情報 / 4.4 グローバル情報　
 4.5 業界情報、企業情報
5. グローバルな知財戦略の立案
 5.1 日本だけに出願される特許出願の位置づけ / 5.2 国際出願ルートの選定方法
 5.3 グローバル出願戦略における出願国の選定
6. 特許の出願から登録・維持・放棄のプロセスでの取り扱い
 6.1 特許の出願から登録・権利維持プロセスでの経費
 6.2 特許の出願から登録・維持・放棄のプロセスでの知財戦略
7. 企業のコンプライアンスと知的財産に関わる契約の留意点
 7.1 技術者に対し、社外との情報交換での留意点 / 7.2 営業秘密の知識と管理
 7.3 材料メーカの共同出願契約の留意点 / 7.4 日本の大学と共同研究する上での留意点
第4章　科学的発想手法「α発想法」
1. 発想原理
 1.1 発想の原理は視点です。 / 1.2 発想の源泉　
 1.3 よりたくさんのアイデアを得るためには / 1.4 自分の知識・経験を膨らませる方法
2. 有効なアイデアの出し方
 2.1 数はパワーか? / 2.2 思考の階層 / 2.3 某事業場での思考風景
 2.4 理想的な発想活動の思考風景
3. 大基本発想技法
 3.1 Check List 法 / 3.2 Brain Storminng法 / 3.3 KJ法 / 3.4 3大基本発想技法の現状
4. α発想法
 4.1 情報収集 / 4.2 リーダーが事前にメンバーにテーマ、日程を連絡
 4.3 第一巡目の個人ワーク / 4.4 第一巡目の集団ワーク
 4.5 塊のさらなる大塊化のやり方 / 4.6 塊毎に作業者割り当て（2～3人/塊）
 4.7 第一巡目の鳥瞰ワーク / 4.8 第二巡目の個人ワーク
 4.9 第二巡目の個人ワーク後にツリーにまとめ / 4.10 第二巡目の集団ワーク
 4.11 第二巡目の鳥瞰ワーク / 4.12 α発想法のポイントまとめ

知財戦略の策定手順
－他社に勝つ知財戦略をいかに立案するのか？－

アイ・ピー・ファイン株式会社　

 取締役、常務執行役員 兼 知財コンサルティング部長　

　　　　　　　　　　　　　大藪　一　氏
 ※元・パナソニック株式会社



▼▲ 特許・AI・統計・マーケティング / 化学物質規制、アグリビジネス、環境
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発刊：2010年5月　定価：41,000円 + 税　体裁：B5判　ソフトカバー　本文 266ページ /参照資料 88ページ
ISBN：978-4-904080-55-9

第1章　情報収集と情報解析〔基礎編〕 
1.業務で活かす情報源と情報収集手段/2.必要な情報の
集め方＜インターネットを業務に役立つ情報源に＞
3.情報収集と情報解析はセットと考える/4.公開情報と
未公開情報/5.情報感性を磨く/6.情報解析の流れとス
テップ/7.情報は発想資源である/8.情報解析の目的と
動機/9.切り口の設定と切り口項目の選定/10.技術情報
の種類と情報源/11.情報検索＜データベースの活用＞ 
12.収集された情報の仕分けとビジュアル化/13.情報解
析における思考と作業/14.予測能力/15.切り口の設定
を将来予測につなげる 
第2章　情報サイトと情報データベース〔実践編〕
1.新聞記事データベースの活用/2.科学技術文献データ
ベースの使い方/3.特許情報と特許データベースの使い
方/4.潜在情報とキーワードの選定
第3章　パテントマップ作成と活用〔応用編〕 
1.研究開発とパテントマップ/2.パテントマップの種類
3.特許情報の統計的処理/4.特許戦略マップ/5.リスト
型パテントマップ/6.パテントマップ作成のステップと
流れ/7.切り口設定の実際/8.思考マップの作成(特許情
報の仕分けと整理加工)/9.特許情報以外の情報の活用
10.研究開発課題探索のアプローチ(事例)
第4章　情報解析とパテントマップの活用〔事例編〕 
1.解析のための資料の活用ポイント/2.M社のピッチを
原料とする炭素繊維の開発動向【新聞記事と特許出願
の対比】3.ピッチ系炭素繊維開発動向(物性値によるパ
テントマップ例)/4.ガスハイドレート関連技術の動向
(調査レポート例)/5.「超臨界水」を活用した環境関連
技術の動向(リスト型パテントマップ作成)/6.マイクロ
燃料電池の開発動向/7.植物工場(野菜工場)最近の動向
8.発酵法による水素の製造方法に関する特許調査
9.担子菌由来機能性食品に関する最近の特許動向

10.環境技術関連特許調査の一例 
第5章　よくある質問 
1.インターネットの情報を有効に活用するポイントは
2.未公開情報の入手方法は/3.新聞記事情報の有効性と
扱い方について/4.文献情報の利用の仕方は/5.特許電
子図書館(IPDL)と有料の特許データベースの違いと利
用方法について/6.特許情報を解析する(パテントマッ
プを作る)のに対象となる特許の件数は何件ぐらいが良
いのか/7.パテントマップを仕上げるのにはどのぐらい
の日数がかかるのか、また関わる人数は/8.パテントマ
ップは研究者が作成するのが良いのか、それとも知財
関連担当者が作成するのが良いのか/9.パテントマップ
作成ソフトで良いものがありますか、ソフトの使い方
を含め具体的に知りたい/10.海外特許調査の注意点は
11.中国特許の調査方法は/12.特許の中身を知る資料と
して、公報全文、フロントページ、データベースの抄
録などがありますがその使い分けを知りたい/13.IPCと
FI記号の違いがよく分からない、検索上どちらを使っ
たら良いのか/14.IPC、FI記号の分類項目を見つける方
法を教えて下さい/15.Fタームの有効活用は/16.概念検
索の有効な使い方を教えて下さい/17.特許検索におい
て物質名、化合物名による検索方法のポイントは
18.思考マップと情報マップの違いについて/19.クレー
ムチャートと権利マップとの違いは/20.最近「パテン
ト・トロール」の存在が問題なっていますが、パテン
トマップを作成すれば対応出来るでしょうか(パテント
・トロールの実態を知りたい)
付録・参照資料 
1.特許制度について/2.特許公報の種類/3.公報サンプ
ル/4.パテントマップ作成に使用する公報以外の特許資
料/5.参照資料:主な情報サイト(抜粋)と情報源

★特許・知財に携わる全ての人の実用書
★かゆいところに手が届く 実務者待望の実践解説書

　　隈元　光太郎　氏
（元 呉羽化学工業(株) [現：(株)クレハ] 知的財産部担当部長）

知的財産活用研究所　顧問

～特許情報/技術情報の収集・加工・解析ノウハウ～

パテントマップ作成・活用ガイド

発刊：2012年11月　定価：33,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　278ページ　ISBN：978-4-905545-90-3

第1章 拡張安全性データシート(ex-SDS)の対応に
      ついて
1.欧州の安全性データシート(SDS)規定の変遷 
2.SDSの役割の拡大とその影響 
3.REACHにおけるSDS規定とその運用-改正附属書Ⅱ
とSDS編纂ガイダンスより
4.暴露シナリオと拡張SDSの関係 
5.暴露シナリオ関連のITツール及びガイダンス類
6.拡張SDSに関わるサプライチェーンにおける情報
伝達の問題/7.混合物の場合の対応 
第2章 分類・表示及び包装への対応
1.CLP規則の概要と今後/2.調和化された分類の制定
プロセスとSVHCの今後の予測 
3.分類・表示及び包装関連ガイダンスの状況 
4.分類・表示インベントリー届出について 
第3章 REACH規則及びCLP規則における唯一の代理人
      (OR:Only Representative)の役割
1.EACH規則における登録、届出、認可申請代行及び 
SDSにおける責任/2.CLP規則における分類・表示イ
ンベントリー届出の代行について 
第4章 認可について
1.認可制定のプロセス/2.認可を受ける優先勧告物
質の現状と今後/3.認可候補物質(Candidate List)
の現状と今後/4.今後のSVHCの予測について(有害性
分類との関係)
第5章 制限について
1.REACHにおける制限/2.制限制定の2つのプロセス
(第69～73条による標準プロセスと第68条(2)による
もの)/3.制限と認可の関係/4.制限の内容と付属書
ⅩⅦの改定状況

5.欧州POPs規則とREACH制限との関係 
第6章 REACHにおけるアーティクル中の化学物質の
      規制について
1.アーティクル中の化学物質への要求事項ガイダン
ス(第2版)の概要
2.ガイダンスにおけるアーティクル判定フロー 
3.第7条(2)のアーティクル中SVHCの届出とそのツー
ルについて 
4.第33条に従った義務について 
5.ガイダンスにおける0.1%閾値解釈の議論の今後 
6.業界独自のガイダンスの状況 
第7章 評価について
1.評価のプロセスとCoRAP
(Community rolling action plan) 
2.評価結果の影響 
第8章 新たなリスクへの対応
1.REACHにおけるナノマテリアルの扱いについて
2.REACHにおけるナノマテリアル関連ガイダンスの
改定状況 
3.その他　欧州におけるナノマテリアル規制の動向 
4.欧州における内分泌かく乱物質への取組とREACH 
5.欧州における化学物質の合併効果(combination 
effect of chemicals)への取組状況
第9章 2013年登録に向けて
1.関連ガイダンスの改定状況 
 
REACH、CLP及びPOPs規則改正履歴 
略語集 
引用文献及び情報源リスト

★日本企業がなすべきREACH関連対応を完全網羅！他にはない資料集。
膨大な資料から日本企業のためのREACH関連法規対応をまとめ、解説！
★複雑に絡み合うREACH関連法規、グレーゾーンの問題が徐々に解決。最新動向は？（リンク集データ付）

欧州化学物質法規制ガイドブック
～REACH/CLP/関連欧州法規制～

コニカミノルタビジネスエキスパート(株)
 事業推進統括部　社会環境部　順法推進グループ

山本　毅　氏

発刊　　2017年1月
定価　　31,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　 　 165ページ
　　　　　+画像CD
ISBN　  978-4-86502-123-3★植物工場で周年安定生産を実現したい方へ贈る！５２のトラブル事例と解決策から見る実践書。

★すでに植物工場事業をはじめている方から、これから参入を考えている方まで。
　経験豊富な著者が、現場で遭遇した事実を基に徹底解説！

・はじめに/・予めお断りしたい事

第1章　トラブル事例として最も多い「チップバーン」の詳細解説
1. チップバーン（葉先枯れ症）とは何か

第2章　実際のトラブル事例から見る失敗要因とその解決策
問題解決にあたり
1. チップバーン関連トラブル
　ーチップバーンに関する、13のトラブル事例を挙げて解説します。
2. 成長速度に関するトラブル
　ー成長速度に関する、3つのトラブル事例を挙げて解説します。
3.発芽～育苗に関するトラブル
　ー発芽～育苗に関する、5つのトラブル事例を挙げて解説します。
4. 細菌と品質維持に関するトラブル
　ー細菌と品質維持に関する、6つのトラブル事例を挙げて解説します。
5.養液に関するトラブル
　ー養液に関する、8つのトラブル事例を挙げて解説します。
6. 照明に関するトラブル
　ー照明に関する、3つのトラブル事例を挙げて解説します。
7. 仮植～定植に関するトラブル
　ー仮植～定植に関する、3つのトラブル事例を挙げて解説します。
8. 収穫、包装に関するトラブル
　ー収穫、包装に関する、3つのトラブル事例を挙げて解説します。
9．栽培施設、設備
　ー収穫、包装に関する、6つのトラブル事例を挙げて解説します。

第3章　1章、2章を深く理解するための詳細資料
1. レタスの褐変
2. 光合成
3. 光は毒にもなる
4. 光源
5. 湿度と風
6. 栽培温度と成長速度
7. 細胞壁
8. 膨圧
9. 溶解
10. 養液
11. キャビテーション
12. 水道水の使用
13. 栽培日数と栽培重量
14. 温度と湿度の関係
15. 栽培室内の湿度・温度のバラツキの測定一例
16. 野菜の美味しさ
17. 流通温度(保管温度)と呼吸
18. 収穫用はさみ(フローリストナイフ)
19. 栽培装置
20. 栽培管理
21. 葉中カルシウム分布　データ
22. 流通温度(保管温度)と呼吸
23. 収穫後日持ちする理由
24. 生育を早める環境・栽培管理
25. 細菌の制御技術
26. 水の温度の特異性
おわりに

※弊社ホームページに詳細な目次を掲載しております！ぜひご確認ください。
　検索ワード⇒『BC170101　情報機構』

失敗から学ぶ、人工光型植物工場の栽培管理ノウハウ
－シーン毎のトラブル事例から見る失敗要因と解決策－

GNH工房　代表　　大山 敏雄　氏
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ＥＵ・中国を中心に最新動向を増補して、頼れる規制ガイドがリニューアル（100ページ増）！！
もちろん、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、台湾、韓国、ロシア、
東南アジア、インド、南米、湾岸諸国などの情報も情勢に合わせ見直しています。

Ⅰ．欧州
 　1.プラスチック指令以前
 　2.枠組み規則、プラスチック指令
 　3.プラスチック指令の移行試験
 　4.プラスチック規則（PIM）
 ★5.プラスチック規則のガイドライン（全体･情報伝達･移行試験･適合試験）
 　6.その他の規制

Ⅱ．米国
 　1.法制度の構成
 　2.食品医薬品化粧品法
　 3.食品添加物規制改正と食品添加物申請制度（FAP）
　 4.食品医薬品行政近代化法と食品接触届出制度（FCN）
 　5.規制からの免除や除外、Lehmanリスト
 　6.純度、リサイクルの要件
 　7.食品安全近代化法

Ⅲ．カナダ
　 1.食品医薬品法
 　2.法の構成
 　3.規制の枠組み
 　4.行政管理
 　5.米国との関係

Ⅳ．オーストラリア/ニュージーランド
 　1.両国の協同

 　2.食品標準公典
 　3.リサイクル材料

Ⅴ．中国/台湾
 中国
  ★1.改正食品安全法
 　 2.GB 9685への既存物質の追加収載
 　 3.GB 9685への新規物質の登録申請
  ★4.国家標準制定改正（プラスチック･ゴム･紙･金属･コーティングなど）

 台湾
　 1.食品器具、容器及び包装の衛生基準
　 2.プラスチック食品接触材料の上市前登録制度

Ⅵ．韓国
　1.関連機関
　2.食品衛生法（FSA）
　3.食品公典
　4.食品接触材料規制
　5.輸入の要件
　6.規制の方向性

Ⅶ．ロシア

Ⅷ．ASEAN経済ブロック（AEC）

Ⅸ．インド

Ⅹ．中南米経済ブロック（MERCOSURなど）

ⅩⅠ．湾岸諸国（湾岸協力会議(GCC)）

塩ビ食品衛生協議会 常務理事 
　　　　　　　　　　石動　正和 氏

各国の食品用器具･容器包装材料規制
～動向と実務対応～ 改訂増補版

発刊　　2016年3月
定価　　62,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　332ページ
ISBN　  978-4-86502-103-5

将来的に巨大な産業となる事が確実視されている‘高機能・高付加価値植物’
「より高く野菜を売りたい」　「他社と差別化を図りたい」そんなお悩みに、植物が秘める‘機能性’が活路を見出す！
成分向上手法、栽培方法と事業化への取り組み、事業化検討、各社の機能性植物活用事例など・・・

＜第1部　機能性植物の概要及び取り巻く現状＞
第1章　機能性植物とは
第1節　機能性植物総説　/第2節　機能性薬用植物の概要　/第3節　機能性野菜の概要
第2章　何故いま機能性植物なのか
第1節　薬用植物を始める前に～踏まえておくべきビジネス事情
第2節　薬用植物の栽培状況
第3節　国産野菜の生産状況とマーケット・ニーズ動向
第4節　諸外国においての植物工場の市場動向、および米国にて注目される
　　　 高機能・高付加価値植物“医療用カンナビス”の可能性
第5節　機能性表示制度改正
第3章　関連企業が踏まえておきたいトピックス
第1節　機能性表示制度によるトラブル
第2節　機能性食品に関わる特許戦略
第3節　国内における薬用植物事業化の課題
＜第2部　機能性成分向上技術・栽培技術の最新事例＞
第4章　機能性成分向上手法

第1節　スプラウトのビタミンC含量向上
第2節　カンゾウ苗のグリチルリチン酸含量変化
第3節　塩ストレスによるトマト内ポリフェノール向上
第4節　植物へのビタミンB12強化法
第5節　土壌によるミネラル含有量制御
第6節　タマネギの高ケルセチン化手法
第7節　葉菜及び果菜での低カリウム含有量化
第8節　包装貯蔵によるトマト果実中GABAの増強
第9節　植物生育における環境応答　
第5章　一般農作物への最新技術アプローチ
第1節　青色LED光照射による収穫後ウンシュウミカンの腐敗抑制
第2節　鮮度保持技術を活用したカット野菜事業の展開
第3節　光害による生育への影響
第4節　機能性農産物(植物)加工技術～加工による高付加価値～
第6章　品目別の栽培方法
第1節　オタネニンジンの閉鎖型人工光栽培　/第2節　高ケルセチンタマネギ
第3節　低カリウムイチゴ生産の試み　/第4節　トマトの高リコペン高糖度栽培の取り組み
＜第3部　機能性植物のビジネス現状把握＞
第7章　各企業の取り組み実例から応用展開
第1節　医薬品への活用
　第1項　植物高含有天然物を用いた医薬品・機能性分子開発の取り組み
第2節　薬味酒「金山来福酒」の開発
第3節　化粧品への活用
　第1項　有機JAS認証植物の化粧品への応用
　第2項　抗糖化有用植物の開発及び化粧品への活用
第4節　甘味料への活用
第5節　(株)キーストーンテクノロジーの六次産業化
第6節　植物工場事業参入及び低硝酸根野菜栽培
第7節　機能性野菜の加工事業
第8節　高機能化野菜の生産技術の開発
第8章　＜活躍のフィールドは?＞将来展望と事業化の検討
第1節　国産野菜の需給・消費拡大を目指した新たなバリューチェーンの構築
第2節　ハラール認証
第3節　国内での機能性植物ビジネスの形～西洋ハーブの医薬品・サプリメント利用～

小峰　正史　秋田県立大学
中西　準治　内閣官房・地域活性化
　　　　　　統合事務局
有井　雅幸　東京デリカフーズ(株)
足立　雅洋　アグリウェーブ(株)
坂崎　文俊　大阪大谷大学
相原　礼路　相原特許商標事務所
伊藤　徳家　奥羽大学
澤井　祐典　農業・食品産業技術
　　　　　　総合研究機構
芝野真喜雄　大阪薬科大学
圖師　一文　宮崎大学
渡邊　文雄　鳥取大学
田野島鐵也　(株)ヴェルデ
岡本　大作　(株)植物育種研究所
小川　敦史　秋田県立大学
牧野　義雄　東京大学
山家　一哲　静岡県農林技術研究所
垣渕　和正　(株)四国総合研究所
園山　芳充　(株)アグリライト研究所

五十部誠一郎　日本大学
金井　藤雄　生薬コンサルティング
斎藤　和興　(株)セネコム
浅尾　俊樹　島根大学
北山　　隆　近畿大学
名田　和義　三重大学
池上　文雄　千葉大学環境健康
　　　　　　フィールド化学センター
冨樫　　智　千葉大学環境健康
　　　　　　フィールド化学センター
西村　文秀　丸善製薬(株)
多田　明弘　ポーラ化成(株)
村田　雄司　サラヤ(株)
岡﨑　聖一　(株)キーストーンテクノロジー
宮下　善雄　(株)大泉野菜工房
佐藤　　喬　わくわくあぶくま夢ファーム
森　　有一　メビオール(株)
佐藤　仰喜　(株)フィードイノベーション
安川　　憲　日本大学

機能性植物が秘めるビジネスチャンス
～各社事例から学ぶ成分向上手法／事業活用例～
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「農業参入を考えているが、何から手をつけたらよいかわからない」「新規事業を模索している」
「参入したものの、事業が軌道に乗らない・・・」そんな方々に朗報！
各企業の取り組み事例と併せて、事業成功要因を徹底分析。経験者の成功と失敗からくる、今日から使える実務ノウハウがこの1冊に！

＜第1部　アグリビジネスの概要と参入への具体的手順＞

第1章　アグリビジネスを始める上での基礎知識

第2章　農業参入手続きの前提条件

第3章　政府の農業関連支援施策

　第1節　農林水産省の取り組み　/第2節　経済産業省の取り組み　/第3節　補助金制度

第4章　形態に応じた参入の具体的手順

   第1節　3つの参入形態形態　/第2節　各参入形態の留意点

第5章　ビジネスモデル構築

第6章　事業化の前に把握すべき主なアグリビジネス事業の現状と課題

  第1節　完全人工光型植物工場　/第2節　薬用植物　/第3節　陸上養殖

　第4節　新規アグリビジネスとしての微細藻類の産業化

＜第2部　アグリビジネス参入事例＞

第7章　事業内容別アグリビジネス参入事例

　第1節　植物工場事業

　  第1項　イチゴ　/第2項　機能性野菜　/第3項　トマト　/第4項　ブルーベリー

　　第5項　ワサビ　/第6項　グリーンリーフ

  第2節　薬用植物　　/第１項　甘草

  第3節　陸上養殖　　/第1項　トラフグ　/第2項　アクアポニックス

　第4節　藻類

      第1項　微細藻類からのDrop-in-Fuel製造

　　　第2項　藻類の食品利用展開とその有用性

　第5節　参入者業種別参入事例

 　   第1項　鹿島建設の植物工場エンジニアリングへの取り組み

　　　第2項　空き施設活用型事例

  　  第3項　ソフトウェア業界からの参入事例～観光農園

　　　第4項　社会福祉業界からの参入事例  

 　　 第5項　自然化粧品事業からの参入事例　/第6項　運輸・鉄道業界からの参入事例

  　　第7項　食品メーカーからの参入事例　/第8項　部材・部品会社からの参入事例 　

　　　第9項　機器メーカーからの参入事例　/第10項　電気メーカーからの参入事例

　　　第11項　有機薄膜太陽電池を用いて発電するビニールハウスの取り組み事例

第8章　不首尾・撤退事例と要因分析～よく見られる特徴とリスク低減プラン～

    第1節　異業種からの農業分野への参入事例研究

    第2節　香港での植物工場設立についてその計画・実践・成功及び失敗

＜第3部　今後の注目分野とアグリビジネスの将来性＞

第9章　注目トピックス

　第1節　機能性表示制度改正　/第2節　特徴ある成分を含有した薬用植物の栽培

第10章　アグリビジネス将来予測～業界展望の考察～

第11章　アグリビジネスよくあるQ&A

　第1節　アグリビジネス全般　/第2節　植物工場　/第3節　薬用植物

　第4節　陸上養殖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etc

三輪　泰史　　(株)日本総合研究所
田中　康晃　　田中やすあき行政書士事務所
垰野　俊介　　農林水産省
川村　朋哉　　経済産業省
前之園博一　　前之園行政書士事務所
松尾　誠也　　(株)NP
森　　康裕　　一般財団法人
　　　　　　　社会開発研究センター
渡邊　高志　　熊本大学
遠藤　雅人　　東京海洋大学
鷲見　芳彦　　北海道大学
岩佐　大輝　　(株)GRAアグリプラット
　　　　　　　フォーム
渡辺　　周　　(株)GRAアグリプラット
　　　　　　　フォーム
高橋　大喜　　日本アドバンストアグリ(株)
山本　将嗣　　日本アドバンストアグリ(株)
小豆澤　斉　　(株)農援隊
荻原　　勲　　東京農工大学
田中　逸夫　　岐阜大学
菱田　敦之　　医薬基盤・健康・栄養研究所
林　　茂樹　　医薬基盤・健康・栄養研究所

野口　勝明　　(株)環境生物化学研究所
Aragon St-charles　 日本アクアポニックス
福永　哲也　　出光興産(株)
鈴木　健吾　　(株)ユーグレナ
澤田　裕樹　　鹿島建設(株)
藤本　真狩　　イノプレックス
田中　利忠　　(株)湘南情報東京
由井　寅子　　日本豊受自然農(株)
山本　　寛　　近鉄グループ
　　　　　　　ホールディングス(株)
大仲　克俊　　岡山大学
杉本　明義　　矢崎総業(株)
小川　弘樹　　(株)コロナアグリ
谷澤　孝欣　　パナソニック(株)
　　　　　　　エコソリューションズ社
渡邊　康之　　諏訪東京理科大学
加藤　寛昭　　食と農研究所
建部　真一　　(株)ヴェルデオンコンサル
　　　　　　　ティングジャパン
武田　　猛　　(株)グローバルニュートリ
　　　　　　　ショングループ

アグリビジネス新規参入の判断と手引き
～異業種からの参入事例集／ビジネス性の考察と将来展望～

発刊　　2016年3月
定価　　35,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　163ページ
ISBN　  978-4-86502-104-2

○化審法とは？そしてその対象は？○既存化学物質・新規化学物質の届出・申出の実務について詳解！
○化審法に必要な試験とその詳細、結果の解釈までわかりやすく記載！○高分子化合物の扱いも重点的に解説！
○化審法に違反したらどうなる？？○安衛法との関係は？　実務で知りたい情報が満載！！化審法対応に必携の書

第1章 化審法の概要
1. 化審法  /1.1 化審法、その歴史的背景/1.2 化審法の目的/1.3 化審法の対象範囲/1.4 化審法の当局
2. 化学物質と製品    /3. 既存化学物質と新規化学物質
 3.1 既存化学物質と新規化学物質/3.2 既存化学物質名簿/3.3 既存化学物質の調査/3.4 当局との相談
4. 化学物質の分類  /4.1 化審法における化学物質の分類/4.2 化審法における規制
第2章 既存化学物質の規制
1. 既存化学物質と一般化学物質  /1.1 既存化学物質の規制/1.2 一般化学物質とは
2. 一般化学物質の製造数量等の届出  /3. 優先評価化学物質の製造数量等の届出 /4. 監視化学物質の届出
5. 第一種特定化学物質の届出 /5.1 第一種特定化学物質の届出/5.2 試薬として第一種特定化学物質を輸入
6. 第二種特定化学物質の届出 /6.1 第二種特定化学物質の届出/6.2 予定数量の届出/6.3 実績数量の届出
7. 有害情報の報告義務 /7.1 有害性情報の報告とは/7.2 対象者と対象化学物質/7.3 対象となる有害性情報
 7.4 報告に必要な書類/7.5 報告書等の提出先、提出方法/7.6 報告の期限/7.7 努力義務と任意提出
第3章 新規化学物質の規制
1. 新規化学物質の事前届出制度  /1.1 新規化学物質の事前届出制度/1.2 事前届出の対象となる閾値
2. 事前届出が不要な場合
 2.1 試験研究用途/2.2 試薬/2.3 全量中間体/2.4 新規化学物質とは見なさない場合
3. 少量新規化学物質の製造・輸入申出  /3.1 少量新規化学物質の製造・輸入申出とは /3.2 申出時期
 3.3 申出の方法 /3.4 確認が得られる量  /3.5 申出時期と確認量/3.6 必要書類/3.7 確認通知書
4. 低生産量新規化学物質の製造・輸入申出
　4.1 低生産量新規化学物質の製造・輸入申出/4.2 安全性試験/4.3 申出時期/4.4 審査
　4.5 申出の流れ/4.6 申出に必要な書類/4.7 少量新規化学物質製造・輸入申出との関係/4.8 継続申請
5. 新規化学物質の製造・輸入届出 /5.1 新規化学物質の製造・輸入届出/5.2 安全性試験/5.3 届出時期
  5.4 審査/5.5 届出に必要な書類/5.6 届出の結果/5.7 官報公示/5.8 一般化学物質の届出
6. 中間物、閉鎖系用途、輸出専用品
第4章 化審法に必要な安全性試験
1. 安全性試験  /1.1 化審法に必要な安全性試験/1.2 安全性試験の国際整合性
2. 分解度試験  /2.1 分解度試験とは/2.2 試験結果の解釈/2.3 変化物が生成した場合
3. 濃縮度試験  /3.1　濃縮度試験とは/3.2　試験結果の解釈/3.3　分子量による試験免除
 3.4　オクタノール/水分配係数試験との関係

4. オクタノール/水分配係数試験  /4.1 オクタノール/水分配係数とは/4.2 試験結果の解釈と濃縮度試験
 4.3 オクタノール/水分配係数値の予測   /5. 生態毒性試験 /6. 魚類急性毒性試験  
7. ミジンコ急性遊泳阻害試験/8. 藻類生長阻害試験/9. スクリーニング毒性試験 
10. 復帰突然変異試験  /10.1 復帰突然変異試験とは/10.2 試験結果の解釈
 10.3 労働安全衛生法における取扱い   /11. 染色体異常試験 /12. 反復投与毒性試験  
第５章 高分子化合物の評価
1. 化審法における高分子化合物  /1.1 高分子化合物とは/1.2 高分子化合物と低懸念ポリマーの定義
 1.3 高分子化合物と低懸念ポリマーの為の安全性試験
2.高分子化合物における既存化学物質
 2.1 既存化学物質/2.2 ブロック重合とクラフト重合/2.3 三つのモノマー規則
3. 高分子フロースキーム試験  /3.1 高分子フロースキーム試験とは/3.2 酸・アルカリによる安定性試験
 3.3 水及び溶媒における溶解性試験
4. 高分子フロースキーム試験と低懸念ポリマー
 4.1 高分子フロースキームと低懸念ポリマー/4.2 低懸念ポリマー確認申出と新規高分子化合物届出の違い
5. 必要書類  /5.1 低懸念ポリマー確認申出に必要な書類/5.2 新規高分子化合物の届出に必要な書類
6. 高分子フロースキーム試験の実際
 6.1 試験サンプルと申出・届出高分子化合物/6.2 水に溶解する高分子化合物の場合
7. 労働安全衛生法における高分子化合物   /7.1 労働安全衛生法における新規高分子化合物
 7.2 労働安全衛生法において既存化学物質と見なされる高分子化合物
第6章 分解度試験の変化物と濃縮性の評価
1. 濃縮性の評価 
 1.1 濃縮性の類推評価/1.2 解離性物質のオクタノール/水分配係数試験/1.3 濃縮性評価のまとめ
2. 分解性の類推評価　　　/3. 分解度試験で変化物ができる場合
 3.1 分解度試験と変化物/3.2 変化物が同定できる場合/3.3 変化物が同定できない場合
 3.4 変化物が既存化学物質で、国よる試験結果が存在する場合
4. 届出物質が水中で変化する場合/5.届出物質が分解度試験で完全に分解する場合
第7章　罰則
1. 化審法における罰則   /1.1 新規化学物質を許可なく製造、輸入した 
 1.2 一般化学物質の製造輸入量等の届出を不実施/1.3. 第一種特定化学物質を許可なく製造輸入した
2. 労働安全衛生法にける罰則 /2.1 新規化学物質を許可なく製造、輸入した場合/2.2 化審法との関係
第8章 労働安全衛生法における新規化学物質の規制
1. 労働安全衛生法 /2. 既存化学物質と新規化学物質 /3. 新規化学物質事前届出の対象
4. 試験研究用途と試薬 /5. 少量新規化学物質の確認申請  /6. 新規化学物質の製造(輸入)届
7. 化審法との比較

化審法申請の実務
～各種届出・申出の詳細と各種試験法及び違反・罰則～

合同会社ハトケミジャパン　

　　　　　　　　代表　宮地 繁樹　氏
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○輸入手続きに関する電子申請の解説とフローチャート　○輸入申請書類も英訳済み
○有害物質法に基づく有害物質の一覧を収録
○タイ人輸入担当者とのコミュニケーションにも有効に活用できる一冊！

Editor’s Note for this 2014 Translated Version

Preface (of the 2009 Thai version)

Manual for Importation of Hazardous SubstancesOriginally Prepared by
Hazardous Substances Control BureauMay 2009 Amended November 2014

1 Introduction

What you should know about hazardous substances category 1

What you should know about hazardous substances category 2

What you should know about hazardous substances category 3

What you should know about hazardous substances category 4

Exemptions from Hazardous Substances Act

2 Recommendation for Procedures According to Hazardous Substances ActB.E. 
2535(1992)

2.1 Checking if the Substance is Hazardous According to the Hazardous 
Substances Act

2.2 Registration of Hazardous Substances

2.3 Hazardous Substances of Category 2

2.4 Permitting Processes for Hazardous Substance Category 3

2.5 Disclosure of Information (Form Vor Orr/Orr Gor 6)

ANNEX 1: Forms

Hazardous Substance Registration Application Form

Application to Notify the Production, Storage, Import or Export Hazardous 
Substances of Category 2 (in responsibility of Department of Industrial 
Works)

Hazardous Substance Import License Application Form

Seal Permit for Import of Hazardous Substances

Application for Possession of Hazardous Substances

Seal Permit for Hazardous Substances Possession

Fact Disclosure Report form for ( ) Importer ( ) Exporter of Hazardous 
Materials within Responsibility of Department of Industrial Works

Extension of Permit Application Form

ANNEX 2：Consideration of the Officials Visiting Storage Facility for 
Importing Hazardous　Substances Shall Be Based on the Following Ministerial 
Regulation

Manual for Importation of Hazardous Substances for Thailand
Department of Industrial Works, Ministry of Industry
First published in Thai in 2009
Improved Version 2014(incorporates new regulations from 2009-2014)in English

Author;　

NOPPAPORN PANICHI(D.Eng.)

SANGSANT PANICH(Ph.D.)

Planner of the book;

SHINYA HASHIMOTO　HS-TECH ENGINEERING Co., Ltd.

発刊　　2016年1月

★経験豊富な著者が贈る、実務に役立つ植物工場の書籍を3冊同時リリース！
★栽培現場で実際に起こった事や疑問を起点に理論を構築。今日から使えるノウハウ多数！
★豊富な写真・図表を交えて解説。ビジュアル的にもわかりやすい！⇒付録のCD-Rで、本文中に登場する写真や図表のカラー版もご覧頂けます。

●第一巻（栽培技術を学ぶ基礎編）
『完全人工光型植物工場の栽培マニュアル－栽培技術修得を目指して－』
◎まずはこの本！『作物を作る技術』という完全人工光型植物工場の根幹を担う内容を解説。
◎知っておきたい基礎知識からポイント・注意点を出来るだけ易しい言葉で解説します。
◎出勤から栽培室入室までのフローの解説
◎播種・発芽～育苗～仮植～定植～高付加価値附与～収穫～出荷～洗浄・環境サニタイズに至るまで。
　植物工場で作物が育ち、商品として出荷されるまでのプロセスを完全網羅！
　⇒「必要な準備や設備」「実際の作業手順」「栽培条件」「注意点やポイント」「作業安全」などの詳解。
◎今日から使える、スケジュール管理票、チェックリストや収穫記録の雛型、養液配合表の例などを掲載！
◎栽培実務における疑問にも丁寧に解説！（基礎編）
　・日長時間はどうする? ・温度条件の決定基準 ・風は当てた方が良いのか? ・養液の管理のやり方　など
◎栽培現場で起こるトラブル、そしてその対策（基礎編）
　・「もやし状態」になってしまった！対策は？　・藻（アオコ）はなぜ発生するのか？
　・光阻害やチップバーンを防ぎたい　など
●第二巻（周年安定生産を目指す実践編）
『完全人工光型植物工場の管理マニュアル－周年安定生産と植物工場のユニバーサルデザインを目指して－』
◎栽培技術が理解出来たらこちら！
『１年を通しての安定生産』および『誰でも簡単に作業出来る植物工場』を作るためのノウハウを学ぶ。
◎周年生産に繋げる為に、光合成や植物の成長メカニズムを解きほぐす！
◎作物の生育を早める！最適な環境制御・栽培管理とは？
　⇒光源、光強度、温度管理、養液管理など大事なポイントを網羅
◎高品質な植物工場野菜を、安定生産するための実践ノウハウ！
　・チップバーンの原因と対策　・養液の管理や配合について　・温度や湿度の設定・管理
　・見落としを防ぐ！点検チェックポイントとは？　など
◎現場でトラブルが起きてしまった！適切に対処するためのポイント
　・養液が漏れてしまったら？　・室内が結露してしまった時の対応
　・作物の成育が思わしくない・・・　　　など
◎水耕栽培のノウハウも詳解⇒高付加価値野菜の栽培が容易な噴霧水耕については特に詳しく記述！
◎植物工場作物の大きなメリットである、『低細菌作物』を生産するための考え方と実践
◎作物の高付加価値化例として、レタスの低硝酸塩化をご紹介
◎照度や成分分析値など各種データも掲載

●第三巻（マネジメント編）
　『完全人工光型植物工場の頑健性－周年安定生産と事業安定に向けて－』
◎栽培、安定生産ノウハウを学んだら最後はこちら！
　植物工場運営を盤石にするための優れた栽培管理者育成・マネジメント手法を詳解。
◎優れた栽培管理者育成のために！第１巻、第２巻で学んで頂いた内容をより深く解説します。
◎スムーズな植物工場の運営に繋ぐノウハウ
　・作業従事者へ指導するための知識や理論 ・指導を行う際のポイントは何か？
　・作業者の安全を守る運営 ・養液を安定化させるには？　設備を適切に設計・管理するには？ など
◎植物工場をビジネスとして継続する！生き残り戦略の提言
　・設備ありきでなく「何を作るか」が大事  ・図解も交えた事業・商品戦略の解説
　・植物工場の今後の展望・ビジネスチャンス
◎これであなたも専門家？　植物工場栽培において知っておきたい詳細な知識・理論
　・光合成のメカニズム（光合成と光や二酸化炭素、温度などの関係）
　・植物組織についての詳細（細胞の構成、破の構造、水の輸送等）
　・植物ホルモンの概要と作用 ・養液と必要な元素についての解説
　・EC（電気伝導度）と浸透圧など、栽培に関する化学の知識
など

【定価/体裁/ISBN】　B5判ソフトカバー + CD-R 1枚（図表や写真のカラー版データ入）
（第一巻） 完全人工光型植物工場の栽培マニュアル
　　　　　　　　約119ページ　ISBN：978-4-86502-098-4　　価格（単巻購入）　28,000円 + 税　
（第二巻） 完全人工光型植物工場の管理マニュアル
　　　　　　　　約177ページ　ISBN：978-4-86502-099-1　　価格（単巻購入）　31,000円 + 税　
（第三巻） 完全人工光型植物工場の頑健性
　　　　　　　　約159ページ　ISBN：978-4-86502-100-4　　価格（単巻購入）　31,000円 + 税　

GNH工房　代表　　大山 敏雄　氏

＜栽培現場から学んだ実践書＞

完全人工光型植物工場の生産・運営マニュアル（全3巻）

第一巻のみ

第二巻または第三巻のみ

第一巻＋第二巻または第一巻＋第三巻

第二巻＋第三巻

三巻すべて購入（おススメ！）

≪定価≫≪購入形態≫

28,000円+税

31,000円+税

49,000円+税

52,000円+税

69,000円+税

【価格；税別（セット購入価格）】

※ お申込み時に備考覧に購入形態 

　「第○巻+第○巻+第○巻」を

　 必ず明記下さい。

※ セット価格は同時にお申込み頂いた場合

　 に限ります。
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＜消費者に求められる生産物を作るために…生産者向けの新たな「植物工場」書籍発刊！＞
植物工場で生産者が踏まえるべきポイントを1冊に凝縮。事業採算性確立に向けた最新の取り組みが満載です。
経営戦略と分析／設備運用と最適化・コスト低減／栄養成分向上・機能性成分付与技術と各種植物の栽培例／販路開拓と都市型・地方・海外事例

第1部　経営戦略上の重要課題と対策
第1章　植物工場経営の為の戦略と分析
 第1節　人工光型植物工場での栽培作物選定のポイントと対象作物の特性
 第2節　人工光型植物工場でのコスト分析と収益性評価/第3節　国内における植物工場ビジネスの現況
 第4節　植物工場運営における事業成功の基本条件～生産から販売まで～
第2章　植物工場の参入・運営に関わる補助金・ファイナンスの活用法
第2部　設備運用・環境管理上の重要課題と対策
第3章　植物工場設備にかかわるコスト低減策
 第1節　コストダウンに向けた照明管理法/第2節　電力の効率的利用のための環境調節
 第3節　植物工場における自動化技術/第4節　コスト低減のための最新設備・新規栽培方法
  第1項　植物工場分析診断システム等によるコスト管理

  第2項　垂直式栽培装置による植物工場とコスト低減効果/第3項　中小型植物工場の実用化
第4章　栽培環境が植物の生育・栄養価等に与える影響とその管理方法
 第1節　照明が植物の形態及び栄養価・機能性成分に与える影響/第1項　植物栽培へのLED利用と光照射法
  第2項　LED光源の植物への影響および影響に応じた選び方/第3項　LED照明が植物へ及ぼす影響とその評価
 第2節　温度・湿度が植物の生育・栄養価等に与える影響とその管理方法　
 第3節　植物工場における培養液管理－培養液の連続使用が生育に及ぼす影響－
第5章　植物工場の計測システム
第3部　生産物の品質向上に向けた対策
第6章　植物工場生産物の栄養成分向上・機能性成分付与技術
 第1節　光利用による植物工場生産物の糖度向上/第2節　LEDによる作物の高品質化および機能性成分付与
 第3節　省エネルギー型HEFL照明を用いた植物工場での高ビタミン・高ミネラル野菜の栽培
 第4節　工場野菜における硝酸濃縮の実態と硝酸低減に向けた試み
 第5節　養液の調整・管理による植物工場野菜への機能性付与
 第6節　耐暑・耐熱及び耐乾燥抵抗性を高めた植物の栽培技術と植物工場での栽培
 第7節　植物工場産植物での健康食品事業への展開/第8節　植物工場野菜の栄養・機能成分の分析・評価法
第7章　植物種別の植物工場での栽培またはその検討、および事業化への取り組み
 第1節　LEDおよび各光源に適した植物工場栽培品目/第2節　リーフレタス、結球レタス事業化への取り組み
 第3節　人工光源下におけるコマツナの生育特性とカルシウムの蓄積技術
 第4節　植物工場でのトマトの栽培・事業化への取り組み
 第5節　夏秋期における一季成りイチゴ栽培・事業化への取り組み
 第6節　植物工場でのブルーベリーの栽培検討・事業化への取り組み
 第7節　メロンの低カリウム化とその事業化/第8節　植物工場を利用した生薬植物栽培化への取り組み
 第9節　甘草の栽培方法と植物工場での栽培検討
 第10節　植物工場におけるメディカルハーブの栽培・生産とビジネス展開
 第11節　LEDとLDが花卉の開花に及ぼす影響
第4部　マーケティング・ブランド戦略上の重要課題と対策
第8章　植物工場生産物のマーケティング・ブランド戦略および販路開拓に向けたビジネスモデル事例
 第1節　農作物及び植物工場生産物の流通の現状と卸売市場での評価
        －卸売市場からの視点で植物工場生産物を考える－
 第2節　レストランなどへの植物工場野菜の販売・流通戦略と事例
 第3節　店産店消による植物工場運営モデル－レストランでの植物工場野菜使用例など－
 第4節　植物工場の機能性野菜の販路開拓とFC展開/第5節　低カリウム野菜の薬局での生産・販売と現場ニ－ズ
第9章　都市型植物工場の展開
 第1節　都市農業における植物工場･施設園芸の役割/第2節　街中植物工場の展開事例
  第1項　街中植物工場のデザイン事例/第2項　病院での植物工場の活用と医農連携統合医学研究プロジェクト
  第3項　植物工場を活用した企業価値向上の取組み事例
第10章　地方・海外への植物工場展開
 第1節　東北・みやぎ復興パークでの植物工場展開と実証実験/第2節　沖縄型植物工場の考え方と事業化の展望
 第3節　沖縄における植物工場事例/第4節　海外での植物工場事業の展開と適した高付加価値商品生産
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植物工場経営 の重要課題と対策
～経営戦略・設備管理・栽培技術・高付加価値化・マーケティング～
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正確な現状把握にもとづく国内生薬生産のヒント！
漢方薬の7割以上に配合される重要生薬・甘草に焦点を当て，その基原植物の紹介から栽培法などを詳細に解説する．

はじめに

第1章　生薬生産をするための予備知識として、知っておきたいこと
　1.　薬用植物と生薬について
　2.　生薬と食薬区分
　3.　漢方薬とは
　4.　医療用医薬品と一般用医薬品
　5.　国産生薬の衰退
　6.　国産生薬の復活に向けての課題

第2章 　ウラルカンゾウ栽培のための基礎知識
　1.　甘草の基原植物
　2.　国内で栽培可能なGlycyrrhiza属植物
　　　（グリチルリチン酸を含有する種類）
　3.　種子導入時に混入の可能性があるGlycyrrhiza属植物
　　　（グリチルリチン酸を含有しない種類）
　4.　ウラルカンゾウやスペインカンゾウ生育の様子
　5.　甘草の輸入と現状
　6.　甘草の利用

第3章　ウラルカンゾウ栽培法
　1.　筒栽培法を利用したウラルカンゾウの新規栽培法の開発
　2.　栽培法
　3.　培　土
　4.　種子や苗の購入 
　5.　苗の作製
　6.　ウラルカンゾウの養液栽培の可能性
　7.　害虫対策
　8.　雑草対策
　9.　優良個体の選抜
　10.　栽培甘草の化学的品質評価
　11.　測定成分 　
　12.　サンプル調製法（LIQ、ISO、FORの測定）
　13.　HPLC分析条件（LIQ、ISO、FORの測定） 
　14.　サンプル調製およびHPLC分析条件（GLの測定）
　15.　甘草の部位によるグリチルリチン酸含量の違い
　16.　栽培年数の検討
　17.　スペインカンゾウとウラルカンゾウの地下部成分の比較
　18.　カンゾウの実用栽培への取組み
　19.　ストレスによるグリチルリチン酸産生への影響
　20.　地上部の利用
　21.　国内での生薬生産の採算性
　22.　今後の課題
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市場で勝ち残るために…事業化／飼育管理のポイントは？
「どんな魚を」「どのように育て」「売るのか」　陸上養殖技術の現状と将来を集約しました。
陸上養殖の事業化・採算性向上に関する課題と様々な取り組みを掲載。新規参入の検討から研究開発・運用実務まで、広く役立つ1冊です。

第1章 陸上養殖の事業化に向けた課題
第1節 陸上養殖の現状と必須資材及び課題
 1.陸上養殖の現状 /2.必須資材 /3.課題
第2節 事業採算性向上に向けた施設建設・運営のコスト分析およびコストダウンの指針
 1.閉鎖循環系の水質維持とコストの関係 /2.アワビ生産を例とした「水産工場」の建設・運営コスト試算
 3.生産高と販売単価に応じた損益分岐点と事業規模の関係
 4.閉鎖循環式陸上養殖をより事業化しやすくするための方策
第3節 差別化出来る魚種の選定と事業化に向けたビジネスモデル
 1.国内市場の傾向からみる『陸上養殖』事業化に向けてのポイント
 2.差別化を図る新しい試み /3.売れる魚種の選定と商品に必要な要素
 4.事業化～販売までの理想的な取り組み
第4節 陸上養殖における販売戦略～販路開拓のための指針～
 1.わが国水産業の現状 /2.水産物消費の現状 /3.マーケティングの視点から見る養殖魚の現状
 4.養殖魚介類の販売戦略に関する展望と課題
第5節　陸上養殖において留意すべき法規制と行政的支援策の活用
 1.陸上養殖の方式 /2.陸上養殖に関する法規制 /3.陸上養殖事業化のための行政的支援策

第2章 陸上養殖プラントの管理技術
第1節 養殖プラントの水質管理
 第1項 陸上養殖における水質浄化の重要性とその技術
 1.陸上養殖に求められる水質 /2.水質浄化の重要性 /3.換水を極限まで抑えるための水処理技術
 第2項　陸上養殖用ろ過装置とその管理
 1.物理ろ過装置 /2.生物ろ過装置
 第3項　陸上養殖における浮遊固定物除去技術
 1.浮遊固形物の種類と物理的特徴 /2.サイズ別適正装置 /3.装置について
第2節　養殖プラントの水温管理

 第1項 陸上養殖における水温管理と魚への影響
 1.魚介類の適正水温と適正管理の重要性 /2.閉鎖循環式養殖での飼育魚の水温の影響
 3.閉鎖循環式養殖での水温管理方法 /4.掛け流しの陸上養殖での水温管理方法とその排熱利用等の事例
 5.閉鎖循環飼育の場合の加温にかかる省エネ事例
 第2項　地下浸透海水を用いた陸上養殖技術による温度調節コスト低減
 1.地下浸透海水を用いた陸上養殖のメリット /2.デメリット
 3.東海大学での試み /4.クロマグロの地下浸透海水での陸上養殖への挑戦
第3節　ナノキュービックによるオゾン殺菌方法を利用した魚病の疾病対策
 1.魚病対策の背景と目的 /2.従来技術と課題 /3.ナノキュービックについて 
 4.宮崎水産試験場によるオゾン溶解水を利用した殺菌方法での研究成果結論 /5.装置の設置事例
第4節　PCによる陸上養殖プラントの遠隔監視手法
 1.データ監視の必要性 /2.監視の方法 /3.監視例 /4.データの活用

第3章　各種海産物の陸上養殖に向けた取り組み事例
第1節　トラフグの陸上循環養殖に向けた取り組み
 1.循環養殖システム概要 /2.養殖生産結果 /3.生産コスト /4.事業化に向けた課題
第2節　アワビの陸上養殖に向けた取り組み
 1.アワビの生育に影響を与える要因 /2.採算の取れるアワビ陸上養殖に向けて /3.経営と販売戦略
第3節　バナメイエビの陸上養殖に向けた取り組み
 1.陸上養殖に適した魚種とは /2.なぜエビを選定したか？ /3.開発体制（産官連携での推進）
 4.システムの特徴 /5.遭遇した問題と対応 /6.世界でのエビ養殖の取り組み /7.今後の課題
第4節　チョウザメの陸上養殖に向けた取り組み
 1.チョウザメという魚の特性 /2.養殖に適した施設 /3.養殖飼育方法 /4.新魚種を流通させるために
第5節　マアナゴの陸上養殖に向けた取り組み
 1.種苗 /2.養殖施設 /3.養殖環境 /4.育成 /5.課題と展望
第6節　サクラマスの陸上養殖に向けた取り組み
 1.種苗 /2.養殖施設と環境 /3.育成
第7節　閉鎖循環式種苗生産システムとその実証事例
 1.閉鎖循環式種苗生産の特徴 /2.閉鎖循環式種苗生産システムの開発 /3.閉鎖循環式種苗生産の研究及び実証事例
第8節　欧州における陸上養殖の各種事例
 1.欧州における陸上養殖の現状 /2.欧州での閉鎖循環式養殖システム開発と研究の概要
 3.閉鎖循環式養殖システムの現状と今後の方向性
第9節　国内におけるアクアポニックスに向けた取組み
 1.アクアポニックスとは /2.養液栽培と淡水魚飼育による水循環 /3.アクアポニックスの展望と課題
第10節　海外におけるアクアポニックスに向けた取組み
1.History of aquaponics /2.Aquaponic Methods Worldwide /3.Summary of the usage of aquaponics
第11節　水産養殖工場と閉鎖生態系循環式養殖システム
1.水産養殖工場 /2.閉鎖生態系循環式養殖システム
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どれを、どのように使うのか。どれくらいかかるのか…各種再生可能エネルギー・新エネルギーの導入・運用･開発例を一挙に集成。
最新動向はもちろん、導入のメリット・デメリット、イニシャルコスト・ランニングコストの試算、
施工の実際、設備管理・モニタリング、メンテナンスなど、導入から実際の利用まで見据えた知見を、広く・深く網羅しました。

第1章　再生可能エネルギーおよび全量買取制度の動向と今後の課題
1.再生可能エネルギー固定価格買取特別措置法成立までの経緯/2.再生可能エネルギー特別措置法
3.調達価格算定の考え方/4.委員会における個別論点/5.買取制度導入の成果と調達価格算定の課題
第2章　再生可能エネルギー発電活用のための留意点
1.コスト計算のポイント/2.事業化のための資金調達方法/3.国・自治体の補助金の活用方法/4.課題
第3章　産業用太陽光発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例
第1節　固定価格買取制度における産業用太陽光発電事業の留意点と活用事例　　
1.買取制度の概要/2.導入量予測/3.メリットとリスク/4.いろいろな太陽光発電ビジネス/5.投資効果の算出
6.発電設備の最新動向/7.事業の進め方/8.設備管理モニタリング、メンテナンスの留意点/9.活用事例
第2節　産業用太陽光発電を有効活用するマイクログリッドの運用事例
1.産業用太陽光発電を有効活用するエネルギーマネジメント技術/2.建物における運用事例
第4章　太陽熱発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例
1.概要と特徴/2.集光・集熱技術/3.蓄熱技術/4.発電技術/5.管理/6.発電コストの試算と今後の見通し
第5章　地熱発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例
第1節　地熱発電の活用・事業化に向けた留意点
1.地熱蒸気発電/2.バイナリー・サイクル発電/3.小規模地熱発電事例/4.小規模地熱発電導入にあたって
第2節　企業・自治体などにおける地熱発電設備の運用事例
1.概況/2.地熱発電の従来の問題点/3.小型地熱発電用タービン発電機/4.地域共生型小型地熱発電
第3節　霧島国際ホテルにおける小型地熱発電など温泉地熱の多目的利用事例
1.地域の温泉/2.ホテル概要/3.利用状況/4.地熱発電への温泉利用/5.電力の利用方法/6.その他の温泉熱利用
第6章　排熱発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例
第1節　低・中温排熱発電技術の動向/1.バイナリ発電装置の最近の動向/2.地熱発電の最近の動向
3.スターリングエンジン発電設備の最近の動向/4.熱電発電素子の最近の動向

第2節　鹿島製鐵所におけるカリーナ発電設備の運用事例/1.カリーナサイクル発電/2.鹿島製鐵所の発電設備
第3節　スターリングエンジンを用いた排熱発電設備の開発事例
1.エンジンの概要/2.実験用エンジンの性能特性/3.船舶用排熱発電の開発事例/4.排熱発電の技術課題
第7章　バイオマス発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例
第1節　バイオマス発電の活用・事業化に向けた留意点
2.導入のメリットとデメリット/3.コスト計算と施工の実際/4.設備管理・モニタリングとメンテナンス
第2節　木質バイオマス発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例
1.種類/2.国内発電所の現状/3.規模と方式/4.事業性/5.原料の留意点/6.その他留意点/7.普及のための課題
第3節　鶏糞バイオマス発電設備の運用事例～メタン発酵技術の発電利用の紹介と運用における留意点～
1.メタン発酵の特徴/2.アンモニア発酵と原料からの脱アンモニア/3.全体システム/4.問題点と課題
第4節　スターリングエンジンを利用した小規模バイオマス発電システムの開発
1.30kW級STE利用発電システムの概要/2.基本性能試験/3.耐久性評価/4.発電システムの最適化/5.経済性評価
第8章　マイクロ水力発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例
第1節　マイクロ・小水力発電の活用・事業化に向けた留意点
1.マイクロ・小水力発電の概要/2.事業としての小水力発電/3.導入事例による最新動向
第2節　企業･自治体などにおけるマイクロ水力発電設備の運用事例
1.有効落差と発電電力/2.インライン設計/3.技術概要/4.特性/5.発電電力の活用法/6.複列運転/7.導入事例
第3節　自然公園内に建設された新曽木発電所/1.建設の経緯/2.設計・施工/3.維持管理と学習・啓蒙活動
第9章　小型風力発電の活用・事業化に向けた留意点と活用事例
第1節　小形風力発電および主要設備に関する最新動向と導入メリット・デメリット
1.導入状況/2.買取制度の概要と状況/3.規格の状況/4.最新の導入事例/5.導入のメリット・デメリット
第2節　小形風力発電設備の(設置)導入に関するコスト試算と導入、及び設置(施工)の実際
1.買取制度/2.価格及び期間/3.認定基準/4.収支試算/5.買取制度に関する申請/6.系統連系の事前相談
7.設備認定申請/8.設置発注/9.設置工事10.運転動作確認/11.供給開始/12.メンテナンス/13.年次報告
第3節　小形風力発電設備の運用における設備管理･メンテナンスの留意点
1.運用上の注意点/2.メンテナンス/3.小形風力発電機導入時・運用時の代表的な注意事項および対策
第4節　小型風力発電の運用事例/1.秋田県マリンレジャー施設/2.災害に強い複合型モデル事業
3.風力・太陽光ハイブリッド発電街路灯/4.市民農園の街路灯/5.船舶搭載事例/6.ハイブリッド系統連系事例
7.工場排気エネルギー回収事例/8.コンビニエンスストア/9.ロープウェイ駅舎/10.一般家庭
第10章　電力系統への接続に関わる再生可能エネルギー発電の管理・運用のポイント
第1節　再生可能エネルギー発電設備の系統連系上の要求条件と管理・運用のポイント
1.連系可能な発電設備容量/2.連系に伴う電力系統への影響/3.影響回避のための要件と管理･運用のポイント
第2節　再生可能エネルギー発電によるスマートグリッド・スマートコミュニティー実現のための課題と管理
　　　 ・運用のポイント
1.大量導入における課題/2.不確実性への対処法/3.スマートグリッド・コミュニティに対する期待と課題
4.スマートコミュニティーにおける再生可能エネルギーを利用した地域電力供給システムの最適運用例

山内　弘隆　一橋大学
藤　　信一　岩手県立大学
大橋　孝之　(株)資源総合システム
古川　　慧　清水建設(株)
吉田　一雄　(財)エネルギー総合工学研究所
江澤　一明　三井造船(株)
當舎　利行　(独)産業技術総合研究所
福田　正隆・鈴木　篤英・谷口　晶洋
　　　　　　(株)東芝 電力システム社
大窪　三郎　霧島国際ホテル
上原　一浩　神鋼リサーチ(株)
豊島　慎一　新日鐵住金(株)
平田　宏一　(独)海上技術安全研究所

平田　悟史　(独)産業技術総合研究所
笹内　謙一　中外炉工業(株)
佐藤　千春　(株)日立パワーソリューションズ
大岩　徳雄　中部電力(株)
富澤　　晃　東京発電(株)
酒井　孝寿　(株)日立産機システム
福田　真三　日本工営(株)
田中　朝茂　ゼファー(株)
井上　　清　エネルギープロダクト(株)
徳山　榮基　那須電機鉄工(株)
(一社)日本小形風力発電協会
小林　広武　(財)電力中央研究所
千住　智信　琉球大学

再生可能エネルギー発電設備の

　　　　小型・産業用途を中心とした導入・運用展開
        ～太陽光・地熱・排熱・バイオマス・小水力・小型風力～
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採集・育種・培養・照明・空調・抽出…大規模化のための課題とは？
バイオ燃料ビジネスへの利用で注目の高まる微細藻類の、培養技術にフォーカス。
要素技術はもちろん、各種利用技術までも集成した、「より高い生産性」と「事業化・産業化」の布石となる1冊。

第1章 藻類培養技術の事業化に向けた課題
第1節 藻類培養技術の可能性および現状と課題
 1.藻類培養によるバイオ燃料事業化の背景と可能性 /2.光合成微細藻類の有用性
 3.野生ボトリオコッカス(Botoryococcus)の品種改良・育種-榎本藻(enomoto-mo)の誕生とその特性- /4.残された課題
第2節 微細藻類培養における培養プラントの大規模化に向けた考え方
 1.微細藻類の既存大量培養技術 /2.新規有用微細藻類の選定 /3.室内培養 /4.屋外培養
第3節 藻類培養の事業化・産業化に向けた諸元と生産性向上のためのポイント
 第1項 微細藻類の産業化を推進するために考慮すべき事項
 1.微細藻類の産業化への期待 /2.微細藻類産業の領域 /3.各マーケットの規模
 4.産業化プロセス構造とバリューチェーン /5.産業化への取り組み /6.震災復興への新産業構造構築
 第2項 藻類バイオマス利用ビジネスの大規模事業化への視座
 1.藻類の潜在的な能力 /2.人類が藻類の能力を大規模実用化できない制約条件
 3.藻類バイオマス利用ビジネスの大規模事業化構想への視座 /4.結語：来る破壊的イノベーションに備えよ
 第3項 微細藻類の生産性向上のために考慮すべき諸因子 /1.微細藻類の生産性向上の切実性 
 2.藻類バイオ燃料のグローバルなCO2収支への影響 /3.藻類バイオ燃料生産システムの立地条件
 4.微細藻類の生産性を規定する諸要因 /5.生産性向上に向けた技術革新の可能性
第2章　藻類培養の要素技術
第1節 培養種の選定と新規開発の指針 /1.バイオ燃料生産に用いる微細藻の備えるべき要件
 2.実用的な藻種の開発に向けて～各要件ごとの検討事項～ /3.実用的な藻種の開発に向けて～有用形質の統合の道筋～
 4.新規有望藻種の探索の指針 /5.遺伝子操作技術の利用について
第2節 突然変異による微細藻類の育種技術 /1.突然変異 /2.突然変異を用いた育種の流れ
 3.遺伝子組換え技術を用いた育種と突然変異を用いた育種 /4.微細藻類の育種事例
第3節 微細藻類の採集と培養株のスクリーニング育種(単離・維持培養）
 1.微細藻類の採集 /2.培養株の単離 / .有用培養株のスクリーニング育種 /4.培養株の維持

第4節 藻類用の培地作成の最適化-ボトリオコッカス藻を例にして-
 1.光合成藻類の増殖成長のための基本システム
 2.ボトリオコッカス育種改良株「榎本藻」の専用培地の開発とその特性
第5節 藻類培養プラントの設置と設備管理 /1.微細藻類培養プラントの概要 /2.要素技術 /3.設備管理の要点
第6節 藻類培養用フォトバイオリアクターとプロセス開発 /1.液体バイオ燃料は何が目的物なのか？
 2.藻類バイオ燃料製造は現下の多すぎる工程では実用化は難しい /3.海外生産だけでは解決できない問題もある
 4.大規模化だけでは解消できない /5.藻類バイオ燃料の革新プロセスの開発(破砕・抽出・精製を一つの工程に)
 6.フォトバイオリアクターの開発 /7.工業化への残された課題
第7節 LEDによる藻類培養 /1.光の単位 /2.人工照明による微細藻類の培養 
 3.LEDを用いた微細藻類の培養 /4.LED照明器具を用いた藻類培養の実際
第8節 微細藻類培養プラントの空調管理技術(無菌状態の維持やエアレーションシステム他)
 1.屋内・閉鎖系プラント /2.屋内・開放系プラント /3.屋外・閉鎖系プラント /4.屋外・開放系プラント
第9節 培養藻類の各種抽出技術
 1.有機溶媒抽出法 /2.圧縮法DME抽出法 /3.水熱処理法 /4.超臨界抽出法 /5.亜臨界抽出法
第10節 積雪寒冷地域における微細藻類の培養
 1.積雪寒冷地域における微細藻類培養の課題 /2.積雪寒冷地域における日射量
 3.積雪寒冷地域における微細藻類生産性向上のための環境制御 /4.異なる培養条件下での微細藻類増殖速度
第3章　藻類の各分野での活用に向けた培養・生産の留意点
第1節 藻類のバイオ燃料化(発電用途への利用も含めて）
 第1項 バイオ燃料としての利用を念頭に置いた藻類培養に関するテクニック
 1.藻類起源のバイオ燃料製造法(問題点) /2.バイオ燃料生産に向けた藻類培養法 /3.改善点と今後の対応
 第2項 バイオ航空燃料に向けた藻類培養と抽出
 1.バイオ航空燃料に適した脂肪酸を持つ藻類培養 /2.航空燃料とBDF(FAME)との比較　
 3.藻類由来航空燃料の規格 /4.藻類から得られた油脂の航空燃料化
 第3項 微細藻類由来バイオ燃料の高効率抽出技術の開発
 1.藻類オイルの抽出工程における問題 /2.乾燥工程・細胞破壊工程に対する議論
 3.処理スケールと収穫技術の重要性について /4.従来抽出手法とDME extractionの概要
第2節 微細藻類の生理機能と医薬品・ サプリメント(健康補助食品)・化粧品・食品への応用
 1.微細藻類の生理機能 /2.微細藻類の医薬品・サプリメント(健康補助食品)・化粧品・食品への応用
第3節 培養藻類の餌料・飼料・肥料としての利用と大量培養に向けた課題
 1.微細藻類培養システム設計における基礎的知見および要素 /2.環境要素の設計と定量方法
 3.実用プラントにおける餌料用微細藻類培養システム開発
第4節 微細藻類ユーグレナの培養と、食料用途および環境技術としての可能性
 1.ユーグレナについて /2.ユーグレナの食品としての特徴と機能性 /3.環境技術への応用
第5節 微細藻類による環境保全 /1.バイオソープション /2.バイオミネラリゼーション /3.生物除染の試み
第6節 藻類のCO2濃縮作用と光合成維持の機構
 1.光合成の維持に必要なCO2濃縮機構(CCM) /2.クラミドモナスにおけるCCM関連遺伝子の探索と機能解析
 3.二酸化炭素のセンシングとCCMの制御 / 4.CCMの利用改変による光合成の操作の可能性

榎本　　平　　神戸大学
松本　光史　　電源開発(株)
鷲見　芳彦　　北海道大学
宮下　　修　　ジェイ・フェニックス・
　　　　　　　リサーチ(株)
小俣　達男　　名古屋大学
佐々木俊弥　　(株)ネオ・モルガン研究所 
中原　　剣　　(株)ネオ・モルガン研究所
竹中　裕行　　マイクロアルジェ
　　　　　　　コーポレーション(株) 
山口　裕司　　マイクロアルジェ
　　　　　　　コーポレーション(株)
前川　孝昭　　(株)筑波バイオテック研究所
吉田　行友　　(株)アルジェサイエンス

石川　　卓　　三重大学
仲宗根宏政　　(有)沖縄福里物産
西尾　幸郎　　四国大学
中野　和弘　　新潟大学
大橋慎太郎　　新潟大学
石井　孝定　　大阪府立大学
神田　英輝　　名古屋大学
榊　　節子　　マイクロアルジェ
　　　　　　　コーポレーション(株)
鈴木　健吾　　(株)ユーグレナ
増田　篤稔　　ヤンマー(株)
竹中　優弥　　瑞穂市役所
福澤　秀哉　　京都大学 
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★各国及び国内のSDSの基本的記載事項を対比し、類型的な構成を理解。
★実際のSDS（MSDS）記載文章を英語・日本語で対比して、具体的に検討。
★SDSやGHSにおいて使われる用語（英語）を日本語と対応させた用語集（対比表）を巻末に掲載。 

＜本編＞

第1章　MSDSとは
1.　世界にはどのような制度があるか
　1.1　日本　　　1.2　米国　　　1.3　欧州連合(EU)
2.　それぞれのMSDS(SDS)がめざすところ
　2.1　日本　　　2.2　米国　　　2.3　ISO
　2.4　欧州連合(EU)

第2章　MSDSに求められる記載事項
1.　国内三法に基づくMSDSの記載事項
2.　JIS Z 7250:2010
　2.1　基準制定・改正の経緯　　　2.2　MSDS記載項目
3.　ISO 11014:2009
　3.1　基準制定・改正の経緯　　　3.2　SDS記載項目
4.　JIS版とISO版の記載項目の比較
5.　米国におけるSDS
　5.1　制度　　　5.2　MSDSからSDSへ　　　5.3　SDSの対象となる人
　5.4　免除の有無　　　5.5　SDSの記載方法
　5.6　HCS施行スケジュール
　5.7　米国の(M)SDSにおける特徴の一つ(危険有害性の表示)
6.　EUにおけるSDS
　6.1　概略
　6.2　SDS記載事項
　6.3　Exposure Scenario(暴露シナリオ)
7.　英国におけるSDS
8.　シンガポール
9.　国連欧州経済委員会（United Nations Economic Commission for Europe; UNECE)

第3章 ISO 11014:2009及びJIS Z 7250:2010の記載内容の対比解釈
1.　主な用語の定義
2.　ISOで用いられる助動詞による拘束性の違い

第4章　GHS・分類表示関連
1.　GHS分類(GHS Classification)に基づく危険有害性
2.　GHSに基づくPictogram(絵表示)の英語表現
3.　Hazard Statement及びPrecautionary Statementのコード化
　3.1　Hazard Statement(危険有害性情報)
　3.2　Precautionary Statement(注意書き)
4.　R-phrase(s）(リスクフレーズ)及びS-phrase(s)(セーフティフレーズ)

第5章　実例MSDS記載内容の(英・日)比較解釈

第6章　輸送関係における化学物質の危険有害性
1.　MSDS(SDS)記載事項
2.　国連危険物輸送勧告(UNRTDG)
3.　国連番号(UN Number)
4.　国連分類
5.　国連輸送名(品名）(Proper Shipping Name)
6.　包装等級（Packing Group)
7.　EmS Guide（危険物を運送する船舶の非常措置)

第7章　MSDS(SDS)に関するQ&A
1.　国内三法MSDSに関するQ&A
　1.1　特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
　　　　(化管法)関係のQ&A
　1.2　労働安全衛生法関係のQ&A
　1.3　毒物及び劇物取締法関係のQ&A
2.　米国のSDSに関するQ&A
3.　EUのSDSに関するQ&A

参考文献

＜資料編＞

資料―Ⅰ (Exposure Scenario)
資料―Ⅱ (危険有害性クラス(Hazard Class)における危険有害性区分(Hazard Category)の
　　　　  区分方法)
資料―Ⅲ (危険有害性情報コード・注意書きコード)
資料―Ⅳ (リスクフレーズ・セーフティフレーズ)
資料―Ⅴ（SDSにおける英語・日本語用語対比表）

英文ＳＤＳ入門　作成と読解

理学博士　佐藤　博　 先生
＊簡単なご略歴
　元武田薬品工業株式会社 環境安全管理室長
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「どうすれば事業化が成功するか」植物工場への新規参入・事業展開のための勘所・課題の突破口を、多くの事業者の実例に見出す１冊。
　○植物工場ビジネス…採算性確保・コストダウン・ビジネスモデル・販路など、植物工場を取り巻く最新事情を知る！
　○植物工場最新事例…光源など基幹技術、各社工場の現状、注目の有力技術他、各社の事業と技術から、植物工場の実際と課題を理解！
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第2章　参入戦略とビジネスモデル
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 第2節　異業種参入ビジネスモデルと急務の橋わたし
 第3節　遊休工場を利用した植物工場への参入戦略

第3章　植物工場建設と法規制

第4章　実用化技術
 第1節　水耕栽培技術(養液栽培技術)
 第2節　栽培用各種人工光源
 第3節　LEDで拓ける植物工場の未来
 第4節　照明装置の実際～LED多重拡散型面発光照明装置など～
 第5節　植物栽培用LEDライン光源
 第6節　店産店消型植物工場(サブウェイ野菜ラボ丸ビル店)
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 第8節　植物工場等栽培施設の環境制御システム・ICT化技術
 第9節　植物工場における衛生管理と断熱パネルの活用
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 第4節　オフィスビル植物工場～自然と共生するオフィス
       「パソナグループ本部“アーバンファーム”」について～
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植物工場のビジネス戦略
および商用化に向けた最新事例
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初版(2011年4月)発行後に公布されたCLP規則の第2次改訂および第3次改訂についても触れている。
JIS Z 7253:2010が新たにラベルおよびSDSを統合したとして2012年3月に発行されているが、この
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ＣＬＰ規則対応のラベル・ＳＤＳ作成
－GHSとの比較・差異の理解と作成の実務－　

AGC旭硝子株式会社　博士(工学)　

　　　　　　　岡部 正明　著 　

＜2012年度改訂版＞
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第1部 東アジアにおける化学物質規制動向とその対応
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第2章 台湾における化学物質規制とその対応
～REACH、Smart-REACH、GHS、SDS・ラベル作成～
第1節 台湾における化学物質の規制及びその対応

第3章 韓国における化学物質規制とその対応
～k-REACH、GHS、SDS・ラベル作成～
第1節 韓国化学物質登録及び評価に関する法律案
　　　(K-REACH)の概要
第2節 韓国GHSとMSDS・ラベル作成の実務

第4章 EU・アジア(中・韓)におけるRoHSの動向と
　　　その対応
第1節 EU・アジア(中・韓)におけるRoHSの動向と対応

第5章 欧州化学物質規制との比較
～中・台・韓におけるGHS、対応MSDS・ラベル作成～
第1節 欧州CLPとSDS・ラベル作成の実務

第2部 アジア・太平洋地域における化学物質規制動向
第1章 インド・東南アジアにおける
　　　化学物質・環境規制

第1節 インド 
第2節 タイ 
第3節 ベトナム 
第4節 マレーシア
第5節 シンガポール 
第6節 インドネシア
第7節 フィリピン

第2章 オセアニアにおける化学物質規制
第1節 オーストラリア
第2節 ニュージーランド

第3章 北米における化学物質規制とその対応
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第2節 米国TSCAの改定状況
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中国・台湾・韓国・北米など注目地域は勿論、
インド・東南アジア・オセアニア・南米中米・ロシア・トルコ等々、情報収集の容易でない国々の動向まで
内外の執筆者による最新の情報をお届けします！
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アジア・太平洋地域における

          化学物質規制とその対応
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会社情報/3.危険有害性の要約/4.組成及び成分情報 
5.応急措置/6.火災時の措置/7.漏出時の措置/8.取
扱い及び保管上の注意/9.ばくろ防止措置及び保護
措置/10.物理的及び化学的性質/11.安定性及び反応
性/12.有害性情報/13.環境影響情報/14.廃棄上の注
意/15.輸送上の注意/16.適用法令/17.その他の情報 
18.SDSへの記載内容
参考文献

初版(2011年4月)発行後に公布されたCLP規則の第2次改訂および第3次改訂についても触れている。
JIS Z 7253:2010が新たにラベルおよびSDSを統合したとして2012年3月に発行されているが、この
新しいJISとの相違についても触れている。

ＣＬＰ規則対応のラベル・ＳＤＳ作成
－GHSとの比較・差異の理解と作成の実務－

AGC旭硝子株式会社　博士(工学)　

　　　　　　　岡部 正明　著 

＜2012年度改訂版＞
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発刊：2011年10月　定価：15,000円 + 税　体裁：書籍版：A4変判またはPDF版(CR-ROM) 131ページ　
ISBN 978-4-905545-02-6（書籍版）/978-4-905545-03-3（PDF版）

第1章:概略紹介
1.1. 安全性データシート/1.2. ガイダンスの目的
1.3. ガイダンスの対象読者/1.4. CLP及びGHSとの関連
第2章:REACH及びCLPにおけるSDSに関連する新しいこと
第3章:SDSを編纂する時に考慮する問題
3.1. 安全性データシート(SDS)の定義/3.2. SDSの内容
に対する責任/3.3. SDSの機密請求/3.4. SDSの供給に
対する費用請求の可能性/3.5. SDSを編纂すべき者
3.6. SDSにおいて使用しなければならないsection及び
sub-sectionの順番、名称及び番号付け
3.7. SDSにおける情報を提供する時に、必要な完全性
の程度/3.8. SDSを更新する必要性/3.9. SDSにおける
変更を伝える必要性/3.10. SDS及びそれらの修正の記
録を保管する潜在的な必要性/3.11. SDS編纂のための
情報を収集し、順に揃えるための順序の例
3.12. SDSの整合性及び完全性の保証を補助する方法
3.13. どんな仕方で、何時までにSDSを提供すべきか
3.14. SDSを提供する際に使用する言語/3.15. 要求さ
れなくてもSDSを提供しなくてはならない物質及び混合
物/3.16. 要求されてSDSを提供しなくてはならない混
合物/3.17. 有害性として分類されていないかつSDSが
利用可能とされ供給しなくてはならない 一般大衆向け
を意図していない混合物に対し要求される表示
(Labelling required for a mixture not classified 
as hazardous and not intended for the general 
public for which an SDS must be available and 
supplied on request)/3.18. 一般大衆に利用可能とさ
れている有害性物質及び混合物に対するSDS
3.19. 労働者によるSDSにおける情報の利用
3.20. SDSが要求されない製品/3.21. 法律上要求され
ない場合の物質及び混合物に対するSDS編纂の可能性
3.22. SDSへの暴露シナリオの添付が要求される時

3.23. 混合物に対するSDSに暴露シナリオ情報を編入さ
せる代替方法/3.24. SDSの編纂において利用可能な支
援の形態/3.25. SDSの編纂に有用な物質データのえり
抜きの情報源/3.26. 回収された物質、又はそれを含有
する混合物のためのSDS編纂方法/3.27. SDSのための情
報作成の目的のための試験
第4章:section 毎の詳細情報
4.1. SDS SECTION 1: 物質/混合物及び会社/企業の特定化
4.2. SDS SECTION 2: ハザードの特定
4.3　SDS SECTION 3: 成分に関する組成/情報
4.4. SDS SECTION 4: 応急措置
4.5. SDS SECTION 5: 消火措置
4.6. SDS SECTION 6: 事故時の放出対策
4.7. SDS SECTION 7: 取扱及び貯蔵
4.8. SDS SECTION 8: 暴露管理/個人保護
4.9. SDS SECTION 9: 物理化学的性質
4.10. SDS SECTION 10: 安定性及び反応性
4.11. SDS SECTION 11: 毒性学的情報
4.12. SDS SECTION 12: 生態学的情報
4.13. SDS SECTION 13: 処分に関する考慮
4.14. SDS SECTION 14: 輸送情報
4.15. SDS SECTION 15: 規制情報
4.16. SDS SECTION 16: その他の情報
付録1:CLP規則の表示の適用とREACH付属書Ⅱの改訂版
      におけるSDSに対して関係する要求事項のための
      スケジュール表
付録2:SDS(sub-)sectionの暴露シナリオsectionとの整
      合性確認
付録3:特別な混合物のためのSDS
付録4:回収された物質及び混合物に対する安全性デー
      タシートの編纂に関連した特別な問題
付録5:用語集/頭字語

煩雑化・重要化するSDS作成、規制対応は必須！　本ガイダンスは必ず役に立ちます!
SDS関連規定の全てがまとめられており、欧州向けSDS作成に必読の参考書
SDSのsection毎に記載方法を詳説。作成の手引きとして活用出来ます!経過措置から各セクションごとの記載まで詳説！

山本　毅　氏　訳

コニカミノルタビジネスエキスパート株式会社

改正REACH規則（Commission Regulation (EC) No453/2010）

に対応したSDS編纂の手引き（和訳）     
原文（European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/ より）
Guidance on the compilation of safety data sheets version 1.0 September 2011

発刊：2011年5月　定価：19,000円 + 税　体裁：書籍版：A4判 またはPDF版(CR-ROM)158ページ オールカラー　
ISBN：978-4-904080-85-6（書籍版）/978-4-904080-98-6（PDF版）

1. 序　　
1.1 誰が本文書を読むべきか？/1.2 何が本文書
に記載されているか？

2. 概要
2.1 法的な背景/2.2 CLP規則に基づいた表示と
包装の対象範囲/2.3 CLP規則に従った有害性ラ
ベルの分類、表示および包装および更新に関す
るスケジュール

3. 表示と包装に対するCLP規則の主要な要求事項
3.1 表示原則/3.2 CLPハザードラベルの要素
3.3 ラベル上の情報の位置/3.4 CLP規則の表示
規則に関する最初の経験/3.5 物質および混合物
の包装に関するCLP規則

4. CLP規則のラベル要素適用に関する規則
4.1 供給者の連絡先詳細/4.2 製品特定名等
4.3 ハザード絵表示/4.4 注意喚起語/4.5 危険
有害性情報/4.6 注意書き/4.7 危険有害性情報
および注意書きのコード/4.8 補足情報

5. CLP規則ハザードラベルのいくつかの側面に
   関する手引き 
5.1 CLPハザードラベルについて考慮すべき他の
側面/5.2 ラベルおよびラベル要素の大きさ

5.3 ラベルと包装の要求免除/5.4 CLP規則と輸
送ラベル規則との相互関係

6. 例示ラベル
6.1 供給および使用のためのある物質の単一言
語ラベル/6.2 供給および使用のためのある物質
の、非義務的な補足情報を記載した多言語ラベ
ル/6.3 供給および使用のためのある混合物の、
非義務的な補足情報の両方を記載した単一言語
ラベル/6.4 補足ハザードステートメントを含ん
だ供給および使用のためのある物質の単一言語
ラベル/6.5 義務的なおよび非義務的な両方の補
足情報を含んだ供給および使用のためのある混
合物の複数言語ラベル/6.6 供給および使用のた
めの折りたたみ冊子形式の植物保護製品用単一
言語ラベル/6.7 小さい、もしくは表示が困難な
包材/6.9 組み合わせ包材に包まれた陸上運送さ
れるある化学物質の表示/6.10 陸上輸送される、
単一包材に入った化学物質の表示

7. CLPハザードラベルの注意書き選定の手引き
7.1　はじめに/7.2 手引きへの取り組み
7.3 選択表/7.4. ラベル用の注意書き選定の例

付録：用語/付録：索引

●欧州CLPの第二次ATPに対応した包装・ラベルの手引き－ 特に、2ndATPで緩和された絵表示サイズ規定の詳細
★見全頁カラーで分かりやすい/★欧州は勿論、日本用ラベル作成にも応用できます！
★欧州・日本・アジア向けのグローバル対応GHSラベル作成の手引きにもなる

山口　潤　氏　訳
○訳者が過去に携わった主な業界活動：
　　ISO　TC207　SC3　国内委員会委員（国際標準化組織の環境ラベルに関する１分野）
　　グリーン調達調査共通化協議会　運営委員会委員、JAMP　運営委員会委員
　　IEC　TC111　エクスパート（国際標準化組織の環境関係の１分野）
　　化学物質管理、国内外MSDS関係のJIS作成委員（JIS Z 7250　等）　　　　　等

原文（European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/ より）
Guidance on Labelling and Packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008

<翻訳資料集> CLP規則（Regulation (EC) No 1272/2008）に対応した

表示と包装の手引き（和訳）

発刊：2012年10月　定価：28,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　223ページ　ISBN：978-4-905545-88-0

1.欧州RoHS指令そして改定法(RoHS 2)の
  重大な影響
1.1 RoHS1指令の概要
1.2 RoHS改定の要点
2.RoHS指令改訂の新旧対照
2.1 適用範囲
2.2 定義
2.3 予防
2.4 科学的･技術的進歩の適応
2.5 制限物質の見直し(Review)
2.6 CEマーキング関係の義務条項
2.7 欧州委員会の手続き
2.8 罰則
2.9 見直
2.10 その他の条項
2.11 対象機器のカテゴリー
3.RoHS II主要条項の逐条解説と欧州委  
  員会のFAQによる解釈
4.CEマーキング指令になると
　何が変わるか？
4.1 CEマーキングとニューアプローチ
4.2 標準の重要性
4.3 モジュールAと技術文書
4.4 適合宣言
5.整合規格 EN 50581
5.1 整合規格に関わる国際標準機関と欧
　　州標準機関

5.2 RoHS 2整合規格の開発を依頼する
　　Mandate 499
5.3 EN 50581の要求事項
6.試験アプローチのための引用整合規格 
　IEC 62321
6.1 規格で用いられる様々な測定方法
6.2 現在のIEC 62321 初版
6.3 今後のIEC 62321改定作業
6.4 金属表面コーティング中の6価クロ
　　ムの問題
6.5 今後の物質追加の議論
7.エビデンスアプローチのための参照規
　格IEC 62474
7.1 IEC 62474の概要
7.2 本規格の目的と適用範囲
7.3 基本概念
7.4 基本データへの要求事項
7.5 追加データへの要求事項
7.6 その他の要求事項
7.7 IEC DB 62474と物質等の採録基準
7.8 材料宣言の記載事例
7.9 IEC DB 62474の実際
8.日本企業のためのQ&A集

付録 RoHS 2　全文訳

★業界初！「改正RoHS」発刊！、RoHSがCEマーキング指令へ！
★整合規格EN50581、順整合規格IEC 62321，IEC 62474を理解しよう！

改正RoHS指令および

    整合規格の徹底理解

(株)日立製作所 地球環境戦略室

         主管技師長 工学博士 市川 芳明 先生 

発刊：2011年7月　定価：44,000円 + 税　体裁：B5判ソフトカバー　211ページ　ISBN：978-4-904080-83-2

第1章 中国の環境保全への役割と化学物
      質規制の目的

第2章 中国化学物質法規制への対応方法
      と現地運用ポイント
第1節 中国化学物質規制の今後の動向と
      日本の対応
第2節 中国化学物質規制における日本企
      業のサプライチェーンごとの要求
      事項の全体像と各企業の位置づけ
第3節 中国における法整備の手順
第4節 安全規格関連・適合処理(CCCマー
      キング)-安全規格関連の認証制度-

第3章 改正新化学物質環境管理弁法の概
      要と解釈～当局の視点から～

第4章 改正新化学物質環境管理弁法

第5章 電子情報製品汚染抑制管理弁法
      (中国RoHS規制)
　
第6章 廃棄電器電子製品回収処理管理条
      例(中国版WEEE)

第7章 主要地域における環境政策と規制
      対応
第1節 現地生産活動における規制対応方法
第2節 主要地域における化学物質･環境
      規制
第3節 各メーカーにおける実務対応事例 
 第1項 中国版RoHSの概要と富士通
       グループにおける取り組み事例
 第2項 販売･サービス会社の取り組みと   
       留意しなければならない義務･ポ
       イント

第8章 MSDS関連の法律と法体系

第9章 GHS対応中国MSDSの作成

付録 
・中国国内環境関連法体系図  
・中国と日本や世界の法令との対比
・中国の法令検索、調べ方
  書籍･インターネットを使った法令の
  調べ方
・ネット上で参照できる日本語サイト･
  規制を受ける対象物質リスト

別　　　濤　中国国家環境保護部法規司

武田　英孝　(社)電子情報技術産業協会

鎌田華乃子　イー・アール・エム日本(株)

大野木昇司　日中環境協力支援センター(有)
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馬橋　　実　丸紅(株)

地頭園　茂　(株)フジクラ

宮川　英樹　(株)リサイクルワン
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藤野　年喜　理光(中国)投資有限公司

陳　　梅官　ハニカム・テクノリサーチ(株)

王　　長君　(株)NTTデータ経営研究所

複雑な中国化学物質規制を体系的に整理
現中国当局者の生の声や考え方を翻訳収載
⇒中国化学物質規制の「今」が分かり、「将来」が見えてくる１冊！

【2011年度版】

中国化学物質規制 対応マニュアル
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★整合規格EN50581、順整合規格IEC 62321，IEC 62474を理解しよう！
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リチウムイオン二次電池　～高容量化・特性改善に向けた部材設計アプローチと評価手法～ 2017年8月 樹脂材料の高耐熱化と設計・開発技術 2013年12月

医薬品GMP監査員必携 2017年8月 in-situ測定/その場観察 実例集 2013年12月

データインテグリティの要件と解説 2017年8月 治験薬管理における実務対応～治験薬管理・割付・保管・配送・製造・委託～ 2013年12月

医薬品GMPにおける製品品質照査 2017年7月 試験検査室管理　Q&A集 2013年11月

ディスプレイ・照明・バイオ応用から太陽電池まで　量子ドット材料の技術と応用展開 2017年6月 甘草（カンゾウ）の栽培法 2013年10月

GMP文書(基準書、手順書等)の作成 2017年6月 ワクチン開発における最新動向 2013年10月

人工知能（AI）関連技術の法的実務の課題と対応の方向性 2017年6月 再生可能エネルギー発電設備の小型･産業用途を中心とした導入・運用展開 2013年9月

抗菌・防カビ・抗ウイルスの基礎から製品応用 2017年5月 バリデーション全集　－基礎～実務まで－ 2013年9月

欧米主要国の保険・薬価制度の徹底理解（2017年版） 2017年5月 次世代自動車、EV/HEV 対応 省エネ「熱」マネージメント 2013年8月

粉砕の実務 2017年3月 PIC/S GMP Q&A 2013年8月

製品開発のための生体情報の計測手法と活用ノウハウ 2017年3月 微細藻類の大量生産・事業化に向けた培養技術 2013年6月

2017年 医薬品における倉庫および輸送の品質管理の実務 2017年3月 陸上養殖  事業化･流通に向けた販売戦略・管理技術・飼育実例 2013年6月

超親水・超撥水化のメカニズムと品質向上 2017年2月 臨床開発における電子化とCSV対応の留意点 2013年6月

失敗から学ぶ、人工光型植物工場の栽培管理ノウハウ 2017年1月 共感を呼ぶ商品づくりのための 『感性価値』の開発 2013年6月

医薬品の製造販売業者における製造業者等の監査の基礎 2017年1月 超小型EV最新動向 2013年5月

二軸押出機による押出混練技術 2016年12月 コンピュータ化システムバリデーション実務解説 －入門からPIC/S 対応まで－ 2013年5月

治験薬の品質管理の基礎と実務 2016年12月 医薬品倉庫管理と物流・輸送品質の留意点 ～GDP、PIC/S GMP、GMP適合性調査をふまえた～ 2013年5月

メディカルライティングに役立つ臨床試験関連用語集 2016年12月 製薬用水とその管理 2013年4月

ウェアラブルセンシング最新動向 2016年11月 人工光合成　実用化に向けた最新技術 2013年3月

ＵＶ硬化　気になるポイント徹底理解！ 2016年9月 実務における官能評価の留意点　～試験計画・パネル管理・用語選択・データ解析・事例～ 2013年3月

基礎からの統計学　【改訂増補版】 2016年9月 コンピュータ化システムバリデーション文書作成実務 2013年3月

細胞培養の基礎知識と細胞培養基材の利用・開発の留意点 2016年9月 ＜新ガイダンス対応＞ 医療機器の生物学的安全性試験 2013年3月

人工知能・機械学習・ディープラーニング関連技術とその活用 2016年6月 PET樹脂のフィルム特性およびPETボトル製造法・適用例 2013年2月

医薬品の承認申請電子データ提出とCDISC標準 2016年6月 熱伝導性フィラーと高放熱複合材料技術、およびその応用化事例 2013年2月

凍結乾燥の基礎と実務への応用 2016年6月 グローバルGMPへの対応と品質保証 2013年2月

他社に競り勝つ！本当に強い特許実務対応 2016年5月 メガソーラー 事業戦略～導入・参入に向けた課題から要素技術・運用事例まで～ 2012年12月

各国の食品用器具・容器包装材料規制　改訂増補版 2016年4月 無菌医薬品製造におけるGMP関連規制とバリデーション対応実務 2012年12月

食品包装及び化粧品包装に関わる国内外法規制の最新動向と実務対応上のポイント 2016年4月 英文メディカルライティング　～医薬英文の書き方と要点整理～ 2012年12月

ハイバリアフィルムと高機能化技術 2016年3月 透明導電膜有力材料の実力と各種プロセス技術、実用・製品化 2012年11月

ＣＦＲＰ　～製品応用・実用化に向けた技術と実際～ 2016年3月 欧州化学物質法規制ガイドブック～REACH/CLP/関連欧州法規制～ 2012年11月

化審法申請の実務 2016年3月 中国製造所への医薬品製造委託・監査・ﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ実施および海外からの輸入・調達時のﾎﾟｲﾝﾄ 2012年11月

機能性植物が秘めるビジネスチャンス 2016年3月 洗浄バリデーション　-日米欧3極における対応・関連設備対応・実務ポイント・書類作成事例・Q&A- 2012年11月

医療機器および医薬品の滅菌手法とバリデーションの基礎と実務のポイント 2016年3月 接着耐久性の向上と評価 2012年9月

知財戦略の策定手順 2016年2月 ＜2012年度版＞医薬品・医療機器・化粧品・健康食品の広告表示規制 2012年9月

ナノ粒子の表面修飾と分析評価 2016年1月 ナノインプリント/ナノ加工技術とオプトテクノロジー 2012年8月

完全人工光型植物工場の栽培マニュアル 2016年1月 ＜2012年改正ガイドラインをふまえた＞ 生物学的同等性試験 2012年8月

完全人工光型植物工場の管理マニュアル 2016年1月 アジア・太平洋地域における化学物質規制とその対応 2012年7月

完全人工光型植物工場の頑健性 2016年1月 RIETAN‐FPで学ぶリートベルト解析 2012年7月

アグリビジネス新規参入の判断と手引き 2016年1月 微粒子安定化エマルションおよびフォーム 2012年7月

薬機法と医療機器開発 2015年12月 英文SDS入門作成と読解 2012年6月

6000人に教えた　図解レオロジー入門 2015年11月 「プラスチック加飾技術」の最近の技術動向と今後の展開 2012年6月

今後の超高齢化社会に求められる 生活支援（医療・福祉・介護・リハビリ）ロボット技術 2015年10月 バイオ/抗体医薬品の開発・製造プロセス 2012年6月

クリーンルームだけに頼らない本当のクリーン化技術 2015年10月 ＜グローバル対応をふまえた＞ GxP内部監査・自己点検実務資料集 2012年5月

医薬品包装・医療機器包装に関わる日欧米三極法規制の最新動向と実務対応上のポイント 2015年10月 植物工場のビジネス戦略および商用化に向けた最新事例 2012年4月

経皮吸収型製剤開発における基礎と実務への応用 2015年9月 第一原理計算　～構造最適化に向けた 材料・デバイス別 事例集～ 2012年3月

サプライヤ管理手法 ～主にGQP,GMPに基づく製造業者の監査について～ 2015年8月 拒絶理由通知への対応－基礎・対応事例・国内外比較－ 2012年3月

エマルションの科学と実用乳化系の特性コントロール技術 2015年7月 材料技術と製造プロセスタッチパネル開発の最前線 2012年2月

化粧品処方情報管理システムの構築はなぜ失敗するのか 2015年6月 高分子材料の外観不良の原因分析と対策 2012年2月

炭素繊維およびCFRP／CFRTPの特性と製造・開発動向 2015年5月 ＜3極対応＞ 微生物試験法の留意点および微生物管理 2012年2月

翻訳資料集　WHO GMP（2014） 2015年5月 コンピュータ化システムバリデーション　Q&A集 2012年2月

改訂第2版　エンドトキシン試験 2015年5月 燃料電池要素技術触媒・電解質膜・ＭＥＡとその低コスト・高信頼・高機能化 2011年12月

改定増補版 撹拌槽の操作・設計のための計算法と実験法 2015年4月 韓国の医療機器法令集（改訂版）　＜翻訳資料集＞ 2011年12月

Manual for Importation of Hazardous Substances for Thailand Department of Industrial Works,Ministry of Industry 2015年3月 韓国の医療用ソフトウェアに関するガイドライン　＜翻訳資料集＞ 2011年12月

マイクロバブル（ファインバブル）のメカニズム・特性制御と実際応用のポイント 2015年3月 有機デバイス・材料の耐久性向上 および 長寿命化技術　　 2011年12月

再生医療規制の動向と製品開発および産業化の注意点 2015年3月 ＜翻訳資料集＞　改正REACH規則に対応したSDS編纂の手引き 2011年10月

日米欧の医療機器及び医療機器ｿﾌﾄｳｪｱの設計開発ﾌﾟﾛｾｽと市販許可申請の実践ﾉｳﾊｳ 2015年1月 皮膚測定・評価手法集－使用機器の選定・評価と臨床現場での診断の実際－ 2011年9月

熱電変換材料 実用・活用を目指した設計と開発 2014年12月 レジストプロセスの最適化テクニック 2011年9月

医薬品開発における生体試料薬物濃度分析手法 2014年12月 ＜3極への対応＞ 試験検査室管理実践資料集 2011年8月

医療機器の生物学的安全性試験　Q&A集 2014年11月 工場勤務者のためのＧＭＰ 2011年8月

プラスチックの割れ（クラック）・破壊トラブルと対応・解析技術 2014年10月 【2011年度版】　中国化学物質規制 対応マニュアル 2011年7月

XAFS/EELSによる局所構造解析・状態分析技術 2014年9月 ＥＶ/ＨＥＶ用電池と周辺機器・給電システムの最適化・高効率化技術 2011年6月

粒子分散技術の基礎と実務 2014年9月 ＜医療用＞マイクロニードル技術動向および応用展開 2011年6月

＜2014年度版＞バイオ後続品/バイオシミラー医薬品～改訂版～ 2014年8月 ＜翻訳資料集＞CLP規則（Regulation (EC) No 1272/2008）に対応した表示と包装の手引き 2011年5月

フレームワークで読み解く「研究所運営・改革」 2014年8月



書籍タイトル 発刊年日 <ディスプレイ用・種類別>光学フィルム最新動向～要求特性と製造・評価技術～ 2006年9月

＜最新＞ＰＩＣ／Ｓ動向およびＧＭＰガイドの理解と査察対応 2011年5月 化粧品大全～各工程における留意点・ノウハウ集～ 2006年7月

有機半導体の物性の評価と理論およびデバイス応用 2011年4月 最新レジスト材料ハンドブック～材料特性・設計と制御・トラブルと対策～ 2005年9月

プラズモン基礎理解の徹底と応用展開～実用化への要求仕様と課題／解決策検討～ 2011年4月 光学薄膜の製造･評価と製品別最新動向 2005年7月

塗膜･レジスト膜の乾燥･付着技術とトラブル対策 2011年3月 カラーフィルタ最新技術動向～構成材料・製造・評価・海外動向～ 2005年5月

量産現場のための鉛フリー実装トラブル対策ハンドブック 2011年3月 （溶解度パラメータ）　ＳＰ値　基礎･応用と計算方法 2005年3月

薬物動態研究におけるＬＣ/ＭＳ/ＭＳ定量入門 2011年3月 ＬＥＤ最新技術動向～性能向上・課題解決集～ 2005年3月

微粒子の分散･凝集メカニズムとその評価 2011年2月

医薬マーケティング　”ザ・ガイダンス－The Guidance of Strategic Pharma-Marketing － 2011年2月

医薬品開発のための日本語メディカルライティング 2011年2月

フェノール樹脂及び誘導体の合成・制御と用途展開 2011年1月

PEDOTの特性・合成手法とデバイス応用 2011年1月

コンピュータ化システムバリデーションの最新動向と取組み事例 2010年12月

濾過プロセスの最適選定と効率改善 2010年10月

仕事関数/イオン化ポテンシャルの計測・評価と制御・利用 事例集 2010年9月 ＤＶＤ(講習会収録)
原薬輸入・海外調達における課題/薬事規制への対応 2010年8月 商品タイトル 発刊年日

薬物性QT延長症候群 -基礎、ガイドライン、臨床、測定・評価、事例- 2010年7月 ＜EU GMP改訂動向、PIC/S GMPを踏まえた＞ GDP対応におけるポイント 2015年10月

EV・HEV車に向けた材料・部品の放熱・冷却・耐熱技術 2010年6月 <高木肇先生のGMP入門シリーズ>GMP入門シリーズセミナー 2013年10月

パテントマップ作成・活用ガイド ～特許情報/技術情報の収集・加工・解析ノウハウ 2010年5月 レオロジーなんかこわくない！(DVD)～数式のないレオロジー入門～(2011)　　 2011年10月

開発現場で役立つ信頼性試験・管理・設計手法 2010年5月 工場勤務者のためのやさしいGMP入門４　 2011年5月

リチウムイオン二次電池の電極・電池材料開発と展望 2010年4月 GVPのSOP作成法 <Ⅰ> 2010年11月

フレキシブルプリント基板(FPC)の要求特性と最新動向 2010年3月 GＰＳＰのSOP作成法<Ⅱ> 2010年11月

マイクロリアクタによるプロセス革新と環境負荷低減 2010年3月 【GMP入門講座】 新任者のためのGMP基礎 2010年6月

太陽電池と部材の開発・製造技術 2010年3月 生物学的同等性試験実施における留意点 2010年5月

＜環境と資源から見る＞フッ素技術～固定化･リサイクル･規制～ 2010年2月 用語で学ぶGMP 2010年4月

＜実務担当者のアンケートを集めた＞分析法バリデーションQ&A集 2010年2月 新人でもわかる！基礎からの 実用電子回路入門 2010年4月

各種透明フレキシブル基板材料の開発・特性と高性能化 2010年1月 乾燥ノウハウ 2010年2月

高分子のプラズマ表面処理－実践のための方法とテクニック－ 2010年1月 GCP入門 2009年12月

＜2010年度版＞バイオ後続品/バイオシミラー医薬品 2010年1月 ＜工場勤務者のための＞やさしいGMP入門 II 2009年11月

微粒子・ナノ粒子　分散系におけるレオロジー＜挙動・測定・評価・コントロール＞ 2009年12月 製薬用水管理における必須法規 2009年10月

よりよい薬の開発を知るために－GCPの１、２、３－ 2009年12月 クリーンルーム作業者が知っておくべき必須知識と日常作業・管理上の留意点 2009年8月

事例・トラブル解決から理解する製剤・原薬合成別　スケールアップ 2009年12月 表面・界面の分析技術と表面状態の評価法 2009年8月

＜探索・非臨床・臨床別＞薬物動態試験 実践資料集 2009年11月 FDA入門　米国医薬品開発、FDA申請の実務、IND～NDAまでの手順、EU申請の特徴 2009年6月

【国内外対応】プラスチック包装材料規制と製品開発最前線 2009年10月 13のジャンルメニューによるGMP入門講座　(13巻セット) 2009年3月

塗料・インクにおける溶液物性の基礎とその制御・評価 2009年9月 ＜医薬品関係者のための＞QA（品質保証）入門 2008年10月

＜市場動向・製造開発・バイオシミラーも含めた＞最新ジェネリック医薬品戦略 2009年8月 GMP担当者・指導者養成講座第3回＜上級コース＞ 2008年3月

樹脂の水系化/水性化技術～実製品での問題点改善と要求品質の確保～ 2009年6月 GMP担当者・指導者養成講座第2回＜中級コース＞ 2008年3月

化学反応型樹脂(UV硬化･熱硬化･湿気硬化)の硬化率測定とその実践 2009年5月 ＜工場勤務者を対象とした＞やさしいGMP入門講座 2007年8月

ポリウレタン 最新開発動向～分子設計・配合処方から物理・化学的性質の制御まで～ 2009年5月 化粧品メーカーにおける最近の委受託への取り組みと受託メーカーへの要望 2007年6月

印刷最適化／高品質化のための＜最新＞ スクリーン印刷 利用技術 2009年5月 ＧＭＰ担当者・指導者養成講座－第1回＜入門コース＞ 2006年10月

【粘着剤／テープ／フィルム】粘着・剥離のメカニズムと各種用途における性能コントロール 2009年3月 分析法バリデーション入門 2005年7月

＜分野/材料別＞造粒事例と頻出Q＆A集 2009年3月 特許明細書作成のポイントとそのノウハウ 2005年6月

韓国　改正薬事法・薬事法施行令・薬事法施行規則（2009年版） 2009年3月 ＜2日間速習＞はじめてのＧＱＰ 2004年12月

最新太陽電池技術の徹底検証・今後の展開 2008年11月 臨床薬理学　＜入門＞ 2004年12月

LED革新のための最新技術と展望 2008年11月 ＜初級より一歩進んだ＞分析データの統計処理・評価 2004年12月

【分野別】ゼータ電位利用集～基礎/測定/解釈・濃厚/非水系・分散安定等～ 2008年9月

＜ 特性評価／分散凝集／取扱い／処理 ＞スラリーの安定化技術と調製事例 2008年8月

各種事例から学ぶ官能評価 2008年7月

難燃剤による難燃材料の難燃化機構と最新事例 2008年6月

【製剤/原薬・TK/PK別】分析法バリデーション事例集 2008年6月

GQP/GMP実務資料集 2008年5月

最新・経皮吸収剤～開発の基礎から申請のポイントまで～ 2008年4月

発光素子、発光デバイス開発のための基礎技術・装置・測定、評価法 2008年3月

詳解・最新電鋳技術―特性・母型処理・微細加工・作製事例― 2008年3月 月刊誌

ロールtoロール要素技術と可能性～バッチ処理からの脱却と量産化 2008年3月 書籍タイトル 発刊年日

＜実践＞金属腐食ガイドブック～具体的な適用･実地例からみる劣化要因と防食ノウハウ～ 2008年2月 月刊 化学物質管理 2016年8月創刊

各種光学部材における透明樹脂の設計と製造技術 2007年12月

＜操作事例／製品用途を踏まえた＞攪拌技術とトラブル解決 2007年10月

薄膜の応力・密着性・剥離トラブルハンドブック 2007年10月

フィルム・ガラスの表面処理技術とその評価・分析 2007年9月

有機エレクトロニクスの展開　最新開発状況と実用化への課題 2007年9月

ナノインプリント応用事例集 2007年9月

導電性材料ノウハウ集－配合/設計/評価のポイント－ 2007年8月

＜乾式コーティング＞ディスプレイ・光学部材における薄膜製造技術 2007年8月

各種手法による有機物の分解技術 2007年5月

＜実務対応＞微生物試験法と管理対策 2007年5月

ディスプレイ・光学部材における湿式コーティング技術 2007年3月

溶解性パラメーター適用事例集～メカニズムと溶解性の評価・計算例等を踏まえて～ 2007年3月

各種微粒子調製方法と製品応用～実際の製造・評価事例とプロセス技術～ 2007年1月

＜実務担当者による/ための＞特許Ｑ＆Ａ大全集～電機・化学編～ 2007年1月

＜実務担当者による/ための＞特許Ｑ＆Ａ大全集～医薬編～ 2007年1月

撥水・親水・防汚剤の開発とコーティングおよびぬれ性の制御 2006年12月 ※ 本誌に掲載されている会社名、商品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

光学実務資料集～各種応用展開を見据えて～ 2006年11月 　  本誌に掲載されている著者の会社名・所属等は執筆当時のものとなりますので、

　  ご了承ください。



■お支払いは請求日翌月末日までとなります。原則として銀行振り込みの場合は領収書の発行はいたしません。

<申込用紙>     ※コピーしてお使い下さい。

下記申込用紙にご記入の上、ＦＡＸ：０３－５７４０－８７６６　までご送信下さい。

※書籍・雑誌・ＤＶＤの区別がある際は「ご購入商品名」の箇所にその旨の記載をお願い致します。

■お申込メール・お申込書を確認次第、商品・請求書及び振込要領をご送付いたします。（送料は弊社負担）

＜商品ご購入要領＞

申込要領・手順

■お申込は弊社ＨＰ上・もしくはＦＡＸに承っております。

*ＦＡＸでお申込の場合＊

https://johokiko.co.jp ←こちらの申込フォームからご購入できます。

1801

＊ＨＰからお申込の場合＊

個人情報に関するお問い合わせ  policy@johokiko.co.jp

ご連絡いただいた個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用いたします。

今後ご希望の方には、その目的でも使用いたします。

■未発刊書籍をお申込の場合、申込書を確認次第、受領書をお送りいたします。
　 発刊時に弊社より書籍・請求書及び振込み要領をご送付いたします。（送料は弊社負担）

※セット販売のあるものにつきましては、セット売りの場合の旨の記載をお願い致します。

■振込み手数料はご負担下さい。

ご住所
〒

Ｅ-ＭＡＩＬ

Ｅ-ＭＡＩＬ

今後のサービス向上のため「個人情報の取扱に関する契約」を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。

ＴＥＬ

ＦＡＸ

御社名

株式会社　情報機構　　ＴＥＬ：03－5740－8755

ＦＡＸ：03－5740－8766　　　または　　→https://johokiko.co.jp/へ

〒141-0032　東京都品川区大崎３丁目６番４号　トキワビル３Ｆ

お申込者名

上司ご所属部課・役職等 上司氏名

ご所属部課・役職等

ご購入数ご購入希望商品名（特）

http://www.johokiko.co.jp/

