
★CSV全体の方向性と関連法規制を理解しよう！
★GXP（GLP、GCP、GMP等）での対応含め、多数の事例に学ぶ！

発刊　　2010年12月
定価　　￥66,000＋税
体裁　　B5判 458ページ

荻原　健一 　株式会社 野村総合研究所 　（監修）

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

村上　大吉郎　株式会社大気社
杉本　隆之　　エーザイ株式会社
藤田　雄一　　東洋エンジニアリング株式会社
櫻井　國幸　　日揮株式会社
阿部　いくみ　田辺三菱製薬株式会社
若林　由美　　中外製薬株式会社

　近年相次いでコンピュータシステムバリデーション（以下、CSV）に関する新しい指針が発出されている。
EU Annex11改定ドラフトの発表に次いでGAMP5が発行された。そしてこのたび、厚労省から18年ぶりとなる
新しいガイドラインが発出された。
　2006年6月にCSVとER/ESの集大成として「コンピュータバリデーション、FDA・厚生労働省ER/ES指針とそ
の適用事例」を株式会社情報機構から出版したが、上記のような急激な変化の中で古くなっている情報も増
え、改定版の話を昨年末に相談を受けた。
　丁度、厚労省の新ガイドラインの検討が進められていることもあり、最新版として出版するのであればそ
れを盛り込みたいという思いから予定よりは大分遅れての出版となった。
　CSVあるいはER/ESの取組みも更にその重要性を増している。これらの取組みにあたって本書が十分にお役
に立てると信じている。また、製薬企業の方はもちろん、サプライヤやエンジニアリング関係の方にもご利
用頂ける内容にまとまっているので広く活用して頂ける事を期待したい。
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★CSV全体の方向性と最新法規制関連の動向とは？
　　－日米欧共通事項とそれぞれの考え方－
　　－厚生労働省コンピュータ化システム適正管理ガイドライン、
　　　GAMP、 Part11、FDA査察、PIC/S、ANNEX、ER/ES指針、etc－
★GXPにおける取組みとは？　－GLP、GCP、GMP－
★監査　－サプライヤ監査実施ポイントと留意点とは！－
★医療機器のCSV　－FDAガイダンスを中心にした対応上のポイントと今後の日本は？－
★取組み事例　　－ERP、MES、プロセス制御、PLC及び設備付属システム、
　　　　　　　　　　　　　工場倉庫システム、分析機器、GCPパッケージ、etc－
★ITインフラ管理とネットワーククオリフィケーション
　　－これが出来てないと意味が無いが、そのポイントとは！－

★ご回覧ください★

HPはこちら⇒http://www.johokiko.co.jp/

■ 第1章　コンピュータ・バリデーション総論

■ 第2章　日本におけるコンピュータ管理と厚労省新ガイドラインの目指すところ
1．「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」の概要
2．厚労省「新コンピュータガイドライン」の概要
3．日本におけるCSVの取組みに関するアンケート調査とその結果
4．新ガイドライン案の発出とパブコメの募集 / 5．新ガイドラインとその解説
6．新ガイドラインとGAMP5との整合性

■ 第3章　FDA査察に向けたコンピュータ化システムバリデーションの取組み
1．米国GMPとFDAにおけるバリデーションの定義 / 2．FDA査察の転換

  3．システム査察の概要　/4．CSV実施のポイント/5．バリデーション状態の維持

■ 第4章　 EU対応のコンピュータ化システムバリデーション その概要と留意事項
1．EU対応のコンピュータ化システムバリデーションの歴史
2．EUにおけるコンピュータ化システムバリデーションのためのガイド
3．EU対応の現状 / 4．現在及び将来 / 5．CSVの将来 / 6．電子記録と電子署名（ER/ES）
7．欧州における改定案ANNEX11の電子記録・電子署名

  8．新ANNEX11ドラフト/9．参考資料

■ 第5章　GAMP5の概要と新たな取組みの考え方
1．GAMP 5発行の背景 / 2．GAMP 5の重要なコンセプト / 3．GAMP 4からGAMP5へ

■ 第6章　コンピュータバリデーション管理規定とその事例
1．コンピュータシステムバリデーション（CSV）管理規定の考え方
2．CSV管理規定の事例

■ 第7章　非臨床試験におけるコンピュータバリデーションの取組み
1．非臨床試験におけるCSVの現状/2． GLP適合性調査におけるコンピュータシステムの調査
3．厚生労働省令ER/ES指針（薬食発第0401022号）とGLP

■ 第8章　臨床開発におけるコンピュータバリデーションの取組み
  1．規制下でのシステム構築 /2．GCP領域のシステムとそのバリデーション

■ 第9章　医療機器におけるコンピュータシステムバリデーション
 1．FDAと国際協調
2．FDAのガイダンス / 3．FDAガイダンスGPSVの概要 / 4．医療機器コンピュータにおけるバリデーション
5．FDAガイダンスの構造 / 6．医療機器、付属品の場合の重大性レベル
7．市販前申請に提出すべき文書と重大性レベル / 8．医療機器に関する最近の動向その他
 

■ 第10章　表計算ソフトにおけるコンピュータバリデーションの考え方
1．基本的考え方 / 2．バリデーション / 3．セキュリティ / 4．保存管理 / 5．バックアップ・定期点検

■ 第11章　コンピュータ化システムにおける監査とそのポイント
1．規制対象企業の責任 / 2．システム開発におけるサプライヤとの関わり
3．CSV活動へのサプライヤの関わり / 4．サプライヤに求める知識、経験
5．サプライヤへの業務委託範囲および役割分担/6．サプライヤ監査の実施事項成
7．実施における留意点、ポイント  /8．監査のフォロー / 9．実施すべき教育訓練
10．バリデーション状態の維持 / 11．サプライヤへの要望事項

■ 第12章　日米欧GMP対応システム構築におけるエンジニアリング業務の進め方
 1．日米欧の三極GMP　2．ISPE GAMPガイド / 3．GEP（Good Engineering Practice） 

   4．三極GMP対応のコンピュータ化システム構築

■ 第13章　コンピュータバリデーションの取組み事例
第1節　ERP対応のコンピュータバリデーション事例

第2節　MES製造管理システムにおけるコンピュータバリデーションとその事例

第3節　プロセス制御システムにおけるコンピュータバリデーションとその事例

第4節　PLCのCSVについて

第5節　PLCを含む設備付属システムの回顧的バリデーション 

第6節　GMP工場倉庫システムにおけるコンピュータバリデーション

第7節　HPLCを中心とした分析機器のコンピュータ化システムバリデーション

第8節　GCP業務支援パッケージにおけるコンピュータバリデーション

■ 第14章　ＩＴインフラの管理とネットワーク クオリフィケーション
 1．ITインフラストラクチャの管理  /2．ネットワークとそのクオリフィケーションの位置づけ

■ 第15章　FDA Part11その内容と解釈  /1．FDA 21CFR Part 11 発行とその経緯
 2．Part 11の条文とその解説/2.1　PREAMBLEについて /3 ．Part 11 の条文構成とその内容
 4．新ガイダンス「Scope and Application」とその解釈/5．新ガイダンス「範囲と適用」と今後の取組み

■ 第16章　厚労省 ER/ES 指針の要件とその解釈  
 1．厚労省ER/ES指針の経過とその背景 /2．厚労省 ER/ES 指針までの道程 
 3．厚労省ER/ES指針の通知内容/4．厚労省 ER/ES 指針（案）に対する回答とその概要
 5．Part 11、厚労省 ER/ES 指針の比較と注意点
 6．ER/ES に対する取組みの進め方 /6.1　取組み体制の確立
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　　　　【各種濾過方式とそのメカニズム】
…クロスフロー濾過、ダイナミック濾過、ケーク濾過、遠心脱水プロセス、
　沈降・閉塞を伴う濾過、加圧脱水、Ruthの濾過理論、
　流量と異物補足率の関係、濾過速度の計算式の算出方法、
　濾過速度・効率に影響を及ぼす因子　等

　　　　【助剤の選定・前処理のポイント】
◎濾過助剤…助剤(助剤の種類と量)の最適選定と有効利用、
　　　　　　 助剤のリサイクル　等

◎前処理…脱泡・消泡処理、凝集処理、凝集材の特性と選定　等

　　　　　　 【濾過物の状態別で考える】
◎性状別…エマルション、スラリー、ゲル状、ナノ粒子分散系、
　　　　　 ケーキ、異物混入、難ろ過性スラリー　等

◎有機物・無機物…有機スラリー、有価金属、高分子、微生物、
　　　　　　　レアメタル、生物由来原料、重金属含有スラリー　等

◎スラリーの濾過効率向上
…濾過分離に対するろ材および濾過機の選定方法、スラリーの異物除去　等

　　  【具体的な濾過事例で効率向上のヒントに】

◎化学工業…CMPスラリー、インク、レジスト材料、研磨液、半導体製造 等

◎水処理…排水処理、海水淡水化処理、排水再利用・リサイクル 等

◎食品・飲料…酒類(日本酒・焼酎)、果汁、ハチミツ、微生物発酵液 等

◎医薬品…原薬(たんぱく質等)、血液 等

　　 【機器のスケールアップのポイントを学ぶ】
スケールアップ時の問題点とトラブル対策、小スケールでの試験方法、
試験を精度よく行うための工夫・ポイント　等

　　　　　　 【目詰まり対策を徹底検証】
◎膜の目詰まり対策の考え方…汚れの原理・機構、ファウリングと劣化　等

◎品質維持と効率化…ろ過機の洗浄、汚染対策、メンテナンス・防汚処理　等

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。POINT

あなたの濾過がうまくいかない理由がここに！

　　　 【濾材の種類と選定のポイントを知る】
◎濾材一般…濾材の材質による比較、濾材の適用分野

◎フィルター…フィルター閉塞および捕捉効率に及ぼす濾過圧力の影響、
　　　　 　　　フィルターの選定法　等
◎各種分離膜…不織布フィルター、有機合成膜、活性炭フィルター、
　　　　　　　セラミックフィルター、ナノファイバー、MF膜+活性炭　等

◎濾過機…遠心・圧搾機、濾過機の選定と選定基準

　　　　　　　【濾過の評価手法を学ぶ】
◎評価法…ろ過データの測定方法と解析方法、データの解析法、
定速濾過での評価法、素材の性能評価、標準閉塞モデル・完全閉塞モデル　等

◎評価事例…濾過速度、ケーク、スラリー、ポリマー、試料液　等

濾過プロセスの最適選定と効率改善

＜基礎知識編＞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
＜供給物編＞　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
＜分野編＞　　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
＜応用編＞　　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
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★ 豊富な事例で習得する、仕事関数の計測・制御

【執筆者一覧(敬称略)】

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・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・寺田 恵一((独)産業技術総合研究所)
●内田 孝幸(東京工芸大学)

●韓 礼元((独)物質・材料研究機構)
●大山 陽介・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)

●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))

仕事関数 /イオン化ポテンシャル の 

計測・評価 と 制御・利用
～材料・デバイスの性能向上に向けたデータの解釈と活用～

事例集
発刊：2010年9月　　定価：￥66,000＋税　　体裁：B5判  353頁

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…
●最新の研究から、理論・計測法を詳細に解説し、仕事関数/IPの理解をより踏み込んだ領域へ。

●材料別・デバイス別の事例を豊富に収録し、実際の測定・利用から実践手法を把握。

お手元のサンプル測定とデータ解釈が、この１冊ですぐにでも！

●有機薄膜トランジスタ(チオール単分子層を用いた制御)
●有機ＥＬ(陽極バッファ層･電子注入層および陰極)
●有機薄膜太陽電池(電極材料の仕事関数と光電変換特性の関係)
●色素増感太陽電池(増感色素エネルギー準位･Li処理TiO2電極)
●シリコン太陽電池(内部光電子放出法によるヘテロ接合評価)
●蛍光ランプ(ゼロ電界エミッション点)
●ＬＥＤ照明(LEDと仕事関数・イオン化エネルギー)
●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)

●仕事関数の定義／
　電子親和力およびイオン化エネルギーとの関連
●各種理論・第一原理計算(半経験･量子力学･吸着系･合金系)
●真空・実効・局所仕事関数
●ショットキー接合・MOS
●仕事関数を決定付ける要因
　(バルク項と表面項･組成･表面修飾)
●非理想アライメントの考慮
　(Sパラメータとフェルミレベルピンニング/電荷中性点/他)

◎計測法各種…各手法の理論から事例まで詳解する

●光電子分光・光電子収量分光(手法と装置／界面電子構造測定)
●大気中光電子分光法(金属材料/有機材料)
●電子放出分布計測法・ショットキーバリア高さの測定
●ケルビンプローブ　　●阻止電位法・表面電離法・CV
●微小領域・局所仕事関数の計測法
　(走査トンネル顕微鏡(STM)～LBH･STSの計測法～
　 原子間力顕微鏡(AFM)の利用)
●界面のバンドアライメント評価(手法各種/
金属-無機半導体・金属-酸化物・金属-有機半導体・積層膜の事例)

◎材料事例 …多様な事例をデバイス応用のために

●電極用金属材料(Mg,Al･Ag,Pd)
●酸化物修飾した金属表面(ZrO/Mo･Yoxide/W･Hfoxide/W)
●非金属の電極材料(ホウ化物･酸化物) ●C12A7エレクトライド
●有機半導体・導電性高分子との接合界面
　(金属･電導性酸化物･導電性高分子同士)
●透明導電膜(ITO･その他･
有機自己組織化膜修飾による仕事関数制御･表面洗浄と仕事関数)
●高分子・絶縁性材料　●有機－無機ハイブリッド材料
●ナノ材料(カーボンナノチューブ他)

◎デバイス事例…仕事関数が性能に及ぼす影響は？

◎理論・原理…計測・制御に向けた基本事項とは？
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原薬輸入・海外調達における課題/薬事規制への対応
発刊：2010年8月・定価：\69,000＋税  体裁：Ｂ５判 264頁

●浅越　正（コーア商事(株) ）
●石橋　恵治（エーザイ(株) ）
●伊牟田　充（藤本化学製品(株) ）
●江森　健二（ヤンセンファーマ(株) ）
●太田　和実（明治製菓（株））
●大野　喜和（ビオブリッジ（株））
●岡本　真人（帝人ファーマ(株) ）

●早川　道也（ロンザジャパン（株））
●福島　百映（エボニック デグサ・ジャパン（株））
●松浦　信男（万協製薬（株））
●丸橋　和夫（(株)エースジャパン）
●三宅　正一（日本バルク薬品(株) ）
●山根　修（ハイカル・ジャパン）
●吉谷　隆志（（独）医薬品医療機器総合機構）

●小川　明広（長瀬産業（株））
●川上　亘作（(独)物質・材料研究機構）
●正田　力也（明治薬品(株) ）
●堤　信夫（久光製薬（株））
●徳植　信行（（株）リバテック）
●長村　聡仁（東和薬品(株) ）
●西村　光（日本新薬（株））

◇輸入先の選定、品質確保、安定供給のための取引・契約トラブルなど実例を基に解説！
◇ＭＦ制度からＧＭＰ、ＧＱＰなど原薬に関わる規制に対応！

第1章　原薬調達の現状
第1節　原薬メーカーのＧＭＰ管理
第2節　ＧＭＰに適合した原薬調達
第3節　原薬とＧＱＰ省令
 改正薬事法におけるＧＱＰ/品質標準書における原薬の取り扱い
 製造業者との取り決めにおける原薬の取り扱い
 適切なＧＭＰの確保/変更管理/品質不良の処理
第4節　原薬メーカーの国外移転における懸念
 国外移転の検討/国外移転の手順/国外移転の留意点・懸念
 ＧＭＰ対応力/薬事的対応/目標管理の徹底
第2章　ＭＦ制度
第1節　ＭＦ制度の概要
第2節　ＭＦ登録
 第1項　登録対象品目及び登録区分  
 第2項　原薬等登録番号
 第3項　ＭＦ登録者
 第4項　登録等手続き
 第5項　外国の原薬等製造業者が登録申請を行う場合
 第6項　原薬等登録原簿の承継
 第7項　ＭＦを利用した承認申請と承認審査
 第8項　ＭＦ登録申請の取下げ、MF登録整理及び登録抹消
 第9項　ＭＦの販売名の変更について

第3章　原薬海外調達の課題とポイント
第1節　外国原薬の状況・受託事業会社の選定ポイント
 受託事業会社選定ポイント/海外メーカーの考え方違い/トラブル対応
第2節　原薬メーカーの決定
 品質契約/ＧＭＰ適合性調査/認定/ＭＦ
第3節　原薬の不純物に関する留意点及び問題点
 品質目標/有機不純物/残留溶媒/無機不純物/外部からの混入物
第4節　原薬の結晶形に関する留意点
 結晶多形の熱力学/判別法/転移温度の求め方/原薬物性への影響
第5節　発売に向けた最終確認と各種取り決め、関連部門との連帯
 申請後～承認・販売準備/供給契約締結/輸送ルート、輸送業者手配
 ＧＭＰメーカー査察の重要性/ＧＱＰ契約
第6節　原薬調達の事例
 原薬調達先調査、初回納入まで/原薬調達先調査、日本の品質
 レベルとの兼ね合い/ 実生産スケール/GMP適合性調査
 供給価格・・品質担保、日本の特殊な状況/との兼ね合い/最終決定
 原薬通常輸入作業/注文、注文書送付/出荷指示/輸入・通関
 受入れ、品質確認/クレーム発生時/ロイヤリティー、
 マイルストーン、適正な納税/購入予測量連絡

第4章　新薬開発段階の原料調達、中間体、原薬の製造委託
           ～開発購買の役割とコスト削減～
 新薬開発にかかわる開発購買の視点、ポイント 
 原料、中間体、原薬の調達、製造委託の際の共通する視点
 粗原料、中間体、原薬の順に、調達する種類別の調達のポイント
 委託先選定の実際/海外からの調達/中国、インドの受託会社
 原料、中間体の各サイトでの調達/商社の活用
 複雑な化合物の製造委託戦略の実際/生産の購買との連帯

第5章　原薬商社における役割と現状
第1節　輸入原薬の品質試験
 APIとは？/原薬の品質/規格及び試験方法
第2節　外国製造業者の認定及びMF登録の日本管理人
 外国製造業者の認定/MF登録：外国原薬を例として
第3節　海外原薬メーカーへの事前調査
第4節　輸入商社の役割

第6章　海外製造業者との取り引きの際における留意点
第1節　契約の際の留意点
 第1項　契約前段階において相手先の信頼性（納期の厳守、
            品質、トラブル対処の迅速性など）の評価
 第2項　供給契約書作成における留意事項
 第3項　原薬メーカーへのMF記載方法に関する説明方法
第2節　外国原薬メーカーとの関係構築
 第1項　良好なパートナーシップをどの様に構築していくのか
 第2項　交渉する上での対応のポイント
第3節　海外における不純物、不溶性異物に対する考え方並びに規格値
第4節　トラブルを未然に防ぐ対応策～事例を念頭にふまえて～         
 第1項　品質に関わるトラブル～外観、異物、納期、破損～
 第2項　契約者以外の第三者によるトラブル事例
 第3項　製販に連絡なく一変に当たる変更をメーカーが実施、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回収になったケース

第7章　国別における製造業者との取引事例
第1節　中国/1．技術力   2．参考事例/抗生物質/精神神経用剤
第2節　インド
 第1項　インドの医薬産業の概況/インドは世界の医薬供給ハブ  
 第2項　インドの原薬産業の勃興と発展
 第3項　インドの医薬産業の現状と今後/インドの主要医薬企業
 第4項　インドからの原薬調達に当たって/インドの文化・習慣  
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第３章　　S7Bの各種試験実施と留意点
1. In vitro Ikr測定   2. In vivo QT測定
3. フォローアップ試験
4. 動物を用いた催不整脈試験
第４章　　非臨床データの評価とその後の戦略
1. Thorough QT/QTc試験と非臨床試験
2. 開発にかかわるQTQTc評価試験の問題点
3. QT/QTc評価試験の代替方法
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5. 非臨床試験における新しいモデル
6. 今後のガイドライン改訂に向けて

第５章　E14 QT/QTc評価試験(Thorough QT/QTc Study)実施
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1. 試験デザイン   2. 心電図測定と計測・解析
3. 統計解析法     4. 試験結果の評価
5. 陽性対照薬での試験の実例
6. 試験結果に対するFDAの見解
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        (薬物性QT延長症候群）
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基本戦略の一助になれば幸いである。
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★ EV･HEV車のキーテクノロジー「熱対策」ならこの1冊！
トヨタ・日産・ホンダなど自動車メーカーの知見も収録！

電気自動車・ハイブリッド車の「どのようにして熱を逃がすか」に取り組む技術は本書だけ!
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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1節　高分子における熱伝導の理論と高熱伝導化技術
          ―ＥＶ/ＨＶ用途への最適化に向けて―
第2節　HV・EV車向けシリコーン放熱材料の設計・開発
第3節　HEV・EV車に向けた自動車用シリコーン放熱材料の設計と要求特性
第4節　エポキシ樹脂各種のEV・HV用途への利用検討と諸特性
　　　　―耐熱性・放熱性を中心に―
第5節　EV・HV車に向けたパワーデバイス用高熱伝導エポキシ樹脂基板
第6節　ポリジメチルシロキサン系ハイブリット材料の耐熱特性と
　　　　EV・HV用途への利用検討
第7節　ピッチ系CFRPの熱特性を含めた特長とEV・HV用途への応用 
第8節　ナノフィラーの分散・高充填技術と放熱材料への応用
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第9節　HEV・HV車に向けた放熱・耐熱樹脂用フィラーの混練・分散技術
第10節　高熱伝導率フィラーの評価とEV・HV向け放熱材料への応用

第11節　高熱伝導性グラファイトシートの特性と応用、
　　　　およびEV、HEVへの適用の可能性　
第12節　EV・HV向け電子機器用高信頼性はんだの開発
第13節　ヒートパイプやヒートシンク、ペルチェモジュールの
　　　　特性とEV関連用途における熱設計の考え方
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1節　HEV車に使われているインバータ用パワーデバイスの放熱構造
第2節　SiCパワーデバイスの高耐熱実装技術とその信頼性
第3節　EV、HEV用パワーモジュールにおける放熱性向上の
　　　技術動向及びインテリジェント化
第4節　EV/HEV用パワー半導体モジュールにおける放熱技術
第5節　HEV・EV用SiCパワーモジュールにおける
       放熱部材の課題と対応策 
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1節　EV・HEV用インバータの冷却・放熱技術

第2節　EV・HV用コンバータの小型軽量化と放熱技術
第3節　EV/HV向けコンバータ用リアクトル開発における
       電磁気/熱設計技術
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1節　EV・HEV向け主動力モータの開発動向と放熱・耐熱特性
第2節　EV・HEV用モータの冷却・放熱技術
第3節　EV,HV用モータにおける
       耐熱性を考慮した永久磁石の選定
第4節　HV・EVモータ用電磁鋼板の開発動向
       ～各種鋼鈑、要求特性、および熱伝導特性～
第5章　EV・HV車向け蓄電池における高放熱・高耐熱技術
第1節　ＥＶ／ＨＥＶ用大型リチウムイオン電池の
       高放熱化・高耐熱化技術と今後の動向
第2節　EV・HV用途に向けたリチウムイオン電池の
       放熱・耐熱技術
第3節　EV・HV車に向けたカルマンフィルタによる
       Liイオン電池の状態推定と温度予測

●山本 恵一((株)本田技術研究所)
●山本 日登志(Nd Magnet Consulting)
●戸田 広朗(ＪＦＥスチール(株))
●小澤 康典(エナックス(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))　   　

●石川 哲浩(トヨタ自動車(株))
●伊藤 雄三(工学院大学)
●山田 邦弘・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))

ＥＶ・ＨＥＶ 車に向けた　
材料・部品の 放熱・冷却・耐熱  技術

発刊：2010年6月　　定価：\64,000＋税　　体裁：B5判 338頁

○高分子の熱伝導理論
  …熱伝導率を決める因子、高分子の高次構造と熱伝導率、高熱伝導化のメカニズム

○シリコーン材料
　　…グリース・ゴムシート・フェイズチェンジマテリアル・両面粘着テープなど

　　…放熱材料の設計とその評価、パワーデバイスに向けた対応

○エポキシ樹脂
　　…熱伝導性向上技術・ヒートサイクル性向上技術

　　…パワーデバイス用高熱伝導エポキシ樹脂基板、放熱板への貼付け／発熱素子の貼付け

○有機・無機ハイブリッド材料
　　…PDMS系ハイブリッド材料の無機セラミックスフィラーとの複合化

○ＣＦＲＰ
　　…ピッチ系炭素繊維ベースのCFRPと特性(力学的･熱的)、自動車関連部材への適用

○フィラー
　　　…分散・高充填および放熱性向上のための材料設計・特性評価

　　…混練・分散技術ならびに放熱性・耐熱性に及ぼす混練・分散の影響

　　…熱伝導率の実験データ・低下の要因、

　　　　高熱伝導率を示すフィラー/プラスチック材の微構造

○グラファイトシート
　　…物性と放熱特性、EV・HEV分野への応用の可能性

○はんだ
　　…高放熱金属基板対応はんだ合金の要求特性と開発

○ヒートパイプやヒートシンク、ペルチェモジュール
　　…EVでの放熱冷却技術、駆動系から補機系まで

◎材料編　EV・HV向け高放熱・高耐熱材料に向けた

　　　　　　　　　最新の材料技術とその可能性を理解

・最新動向…各社のハイブリッドシステムや冷却構造(モーター・インバータ)

○パワーデバイス
　　…放熱経路の低熱抵抗化・拡張／拡大化の例、両面放熱方式における実装技術

　　…高耐熱実装構造の信頼性評価技術(熱疲労信頼性評価／薄膜接合層の強度評価)

○パワーモジュール
　　…等価熱回路、インテリジェントパワーモジュール、IGBTチップ保護

　　…絶縁・放熱部品材料(絶縁基板・放熱板)、絶縁基板-放熱板間はんだ接合部信頼性

　　…SiCパワーモジュールの課題と対応策(放熱部材に要求される耐熱性・封止樹脂の熱伝導率) 

○インバータ
　　…放熱設計(熱抵抗／冷却媒体と周囲温度)、冷却法(EVの水冷、ハイブリッドの水冷／空冷)

○コンバータ
　　…トランスリンク方式による小型軽量化、コア冷却手法の最新動向

　　…リアクトルにおける熱設計と評価

○モーター
 　　…EV用およびHEV用(シリーズ・パラレル・他、方式別)冷却システムの具体例

　　…温度上昇(絶縁階級／冷却媒体)、EV・HEV用モータの水冷／油冷／空冷

　　…磁石選定、EV・HVモータ用焼結Nd磁石、使用温度と最適材質

　　…電磁鋼鈑の基本特性および熱伝導特性

○リチウムイオン電池
　　…高放熱性を持つ大型Li電池、電池パックの放熱性向上化技術

　　…EV・HEV電池に求められる性質(熱の発生／冷却特性)、各環境車両での発熱特性

　　…カルマンフィルタによる充電率SOC推定、熱等価回路モデルによる内部温度推定

◎部品編　実際のEV・HV用部品での取り組みや　

　　　　　　　　　車メーカー・部品メーカーの視点から読み解く

「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？」
EV・HV向け高放熱・高耐熱化技術を、材料／中核部品の両面から一挙集成!

（書籍申し込み要領）
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　FAX:03-5740-8766まで！
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　発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
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★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
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住所〒
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ご連絡頂いた、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致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

　　パテントマップ　書籍

～特許情報/技術情報の収集・加工・解析ノウハウ～

　知的財産活用研究所　顧問　　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）

2010年5月 発刊 / B5版ソフトカバー 

本文 266頁 + 付録・参照資料 88頁　           定価￥41,000＋税

著者

本書の特長

情報ネットワーク社会の昨今、ますます情報の効率的な収集とその解析の重要性が認識されている。本書は、

情報の探索から解析までのプロセスを日常業務の中で、実践する機会を増やすことを目的として、情報の検索・

収集のノウハウと情報の解析・活用方法を分かりやすく解説するものである。パテントマップ作成のプロセスを

モデル化して、特許情報と他の情報の総合的活用の道筋も示すことにした。　（本文より抜粋）

●第1章【基礎編】情報収集と情報解析 　　～特許関連業務の基本事項をおさえる～
　・業務で活かす情報源と情報収集手段　・情報解析の流れとステップ　・情報解析における思考と作業
　
●第2章【実践編】情報サイトと情報データベース 　　～各種データベースの具体的活用法～
　・新聞データベースの活用　・科学技術文献データベースの使い方　・特許情報と特許データベースの使い方
　・目的別特許調査検索方法　→　テーマ探索　/　先行技術調査　/　競合他社の開発動向調査　/　侵害予防調査
　・検索式の作り方　・国際特許分類（IPC）による検索　・FI記号、識別記号、広域ファセット記号による検索
　・Fタームによる検索　・概念検索　・応用分野を特定する検索
　
●第3章【応用編】パテントマップ作成と活用 　　～作成のステップ・手順、切り口設定～
　・パテントマップの種類　・パテントマップ作成のステップと流れ　・「切り口」設定の実際
　・思考マップの作成（特許情報の仕分けと整理加工） ・収集情報の整理加工の工夫 
  ・マトリックス表の作成と活用　・研究開発課題探索のアプローチ

●第4章【事例編】情報解析とパテントマップの活用 　　～事例で理解するパテントマップ～
　・炭素繊維 / 超臨界水 / 燃料電池 / 植物工場 /ガスハイドレート / 環境技術･･･等幅広く紹介！

⇒全項目（目次）は裏面へ！

パテントマップ作成・活用ガイド

★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

★特許制度・公報サンプル・主な情報サイト等
　豊富な「巻末参照資料」つき　
　　～すぐに使える情報源を一つに収載！～

●第5章【よくある質問】
～著者の豊富なセミナー講演経験から導き出された
　　　　　　　　　　“誰もが抱く疑問”に答える～　　　　
未公開情報の入手方法は？／マップ作成に必要な期間の
目安は？適正人数は？／パテントマップ作成ソフトで
良いものは？／海外特許調査の注意点は？／中国特許の
調査方法は？／IPCとFI記号の違いは？／Fターム・
概念検索の有効活用法は？物質名、化合物名による
特許検索方法のポイントは？パテント・トロール対策は？



★書籍申込書
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　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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書籍名　【BC100501】
信頼性・加速試験　書籍

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！

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.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

開発現場で役立つ

信頼性試験・管理・設計手法

本書の内容

書籍項目

各種加速試験で何がわかるのか？
加速試験とその役割…故障率加速と寿命加速/時間加速/ストレス加速/
　　　　　　　　　　判定加速/類似製品や前任機の実績を利用する/
　　　　　　　　　　回収品や強制的に劣化させた部品を用いる

信頼性試験はどう進めればいいのか？
加速試験の考え方・実施のタイミングは？
信頼性試験の種類…開発試験/認定試験/設計検証試験/寿命試験
試験規模の決め方…信頼性抜取り試験/指数分布型計量一回抜取り方式/
　　　　　　　　　指数分布型計数一回抜取り方式
加速試験の進め方…試験条件の決定/機器と部品の加速試験の違い/
　　　　　　　　　機器の場合の特徴と注意点/部品の場合の特徴と注意/
　　　　　　　　　部品の加速試験の注意点

信頼性設計をスムーズに計画したい
信頼性管理…信頼性管理の目的/製品開発における問題点/
　　　　　　開発の流れと信頼性管理/信頼性管理のステップ/
　　　　　　設計審査/設計根拠とその評価
信頼性設計…設計目標の設定/新規技術の場合/設計変更の場合/
　　　　　　使用条件を変える場合/トレードオフ設計の場合/
　　　　　　コストダウン設計の場合/部品の信頼性と保全性設計/
　　　　　　設計の根拠と支援体制

試験後のデータをどのように解析・評価し、
開発に反映させるのか？
MTBF・故障率の推定と予測への応用
　　　　　　　…平均故障率/平均故障間隔/MTBF、故障率の点推定/
　　　　　　　　MTBFの区間推定/信頼度予測への応用
信頼性データの解析…データの視覚化/寿命データの解析/
　　　　　　　　　　ワイブル確率紙による解析(完全・不完全データ)/
　　　　　　　　　　寿命分布
ワイブル解析におけるチェックポイント
　　　　　　　…故障時間の分布がワイブル分布に従わない場合/
　　　　　　　　位置パラメータ(γ)を持つ場合/
　　　　　　　　2種類以上の故障メカニズムが混在する場合/
　　　　　　　　確率紙を使う場合の注意点
サンプル数の決め方…サンプル数の考え方/統計的なサンプル数の決め方/
　　　　　　　　　　バラツキの推定を前提にしたサンプル数の決め方
故障物理モデルの解析…アレニウスモデルの場合の解析/
　　　　　　　　　　　活性化エネルギーの算出手順/累積損傷則の解析/
　　　　　　　　　　　アイリングモデル

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

実際の業務と照らし合わせて使用したい

概念の説明や計算式だけではなく、実例に結びつけて学びたい

　　　　　　　　　　→こんな方にお勧めです！

【例題つき】

富士ゼロックスアドバンストテクノロジー(株)
品質保証 安全・環境評価部　部長

原田 文明
レーザープリンタ、デジタル複写機などの開発に従事。
主に開発段階における信頼性試験やデータ解析、品質改善を担当。加速試験などの
信頼性試験法の開発業務を経て、部品信頼性の設計検証業務、海外生産体制での
品質マネジメントに従事。

発刊　2010年5月　　体裁 Ｂ5判　ソフトカバー　272頁　　定価￥38,000＋税
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発刊 2010年4月　体裁 Ｂ5判 297頁　定価￥63,000＋税　

本書の内容(一部)

執筆者一覧（敬称略）
●鳶島　真一(群馬大学)　●森本　英行(群馬大学)　●小寺　喬之((株)ナノリサーチ)　●今泉　純一((株)田中化学研究所)　●日比野 光宏(京都大学)

●田渕　光春、秋本　順二、境　哲男((独)産業技術総合研究所)　●斉藤　光正、中野　雅継(住友大阪セメント(株))　●武内　正隆(昭和電工(株))

●坂口　祐樹(鳥取大学)　●武田　保雄(三重大学)　●高　明天(ダイキン工業(株))　●高田　和典((独)物質・材料研究機構)　●伊藤　敬人(三重大学)

●江頭　港(山口大学)　●成瀬　新二(デュポン帝人アドバンスドペーパー(株))　●佐久間　充康((株)クレハ)　●藤崎　隆支(エナックス(株))　●吉野　彰(旭化成(株))

●菅原　秀一(泉化研(株))　●米澤　正智(オートモーティブエナジーサプライ(株))　●太田　真人(積水化学工業(株))

リチウムイオン二次電池の

電極・電池材料開発と展望

◎電極(正極,負極)～充・放電容量向上のための材料開発最前線！～
・正極材～注目の鉄系正極材、そしてその先は？～
鉄・リン酸塩系/鉄・ニッケル置換マンガン系/スピネル型マンガン酸化物/バナジウム系/導電性/

Li拡散性/安全性/開発方針(事例)

・負極材～炭素系を超える次世代材料を探る！～
炭素(カーボン)系/ケイ素系/酸化物・窒化物系/充・放電容量増加のメカニズムとポイント

◎電解質(電解液,固体電解質)～電極/電解質の界面抵抗を制御する～
・界面の反応進行プロセスと界面抵抗
高電位化/超寿命化/電極・電解質界面の反応進行プロセス/抵抗低減メカニズム

・電解液
電解質-電極の界面抵抗の低抵抗化/可燃性以外での電解液の現状の課題/電極/電極へのコーティング

・固体電解質
酸化物系/無機固体電解質/ポリマー電解質/固体-固体界面における抵抗/安全性/薄さ・柔らかさ

無機固体電解質リチウム電池

◎電極設計・製造～設計・製造プロセスとトラブル事例～
・電極設計
電極設計時の留意点(電解液/固体電解質別)/界面抵抗の制御//電池設計技術から見たLiイオン電池/

生産性向上/コスト管理/量産化（車載用）を視野に入れたセル設計

・製造プロセス
塗工/ウェブハンドリング/乾燥/裁断/流体解析/捲回/充電検査注液機の設計/運転条件/電解液の選択/

薄膜からの容量アップ/遠赤外線乾燥

◎バインダー・
　　　　 セパレータ
　～電極性能の中核技術～
・バインダー
スラリーの分散性・分散技術/

調製のポイント/塗工における注意点/

耐膨潤性/親和性/密着性//剥がれ

バインダーマイグレーション/原因と制御

・セパレータ
防発・耐久性・寸法安定性の確保

◎用途事例/今後の展望
・HEV/EV用途
オートモーティブエナジーサプライ社/

エナックス社事例/安全性・過充電試験

充・放電特性/電池の耐久性/

大型Li電池用正極・電解液添加剤開発事例/

EV/産業用の大型電池の今後の見通し

・市場動向
全固体LIB/住宅用蓄電池

◎電池性能の
　　　　 計測・評価
・安全性過充電による発熱・膨張

・出力　界面（内部）抵抗の分析/

　　　活物質材料のメカニズム解析

・寿命評価　
寿命予測・寿命推定技術/

計測・計算方法/長寿命化

高エネルギー密度の電極材料の作製→電池の高容量・高出力化のためのポイントとは？

電極開発の最先端の現状は？
電解質との界面抵抗とは？
車載用電池の開発事例が知りたい！

こうした
疑問・要望を
お持ちの方に
必見！

第1章　正極・負極材料に求められる特性とその評価

第2章  正極材料の特性と高容量化・安全性の確保

 第1節　噴霧熱分解法によるスピネル型リチウム

        マンガン酸化物の製造技術とその特性

 第2節　鉄・ニッケル置換マンガン系 

 第3節　鉄・リン酸塩系

 第4節　バナジウム系

第3章　負極材料の特性と高性能化への対応

 第1節　炭素系（黒鉛等）　

 第2節　ケイ素系コンポジット厚膜負極の新展開

 第3節　酸化物・窒化物系負極

第4章　電解質の特性と電極との界面メカニズム

 第1節　液体電解質

 第2節　固体電解質

 第3節　ポリマー電解質

第5章　セパレータ

第6章　バインダーの選定と電極作製のポイント

第7章　電極の設計・製造プロセス

 第1節　設計時の留意点（電解液使用）

 第2節　設計時の留意点(固体電解質使用)

 第3節　電極の製造プロセス～塗布・乾燥・焼成・

        ハンドリング・スリッティング～

第8章　リチウムイオン電池（セル）の特性と評価手法

第9章　リチウムイオン二次電池の市場動向と

       今後の展望

 第1節　車載用大型リチウムイオン二次電池用

        電極開発のポイントと展望

 第2節　車載用大型Liイオン二次電池の開発

 第3節　日本における住宅用太陽光発電の概要

→項目の詳細は弊社HPへ！

＜書籍項目＞

リチウム電極・電池材料 書籍

ご連絡頂いた、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致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

【BC100402】書籍名 冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

　ご案内をご希望の場合は今後の案内方法に

　　　　　　レ印を記入下さい(複数回答可)　　　　　口e-mail 　口FAX　　口郵送　　

FAX



第1章 規格試験に関わるガイダンス等の紹介
1. 基準・指針・ガイダンスの概要
2. 基準・指針・ガイダンスの位置づけと活用方法

第2章低分子化合物による製剤
1. 医薬品製剤の分類
2. 医薬品製剤及び剤形の定義と特性
3.規格及び試験方法の設定 

第3章 原薬/医薬中間体
1. 原薬
2. 医薬中間体

第4章 承認申請資料の作成のポイントと留意点
1. 承認申請資料の収集・作成に係る薬事規制
2. CTD- Qの構成
3. CTD- Qの規格及び

     試験方法に関する記載のポイントと留意点
4. 規格及び試験方法の記載(案)の作成手順の例
5. ICHガイドラインが求める
     新医薬品の規格及び試験方法
6. 標準品の規格及び試験方法の設定と
     試薬の取り扱いに関する記載方法
7. 導入品の場合のCTD- Q資料作成のポイント
8. 申請添付資料の編集時の留意点
9. CTD- Qの記載例
10.承認審査の指摘事例
11.申請資料の記載・作成におけるチェックリスト
12.CTD- Q記載事項と
      承認申請書記載事項との関連性

第5章 三薬局方の相違と調和の現状
1. 三薬局方の相違と調和作業の必要性
2. 国際調和の現状

ご回覧下さいご回覧下さい

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご連絡頂いた、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致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名　【BA100304】
規格試験法　書籍

発刊 2010年3月　定価40,000円(＋税)　体裁 Ｂ5判（ソフトカバー ）　190頁　

＜第十六改正日本薬局方　改正製剤総則（案）対応＞

規格及び試験方法
～製剤別/原薬・医薬中間体～

●著者　薬事コンサルタント　大谷淑郎 先生 / 同志社女子大学　薬学部　教授　谷本剛　先生
       (株)TSD Japan　製剤技術部　部長　浜島良　先生

申請資料作成、MF登録の実用書

● JP16の製剤総則大改正の計画に対応
● 当局からのガイドライン・通知や日局の改正方針の内容などを踏まえた実用書
● 各製剤ごと/原薬/医薬中間体/標準品/海外導入品の特性ごとに必要な項目を解説
● 実際の規格設定の設定とバリデーション実施、申請資料等の記載のポイントを具体的に
● 申請資料(CTD-Q) 作成の留意点を分かりやすく、実務的に
● 承認審査の指摘事例も解説
● 申請添付資料の編集時の留意点（分冊となるCTDで、各項を関連づける折の留意点など）
● 申請資料の記載・作成におけるチェックリスト活用のポイント
● 原薬等登録原簿(MF)への登録時の　規格設定に関しても独立して章を設定
● 海外(ICH)の動向をポイントを絞って解説



★書籍申込書
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、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致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

発刊 2010年3月　　体裁 Ｂ5判 242頁　　定価￥６１,０００＋税
本書の内容(一部)

執筆者一覧（敬称略）
●加峯　哲治(宇部興産(株))　●神永　賢吾(日鉱金属(株))　●大澤　三郎((株)ケミトックス)　●河原　秀樹(福田金属箔粉工業(株))　●栗原　繁(沖電線(株))

●小林　一治((株)フジクラ)　●小國　昌宏(東レ・デュポン(株))　●市川　立也(日立化成工業(株))　●福田　博行(四国化成工業(株))　●堀居　篤(利昌工業(株))

●柏木　修二((株)PCテクノロジーサポート)　●田嶋　和貴(メルテックス(株))　●横山　直樹(新日鐵化学(株))　●森元　昌平(タツタ システム・エレクトロニクス(株))

●福武　素直(ジャパンゴアテックス(株))　●井口　裕(三井金属鉱業(株))

フレキシブルプリント基板(ＦＰＣ)の
要求特性と最新動向

～材料・部材の開発から製造工程・評価まで～

◎ベースフィルム材料の特性を比較検討
・メーカー・樹脂ごとの性能比較がしたい
・ベースフィルムに求められる物性は？
・極薄化・ファイン化における最新技術動向を知りたい

◎銅箔材料の各種性能と材料開発最前線
・銅箔各種の特性と物性比較をしたい
・エッチング条件ごとの材料選定がしたい
・結晶構造の制御のために必要なことは？

◎各種FCCLの特性と材料の最適選定を探る！
・二層・多層・その他のFCCLの特性と物性比較がしたい
・FCCL市場の最新動向は？
・用途・構造別での材料の最適選定のポイントは？

◎表面処理のポイントと腐食への対策とは
・実装・接続性向上のための表面処理手法とは？
・各めっき手法の特性・反応機構を比較検討したい
・局部腐食・ボイド・ウイスカー・界面への
　めっき液染み込み等を防止するには？
・鉛フリー対応水溶性プレフラックスを
　今活かすためには？

◎レジスト材料(カバーレイ/カバーコート)
・液状レジストとドライフィルムレジスト
（ポジ・ネガ型）との比較がしたい
・各種レジスト回路形成法（エッチング・セミアディティブ・
　フルアディティブ法）のポイントとは？
・感光性フィルムの密着性・剥離性について知りたい

◎接着剤・補強板・シールド材料にも言及
・エポキシ系接着剤の物性と使用上のポイントは？
・FPC製造工程における接着剤の役割・かかわりとは？
・各種補強板の特性を把握し、選定の参考にしたい
・シールド材料の電気・屈曲特性を知りたい

◎FPC性能の維持・評価のために
・FPC製造における、信頼性を重視すべきポイントは？
・品質・信頼性評価の手法・手順が知りたい

◎製造プロセスの留意点と最新技術動向
・実装プロセスを見直して不良を低減したい
・リフロー中の温度プロファイルの考え方について知りたい
・搬送工程でのトラブル防止方法は？

第1章　FPCをめぐる現状と要求されるもの

第2章　ファインピッチ化に向けた製造・実装と使用される材料の特性
 第1節　FPC製造・実装プロセスとそのポイント
 第2節　表面処理プロセスと実装

第3章　FPCの信頼性評価

第4章　銅箔導体材料の材料特性とファインピッチ化への対応
 第1節　圧延銅箔の材料特性とファインピッチ化への対応
　　　　～屈曲性・接着性・表面平滑性・コスト～
 第2節　電解銅箔の材料特性とファイン化への対応～造箔・表面処理～
 第3節　高屈曲性電解銅箔の材料特性

第5章　FPCに使用される樹脂の種類とその特徴
 第1節 東レ・デユポン
 第2節　宇部興産
 第3節　FCCLの種類と市場動向
 第4節　LCPを使用した二層FCCLの特性と用途事例
 第5節　FPCに使用されるポリエステルの特徴および使用例と技術動向

第6章　その他FPC材料・部材の特性と性能の向上に向けて
 第1節　接着剤材料としてのエポキシ樹脂に求められる特性
 第2節　FPC用シールドフィルムSF-PCシリーズ
 第3節　鉛フリー対応水溶性プレフラックス
 第4節　ドライフィルムタイプのレジスト材料の密着・剥離性の向上と
　　　　ファインパターン形成に向けた要求性能
 第5節　LCPを使用したFPC用補強板
 第6節　フレキシブルプリント配線板用補強板（ガラス／エポキシ積層系）
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マイクロリアクタによる

     プロセス革新と環境負荷低減

●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）

執筆者一覧（敬称略）

＜本書のポイント＞
　化学反応を行うためのマイクロデバイスはマイクロリアクタと呼ばれているが、その流路幅は髪の毛の断面ぐらい、つまり数10～100μｍ程度である。
マイクロリアクタは、従来の撹拌槽方式バッチ法を用いた化学反応に比べて、マイクロメータのレベルで高速かつ均一に混合・反応が起こる。
そのため、飛躍的なプロセス革新(収率向上、品質向上、連続フロー処理、スピードアップ)と環境負荷低減（廃棄物低減や省エネ）を実現する事ができ、
従来の各種プロセスを大きく変えようとしている。
　本書では、マイクロリアクタの基礎と実験および適用のポイント、最新開発動向を始め、プロセス向上と環境負荷低減の適用事例を示す。さらに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についてもわかりやすく解説してある。
　マイクロリアクタの導入を検討されているビギナーの方から、量産プラント化を考えておられるエキスパートの方まで、幅広い研究者および技術者の方々に役立てば幸いである。

<こんなことが理解できます>
○マイクロリアクタの特徴と適用可能なプロセス
○マイクロリアクタの実験方法とシミュレーション技術
○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具体的な事例
○マイクロリアクタのプラント化

◎執筆者へ質問が可能！！

詳しくはHPまで！

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

　１．１　マイクロリアクタとは

　１．２　マイクロリアクタの特徴

　１．３　マイクロリアクタの種類

２．マイクロ化のメリット・デメリット

　２．１　マイクロ流体の基礎

　２．２　マイクロ化のメリット

　２．３　マイクロ化のデメリット

３．マイクロリアクタ実験の方法

　３．１　実験装置の構成

　３．２　圧力損失の見積もり

　３．３　滞留時間の見積もり

　３．４　流路内の気泡除去の方法

　３．５　ラボ用のマイクロリアクタシステム

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

　１．１　機械による除去加工

　１．２　半導体プロセス利用による加工

２．接合方法

　２．１　接合方法の分類

　２．２　拡散接合

　２．３　陽極接合

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

　１．１　利用可能な技術領域

　１．２　重視する仕様・性能

２．海外の開発動向

　２．１　ドイツの動向

　２．２　国際会議の動向

３．国内の開発動向

　３．１　国家プロジェクトの動向

　３．２　国内学会の動向

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

　５．１　グリーンサスティナブルケミストリー

　　

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

　２．１　モンテカルロ法

　２．２　分子の移動規則

　２．３　対象反応場と分子の衝突規則

　２．４　アルゴリズム

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

　３．１　反応速度式の構築

　３．２　ペトリネット法による反応速度定数の予測手法

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

　４．１　拡散律速と反応律速

　４．２　分子軌道法による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
　５．１　ＶＯＦ法によるシミュレーション
　５．２　シミュレーション条件

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
　１．１　マイクロリアクタを用いた実験法
　１．２　攪拌槽方式バッチ法を用いた実験法
　１．３　適用プロセスの分類
２．液相反応プロセス
　２．１　攪拌槽方式バッチ法の課題
　２．２　液相反応の分類とマイクロリアクタ適用の効果
　２．３　競合反応の事例
３．ナノ粒子生成プロセス
　３．１　ナノ粒子生成法の分類
　３．２　攪拌槽方式バッチ法の課題
　３．３　ナノ粒子径の均一化
４．乳化プロセス
　４．１　乳化の基礎
　４．２　攪拌槽方式バッチ法の課題
５．液液抽出プロセス
　５．１　バッチ法の課題
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

■具体的な適用例、開発事例を記載！
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はじめに　太陽電池及び部材各種の最新動向

　　　第1章　製膜技術各種と太陽電池部材製造への利用

第1節　スパッタリングによる成膜と各種太陽電池への利用

第2節　蒸着による成膜と各種太陽電池への利用

第3節　CVD（化学気相蒸着）による成膜と各種太陽電池製造への利用

第4節　プラズマCVD法による成膜と太陽電池製造

　　　　　―装置メーカーの視点から―

第5節　スクリーン印刷による成膜と各種太陽電池製造への利用

第6節　塗布成膜法による各種太陽電池の開発

第7節　塗布熱分解法による成膜技術と太陽電池材料への応用

　　　　　～スピンコーティング法～

　　　第2章　太陽電池の封止及びモジュール化用 部材・材料の

　　　　　　　　製造と開発、および高効率化・耐久性向上

第1節　太陽電池用封止・充填材料の製造と開発、および耐久性向上

第1項　太陽電池用ＥＶＡ封止材に関して

第2項　太陽電池用PVB（ポリビニルブチラール）封止材の開発

第2節　太陽電池モジュール用部材製造技術と高効率化・耐久性向上及び事例

第1項　太陽電池用フィルムの製造と開発、および性能向上技術

第2項　SiCN系材料を用いた水蒸気バリアフィルムの開発事例

第3項　太陽電池用ガラスの製造と開発、および性能向上技術

第4項　太陽電池モジュール用バックシートの開発事例

　　　第3章　太陽電池モジュール製造と開発、および事例

第1節　太陽電池モジュール製造装置

第2節　シリコン系太陽電池のモジュール化技術と耐久性向上

第3節　CIS系太陽電池のモジュール製造技術

第4節　有機薄膜系太陽電池のモジュール化技術と耐久性向上

第5節　色素増感太陽電池の部材、モジュール化技術と製造プロセス

　　　第4章　各種電極・基板材料の製造と開発

第1節　太陽電池用透明導電膜(透明電極)の製造と開発、および事例

第1項　太陽電池用ITO透明導電膜の製造と開発、および事例

第2項　太陽電池用ZnO系透明導電膜の製造と開発、および事例

第3項　太陽電池用TiO2透明導電膜の製造技術

第4項　太陽電池用FTO透明導電膜の開発～色素増感太陽電池から～

第5項　導電性高分子による太陽電池用透明導電膜の製造と開発、および事例

第6項　ATO透明導電膜の製造と開発、および太陽電池等への応用　

第2項　銀・銅ナノ粒子の太陽電池等の電極材料への応用展開　

第3節　各種基板材料の製造と開発、

　　　　　および発電効率への影響

第1項　太陽電池基板とフレキシブル化技術

　　　　　　―有機系太陽電池を中心に―

第2項　太陽電池用透明プラスチック基板の開発

　　　第5章　太陽電池の最新高効率化技術

第1節　各種部材から見た反射防止処理による高効率化技術

第2節　各種部材から見た集光技術ならびに集光効率向上技術

第3節　各種部材から見た蛍光膜の

　　　　　波長変換方式による高効率化技術

第4節　太陽電池用材料のコーティングによる高能率化技術

第1項　フッ素化アクリルコーティング材による

　　　　　太陽電池モジュールの高効率化技術

第2項　透過率向上・反射率低減・防汚・基板劣化低減

　　　　　チタニア技術

第5節　太陽光発電システムの高効率・長寿命化

★部材から捉える太陽電池製造。

太陽電池  と  部材  の  開発・製造技術
—構造・プロセスから見る、耐久性向上・高効率化を目指した各種事例— 

新規参入を考える方も、高耐久・高効率電池を開発したい方も、まずはこの1冊から！

バックシート･封止材･透明導電膜･基板等の部材から、製膜技術･モジュール化まで、
太陽電池と関連部材のための、詳細な技術･新規の研究をお届け致します。

●村上 健司(静岡大学)
●宮坂 力(桐蔭横浜大学)　  
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●岸本 泰一(東ソー・エフテック(株))
●谷 辰夫(諏訪東京理科大学)
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●林 靖彦(名古屋工業大学)　　　　　　　　　　 
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●鈴木 晶雄(大阪産業大学)　　　　　　　　　　 
●山方 啓(北海道大学)　　　　　　 　　　　   　
●奥谷 昌之(静岡大学)　  　　　　　　　
●橋本 定待(日本先端科学(株)) 　
●友成 雅則・井田 清信・永森 智(石原産業(株))　

＜製膜技術＞ プロセス・設備・条件等を集成
・スパッタリング…設備の構成やメンテナンスまで

・蒸着法…抵抗加熱蒸着法／電子ビーム加熱法

・ＣＶＤ…熱CVDによるSnO2膜・ZnO膜の製膜、プラズマCVDなど

・プラズマＣＶＤ…装置メーカーの事例、各プロセス、成膜条件パラメータなど

・スクリーン印刷法…塗膜のコントロール、印刷機各種

・塗布成膜法…基板と塗布方法、塗布における溶媒の影響

・スピンコーティング法…CIS/CIGS薄膜の作製、塗布熱分解法

＜封止材・モジュール用部材＞ バックシート他、耐久性向上のために　
・ＥＶＡ…熱収縮・耐久性試験に関する評価方法、組成と条件設定も　　　　 ・ＰＶＢ…フィルムのラミネート、反射膜機能の付与

・有機フィルム各種…耐候性・水蒸気透過率・光線透過率と改良・製造技術 ・水蒸気バリアフィルム…要求特性、超ガスバリヤフィルム

・ガラス…強度・耐久性の確保、薄膜用基板としての機能、他　　　　　　　  ・バックシート…開発事例、要求事項

＜モジュール化＞ 方式別のポイントを知る　
・モジュール製造技術…セル検査・配線・ラミネーション・テスト

・シリコン太陽電池…温度サイクル・湿度・積雪に対する耐性など

・ＣＩＳ系太陽電池…製造技術、要求される特性など

・有機薄膜太陽電池…劣化と高耐久性、封止剤、バックシートも

・色素増感太陽電池…材料各種の形成工程、耐久性向上の動向など

＜透明導電膜＞ ITO代替のための材料と製法　

＜電極／基板＞ 最新方式へ向けた材料と技術　
・電極材料の界面制御…色素増感用電極の事例(半導体･色素･電解質･対向電極)

・銀・銅ナノ粒子電極…合成方法と電極材料への応用

・基板のフレキシブル化…求められる条件、モジュールの印刷式製造

・フレキシブル基板事例…透明性､耐湿性と水蒸気バリア性､耐候性の付与

＜最新高効率化技術＞ 部材からシステム全体までを見越して 
・反射防止処理…各種エッチングによる表面テクスチャ化法

・集光技術…システムの構成要素と集光型太陽電池モジュール技術

・波長変換…機構解析・最適膜厚・波長整合・劣化対策

・ＩＴＯ…超低抵抗ITOの作製、ITO使用を大幅に削減した基盤

・ＺｎＯ…AZO、ACZO、TZO等の検討、ドーパント材料の検討

・ＴｉＯ2…塗布と焼成方法、光の透過と散乱について

・ＦＴＯ…スプレー熱分解(SPD)法、集光膜によるヘイズ率の制御

・ＰＥＤＯＴ…国内／海外の方式別活用例など

・ＡＴＯ…微粒子の製法・膜の特性と応用の可能性

・コーティング技術…光学原理と材料設計、要求性能と信頼性

・チタニア技術…透過率向上・反射率低減・防汚・基板劣化低減

・システムの高効率･長寿命化…エネルギーコストの算定とその条件

【執筆者一覧(敬称略)】
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（書籍申し込み要領）
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◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
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◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
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■実務担当者から直接アンケートを実施、１０9問からなる問題をエキスパート達が経験・知識で詳細に解説！

■マニュアルでは対応できない現場で直面している疑問点の答えがここに！

＜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
発刊：2010年2月　　定価：47,000円(＋税) 体裁：Ｂ５判 209頁

●大石　順二（東レ（株））●神田　武利（（株）資生堂）●長谷川　秀夫（スペクトル解析支援センター）●中村　光浩（岐阜薬科大学）●岩木　和夫（奥羽大学）●岡林　義人（塩野義製薬（株））

●岡本　昌彦（住友化学（株））●林　譲（帝京平成大学）●鈴木　竹一（エヌケイエス（株））●早川　禎宏（(株)島津製作所）●濱地　洋三（テバファーマスーティカル(株））

●城道　修（メルシャン（株））●犬伏　孝一（田辺三菱製薬（株））●山田　龍彦（キッセイ薬品工業（株））●村井久美（(株)ＪＣＬバイオアッセイ）●川端　清（第一三共RDアソシエ（株））

●戸塚　善三郎（積水メディカル(株））●山内　仁史（ニプロパッチ（株））●桐原　清（日本ケミカルリサーチ(株））●佐伯　智佳子（日本ケミカルリサーチ(株））●浜島　良（（株）TSD Ｊａｐａｎ）

●村嶋　康平（武州製薬（株））●佐村　恵治（Huntingdon Life Sciences）

※2008年6月発刊書籍　＜【製剤/原薬/TK/PK別＞分析法バリデーション事例集＞

上記書籍を購入された方には【分析法バリデーションQ&A集】書籍を特別割引で販売中！定価：49,350円（税込）→38,850円（税込）

お申込の際、“書籍購入済み”の旨をご記入下さい。 ＊他の割引と併用はできません

第１章　分析手法と分析事例
　第1節　高速液体クロマトグラフィー（HPLC）
第1問 HPLCのバリデーションの具体的な手法とは？
第2問 HPLCの再現性について（特親水性物質）
第3問 HPLCカラム選定について
第4問 HPLC分析を行っているが、分析精度の確保と維持に困っている、対処法はあるのか？
第5問 カラム及び移動相のメンテトラブル対応とは？
第6問 HPLCで内標準法を用いた場合、併行精度算出に面積比や回収率を用いているの
         を見かけるが、ピーク面積単体を使用する必要はないのでしょうか？
第7問 日常的に実施する「同時的バリデーション」について、実用的・具体的な事例とは？
　第2節　LC-MS/MS、ガスクロマトグラフィー、イオンクロマトグラフィー、熱分析
第1問 LC-MS/MSの基本原理とは？
第2問 LC条件における検討事項とは？
第3問 ESI、APCIについての詳細が知りたい
第4問 定量における分析条件の決定方法および抽出方法とは？
第5問 LC/MS/MS特有の問題点とは？（マトリクス効果について）
第6問 LC/MS/MSのための前処理の考え方とは？（LCとの違い）
第7問 確認試験に質量スペクトル（MS）法を利用する際の注意点を教えてください。
第8問 内標準法でなければだめなのか？絶対検量線法、標準添加法などではどうなのか？
第9問 食品中のミネラルの分析などでは，原子吸光法のほかに誘導結合プラズマ発光
         分光分析（ICP）法が用いられるようになっています．医薬品の分野はどうでしょうか？
第10問 ヘッドスペースGC法で原薬中の残留溶媒試験法を検討中です．
           試験法をバリデーションする際に注意する点を教えてください。
第11問 イオンクロマトグラフィーの分析法バリデーションの解析実施例が少なく、
           解説及び実施例を載せてほしい。
第12問 熱分析法は日本薬局方にも収載されていますが，どのようなことが判るのでしょうか？
           熱分析法の特性について教えてください。
第13問 熱分析法において示差熱分析（DTA）のデータの解析法がよく判りません。
　第3節　ELISA
第1問 ELISA試験の頑健性はどのような項目を評価するのか？
         反応時間、温度、試薬のロット、抗体のロット等の確認まで行うのが通常でしょうか？
第2問 ELISA法の精度・検出下限値の推定手法とは？
第3問 精度プロファイルとは？
第4問 ダイオキシン類測定キット、・精度・検出下限値の予測方法とは？
　第4節　バイオ医薬品
第1問 抗体分析法とは？（バイオ医薬品について）
第2問 バイオ医薬品の種類別にどのような分析方法があるのか？
第3問 バイオアッセイの力価標準品の設定方法や管理方法とは？
第4問 バイオアッセイのバリデーション項目やバリデーション方法とは？
第２章　試験検査室（試験室）および装置・機器
第1問 試験検査室管理に必要な薬事法と関係ガイドラインとは？
第2問 試験設備の適格評価とは？
第3問 試験検査室における自己点検と監査の留意点とは？
第4問 装置・機器においてGMPあるいはFDA等に準拠とした校正方法をどのように行うのか？
第5問 校正周期、故障時の対応と記録・教育に困っている
第6問 校正用標準器自身の校正インターバルはどうするのか？

第7問 機器の洗浄判定試験のメソッドバリデーション方法とは？（実例も含めて）
第8問 日常点検の実施内容と記録方法とは？
第9問 電子記録及び電子署名での必須事項とそのポイント
第10問 HPLCのキャリブレーションにおけるポイントとは？ 
第３章　統計解析
第1問 分析法バリデーション（データ）の統計処理データの判定基準に困っている
第2問 統計処理中の有用なエクセル等の使い方とは？
第3問 完全枝分かれ、不完全枝分かれ、な場合の自由度の求め方、解析方法とは？
第4問 外れ値の検証および説明方法とは？事例を挙げて欲しい
第5問 分析データの比較と結果の判断の方法に興味がある
第４章　判定基準～分析能パラメータ算出例・事例・評価方法など
第1問 真度の信頼区間は一般的に９５％信頼率から算出されることが多いが、
         併行精度および室内再現精度の信頼区間は９０％から算出されることが多いのか？
第2問 標準物質が存在しない場合、定量法における真値の具体的な求め方とは？
第3問 定量法において、精度、直線性、特異性から真度が推定できると本には書いてあるが、
         実際、どの様に行えば真度が推定できるのか？（具体的な事例を含めて）
第4問 直線性の判定項目にはどのような種類がありますか？
第5問 直線性の判定項目の直線性（r）以外に、検量線試料の各濃度の真度誤差を
         判定基準に加える必要があるのか？
第6問 直線性の判定基準は、一般的にどのくらいの範囲内に設定されているのか？
第7問 純度試験判定基準は、一般的にどのくらいの範囲内に設定されているのか？
第8問 分離度、シンメトリー係数などの分析バリデーションはどのようにすればよいのか？
         結果からの基準値の決め方などに関しても教えてほしい。
第9問 システム適合性試験の具体的な設定方法とは？
第10問 システム適合性試験の具体的な実施法とどのようになれば適合しているのか？
第11問 システム適合性の考え方とは？
第12問 海外で製造・試験がなされ、日本に輸出される製品の承認規格がJP準拠の場合、
           海外製造所では、同品目が複数国を対象としたグローバル規格で試験されている
           場合でも、日本向けの製品に対しては、JP準拠の試験を実施するのか？
第13問 一般的に分析法バリデーションに使用する標準偏差は、標本標偏差又は
           母標準偏差のどちらでしょうか？
第14問　HPLCの一部（たとえばオートサンプラーのみ）を変更した場合のバリデーション項目と
           その判定基準設定の方法とは？
第15問 直線が原点を通ることの評価として、「y切片の95％信頼区間に原点（０）を含む」
           に加えて「基準液のレスポンスに対するy切片の絶対値の割合が○％以下」の
           ような判定基準を設けることは認められるのか？
第16問 検量線で推定した検出限界の評価について「20回分析して、検出しないのは
           1回程度ある」の例がありますが、20回分析が必要なのか？
           例えば、「6回分析して、6回とも検出される」のような判断基準は認められないのか？
第17問 処方が類似する用量違いの製剤（例：1mg, 10mg，100mg/錠）の分析法バリデーションを
           実施する場合，添加剤の影響をワーストケースして特異性や真度の評価を共通に
           行うことは認められるか？
第５章　計画の立案および報告書作成
第1問 分析法バリデーション実施時の試験計画書への記入事項と室内再現精度の記載例
第2問 試験方法のバリデーション立案における留意点とは？
第3問 真度の評価基準値設定は？ 

第4問 併行精度の評価基準値設定は？ 
第5問 室内再現精度の評価基準値設定は？ 
第6問 室間再現精度の評価基準値設定は？
第7問 報告書に記載するデータとは？etc
第６章　TK/PK試験
第1問 TK・PK測定における試験試料の語句の整合性は、どの程度まで求められるのか？
第2問 White Paper、ISRの動向を教えて下さい。また、対応時の留意点は？
第3問 コントロールサンプル分析について
第4問 試験方法は計画書にどこまで記載する必要があるのか？
第5問 室温保存における生体試料中の安定性とは？
第6問 試料の凍結保存中の安定性とは？etc
第７章 GLP分析法バリデーション～実施範囲・測定における判断基準等～
第1問 含量の初期値をすべての委託GLP試験で更新せず統一して使っているが、問題はないのか？
第2問 GLPに準拠した分析法バリデーションを知りたい
第3問 GLPのための分析法バリデーションにおける実際の測定ではどの程度の
         判断基準があるべきなのか？
第８章　分析対象別の分析法バリデーション
第1問 標準品には，一次標準品のほかに二次標準品があります。違いを教えてください。
第2問 不純物試験設定の留意点とは？
第3問 不純物データの取扱いと規格設定とは？
第4問 開発中の原薬に新規不純物を検出した場合、どのレベルから安全性試験を実施するのか？
第5問 治験薬における安全性の有効期間設定の方法とは？また、ICHO1Eに従うべきか？
第6問 治験薬の有効期間設定でより長く設定する事は許されるのか？
第7問 ジェネリック医薬品の申請に必要なデータとは？
第8問 バイオ医薬品開発途中での製法変更と同一性の確認法とは？
第9問 バイオ医薬品の品質試験のバリデーションに関して、試験項目の評価項目を教えてほしい。
第10問 経皮吸収製剤における分析法バリデーションとは？
第９章　変更管理および技術移転
第1問 分析法の変更により不純物プロファイルに変化が生じた場合の対処方法とは？
第2問 外部試験機関の利用時の留意点は？
第3問 外部機関～技術移管の際に必要なデータおよび評価方法とは？
         技術移管時の必要なデータの程度とは？
第4問 移転元と移転先の実測値の比較を平均値の差の検定で行っているが、
         統計手法の事例について示してほしい。
第10章 分析法バリデーションに関わる申請資料（CTD-Q等）
第1問 分析法の申請書類に関する信頼性調査における最近の指摘ポイントとは？
第2問 海外データの取扱いとは？（海外データを用いる場合の留意点）
第3問 海外データを用いた申請で、各極で求める分析法バリデーションの実験計画と
         評価方法が異なっていて困っている。対応方法はあるのか？
第4問 CTD-Q作成時における注意点とは？
第5問 申請の際に必要なデータとは？
第6問 試験方法記載上の留意点とは？etc
第11章 生データの取扱いと適合性調査
第1問 生データが紙の場合、電子データはどうしているのでしょうか？
第2問 生データの最新電子動向とは？
第3問 生データのまとめ方および保存についての留意点とは？etc
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著者：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）

フッ素技術～固定化･リサイクル･規制～

＜環境と資源から見る＞ 

【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。

フッ素化合物リサイクル／処理技術の集大成！

★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★

第１章　フッ素を取り巻く環境
1.自然界のフッ素
  1.1　地殻  1.2　土壌  1.3　水系  1.4　大気  1.5　食物
2.フッ素と健康
　2.1　一般的なフッ素の摂取   2.2　フッ素による急性中毒
　2.3　フッ素による慢性毒性 
  2.4　フッ素化合物取り扱い現場でのフッ化水素許容度濃度
3.フッ素の資源問題と対策
　3.1　フッ素資源の枯渇問題  
　3.2　日本におけるフッ素のマテリアルフロー　
　3.3　資源問題の短中期的対策
4.フッ素化合物の性質と工業的な利用
　4.1　フッ素化合物の性質    4.2　無機フッ素化学工業
  4.3　有機フッ素化学工業
5.中国のフッ素化学事情
　5.1　アシッドグレード蛍石（CaF2）と無水フッ化水素（AHF）の
　日本への輸入量と価格の変化  5.2　フッ素資源  
  5.3　無機フッ素化学工業  5.4　有機フッ素化学工業  5.5　フッ素規制

第２章　フッ素規制の動向
1.フッ素規制
　1.1　概要   1.2　フッ素濃度の分析  1.3　フッ素規制（国内法）
　1.4　地球環境問題
2.最近のフッ素排水規制の動向と大気規制の動向
　2.1　フッ素排水規制の動向   2.2　最近の大気規制の動向
3.PFOS/PFOA問題の現状
　3.1　最新の動向  3.2　PFOS/PFOA類とは  
  3.3　PFOS/PFOA類の製造方法・物性・用途  3.4　PFOS/PFOA類の毒性  
  3.5　PFOS/PFOA類の定量分析  3.6　PFOS/PFOA類の無害化

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   
　1.1　フッ素の存在形態 1.2　溶解度　　1.3　共析凝集沈殿 
　1.4　吸着および分配平衡  1.5　膜分離  1.6　蒸留
2.フッ素の固定化処理技術    2.1　易分解性フッ化物を含む廃水 
  2.2　難分解性フッ化物を含む廃水   2.3　高次処理　2.4　雑記
3.フロンなどの破壊処理技術
　3.1　フロンの分解  3.2　推奨されている処理技術  3.3　各種処理技術
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 1.1  どのフッ化物で回収すれば良い?  1.2　耐食材料
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
　2.1　主な排出源  2.2　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
　3.1　主な排出源  3.2　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
　4.1　ホウフッ化物を含む廃水   4.2　リンフッ化物を含む廃水
5.フロン系のリサイクル技術  
 5.1　フロン類の再生利用    5.2　化学反応によるフロン類の変換  
 5.3　フロン類の分解処理物からの回収リサイクル
6.フッ素樹脂のリサイクル
　6.1　フッ素樹脂の微細化による再利用  6.2　フッ素樹脂の熱分解
7.その他   7.1　化学反応によるフッ化物の生成
　7.2　熱分解によるHFなどのフッ化物の生成  7.3　水熱分解によるHF生成
8.フッ素リサイクルシステム
　8.1　回収CaF2からのHFの製造技術  
　8.2　低品位の回収CaF2からHFを発生できるか
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各種透明フレキシブル基板材料

の開発・特性と高性能化

★透明フレキシブルデバイス開発のため材料、製膜、表面処理技術！

ＮＨＫ放送技術研究所

帝人デュポンフィルム(株) 

住友化学(株) 

日本ゼオン(株)

東京工芸大学

富士フィルム(株) 

住友スリーエム(株) 

(独)産業技術総合研究所

(株)KRI ナノハイブリッド研究部

東亞合成(株)

(有)ホーセンテクノ 

YIC京都工科専門学校

三容真空工業(株) 

(株)石川製作所

(独)産業技術総合研究所

ナガセケムテックス(株)

埼玉大学大学院 

★太陽電池、フレキシブルディスプレイ・発光デバイスの開発に最適な透明フィルム基板材料とは！

★各種、透明フレキシブル材料・周辺材料の特性と基板への適正・特性！
　　～光学的適性、印刷適正、透湿・ガスバリアー性、寸法安定性、耐熱性、フレキシブル性、、、、～
  ・ＰＥＮ(ポリエチレンナフタレート）  ・ＰＥＳ(ポリエーテルスルホン）　・ＣＯＰ（シクロオレフィンポリマー）
　・無色透明ポリイミド　　・ＴＡＣフィルム　・高透明性自己粘着型アクリルフィルム
　・透明粘土フィルム　・透明有機・無機ハイブリッドコーティング　　・高屈折率UV硬化性樹脂
　・導電性ポリマー　PEDOT/PSS　　　・透明プラスチックフィルム基板における耐湿性付与技術

　・グラフェン薄膜の塗布形成法開発、有機薄膜太陽電池への応用

★ガスバリア性、透湿性の評価と信頼性　

　～微量な湿度や透過成分をどのように評価するのか　～その許容範囲は

★製膜技術
　・RtoRによる生産性の向上　　・PVD法による低温薄膜形成技術　
　・Cat- CVD法で何かできる　～フィルム性能の向上
　・印刷法（ウェットプロセス）による透明フィルム基板上へ製膜

★ご回覧下さい★

第1章　最近のフレキシブルディスプレイの研究動向と透明フィルム基板の課題
1.フレキシブルディスプレイの用途
2.フロントプレーン技術
　2.1　有機EL方式 /2.2　液晶方式 /2.3　電気泳動方式 /2.4　コレステリック液晶方式
3.バックプレーン技術  /4.フィルム基板の技術課題  /5.フィルム基板と印刷技術

第2章　各種基板材料の特徴と設計および応用展開
第1節　PEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂
1.ポリエチレンナフタレートフィルム /2.製膜プロセス技術とフィルム特性
3.PENフィルムの化学的、物理的性質　/4.表面改質技術
第2節　透明フィルム基板への応用を含むPES(ポリエーテルスルホン)の特徴とその展開
1.ポリエーテルスルホン(ＰＥＳ)とは　/2.歴史 /3.原料および製造方法 /4.需給動向　/5.特性
6.技術開発動向　/7.応用事例　　・8.透明基板への応用
第3節　シクロオレフィンポリマー
1.シクロオレフィンポリマーとは　　/2.　COPの特長
第4節　無色透明ポリイミド
1.ポリイミド着色の起源  /2.無色透明ポリイミド  /3.多脂環構造の脂環式ポリイミド
第5節　TACフィルム
1.TACフィルムの歴史　/2.TACフィルム材料と性質 / 3.TACフィルムの製造 /4.TACフィルムの用途
第6節　高透明性自己粘着型アクリルフィルム　- CEF (Contrast Enhancement Film)-
1.コントラスト上昇効果
2.高透明性自己粘着型アクリル材料
　2.1　高透明性自己粘着型アクリルフィルムCEF (Contrast Enhancement Film)
　2.2　高透明性転写テープOCA (Optically Clear Adhesive)
3.アクリルフィルム貼り合わせ工程
第7節　高耐熱高透明性粘土フィルム基板の開発
1.透明粘土フィルム /2.透明化のポイント
3.透明粘土フィルムの特徴  /3.1　耐熱性 /3.2　ガスバリア性 /3.3　フレキシブル性
  /3.4　線膨張係数 /3.5　透明性 /3.6　その他の特性
4.フィルム開発事例  /4.1　水溶性高分子をバインダーとした粘土フィルム
  /4.2　耐熱有機カチオン粘土フィルム /4.3　バインダーフリーフィルム
5.フィルム加工事例  /5.1　発光素子 /5.2　色素増感太陽電池
第8節　有機・無機ハイブリッド、コーティングによる
                    高機能透明樹脂の開発と基板材料への期待
1.有機・無機ハイブリッドの光学材料への応用
2.透明有機-無機ハイブリッドの形成
　2.1　シリカ系ハイブリッド /2.2　非シリカ系ハイブリッド
　2.3　有機-無機ハイブリッドコーティング /2.3.1　低屈折率材料 /2.3.2　高屈折率材料
　2.4　有機-無機ハイブリッドバルク材料

第9節　高屈折率UV硬化性樹脂の開発と透明基板への期待
1.高分子材料の屈折率  /2.屈折率の算出方法　/3.化学構造と屈折率 
4.一般的なUV硬化樹脂の屈折率　/5.高屈折率化/6.屈折率の温度依存性と膨張係数 
7.UV照射量と屈折率との関係 　/8.波長分散  /9.複屈折  /10.吸水率 
第10節　導電性ポリマー
1.透明導電膜の現状　/1.1　ITOを取り巻く現状 /1.2　透明導電性材料
　1.3　ITOフィルムと導電性ポリマーの比較 　/1.4　π共役系導電性ポリマー
2.PEDOT/PSS　2.1　PEDOT/PSSの特性 /2.2　PEDOT/PSSの導電性の向上
3.透明電極用デナトロンフィルム  /3.1　代表グレードの特徴 /3.2　基材適応性
4.パターニング /4.1　リフトオフ法を応用した方法 /4.2　感光性デナトロン /4.3　スクリーンペースト
第11節　透明プラスチックフィルム基板における耐湿性付与技術
1. 透明プラスチックフィルム基板用ポリマーの分子設計
2. 透明プラスチックフィルム基板用ポリマーとしてのシクロオレフィンポリマーの特長と技術動向
　2.1　耐湿性と水蒸気バリア　/2.2　耐候性付与技術
第12節　グラフェン薄膜の塗布形成法開発、透明フレキシブルデバイスへの応用
1.グラフェンのフレキシブル透明導電膜への応用
2.化学的手法を用いたグラファイト単結晶の単層剥離とグラフェン薄膜作製
3.応用例:グラフェン薄膜透明電極を用いた有機薄膜太陽電池
第13節　太陽電池・ディスプレイフィルムにおけるガスバリア性、透湿性の評価と信頼性
1.装置の概要と測定原理  /2.各種製品におけるガスバリア性要求レベル
3.超ハイバリア水蒸気透過度測定方法について　/4.評価の信頼性  　/
5.フィルム、シート形状での測定ポイント 
6.有機ＥＬ、太陽電池関連部材におけるガスバリア性の評価

第3章　透明フィルム基板への成膜技術
第1節　透明樹脂基板におけるRtoR製膜装置、製膜技術と最近の動向
1.製膜技術の進展  /2.気相成長法用RtoR装置  /3.工場設計:クリーンルーム
4.製造技術  /5.製膜装置、製膜技術の今後の動向
第2節　PVD法による低温薄膜形成技術
1.真空蒸着法  /1.1　蒸着装置と蒸発源 /1.2　蒸着方法 /1.3　レーザーアブレーション法
2.スパッタリング法  /3.イオンプレーティング法
第3節　Cat- CVD
1.Cat- CVD法について　/2.SiNx膜、SiOyNx膜の作製 　/3.SiNx膜、SiOyNx膜の膜特性について
4.バリア性能　/5.ロールツーロールでの作製  
第4節　ウェットプロセスによる透明フィルム基板上への機能膜の形成
       ～印刷法によるフレキシブルデバイス作製技術の開発～
1.プリンタブル・フレキシブルトランジスタ
2.機能性薄膜を用いたフレキシブルデバイスの応用例



高分子のプラズマ表面処理

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

　この本は、高分子の機能化・用途開発を意図しておられ、そのための手段として社内にプラズマ処理技術を導入
しようと考えておられる方、あるいはコロナ放電処理では不充分と感じておられる方、またはプラズマ処理が将来
には必要になると考えておられる方を念頭に、プラズマ処理とはどのようなものかを高分子表面の性質も踏まえて
分かりやすく説明しようと試みたものである。と同時に、プラズマ処理を活かした技術開発あるいは製品開発を
進めるにあたり、筆者が必要と感じている基礎の部分も記述している。（本文より）

第１章　プラズマ処理の観点からみた高分子の表面構造

　　プラズマ処理に関する事実を説明するため、プラズマとはどのようなものかを含め、高分子の表面について
　　あまり知られていない事実へも焦点を当てる。

第２章　高分子プラズマ処理の一般的な特性

　プラズマ処理を行うと「このようなことができるのか」ということを明らかにし、
　今後の方向性を示唆する。

第３章　選択的官能基形成技術

　プラズマを用いて選択的に官能基を形成する試みの研究内容を紹介する。

第４章　プラズマ処理　真空から大気圧へ

　今後、プラズマ処理の主流になると思われる大気圧プラズマについて解説する。

第５章　プラズマ処理表面の観察手法

　プラズマ処理した高分子表面の、特に官能基分析に関する手法を取り上げる。

第６章　選択的官能基形成のための課題

　プラズマ技術の今後の発展を期して、選択的形成を達成するための今後の課題について検討する。

本書の流れ

■著者

よりよい改質表面を得るために！

プラズマ処理前 プラズマ処理後

図解によるわかりやすい解説

（第一章より抜粋）

－実践のための方法とテクニック－

プラズマ　書籍
書籍名 【BC100104】

発刊 2010年1月 体裁B5版ソフトカバー 224頁 定価\38,000＋税
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第１章　バイオ後続品(バイオシミラー医薬品)の概要

１．バイオ後続品の各国での規制状況

２．バイオ後続品指針について

３．バイオ後続品の同等性評価における課題

４．バイオ後続品の開発の今後の課題

第２章  バイオシミラー医薬品市場の概況

第１節　医療用医薬品市場の概況

第２節  バイオシミラー市場の現状

第３節  バイオシミラー市場の今後

第３章　日米欧、三極の規制・ガイドライン

第１節　欧州のバイオシミラー医薬品に関する規制環境

１．欧州医薬品審査庁（ＥＭＥＡ）のガイドライン

　１．１　バイオシミラーに関する一般ガイドライン

　１．２　品質に関するガイドライン

　１．３　非臨床および臨床に関するガイドライン

　　　（１）臨床試験

　　　（２）薬物動態試験および薬力学試験

　　　（３）臨床効果比較試験

　　　（４）臨床における安全性と製造販売後調査

　　　（５）免疫原性

　１．４　個別の薬剤に対するガイダンス

　　　（１）序論

　　　（２）非臨床試験

　　　（３）ＰＫ試験／PD試験

　　　（４）臨床効果試験

　　　（５）臨床安全性試験

　　　（６）製造販売後調査

　　　（７）適応の外挿

２．その他の規制関連、ガイドライン

第２節　バイオ後続品の「指針」について（日本）

１．バイオ後続品指針作成における議論

　１．１　抗原性

　１．２　先行バイオ医薬品との類似性評価

２．バイオ後続品指針について(表１)

　２．１　バイオ後続品開発における類似性評価と開発戦略

　２．２　製造方法

　２．３　品質特性解析

　２．４　品質特性に関する同等性／同質性の評価試験

　２．５　規格試験法

３．非臨床試験

４．臨床試験

５．製造販売後調査 

６．バイオ後続品開発の今後

第３節 米国のバイオシミラー医薬品に関する規制環境

１．バイオシミラー医薬品の定義・用語

２．バイオ医薬品市場

　２．１　世界市場

　２．２　米国市場

３．米国バイオシミラー医薬品の薬事規制及び承認

　３．１　化学合成医薬品及びシンプルなバイオ医薬品

　３．２　バイオ医薬品、生物学的医薬品

　３．３　バイオシミラー医薬品に関する簡略申請法案

　３．４　生物学的医薬品価格競争および革新法2009

　　　　（Biologics Price Competition and Innovation Act of2009）」の内容

４．今後の展開

第４章　承認実例　～ケーススタディー～

第１節　欧州で承認されたバイオシミラー

１．適応

２．品質試験

　２．１　原薬

　２．２　製剤

３．非臨床試験
４．臨床試験
　４．１　PK試験/PD試験
　４．３　導入期臨床効果試験
　４．４　維持期臨床効果試験
　４．５　臨床効果試験結果における補正
　４．６　臨床安全性試験
第２節　日本で承認されたバイオシミラー
１．製造工程
２．製剤
３．ＰＫ試験
４．ＰＤ試験
５．免疫原性
６．製造販売後調査　

第５章　バイオシミラーに関する特許の問題　　　
１．特許・知財の基礎－考え方についてー
　１．１　特許性の３本柱
　１．２　特許庁は実験をしないということ
２．特許侵害訴訟とは（訴訟の基礎）
　２．１　日本の後発品訴訟
　２．２　米国ＡＮＤＡ訴訟
３．バイオシミラーとは
　３．１　バイオシミラーという名前
　３．２　構造的特性と機能的特性からの把握・理解
４．バイオテクノロジー関連発明の特許・知財のポイント
　４．１　バイオ関連発明の特許保護の観点
　４．２　特許保護の特性とその権利行使力
　４．３　バイオシミラーの製造承認規制と特許訴訟との関係
５．過去の判例から学ぶ特許・知財のポイント
　５．１　メチオニン－ｔＰＡ事件（大阪地裁・大阪高裁）
　５．２　米国オムニトロープ・ケース

第６章 バイオシミラー生産における課題および今後の展開
１．動物細胞を用いたタンパク質生産
２．現在の細胞培養プロセスとは
３．細胞株構築のテクノロジー
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＜掲載内容＞

●

第1章　薬とは？
第2章　医薬品産業の課題と世界主要各国における
　　　 処方薬市場の現状
第3章　良い薬とは？
第4章　新医薬品の開発の成功率
第5章　新医薬品開発・承認審査のプロセス
第6章　医薬品の製造・許可について
第7章　治験相談
第8章　薬の開発とは？
第9章　臨床試験の行程
第10章　薬事法と医薬品について
第11章　日本の法体系について、
　　　　どう理解しておけばいいか？？
第12章　「薬事法の改正」について

★書籍申込書
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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書籍名 HP　【BA091204】
よりよい薬　書籍

講師　笹田　昌良 先生

★「GCPの伝道師」笹田昌良先生が、30余年の集大成！　★いつも持ち歩きたい、ポケットサイズの読み物です！

よりよい薬の開発を知るために
－GCPの１、２、３－ 

　臨床までに幅広く研究開発に携わった。特に新薬開発においては４品目の許認可に関与し、会社に貢献した。最後の10年間は
薬業界で、日薬連、製薬協、大薬協での活動と厚生省（現厚生労働省）とのパイプを通じ、業界発展の為に努力、寄与した。
　現在、臨床治験では世界的ハーモナイゼーションが行われているが、そのような中、製薬会社、CRO、SMOのそれぞれの立場を
経験した。また、GCP関連分野おいて、自身のノウハウを活用し様々な企業の社員教育ならびに治験実施医療機関の治験実施関
係者の支援、研修なども行っている。
　平成９年には都立駒込病院にて省令ＧＣＰに則った厚生省の「治験モデル事業」を１年間にわたって支援した。

＜本書のポイント＞
 「クスリ」の開発、つまり、薬を新しく製造販売するためには、そのお墨付きを得るために、いろいろな関門が設けられています。
　どんなに有用な、すばらしい薬であっても、勝手に製造したり、販売したりすることは、出来ない仕組みになっています。
　専門的には、薬剤に関する物性、安定性などを含めた基礎的な実験データ、また、毒性、薬理に関する動物実験データや、ヒトを
  対象にした治験データを提出しなければなりません。
　しかも、最低限の法律・規則（薬事法、GLP、GMP、GCPなど）を遵守した上でということが必須要件となっています。
　新しい考え方を取り入れた制度・法規への理解を含め、本書が読者にとって、少しでもお役に立てれば幸です。

＜著者紹介＞

第13章　「治験の空洞化」とは？
第14章　「ヘルシンキ宣言」と治験、ＧＣＰとの関連！
第15章　ＧＣＰとは？
第16章　ＩＣＨとＩＣＨ－ＧＣＰについて
第17章　治験依頼者とは
第18章　モニタリングと監査とは
第19章　ＣＲＯについて
第20章　ＳＭＯについて
第21章　日本の臨床試験の問題点と今後のあり方
第22章　第１回アメリカにおける
　　　　国際ＱＡ学会（ＧＱＡ）に参加して
第23章　個人情報の保護につい
第24章　いよいよこの本も最後となりました 

発刊 2009年12月  体裁 A5判ソフトカバー 127ページ  定価 ￥2,200+税
※本商品はメール便（ヤマト運輸）による発送となります 。

＜この本を読んで、学べる事＞

1.薬の開発の難しさ・苦労と法律規制

2.良いくすりとは？

3.薬局、薬剤師さんの苦労

4.GCPとは何ですか？

5.治験のアラカルトについて



＜探索・非臨床・臨床別＞
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第1部　探索薬物動態試験

第１章 探索DMPK試験の概要
１.探索DMPK試験とは？/探索DMPK試験の意義および分類
２.探索DMPK試験項目/吸収評価/分布評価/代謝評価
   排泄評価/必須な項目は何か？
   探索DMPK試験実践における留意点
３.探索DMPK試験の創薬への関わり/ドラッグデザインへの貢献
   開発品絞込みへの関わり
４.探索段階での薬物濃度測定
   コンベンショナル分析からハイスループット分析へ
   探索DMPK試験にハイスループット分析がなぜ必要か？
５.ハイスループット分析へのアプローチ紹介
   分析時間の短縮/高流速とショートカラム
   カラム充填剤の微細化/モノリスカラム/高いカラム温度
   前処理時間の短縮/測定サンプル数の削減
   カクテル（カセット）アプローチ/Sample pooling
   分析装置の工夫/HPLCから(UPLC)への変更/複数インレットシステム

第２章 探索DMPK試験の実践と留意点
１.主なin vitroスクリーニング試験項目の解説/物性評価
   なぜ物性の最適化が必要か？/溶解度測定/膜透過性評価
   血液脳関門透過性評価/血漿タンパク結合率の評価
   代謝安定性評価/CYP阻害試験/CYP誘導試験
   代謝に関与するCYP分子種同定/反応性代謝物/代謝物構造解析
   薬物トランスポーター
２.In vivoスクリーニング試験項目の解説
   主なIn vivo試験項目/カセット投与
   カセット投与がなぜ必要か？/カセット投与とは？
   考慮すべき点は？/信頼性/サンプルプーリング
３.探索DMPK試験からのヒトへの予測/ヒトにおけるDDIの予測
４.今後の探索DMPK試験に望むこと
   成功確率を高めるための新しい観点からの試験系構築

第３章 探索DMPK試験に関するQ&A
■CYP阻害、タンパク結合しやすい構造はあるのか？
■探索段階で必要な実験のn数とは？
■探索試験を外部の受託会社に委託する際の注意事項とは？/etc

第４章 探索DMPK試験から非臨床試験移行への留意点
１.非臨床試験からの見た探索DMPK試験
２.具体的な留意点/代謝/薬物トランスポーター/基本物性

 

第１章 非臨床薬物動態試験概要
 第１節 非臨床薬物動態試験の意義と目的
 第２節 非臨床薬物動態試験ガイドライン/ガイドライン
       
第２章 非臨床薬物動態試験の実践と留意点
 第１節 試験及び試験データの信頼性確保をふまえた実施計画
 第２節 薬物動態解析
  第１項 統計解析の基礎知識～関連用語や略語の理解も含めた～
  第２項 実験動物を用いたin vivo薬物動態実験法、解析法
 第３節 血中農度とパラメータ
 第４節 薬物相互作用
  第１項 薬物相互作用とは？　　　
  第２項 薬物動態学的相互作用～重要性も踏まえた～
  第３項 CYPによる薬物代謝/CYPサブファミリー/CYP分子種の性質
  第４項 薬物の相互作用を回避したドラッグデザイン
 第５節 臨床薬物動態試験の設定と予測
 第６節 非臨床試験におけるADME試験/ADME試験の関連ガイドライン
         
第３章 MIST（Metabolite in safety test）
 第１節 MIST概要～毒性部門との連携をふまえた～
 第２節 ヒト由来試料を用いたin vitro試験、ヒト化動物を
        用いたin vivo試験によるヒト血中代謝物の予測

第４章 CTD 申請（２，６薬物動態CTD-S）
 第１節 構成/CTDの構成/承認申請書に添付すべき資料の構成
 第２節 信頼性確保のための留意点/数値の照合、整合性のチェック
 第３節 ＣＴＤ作成のポイント/非臨床試験と臨床試験との整合性
        
第５章 非臨床薬物動態試験に関するQ&A
■サルは人間に近い動物なのか？
■イヌにおいてもヒトと同じ様に薬物代謝酵素の遺伝多型が存在するの？
■実験に使われる各種動物における、体内動態の影響を与える性質の違いとは？

第６章 非臨床薬物動態試験から臨床薬物動態試験移行への留意点
 第１節 前臨床薬物動態試験一般
  第１項 研究開発の流れとADME試験実施時の留意点
　第２項 臨床試験に向けた準備の留意点
 第２節 前臨床動態と臨床動態の照合
  第１項 第1相試験初期における動態解析
　第２項 線形性の確認/クリアランスの用量依存性
  第３項 安全性の担保/代謝物の安全性に関するガイダンス
 第３節 臨床試験の結果を見据えた非臨床研究の方向

第2部 非臨床薬物動態試験

第１章 臨床薬物動態試験の概要
 第１節 臨床薬物動態試験の意義・目的
 第２節 新医薬品承認審査における臨床薬物動態
       
第２章 薬物動態ガイダンス・薬物相互作用ガイダンスについて
１.医薬品の臨床薬物動態試験について（医薬審発第796号）
                                  定量法に関する留意点
   製剤に関する留意点/ADMEに関する留意点
　 肝機能障害患者に関する試験方法
２.薬物相互作用の検討方法について（医薬審第813号）
　 薬物動態学的相互作用（ pharmacokinetic drug interaction ）
   臨床試験実施の考え方
　
第３章 臨床評価における民族差
１.健康日本人・外国人の薬物動態～解析方法，問題点も含めて～
２.ブリッジングにおけるPK/PD試験/民族比較
３.個体差に関する留意事項～年齢，性，薬理遺伝などを含めた～
４.海外PK/PDデータ活用

第４章 医薬品開発のためのPK/PD解析
 第１節 PK/PDの基本
 第２節 PKとPDを統合するための基本概念
 第３節 PK/PD解析の実例
 第４節 PK/PD解析における効果の指標と薬物濃度の関係

第５章 NONMEMによる解析法
 第１節 NONMEM解析用データセットの作成
 第２節 NONMEMコントロールファイルの作成
 第３節 解析結果出力ファイルの見方
 第４節 モデルの選択法と解析結果のバリデーション
        モデル選択法/尤度比検定/Wald検定/残差診断

第６章 マイクロドーズ臨床試験～海外実施要件，安全性の検討もふまえた～
 第１節 マイクロドーズ臨床試験とは？
 第２節 EU型・米国型・日本型マイクロドーズ臨床試験とは？
 第３節 マイクロドーズ臨床試験を採用する場合の製薬企業におけるメリット
 第４節 マイクロドーズ臨床試験の実施に必要な非臨床試験とは？

第７章 臨床試験に関するQ&A
■医薬品の成功確率を早期臨床試験で検討する方法についてイメージング技術は有効か？
■医薬品の成功確率を早期臨床試験で検討する方法において化合物
                           特性について留意すべき点はどこか？

第3部 臨床薬物動態試験

●【探索】⇒【非臨床】⇒【臨床】・・・ 開発ステージ毎のポイントを１冊にまとめました！

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、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致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
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●国内規制の内容と最新動向を把握する！
日本：食品衛生法(衛生試験法,乳等省令),ＰＬ法(製造物責任法)
　　　　業界自主基準,ExTEND2005,SPEED‘98,中西・松井裁判

●海外における規制と国内規制との違いは？
ヨーロッパ：RoHS,REACH,GHS,CLP,ＥＣ指令、
　　　　　　　ポジティブリスト・ネガティブリスト、移行試験、
　　　　　　　各国の法規制及び自主基準　等
アメリカ：FDA、連邦規則集、申請制度、上市前届出制度(FCN制度)、
　　　　　 オピニオンレター　等
アジア：中国,韓国,台湾,タイ,シンガポール,インド,インドネシア

●その他包装関連の最新トピックも充実！
・カーボンフットプリント制度の現状と課題
・ISO9000、ISO22000の活用  ・環境影響評価とその手法
・ユニバーサルデザイン（食品・医薬品・化粧品）使用事例
→視覚障害者、高齢者に配慮した包装デザイン

●環境・規制への企業の対応を事例で学ぶ！
→大手包装メーカー、製品メーカーの事例が満載！
★東罐興業,クラレ
★凸版印刷,大日本印刷,中央化学
★コーセーコスメポート,ロッテ,キユーピー,味の素
　田辺三菱製薬　等

●最新の包材技術で他社をリードする！
・軟包装EBキュアリング
・イージーピールフィルム
・アクティブパッケージング
・保存期間を考慮したプラスチック包材
・医薬品分野におけるプラスチック包材（プレフィルドシリンジ等)
・包材の品質管理対策
→食品/医薬品/ガンマ線照射による滅菌処理

※詳細は弊社HPにて！

技術だけでは勝てない！自社開発に活かせる事例満載！

【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
～各国規制内容,各種規格,企業対応事例,最新技術をふまえて～

第1章　包装を取り巻く環境
 第1節　包装材料におけるサステナビリティ
 第2節　消費者庁の設立と食品包装への影響
 第3節　環境配慮包装と国際標準化

第2章　日本の食品包装の法規制類
第1節　食品衛生法と業界自主基準
第2節　食品衛生法の最新の改正
 第3節　食品包装材料に使用する物質のリスク評価方法　
 第4節　日・欧・米・中国の法規制類の比較と日本の課題
 第5節　国際的整合化に向けた検討状況
 第6節　化学物質のリスク評価の考え方
 第7節　環境省の内分泌かく乱化学物質に関する新方針「ExTEND2005」
 第8節　包装材料における化学物質のリスクマネジメント
 第9節　ＰＬ法(製造物責任法)と食品包装
 第10節　ISO22000と食品包装
 第11節　包材メーカーのISO9000活用
 第12節　食品包材のLC-CO2環境影響評価手法について
 第13節　カーボンフットプリント制度の実用化に向けた取組みについて

 第14節　サッポロビールにおけるカーボンフットプリント
         制度の取り組み事例
 第15節　包装フィルムメーカーの取組み事例

第3章　欧州(EU)の法規制の概要および最新動向
 第1節　EUの法規制の概要と統合の状況
 第2節　欧州のRoHS、REACHへの対応　　
 第3節　欧州における最新製品開発事例

第4章　米国の法規制の概要と最新動向
 第1節　米国の法規制の概要と最新動向
 第2節　米国における最新包装製品開発事例

第5章　アジア諸国の法規制の概要と最新動向

第6章　包装フィルムの利便性・質の向上
 第1節　軟包装分野でのEBキュアリングの動向
 第2節　イージーピールフィルム
 第3節　イージーピールと完全シールの両立が可能なシーラント樹脂

 第4節　脱酸素剤を超える新しいタイプのアクティブ
        パッケージング製品開発事例
 第5節　保存期間を考慮したプラスチック包材の開発
 第6節　医薬品分野におけるプラスチック包装開発のポイント
        ～プレフィルドシリンジ容器を中心に～
 第7節　包装材の品質管理対策等
 第8節　MA包装の最新技術動向

第7章　環境対応包装フィルム関連トピック
 第1節　環境対応型ラミネート接着剤の現状 
 第2節　環境対応透明帯電防止フィルム
 第3節　バイオマスフィルム包装材料の開発
 第4節　容器包装プラスチックの材料リサイクルの現状と
        製品品質について

第8章　ユニバーサルデザインを具現化するための包装設計
 第1節　食品のUD包装
 第2節　菓子包装のUD(ロッテの事例)
 第3節　医薬品のUD包装
 第4節　化粧品UD包装
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★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、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致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp
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★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
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～溶解性(SP値)､分散安定性､ぬれ性､粘性､乾燥性
　　　　　　　　　　　および各種添加剤の配合処方～

(株)トウペ

日本シイベルヘグナー(株)

ビックケミー・ジャパン(株）

職業能力開発総合大学校

日本ペイント(株)

御国色素（株）

日本ペイント（株）

金沢工業大学　

塗料・インクにおける

 溶液物性の基礎とその制御・評価

　塗料・インクの開発、設計において、求められた品質を得る
ためには、特徴的な各種物性(パラメータ）の理解とその制御
が重要となります。
　本書はそのような各種物性を総括的に理解しすることを
目的とし、その基礎的な考え方から実製品への適用までを解説
しております。

田中　芳郎

宮本　圭介

若原　章博

坪田　実

郷司　春憲

門脇　徹治

小林　敏勝

小川　俊夫

◎各種パラメータの理解と塗料設計への活用法
　・ぬれ：接触角・表面張力と塗膜付着性　・チクソ性等の粘性パラメータとそのコントロール
　・レオロジーと塗膜物性、硬化過程の粘度弾性
　・ゼータ電位、粒子径分布と分散安定性評価、顔料分散の制御
　・溶解性パラメータ(SP値)の塗料設計への活用事例
　・高分子、顔料のSP値決定法　　・乾燥性、乾燥パラメーター
　　
◎各種添加剤の役割、作用機構とその使用方法
　分散剤、レベリング剤・消泡剤、レオロジーコントロール剤、、、

(第1章)

(第2章)

(第3章)

(第4章)

(第5章)

(第6章)

(第7章)

(第8章)

第1章　塗料・コーティング剤の溶液物性を
       支配する各種パラメータとその制御の基礎
1.各種溶剤のぬれ性とそれを支配する因子
2.各種溶媒の溶解性とそれを支配する因子
3.乾燥性能・乾燥パラメーター
4.分散性・分散安定性ゼータ電位
5.粘性・粘度（レオロジー）
6.経時変化の測定

第2章 粘度および粘弾性の測定
1.塗料・インクの粘度を決定する因子
2.塗料・インクの粘度の測定法
　2.1　ストーマー粘度計　　　2.2　E型粘度計
　2.3　B型粘度計　　　　　　 2.4　回転型粘弾性測定装置
3.塗料のレオロジーが塗膜の物性に与える影響
4.塗膜硬化過程の粘弾性特性評価
　4.1　塗膜硬化過程の評価
　4.2　塗料・インキ材料の塗布後の紙への浸透に伴う粘度上昇の評価

第3章　添加剤の作用機構と使用のポイント
     ～塗料の安定性を得るための選択方法～
1.顔料の分散と安定化
　1.1　添加剤の機能
　1.2　顔料湿潤分散剤の機能
　1.3　湿潤分散剤の構造
　　1.3.1　一般構造　　　1.3.2　溶剤系用湿潤分散剤
　　1.3.3　水系用分散剤および湿潤剤の構造
　　1.3.4　コントロール重合による湿潤分散剤
　　1.3.5　沈降防止のための分散剤
2.レベリング剤と消泡剤による膜表面のコントロール
　2.1　レベリング剤
　　2.1.1　シリコン系レベリング剤
　　　(1)有機変性の役割；相溶性
　　　(2)ジメチルとメチルアルキルの違い；表面張力
　　　(3)界面活性剤構造；水系用
　　2.1.2　アクリル系レベリング剤
　　2.1.3　動的表面張力の低下（水系）
　　2.1.4　反応性を持つもの；架橋性の付与
　2.2　消泡剤
3.レオロジ－コントロール剤の作用メカニズムと選択方法　　　　　　
　3.1レオロジーコントロール剤
　　3.1.1　概観　　　3.1.2　ユリアウレタンタイプ
　　3.1.3　水系レオロジーコントロール剤の粘性挙動の比較

第6章　塗料・インクにおける顔料分散の制御と評価
1.はじめに-顔料分散の制御と物性-
2.分散メカニズム
3.分散剤　　/3.1　分散剤による分散安定化機構
　3.2　顔料吸着のメカニズム
　3.3　分散剤の分子量と吸着安定の関係　　3.4　顔料誘導体 
4.分散機　　/4.1　ビーズミル　　4.2　ロールミル
5.分散度の評価方法
　5.1　粒子径分布の測定
　　5.1.1　動的光散乱法　5.1.2　レーザー回折・散乱法
　5.2　ゼータ電位測定による顔料分散安定性評価　
　5.3　光沢値と降伏値

第7章　塗料設計における溶解性パラメーターの活用
1.構成成分間の親和性と溶解性パラメーター
2.溶解性パラメーターの基本理論
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.塗料分野における高分子、顔料のSP値の決定
　4.1　高分子のＳＰ値の測定
　4.2　顔料表面親水性度のＳＰ値による定量化
　4.3　Hansenパラメーターによる高分子や顔料のＳＰ値の測定
　4.4　計算によるSP値の決定
5.塗料設計に向けたSP活用事例
　5.1　アセトン滴定法により決定した
　　　 疎水性顔料のSP値と水性塗料中での分散速度
　5.2　アクリルオリゴマー濃厚溶液の粘度
　5.3　傾斜構造塗膜中でのマトリクス成分樹脂間相分離制御
　5.4　プラスチック素材中への塗料の浸透性制御

第8章　高分子の溶解性と溶解性パラメータの求め方
1. 溶解の熱力学
2. 溶解性パラメータ
3. 溶解性パラメータの計算例

第4章　ぬれ性・表面張力の評価と制御
1.　塗料のぬれ性とその影響
　1.1 ぬれ性と表面張力
　　1.1.1　表面張力　　　　　　1.1.2　ぬれ現象
1.2　塗料のぬれ性と塗膜の付着力
　　1.2.1　拡散説と吸着説　　1.2.2　付着力の解明
2.ぬれ性・表面張力の評価と制御
　2.1　ぬれ性の評価・試験方法
　　2.1.1　液体の表面張力γの測定法
　　　(1)デュヌイ法（リング法）
　　　(2)ウイルヘルミィ法（Wilhelmy法）
　　　(3)液滴法
　　　　1)形状法（けん滴法、またはペンダント・ドロップ法）
　　　　2)滴数法　　　　3)液滴重量法
　　2.1.2　固体の表面張力γの測定法
　　　(1)ぬれ指数標準液を塗布し、γＣを求める方法
　　　(2)ジスマンプロットからγＣを求める方法
　　　(3)水とヨウ化メチレンの接触角から固体の表面張力γＳを求める方法
　　2.1.3　疎水性粉末（粉体）の表面張力γの測定法
　2.2　ぬれ性の制御とそのケーススタディ
　　2.2.1　ぬれ性の制御
　　　(1)異種界面のエネルギー差をなくすこと
　　　(2)ぬれる・ぬれないという2値化された表面を形成すること
　　2.2.2 脂肪酸による表面改質効果

第5章　分散性の評価とその制御
1.分散系の生成方法
2.分散系の安定性とその評価技術
　2.1　直接的方法－粒子径の測定技術
　2.2　間接的方法－光学的評価方法
　　2.2.1　着色力　　2.2.2　光沢
　2.3　安定性の評価
　　2.3.1　ペーパークロマト法　　2.3.2　ラビング試験
3.分散剤の作用機構と選択方法
　3.1　顔料分散剤の種類
　3.2　高分子顔料分散剤
　3.3　非水系での顔料分散剤の設計技術
　3.4　水系での顔料分散剤の設計技術
4.非水系および水系における顔料の分散安定性
　4.1　非水系　　4.2　水系
5.分散系の安定性とレオロジー特性
　5.1　分散系の粘性挙動
　5.2　降伏値
　5.3　チクソトロピックファクター
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ジェネリック医薬品　　　書籍 
【BA090801】

発刊：2009年8月　　定価：69,000円(+税) 　　体裁：Ｂ５判 297頁

最新ジェネリック医薬品戦略
＜市場動向・製造開発・バイオシミラーも含めた＞

●四方田　千佳子（国立医薬品食品衛生研究所）
●宇賀神　史彦（アイ・エム・エス　ジャパン(株) ）
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●佐々木　啓徳（沢井製薬(株) ）
●上野　眞義（沢井製薬(株) ）
●山下　順也（共和薬品工業（株））

●海本　耕司（東和薬品（株））
●首藤　利幸（コーア商事(株) ）
●中村　みさ子（東和薬品(株) ）
●小田　容三（ニプロファーマ（株））
●屋代　順治郎（首都大学東京）
●野村　英昭（協和発酵キリン(株)）
●石澤　孝之（明治製菓（株））

●齋藤　達也（ワイス（株））
●谷口　和也（東和薬品（株））
●高橋　真人（アステラス製薬(株) ）

第１章 ジェネリック医薬品市場の動向
 第１節 ジェネリック医薬品市場の構造/枯渇する医療財源
 第２節 主要国の動向/アメリカ/ヨーロッパ/日本
 第３節 主要プレイヤーの動向/ジェネリック・ブランド医薬品企業

第２章 ジェネリック医薬品の導入および課題
 第１節 病院におけるジェネリック医薬品の導入と課題
 第２節 導入の際の留意点および導入効果
 第３節 保険薬局におけるジェネリック対応
 第４節 ジェネリック医薬品普及の今後の課題

第３章 ジェネリック医薬品の製剤開発
          ジェネリック医薬品の開発/製剤開発タイムライン
          製剤検討/スケールアップ、技術移管
        　原薬の選定/製剤処方設計/付加価値製剤（製剤工夫）
       　
第４章 生物学的同等性試験
 第１節 後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン　　
           生物学的同等性試験に関するガイドライン
           経口固形製剤の処方変更/含量が異なる経口固形製剤
 第２節 試験方法/プロトコール設定までの準備/施設選定
           治験実施計画書の検討/対象/選択・除外基準
           被験者の管理/管理項目/治験デザイン/観察項目
 第３節 評価方法/薬物動態の統計解析/生物学的同等性の評価
           
第５章 溶出試験
          即放性製剤における溶出評価/腸溶性製剤
          耐酸性・pH6.0における評価/消化管移動を考慮した評価
          難溶性薬物の溶出評価/粒子径の影響の溶出評価
           
第６章　原薬の調達
 第１節 原薬メーカーの選定/ジェネリック医薬品メーカーの原薬
 第２節 原薬調達の留意点/MF制度の影響/原薬等国内管理人
 第３節 原薬の不純物に関する留意点/類縁物質プロファイル/同定
 第４節 結晶形の留意点/結晶形評価/結晶形とレギュレーション
 第５節 垂直統合型メーカーと製剤専門メーカー/特徴/原薬部門

第７章　海外製造業者との取引の際における留意点
 第１節 契約の際の留意点～契約書作成、条件などもふまえた～
           秘密保持契約書/覚書/取引基本契約書/発注・受注　　　　
           製造管理及び品質管理確保のための取決め書
 第２節 トラブル事例/品質/外観（色）/異物/粒度/納期
           破損、変形/交換、返品
            
第８章 ジェネリック医薬品の製造・品質管理における留意点
 第１節 ジェネリック医薬品のＧＭＰ/品質システム
           ジェネリック医薬品工場の「品質マネジメントシステム」
 第２節 製造側からの品質確保/全規格対応と安定供給
           記録類の簡素化/リストによる管理
           ジェネリック医薬品工場における人材育成
　第３節 品質管理側からの品質確保
　第４節 ＧＭＰ査察・監査対応/「査察を受けること」は日常業務のひとつ

第９章 ジェネリック医薬品のＧＱＰ・ＧＭＰと不純物管理
 第１節 ジェネリック医薬品のＧＱＰ・ＧＭＰ
           改正薬事法とＧＱＰ・ＧＭＰ/ＧＱＰ・ＧＭＰ対応
           ジェネリック医薬品製造販売業者のＧＱＰ/製造業者のＧＭＰ
 第２節 ジェネリック医薬品の不純物管理/原薬の不純物の規定
          不純物プロファイルに基づく品質管理と同等性評価
 第３節 ＧＭＰ査察・監査対応/改正ＧＭＰに基づくＧＭＰ査察・監査対応
           海外からのＧＭＰ査察対応/ＧＭＰ査察対応とＧＭＰ

第１０章 ジェネリック医薬品の情報、データ、品質に関する留意点
                                            ～アクションプログラムをふまえて～
 第１節 ジェネリック医薬品の情報、データ
           後発医薬品の安心使用促進アクションプログラムについて
　　　　　ジェネリック医薬品メーカーによる情報提供
 第２節 ジェネリック医薬品品質情報検討会による化学的品質の確認
           品質情報検討会において取り上げられた課題
           製剤ワーキンググループの設置と活動
           その他の特別な検討課題
　　　　  注射剤の純度試験の試験結果について

第１１章 ジェネリック医薬品の特許に関する問題点
 第１節 特許期間と延長/アメリカにおける制度
           アメリカに於ける特許期間延長制度/ANDA制度/訴訟
           日本における制度/アメリカより約3年遅れで制度開始
           特許期間延長の仕方/延長されるモノ/承認日の算定
 第２節 新薬とジェネリック品をめぐる特許など知的財産問題
           特許法69条1項を巡る解釈（特許権の効力と試験・研究の例外）
           レボフロキサシンにみる特許期間延長戦略
           後発品承認を巡る新たな動き

第１２章 バイオシミラー
 第１節 バイオシミラー医薬品（バイオ後続品）の概要と
                                   規制上の課題が市場に与える影響
 第２節 米国のバイオシミラー医薬品（バイオ後続品）に関する規制環境
 第３節 欧州のバイオシミラー医薬品（バイオ後続品）に関する規制環境
 第４節 開発状況、承認実例、課題及び今後の展開

第１３章 ジェネリック医薬品の承認申請における留意点
            承認申請と審査の流れ/申請区分からみた後発医薬品
            承認申請書と後発医薬品の承認申請に必要な資料
            申請の際の必要な提出資料/その他の提出すべき資料
            共同開発時の提出資料/添付資料作成時の留意点
            同一性調査、書面適合性調査、ＧＣＰ実地調査、ＧＭＰ適合性調査

第14章 ジェネリック医薬品の安全対策/医薬情報担当者の役割
           安全管理情報の収集/評価/自己点検/教育訓練/記録の保存

第１5章 ジェネリック医薬品メーカーの研究開発戦略と課題
 第1節 ジェネリック医薬品の研究開発の特徴  第2節 製剤設計
 第3節 薬事規制  第4節 課題

第１6章 後発品市場拡大へ向けた先発医薬品メーカーの役割と課題
           成熟化の進む医薬品市場/世界の医薬品市場の動向
           先発品メーカーの役割と今後の課題/現状と課題
           医薬品における特許と製品ライフサイクルマネジメント
           開発期間と特許/医薬品の製品ライフサイクルマネジメント
　　　　  

■バイオシミラー定義、規制から、日米欧の最新の規制環境の詳細、承認事例、開発状況、今後の課題とは？

■製剤開発と製剤設計・・原薬の選定から製剤処方設計、付加価値製剤（製剤工夫）などを詳説！

　ご案内をご希望の場合は今後の案内方法に

　　　　　　レ印を記入下さい(複数回答可)　　　　　口e-mail 　口FAX　　口郵送
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体裁 B5判 519頁　

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～

溶剤系との比較を踏まえ解説
水系化・水性化技術

実製品における
品質・プロセス改善

◆ベースポリマーの水性化
　樹脂ごとの置換基導入や分子構造設計
　アクリル、エポキシ、ウレタン、フッ素、
　メラミン樹脂、シリコーン・・・

◆粘性、塗装安定性、水中安定性、
◆水系での分散・乳化処方　
　安定性の評価から分散剤の選定・活用法
　樹脂エマルションの製法とその特性

◆水系での硬化・架橋メカニズム
　溶剤への不溶化機能を最適に付与

★塗料、インキ、粘・接着剤・製品品質の向上
　塗膜表面の機能をどのように保つのか
　高耐水性/耐候性/防食性/塗膜外観・・・　

★水系での乾燥・コーティングプロセス
　乾き難い「水」を効率良く乾燥させるには

★水系用添加剤の選定・活用法とその配合処方
　粘度調整剤、消泡剤、防錆剤、防腐剤、、

★消泡・脱泡技術
　～水系が泡立ち易いという問題をクリア

性能を落とさずに水系化した商品を開発するために

　
TEL:03-5740-8755　FAX:03-5740-8766

品川区大崎3-6-4　トキワビル3階
　

★ご回覧ください★

HPはこちら⇒http://www.johokiko.co.jp/
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第1編　水系化における樹脂/顔料/添加剤の最適配合技術と
　　　 プロセス改善事例
＜第1章　特性を踏まえた樹脂の構造設計と水性化
　　　　　　　　　　 ～溶剤系との違い・用途展開を踏まえて～＞
第1節　アクリル樹脂の水系化と品質性能の向上方法
1．特性・性能・種類/2．水系化のための手法と物性向上
3．ポリマー粒子の安定化手法とその評価　/4．エマルジョンの用途展開・可能性
第2節　エポキシ樹脂の水性化と品質性能の向上方法
1．合成法・反応性・特性　/2．水性化手法、物性向上への樹脂設計
3．保存安定性手法と水分散性の評価
第3節　ウレタン樹脂の水性化と品質性能の向上方法
1. ＜長所、短所を踏まえた＞特性･性能･種類 /2. 水系化のための手法と物性向上 
3. 樹脂の長期分散安定性化方法と水分散性の評価　/4. 用途展開･可能性
第4節　フッ素樹脂の水性化と品質性能
1．フッ素樹脂の特性　　/2 ．水性塗料用フッ素樹脂 
第5節　シリコーン樹脂の水性化
1．水性化シリコーンの分類  / 2．水溶性シリコーン/3．シリコーンエマルジョン
＜第2章　水性顔料分散体の要求品質の確保とその評価
                    ～分散安定化、分散性向上を踏まえて～＞
第1節　水系での顔料分散課題
1．分散と分散を阻害する要因　/2．顔料分散の課題   /2.1　ぬれ性/
2.2　解砕　/　2.3　分散安定化 
第2節　顔料の配合設計と表面処理方法　　/1．顔料の配合設計
2．表面処理技術 /2.1　無機顔料　/2.2　有機顔料　/ 2.3　ポリマー処理
 2.4　顔料誘導体処理　/ 2.5　プラズマ処理　/ 2.6　紫外線処理
第3節　水媒体への分散性を向上させるための手法と評価方法
1．分散状態の考え方 /DLVO理論　/吸着による安定化理論　/2．評価方法
第4節　長期分散安定性を確保するための手法
1．分散安定性の重要性　　/2．界面活性剤  /3．インクジェットインキ
第5節　水性顔料分散技術の具体的な事例
第1項　顔料分散体の物性とカーボンブラックの関係
1．CBについて　　　/3．CBの親水化  / 3.1　分散剤について　
/ 3.2　自己分散型CBについて　　/4.特性と自己分散型CBの物性
第2項　水性塗料用アルミニウム顔料の表面処理
1．アルミニウム顔料について/2．水性塗料用アルミニウム顔料の表面処理
第3項　顔料分散型水性インクでのカラーフィルター製造方法
1．顔料　/2．水溶性塗料と顔料の分散　/3．カラーフィルター用フォトレジスト
4．カラーフィルター色素　/5．カラーフィルター色素の評価
＜第3章　＜要求品質の実現に向けた＞添加剤の最適配合＞
第1節　水性塗料用レオロジーコントロール剤 / 1．各種流動とずり速度
2．レオロジーコントロール剤 / 3．水系レオロジーコントロール剤の効果
第2節　水系塗料処方での消泡・脱泡剤 /1．泡がもたらす問題　/2．泡の生成　
/3．マクロ泡とマイクロ泡 －最大の識別特徴はサイズ/4．マクロ泡と消泡剤　
/5．マイクロ泡と脱泡剤　/6．消泡剤と脱泡剤の形態　
第3節　防錆顔料　～添加による品質コントロール方法を踏まえて～
1．特性　/2．用途　/3．水系塗料使用での問題点と対策/4．水系塗料用防錆顔料
第4節　防腐剤　～防腐剤の最適配合～　
1．腐敗発生の原因   / 2．防腐剤 / 3．防カビ剤
第5節　紫外線吸収剤・光安定剤
1．特性・用途　/2．配合設計技術　材料・用途による違い
3．UVA・HALSの添加と耐候性の向上/ 4．添加による利点と、難点の改善
第2編　水系化に関わるプロセスの最適化とその評価事例
＜第1章　水系における架橋・硬化技術＞
第1節　架橋・硬化技術の基礎・基本～架橋反応機構～
第2節　反応条件と具体例　　/1．塗料の反応条件概要
 /1.1樹脂自己架橋と架橋剤による架橋 /1.2水系における架橋の特徴 
 /1.3架橋反応推進手段　2．常温乾燥  / 2.1常乾1液架橋　
/ 酸化硬化性水性1液速乾塗料 　/架橋によるラテックス塗膜のグレードアップ   
2.2 常温2液架橋　  /水性ウレタン塗料 /水性エポキシ塗料 
/ラテックス樹脂の2液架橋 
3．強制乾燥　/4．加熱乾燥　5．UV乾燥　　

第3節　水性塗料における組成・化学構造の分析
1．合成樹脂の水溶性化方法/1.1　アニオン型　/1.2　カチオン型　/1.3　ノニオン型
2．水性化助溶剤　/3．造膜剤
第4節　メラミン硬化　　/ 1．メラミン樹脂  /  2．主剤樹脂との反応/3．メラミン樹脂の構造　 
＜第2章　水系における乳化技術＞
1．低分子乳化剤による乳化　　/　2．高分子乳化剤による乳化　/　3．固体粒子による乳化　
＜第3章　水系における乾燥技術と最適乾燥条件＞
第1節　水系における乾燥技術   /1．乾燥方式/2．乾燥過程
3．熱風乾燥時の乾燥速度と材料温度 / 湿度 / 湿球温度 / 乾燥速度
第2節　合成樹脂の乾燥と適用例　/1．乾燥機の種類と最適機種選定  /1.1　乾燥機の種類
 1.2　最適機種選定  /2．４大汎用合成樹脂の乾燥　 /  3．モディファイアー樹脂の乾燥  
4．エンジニアリングプラスチックの乾燥  /5．水溶性樹脂の乾燥 
第3節　高周波を利用した水系乾燥装置の特徴と事例　/1．高周波による乾燥の現状   
/2．乾燥について　　/3．高周波加熱とは 　/4．誘電加熱の特徴と利点  /5．制限事項　
/6．誘電加熱乾燥装置の構造   /7．誘電加熱乾燥装置の応用と例
＜第4章　塗布・塗装技術 ～粘度安定化と作業性の向上方法～＞
第1節　水性塗料　/1．水性塗料について　/1.1　溶媒(溶剤)からみた塗料の種類
　1.2　水溶性塗料   /樹脂形による種類/水溶性溶剤  /課題(乾燥性)/　乾燥性対策
　1.3　エマルション塗料   /樹脂エマルションと他の樹脂との相溶性  /臭気と対策
2．塗装方法    /2.1　塗装機　/2.2　塗装の環境・塗装・被塗物条件　/3．塗膜欠陥と対策
第2節　水系粘着剤～高速塗工のための各種コーターに対応した手法
1．水系粘着剤の高速塗工における問題点　1.1　水系と溶剤系との比較
 /1.2　高速塗工での粘度粘性/　1.3　高速塗工での機械的安定性 /1.4　泡立ち・空気同伴
2．水系粘着剤の設計     /   3．高速コーターの比較　/4．塗工性の評価 /4.1　粘度、粘性
/4.2　表面張力とはじき / 4.3　発泡性 /4.4　機械的安定性　　/5．高速コーターヘッド
＜第5章　塗膜の物性評価 ～各種評価項目と具体的手法～＞
第1節　水系塗料　1．塗料の物性と評価    /1.1　塗料物性試験の意義
  1.2　塗料(塗液)と溶媒の役割　/1.3　塗膜の表面現象と試験法 /1.4　塗膜の試験法と評価  
2．水性塗膜フィルムの基本物性試験評価/3．水性塗膜の性能試験とその評価
第3編　水系化に伴う各種開発事例とその動向～機能性の向上
           ／問題点の改善／コスト削減を実現するために～
＜第1章　【機能別】水系塗料における機能性向上の手法＞ 　
第1節　耐水性の付与/向上　1．親水性低分子成分の減少 / 
2．樹脂組成の疎水化　/3．架橋による改善例 / 4．顔料添加による改善例
第2節　高耐候性の付与の手法
1．耐候性の概念  /  2．塗料の構成要素　/3．劣化メカニズムと特性/3.1　紫外線による劣化  
/3.2　水による劣化  /3.3　付着物による劣化　/3.4　温度による劣化
4．問題解決へのアプローチ /4.1　耐候性付与の考え方　/4.2　配合設計プロセス
5．劣化反応に対する材料の検討　/6．耐候性評価
第3節　遮熱機能の付与、性能評価について　/1．各都市のヒートアイランド対策
2．塗料業界の動向　/3．高反射率塗料　/4．熱遮蔽(断熱)塗料　/5．各種性能評価
第4節　ＶＯＣ低減を提言するための手法
＜第2章　【各種】水系塗料の製品化に向けた取り組み
　　　　　　～水系での問題の克服とコスト削減を目指して～＞
第1節　自動車用水性クリヤー塗料
第2節　自動車用プラスチック塗料の水性化
第3節　水系防食塗料の現状について
第4節　遮熱塗料
第5節　室内用水性塗料の最近の動向－室内環境対応型塗料について－
＜第3章　【機能別】水系インク、粘着剤・接着剤における
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機能性向上の手法＞
第1節　顔料分散体のメディアへの光沢度の付与及び向上
1．メディア　/　1.1　普通紙(ノンコート紙)　/コート紙　/2．インク
第2節　水性UVインキおよびコーティング
第3節　接着力を向上させる方法
1．水系接着剤　/1.1　酢酸ビニル系エマルジョン　/ＰＶＡの変性　/EVA
2．水系粘着剤　/2.1　アクリル系エマルジョン　/タッキファイヤーの添加
3．ハイブリッド型　異種ポリマーの複合化　/3.1　EVAとウレタンの複合化　
  /3.2　有機-無機複合系
第4節　水性形接着剤－溶剤系に代わる接着剤への期待
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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

好評につき新装普及価格で復刊！

　本書は、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
測定する手法に関して、実践的な技法を解説するものである。
　一般に高分子材料を金属など他の材料と比較すると、内部が均一でない、常温に近い温度範囲で物性が大きく変化する、塑性変形しにくく破壊しやすいなど、注意
が必要な性質を多く持っていると言える。中でも化学反応型樹脂はメーカー側から液状で供給され、ユーザー自身がそれを硬化させて固体材料とするという特殊な使
用形態であるため、これらの注意点に加え、硬化に関してもユーザーが注意を払わなければならない。
　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おり、各工業分野において軽量化・生産効率・環境保全等の推進に大きく貢献しているが、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。これを避けるためには、材料に関する最小限の知識をユーザーが持つことも必要であり、材
料供給業者にとってはユーザーへの適切な知識の提供が重要な責務であると考えられる。
　硬化に関するものでは、材料設計・硬化条件設定・硬化率測定の各分野の中でユーザーにおいて継続的に必要である技術は硬化率測定である。化学反応型樹脂の硬
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、これらの測定法は基本的に特殊な技術ではなく、数多くの文献に紹介されている。しかしながら、実際には、
現場に分析装置があるので硬化率測定に利用したい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見ても、操作等
の一部が誤っているケースが見受けられる。これらの問題の原因としては、（１）読者が同じ技術を会得することを目的として実践的技法を示している文献が少ない、
（２）化学反応型樹脂ユーザーの技術担当者は化学を専門としない場合が多く、理論を理解することが負担となっている、ということが考えられる。
　そこで本書では、これまでのように硬化率測定技法を紹介するだけではなく、読者自身がその技法による測定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。また、化学以外の技術者にも共通して理解できる用語の使用に努め、実用的
なマニュアルとしての存在を目指す。
　具体的には、FT-IR、DSC、光DSCの各分析装置を利用する硬化率測定手法を解説し、それぞれの手法が適用できる化学反応型樹脂のケースを挙げて実践に必要な技術
を提供する。さらには、著者が工業用接着剤メーカーで硬化率測定の技術開発に取り組んだ成果の内、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。
　産業界のさまざまな分野における化学反応型樹脂の利用に、本書が少しでも参考となれば幸いである。 　　　　　　　　　　　　　　　　 (本書まえがきより) 

～接着剤・封止材・塗料 等への適用の実際～

第1章　分析的手法の位置付け
第2章　ＦＴ-ＩＲ法
1.FT-IR概論

1.1 赤外吸収　1.2 FT-IR装置（1）干渉計（2）データ

処理1.3　特長（1）リアルタイム測定（2）水平測定

1.4　物理量･単位　1.4.1　横軸　1.4.2　縦軸

1.5　硬化率測定への応用

1.5.1　リアルタイム法の測定結果と実際の硬化率

との違い　1.5.2　本章で扱う硬化率測定方法

2.測定手順

2.1　条件設定　2.1.1　変動ピーク・内部標準ピーク

2.1.2　測定器具の選択

（1）水平ATR装置・マイクロATR装置（2）KBr板・

NaCl板（3）金属鏡面（4）その他

2.2　測定　2.2.1　工程　2.2.2　硬化率計算手順

3.注意事項

3.1　水蒸気・二酸化炭素による妨害の軽減・除去

3.2　内部標準ピークの安定性　3.3　しみ込み深さ

3.4　試料膜厚の限界　3.5　吸光度と透過率

3.6　ピーク面積とピーク高さ

3.7　反応率と硬化率　（1）反応率（2）硬化率

3.8　微小なピークの取扱い

（1）ベースライン補正による方法

（2）補正用スペクトルによる方法

4.適用例　

4.1　アクリル系樹脂　4.1.1　概要　

4.1.2　対象ピーク（1）変動ピーク（2）内部標準ピーク

4.1.3　瞬間接着剤　4.1.4　事例

4.2　エポキシ系樹脂　4.2.1　概要

4.2.2　対象ピーク（1）変動ピーク（2）内部標準

ピーク　4.2.3　事例

4.3　シリコーン系樹脂

4.3.1　概要　4.3.2　対象ピーク　4.3.3　測定

4.3.4　得られた赤外吸収スペクトルの問題点

4.3.5　微小な変動ピークのベースライン補正

4.3.6　内部標準ピークの温存　4.3.7　硬化率計算

5.将来展望

第3章　ＤＳＣ法
1.DSC概論

1.1　DSC装置　1.1.1　概要　1.1.2　入力補償型

DSC装置　1.1.3　熱流束型DSC装置

1.2　物理量・単位　1.3　縦軸表示　

1.4　硬化反応により発熱する理由

2.装置の使用形態 

2.1　概要

2.2　昇温法とその注意事項（1）英語表記（2）熱

分解の影響（3）ベースライン補正

2.3　恒温法とその注意事項

（1）ベースライン補正（2）温度プログラム（3）面

積計算

3.硬化率測定法 

3.1　外部硬化法　3.1.1　特徴　3.1.2　測定手順　

3.1.3　事例

3.2　内部硬化法　3.2.1　特徴　3.2.2　測定手順　

3.2.3　事例

3.3　注意事項　3.3.1　外部硬化法と内部硬化法

との結果の相違

3.3.2　吸熱ピーク　3.3.3　複数の発熱ピーク

1.1　概要　1.2　原理　

1.3　実験　1.3.1　試料・装置　1.3.2　照射光強

度の決定　1.3.3　測定

1.4　結果・考察　1.4.1　しみ込み深さ　1.4.2　

しみ込み深さ内でのUV光強度の違い

1.4.3　試料の屈折率変化の影響

1.4.4　各深さにおける反応率の経時変化

1.4.5　デプスプロファイルの経時変化

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

2.1　概要　2.2　測定手順および注意事項　

2.3　事例　

2.4　硬化深度解析とその応用

2.4.1　硬化深度の求め方

2.4.2　光開始剤添加量と硬化深度

2.4.3　照射光強度・照射時間と硬化深度

2.5　デプスプロファイリング支援ソフトの紹介

2.5.1　概要　2.5.2　デプスプロファイル予測機能

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

3.1　概要　3.2　緒言　

3.3　実験

3.3.1　試料・装置　3.3.2　測定

3.4　結果

3.4.1　レーザー照射による試料の硬化反応進

行の有無　3.4.2　硬化物内部のラマンスペクトル

3.4.3　デプスプロファイル

3.5　結論

3.3.4　試料中の異物　3.3.5　硬化挙動の表現　

3.3.6　機種間差

第4章　光ＤＳＣ法
1.光DSC概要

1.1　光DSC装置　1.2　装置の使用目的（1）硬化率

（2）硬化反応熱（3）硬化速度

1.3　注意事項

1.3.1　アルミパン底面の照射光強度への影響　

1.3.2　光源　1.3.3　試料温度　1.3.4　暗反応の影響　

1.3.5　カチオン反応エポキシ系樹脂　1.3.6　吸熱因子

の扱い

2.硬化率測定法

2.1　概要　2.2　内部硬化法　2.3　外部硬化法

3.外部硬化法による硬化率測定

3.1　測定手順　

3.2　補正・確認の必須事項

3.2.1　UV光照射による輻射熱の影響の除去　3.2.2　

1回目のUV光照射後に残存する未硬化成分の確認　

3.3　事例

4.吸熱因子による妨害の補正

4.1　緒言　4.2　吸熱要因　4.3　補正方法　4.4　実験

4.5　結果・考察　4.6　その他の補正方法

5.暗反応の影響

5.1　緒言　5.2　実験　5.3　結果・考察

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
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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

●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））　　 
●中山鶴雄（NBC(株)）　　　　　　　　　　　　　  ●谷口彬雄（信州大学）　　　　 　　　　　　●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））

第1章　スクリーン印刷技術の最新動向
電子デバイスへの応用｜プリンタブルエレクトロニクス｜分散型EL素子の作製
高品質スクリーン印刷(高精細化/安定化を実現するための技術)
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　　構造と製造プロセス(構成・
製造プロセス・高精度対応版)|構成要素と使用材料（枠・メッシュ・感光性乳剤）
第2節　スクリーン版からの印刷品質向上提案　印刷解像性(印刷解像性は
感光性乳剤の種類によって異なる・平滑化(フラット)加工は印刷解像性に
効果がある)|印刷精度(印刷精度は印刷ショット数によって変化する・
印刷精度対策　スクリーン版からのアプローチ)|ペースト厚
(安定した厚膜塗布のための表面段差加工・印刷条件とペースト塗布厚）
第3節　スクリーン版の設計　管理目標値の設定(位置精度・線幅精度・
塗布厚)|各要素の設計(枠・メッシュ・感光性乳剤の選定と塗布厚)
第4節　スクリーン紗　種類|スペック|メッシュの特性(一軸強伸度試験･クリープ特性
温湿度に関する影響･紫外線反射･透過特性・乳剤密着性、ペースト透過性・耐薬品性・カレンダー加工）
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
感光乳剤の光硬化メカニズム(種類・ジアゾ樹脂系・SBQ系・樹脂系・
重クロム酸塩系)|組成と特徴(解像性と現像性・耐溶剤性・耐水性
・印刷性・寸法安定性・剥離性・保存安定性・その他)|直間法フィルム
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　
基本構造|機構の違い|装置精度､メカ構造､位置決め制御の特徴|印刷装置設計
第2節　印刷機からみる印刷メカニズム　
充填(ペーストの充填プロセス･印刷機の条件)|版離れ(平行・垂直に
引き離す・マスクのたわみを出来るだけ発生させない・他）
第3節  種類別スクリーン印刷機　第1項　印刷機印刷フレーム開閉式　
フレーム煽り方式|フレーム並行上下移動方式　
第2項　印刷テーブル移動式印刷機　　　第3項　複合方式印刷機
ロータリースキージ|カセット式クリーニング|加圧機構|WA|MA|2段階膜厚印刷
第4項　シリンダー式印刷機
基本構造(分類)|シリンダー型|ストップシリンダー型|超精密シリンダー型
第4章　スキージのメカニズム　
第1節　スキージの材質及び形状と特性　
種類（ゴムの材質・形状・サイズ・硬度）
第2節　スキージから見る印刷メカニズム
充填（角度・印圧・スピード・長さ・ゴムの取付け及び研磨・ドクター）
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
印刷概要|機材類(版の改良)|印刷方式|解像度|導電性ペースト(導電性インキ・
高温焼成型インキ・ポリマー型インキ・導電性フィラー・複合系フィラー・高分子材料(樹脂)）
第2節　レオロジーの基礎　　流体の粘度|粘塑性流体(ビンガム塑性流体
擬塑性流体)|粘弾性流体(マックスウェルモデル・フォークトモデル・粘弾性流体の粘度)
チクソトロピー(定義・ゾルーゲル転移・チクソトロピーの粘度履歴)
微粒子懸濁液(DLVO理論・サスペンジョンの粘度特性・凝集･破壊モデル)
第3節　添加剤　第1項　印刷インキ･ペースト用樹脂　種類(用途別)|要求特性
第2項　ビヒクル  構成材料(水系･溶剤系･材料の役割)|特性|インキ等に
及ぼす影響|設計(固体粉体・印刷パターンと膜厚・焼成膜厚・各種添加剤）
第4節　種類別インク・ペースト　第1項　導電性ペースト及び機能性ペーストについて
実用例|構成材料|導電メカニズム及び接着メカニズム|導電性ナノペースト
Bステージ硬化型導電性ペースト｜金属結合型導電性ペースト
機能性ペースト(レジスト・スペーサ・粘着剤ペースト・異方導電性材料)

第2項　導電性ペーストの印刷性～銀樹脂、導体/抵抗体、はんだ、ナノの
各ペースト～　　印刷特性(概要・粘弾性)|各ペーストの印刷性(導電性
樹脂接着剤・はんだペースト(クリームはんだ)・Ag･Pd･Ru･Pd抵抗体､Ag･Au･Cu導体､
ペーストの印刷性・金属ナノ粒子分散ペースト(ナノペースト))|高性能スクリーン印刷機
第3項　ガラスペースト　構成材料と製造プロセス|各種ガラスペースト
(耐電圧・誘電率・膨張係数・透過率・欠陥防止)|スクリーン印刷(ベタ膜印刷
スルーホール印刷・オーバーコート印刷・感光性ペースト法・転写法)
第4項　金属ナノ粒子ペースト　　　固相熱分解によるナノ粒子
アミン還元によるナノ粒子｜金属ナノ粒子の導電ペーストへの応用
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 転写性(印刷の評価・ペー
ストの評価)|電気的特性|機能性|画像評価|評価方法を決められない場合　
第2節　インク・ペーストの粘度の測定・評価
粘度測定の重要性(スクリーンインクに求められるレオロジー特性)
塗工剤の粘度特性に影響する主な要因（バインダー・フィラー・溶媒・
レオロジーコントロール剤(粘性制御剤･増粘剤))|主な粘度特性（ニュートン性
非ニュートン性・温度－粘度特性・降伏値の評価・時間依存性の評価・TI値の意義)
粘度測定方法とその注意点(回転粘度計の種類と特色･インクの粘度の調整･品質管理
塗布作業時の塗工剤の評価･塗布作業後の塗工剤の評価)|具体的測定例
(接着剤AとB・2種の銀ペーストの印刷特性・撹拌後の塗工剤のタレ性の影響
インク(顔料濃度の異なる2種:エステル系)・6種の銀ペーストの評価）
第3節　その他の測定・評価　　第1項　スキージ圧の測定・評価
印圧(被印刷物･被印刷物の大きさ･被印刷物の用途による違い･適正な印圧･インキ返し）
第2項　スクリーン版の測定・評価　　測定項目(テンション測定)|製版関連
(紗厚と乳剤の膜厚･解像性･表面粗さ･乳剤の硬度と表面張力･製版寸法精度)|印刷寸法精度
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1項　製版精度不具合
スクリーン原版(フォトマスク)の精度の管理(種類・描画機の精度）
フォトマスク原版からの転写精度管理｜感光性乳剤の硬化収縮
第2項　スクリーン・メッシュに関わる不具合　経時変化(伸び)|テンション管理
第3項　感光性乳剤に関わる不具合　露光条件管理|露光不足による不具合
露光過多による不具合|耐溶剤性　　第2節　印刷機から見るトラブル
異物混入のトラブル(印刷機内の汚れの混入･印刷機周辺のゴミ･埃の混入
スキージ･メタルマスクの清掃不良･ハンダペーストの攪拌時)|静電気のトラブル
第3節　スキージから見るトラブル　　印刷トラブルの原因と対策
実作業における問題点と対策|スキージの原因と考えられるトラブルと解決方法
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
枠の構造|枠寸法と印刷面積|マスク寸法精度と機械的経時変化|裏回りが
発生しにくいマスクの選定|メタルマスク版から見る充填／版離れのメカニズム
第2節　印刷機の構造・種類・特性・メカニズム
基本構造と用途|構造と原理|印刷精度に及ぼす各機能と要素|印刷機の高精度
高剛性機構|印刷ズレの防止策｜安定したクリームはんだを充填する機講
安定したクリームはんだの版離れ機構｜印刷機と副資材及び品質管理
第3節　スキージの構造・種類・特性・及びメカニズム　役割|寸法と形状
構造と特徴|形状が及ぼす印刷性|構造とはんだの粘度硬化|高充填効果の
特殊構造スキ－ジ|硬度と印刷性|スキ－ジ形状と硬度における印刷のカキトリ現象
スキ－ジの磨耗によるカキトリ不良|ウレタンとメタルスキージの印刷性の比較
スキージの傾きによる印刷不良|ローリング径と印刷量のバラツキ不良
密閉印刷ヘッドでボイド不良の対策　　　第4節　リフロー炉
類|構造|要求特性(ノズル形状･ゾーンレイアウト･フラックス回収機構)

第5節　ペーストの粘度測定･評価　　粘度計による測定･評価(物理的原理
チクソトロピー･回転式粘度計･スパイラル式粘度計･印刷性の数値的評価
トラブル対策の為の基礎）|粘度計からみた印刷メカニズム(印刷プロセス上
の機能・粘度計から見る充填／版離れメカニズム・印刷性の最適化）
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－
スクリーン印刷が背負うイメージからの脱却|印刷と情報との融合
新しいビジネスモデルの必要性|スクリーン印刷の現状と課題
(原理および機構・スクリーン印刷の課題[版構造と印刷精度/インキ供給
インキの流動特性])|スクリーン印刷機に求められる機能(将来像)
第2節　電子部品実装      第1項　印刷工法によるウエファーレベル
CSPパッケージの開発   工程の説明｜各工程の特長｜使用した印刷機
及び特殊リフロー装置|印刷工法によるウェハーレベルCSPの優位点
第2項　リジッドプリント配線板及びメンブレンスイッチの印刷技術
リジッド配線板に使用される材料|塗布前の処理|塗布の方法|スルーホール用
ペースト|メンブレンスイッチの構造|使用材料|製造工程|要求特性と評価方法
第3項　セラミック基板上への厚膜形成　　厚膜作製プロセスの特徴
セラミック基板の特徴|基板用導体厚膜|機能性厚膜(抵抗体厚膜･
サーミスタ厚膜･他)|強誘電体厚膜(Pb系･非Pb系[BaTiO3系/Bi4Ti3O12系]）
第4項　シリコン基板　　圧電アクチュエータ(PZT系厚膜･BZT系厚膜)
シリコン基板とCaBi4Ti4O15系厚膜を利用した圧力センサ
第5項　印刷技術のビルドアップ配線板への適用事例
配線板プロセス(全層IVH構造順次積層プロセス･一括積層プロセス)
信頼性特性(信頼性試験評価結果･耐マイグレ－ション性)|電気信号伝搬特性
(電気信号伝播特性･高周波伝送損失特性)|放熱特性|更なる微細化開発
第3節　有機薄膜トランジスタ　構造|基本動作|半導体(材料･層の形成)
電極|絶縁材料|フレキシブル有機薄膜トランジスタの印刷製造
第4節　LTCC（低温焼成セラミック基板）
工程|導体ペーストとスクリーン印刷法によるパターン形成|LTCCの動向と
スクリーン印刷の課題|スクリーン印刷によらないパターニングの展開
第5節　ディスプレイ　第1項　LCD用部材:シール剤塗布用印刷版[マルチプレート]
LCD製造におけるスクリーン印刷の位置付け|トラブル(スクリーン印刷の欠点
問題の解消法)|非接触印刷（版の構造・印刷の調整とメカニズム・版の設計）
第2項　PDP用部品　　PDPの構造とスクリーン印刷|大型PDP用ペーストと
スクリーン印刷の課題(感光性銀ペースト・誘電体ペースト・蛍光体ペースト)
課題と対策(スキージゴム・印刷機平行度・ペースト)
第6節　ELデバイス　　第1項　有機ELデバイス用スクリーンの設計
スクリーン印刷による薄膜形成での課題(薄膜形成における要因
印刷厚さへのスクリーンの要因・スクリーン表面の印刷特性への影響)
溶融液晶ポリマーモノフィラメントを用いた薄膜用スクリーン
（特徴・塑性加工性・薄膜用スクリーンの設計・印刷特性）
第2項　印刷系無機ELフィルム　基本構成と原理｜高輝度化･カラー化
白色光化｜ＭＷ熱触媒法による蛍光体の作製
第7節　色素増感太陽電池
作製方法(透明導電基板と集電配線･酸化チタン･対極触媒･封止剤･電解質)
第8節　その他の応用製品　　　　第1項　圧電材料
スクリーン印刷による圧電素子製法|Si基板上への圧電厚膜の形成
(積層化における問題点･PZT低温プロセス･下部電極の改良および報告例)
第2項　スクリーン印刷用粘着剤　　開発の背景｜設計(分類･分子設計
添加剤・溶剤)|物性(エマルジョン型アクリル系･溶剤型アクリル系
UV型)|今後の展望（特殊な使用条件での粘着物性向上・環境への対応）
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第1章　ポリウレタンの化学・物理的特性と分子設計
           およびその分析・評価
第1節 ポリウレタンの分子設計および劣化機構と安定性向上

1.ポリウレタンの特性とその制御
2.ポリオールとそのポリウレタン物性
3.イソシアネートとそのポリウレタン物性
4.ポリウレタンの化学・物理特性とその評価～硬化プロセスと1次物性～
4.1　硬化反応性と反応率
4.2　物性測定評価・1次物性
5.ポリウレタンの劣化機構と安定性向上

第2節　セグメント化ポリウレタンの特性向上のための分子設計
1.重合と構造　2.微細構造と変形機構
3.分子設計とガラス転移温度
4.応力―ひずみ関係　5.分子設計と弾性回復性

第3節　熱分解ガスクロマトグラフィーによる分析事例
1.熱分解GCのシステム構成
2.高分子材料分析への熱分解GCの適用
3. 熱分解GCによるポリウレタンのキャラクタリゼーション
3.1 ポリウレタンの熱分解挙動
3.2 ジイソシアネート／ポリオールの組成分析
3.3 結合状態の識別・解析の可能性

第４節　ポリウレタンの結晶構造と高次構造解明
1.ハードセグメントの結晶構造
2.延伸過程における高次構造の変化

第2章　塗料への応用事例
第1節　インキ・塗料・コーティング剤に適したポリウレタン樹脂の特徴

1.ポリウレタン樹脂バインダーの分類
2.一液ラッカー型ポリウレタン樹脂の製造方法と分子構造
3.インキ用バインダー用途での樹脂設計
4.コーティング用ポリウレタン樹脂の耐久性向上
4.1 耐水性　4.2.耐熱性

第２節　高機能性PUR塗料における
　　　　　樹脂設計・配合および環境対応

1.PUR塗料の種類 と特徴
1.1 PUR塗料の分類と種類
1.1.1 形態的分類　1.1.2 その他分類
２.PUR塗料原料
2.1 ポリイソシアネート硬化剤　2.2 ポリオール
2.3 ポリウレタン樹脂　2.4 その他副資材
3.ＰＵＲ塗料の樹脂設計と配合技術
3.1 バインダーの樹脂設計・ポリオールの例
3.2 硬化剤の設計
4.市場ニーズ
5.高機能性PUR塗料の実例
5.1 耐酸性雨塗料 5.2 擦り傷性向上
5.3 ブロックイソシアネート配合1液ＰＵＲ塗料
5.4 水性PUR塗料とその市場展開

◎イソシアネート・ポリオールの選択によるポリウレタンの特長から、
　塗料・接着剤・エラストマー・硬軟フォーム等、幅広い用途における要求特性と配合設計、および製品動向まで。
◎硬化反応性、変形特性、難燃化等の物性制御、高屈折化・形状記憶性等の高機能化技術に加え、
　リサイクル性等の環境対応技術による、これからの高分子材料の開発の指針を示す。

第3節　重防食塗料に向けた樹脂設計
1.ウレタン樹脂系塗料の市場動向
2.重防食塗料の技術開発動向
3.ウレタン樹脂系重防食塗料に用いられる主原材料
4.ウレタン樹脂系重防食塗料のコールタールフリー化技術
4.1 ポリウレタン塗膜の対鋼板接着力に及ぼす
　　 コールタールモデル化合物配合の影響
4.2 新規なフェノール系添加剤を含むポリウレタン系塗膜の特性

第3章　ウレタン系接着剤の特長と機能性
第1節　ポリウレタン系接着剤の樹脂の
           設計、配合、特徴、応用から製品開発状況

1.ウレタン反応型接着剤 1.1 一液型 1.2 二液型
2 溶剤型水酸基末端線状ポリエステルポリウレタン接着剤（デスモコール）
3.ポリウレタンディスパージョン型接着剤（ディスパコール Ｕ）
3.1 化学構造 3.2 物理的構造 3.3 固形分と粘度
3.4 接着剤の乾燥 3.5 機械的安定性 3.6 塩の影響

第2節　ポリウレタン系反応性ホットメルト接着剤の特長
        ～作業性・各種接着特性

1.ポリウレタン系反応性ホットメルト接着剤とは
2.ＰＵＲ－ＨＭの特長
2.1 作業面での特長2.2 接着性能面での特長

第3節　湿気硬化型ポリウレタン接着剤の木材接着性能
　　　　―接着強さに影響する要因―

1.接着剤の接着性能試験および物性試験
1.1 ブロックせん断試験
1.2 接着強さの温度依存性試験 1.3 動的粘弾性の測定
2.木材接着性能および接着剤の物性

第4章 ポリウレタンゴム・エラストマーの配合設計と成形加工
1.ポリウレタンゴム・エラストマーとは
2.ポリウレタンゴム・エラストマーの種類
3.配合剤 4.配合設計と加工法
4.1 液状成形ゴムの配合と加工4.2 固形成形ゴムの配合と加工
5.ウレタン系ゴム・エラストマーのナノコンポジット
5.1 ウレタンゴムナノコンポジット 5.2 TPU ナノコンポジット

第5章　ポリウレタンフォームの開発動向
第1節　ポリウレタンフォームの需要動向及び用途展開
第1項　ポリウレタンフォームの分類及び需要動向
第2項　PURフォームの課題及び市場ニーズ
第3項　高性能化、高機能化に対するアプローチの方法
第4項　軟質フォームの開発事例

1.軟質フォーム用の原料
2.スラブフォーム（ブロックフォーム）の多様化
3.低弾性フォーム 4.親水性フォーム
5.現場発泡型発泡ガスケット

第5項　硬質フォームの開発事例
1.硬質フォーム用の原料 2.PIRフォームの展開
3.低熱伝導率保持の水発泡フォーム
4.連続ラミネート製品用面材

第6項　その他の開発事例（軟質・硬質フォーム共通の事例）
1.発泡特性（反応特性）の測定方法
2.発泡特性（反応特性）の機器計測
3.PURフォームの構造解析 4.速度論的考察

第2節　高活性触媒による難燃性の向上
第3節　ウレタンフォームの材料組成による燃焼性状の検討
　　　　　～燃焼試験結果を踏まえて

第6章　ポリウレタンの難燃化技術と難燃剤
1.ポリウレタン難燃化の基本技術
2.ポリウレタン難燃化技術、難燃剤の最近の動向
3.最近の特許に見られるポリウレタン用難燃剤（難燃化技術）

第7章　高機能化技術
第1節　高機能化を指向したポリウレタンのナノレベル複合化

1.ポリウレタンと他の高分子とのナノ複合化へのアプローチ
2.精密高分子開始剤法を利用したナノ複合化
3.主鎖組み換え反応を利用するナノ複合化

第2節　形状記憶ポリマーの機能特性と応用
1.形状記憶材料と形状記憶ポリマー
2.形状記憶ポリマーの種類と形態
3.形状記憶ポリマーの機能特性
4.熱･力学特性の表示：サーモメカニカル構成式
5.形状記憶ポリマーの応用

第3節　透明・高屈折ポリウレタンハイブリッド材料の調製
1. 骨格構造の違いによる光学特性ならびに微細構造への影響
2. ポリチオウレタン/チタニアハイブリッドの屈折率向上効果

第4節 電子基板　防湿・絶縁ウレタン樹脂の開発とその応用
1.ウレタン樹脂の種類と特徴
2.家電製品の防水絶縁材料としての性質
3.ウレタン樹脂の自動混合注型装置

第8章　ポリウレタンの環境対応技術
第1節　ポリウレタンリサイクルの現状とケミカルリサイクル

1.ポリウレタンのリサイクル
2.ポリウレタンのケミカルリサイクルのための分解機構

第2節　生分解性ポリウレタンの設計
第3節　新規ポリウレタンの分解技術の開発

1.難分解性ポリウレタンへの生分解性
       及びケミカルリサイクル性の付与
2.生分解性およびケミカルリサイクル性を併せ持つポリウレタン
3.アセタール結合を含有ケミカルリサイクル性ポリウレタン
4.糖質系ジラクトンジオールを含有するケミカルリサイクル性ポリウレタン

第4節　超臨界二酸化炭素によるウレタン合成法の開発
1.超臨界二酸化炭素 2.二酸化炭素固定化
2.1 ヒドロキシルアミンからの合成
2.2 環状アミンからの合成
2.3 イオン液体－超臨界二酸化炭素多相系反応場による
       環状アミンからの合成

●桐原 修(バイエルマテリアルサイエンス(株))●大和田 孝彦（住化バイエルウレタン（株））●葭原 法(ポリマーテク研究所)●大谷 肇(名古屋工業大学大学院)
●田代 孝二(豊田工業大学大学院)●東本 徹(荒川化学工業（株))●横山 直樹(新日鐵化学(株))●吉田 誠(日立化成ポリマー（株))●滝 欽二(静岡大学)●秋葉 光雄(アキバリサーチ)
●岩崎 和男(岩崎技術士事務所)●徳本 勝美(東ソー(株))●糸毛 治(北海道立北方建築総合研究所)●西沢 仁(西沢技術研究所)●高原 淳・大塚 英幸(九州大学)
●戸伏 壽昭(愛知工業大学)●栗田 公夫(日本大学)●久永 直克(サンユレック（株))●松村 秀一(慶應義塾大学)●川波 肇((独)産業技術総合研究所)（執筆者一覧・敬称略）

ポリウレタンの

　多様性を活かす
　　　　　　　　　　製品設計とは

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～

★書籍申込書　　

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

書籍名　　　　　【BC090501】

　ポリウレタン　書籍

冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご連絡頂いた、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致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
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●小田純久(サイデン化学㈱)●朝田和孝(ニチバン㈱)●小野瀬豊(北越パッケージ㈱)●杉田大平(積水化学工業㈱)●石渡紳一(古河電気工業㈱)●横山直樹(新日鐵化学㈱)
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第６章 粘着製品の塗工／塗布

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１章 粘着／剥離のメカニズムと測定評価

第３節　 粘着と粘弾性についての関係性

　1.粘着のメカニズムと定義～接着との違いと分子構造の影響
　2.接着層形成の熱力学（粘着剤の表面張力/粘着剤の界面張力/界面相形成のメカニズム）
　3.粘着／剥離のメカニズムと測定評価（分子構造と粘着の関連性、極性材料／非極性材料への粘着性評価）
　4.粘着と溶解性パラメーター（油相からの水／油界面へのポリマーの吸着への溶解度パラメーターによる検討･･･）
　5.粘着剤のはく離強さのコントロール/6.粘着物性と力学的性質の相関性
　7.粘着と被着体の臨界表面張力/8.経時での粘着力変化

1.粘着・剥離の空間スケールと物理的イメージ/2.粘着テープ剥離時の応力分布
3.剥離様式の速度・温度依存性（粘弾性と剥離様式/3.3剥離力の速度依存性について 等）
4.粘性突起/5.剥離時の粘着剤による形態形成/5.1プローブタック測定/5.2粘着テープ剥離
6.粘着テープ剥離における装置剛性の影響（装置剛性の影響 等） 
7.剥離におけるパターン形成と動的相図（動的相図/剥離後/･時空間共存パターンの特徴 等）

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～

　1.粘弾性と粘着性の相関性（結合過程のメカニズム/解結合過程/粘着特性と粘弾性値と関係）
　2.粘弾性とガラス転移温度(Tg)との関係
　3.表面粘着性を表す指数としてのプローブタックによる粘弾性の推察　
　4.粘弾性的考察粘弾性の観点からみた粘着面を引き離す際の抵抗とは

　1.アクリル系粘着剤について/2.アクリル系粘着剤に使用される原料（モノマー，架橋剤，添加剤）
　3.配合と物性のコントロール/4.無溶剤型アクリル系粘着剤

第１節　 アクリル系粘着剤(溶剤型／無溶剤型)

　1.粘着剤と被着体の界面相互作用について
　　1.1粘着剤の粘度の影響/1.2界面化学的見方/1.3粘着剤の表面張力の評価
　　1.4被着体の表面張力の評価/1.4.1 Zismanの臨界表面張力（γC）について
　2.被着体の違いによる粘着力/剥離力の差異
　　2.1剥離接着力について/2.2実際の粘着力（剥離接着力）の評価　　　
　　 2.2.1非極性粘着剤/2.2.2　極性粘着剤
　3.粘着剤と被着体の極性の差による粘着力の違い
　4.使用状況に応じた粘着剤の選定と調整

　帯電問題の分類、電荷を分離させない策、電荷を残留させない策･･等

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１節　塗工
　1.粘着剤塗工概論/2.粘着剤の形態と塗工方式
　　（有機溶剤系、エマルション系、固形糊系、ホットメルト系、モノマーシロップ系･･）
　3.塗工方式の分類、種類および選定
　4.塗工欠陥の原因と改善方法/4.1ロールコーター/4.2グラビアコーター/4.3ダイコーター）

 　1.巻品質の概要/2.ロール内部応力/3.巻取方式の種類 /4.解析モデルの概要
　 5.内部応力計算例と張力制御プロファイル/6.空気層の取り扱い/7.径方向圧力について

第１節　粘着の三要素
　1.タック/1.1転がりボールタック/1.2ピールタック/1.3プローブタック
　2.粘着力/3.保持力（凝集力）

第２節　剥離帯電量の測定
　1.残留電荷量の測定/2.粘着テープの剥離時の電荷移動/3.分離電荷量の測定

　1.粘着剥離中の空孔化過程/2.粘着剤糸曳きの伸長変形過程と破壊直後の収縮効果
　3.粘着剤伸長変形特性の評価/4.粘着剥離シミュレーションの手法

第１節　粘着

第２節　 剥離

第２節　 エマルション粘着剤

第３節　ウレタン系粘着剤

　1.アクリルベースと配合添加剤の設計（アクリルモノマー、界面活性剤、架橋剤の選択･･･）
　 1.2配合添加剤の設計（タッキファイヤー、粘性調整剤の選択･･･）
　2.被着体への適性（極性面への適性/非極性面への適性/その他の被着体面への適性）
　3.塗工適性

　1.ポリウレタンの原料/1.1ポリイソシアネート/1.2ポリオール/1.3助剤・添加剤
　2.ポリウレタン系粘着剤の設計/3.ポリウレタン系粘着剤の特性

第４節　 ゴム系粘着剤
　1.ゴム系粘着剤/2.ゴム系粘着剤の粘着特性、再はく離性
　3.各論/3.1天然ゴム系粘着剤/3.2合成ゴム系粘着剤/4.今後の課題

第６節　 ホットメルト粘着剤
　1.原料（基材、添加剤）の種類と配合設計（ホットメルト粘着剤の構成原料、
　　　　　　粘着付与樹脂、ホットメルト粘着剤の配合設計 等）
  2.被着体への適正/3.再剥離性能

第７節　 UV硬化型粘着剤
　1.UV硬化型粘着剤の種類と組成/2.UV硬化型粘着剤の応用事例
　3.UV硬化型粘・接着剤の応用事例

第８節　 ゲルの粘着特性
　1.ゲルの表面構造と特異的な性質/2.ハイドロゲル表面間の粘着特性
   　（市販パップ剤の粘着特性、評価方法の特徴と課題、その解決への試み 等）
　3.新しい粘着／接着方法の開発
    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１節　 粘着テープ／フィルム設計上の留意点
　1.各用途に合った粘着製品の基本構成の設計/2.各用途に合った粘着剤の選定
　3.各用途に合った支持体の選択/4.製品のライフサイクルを考慮した設計
　5.製造工程および加工工程の選択
　 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

　1.粘着フィルムから被着体への汚染について （被着体の汚染、粘着剤起因による汚染、
　　基材フィルム起因による汚染、セパレータ起因による汚染 ･･等）
　2.粘着剤設計から見た剥離力低減を抑えるための対策

【第１項 耐熱性向上のための手法】
【第２項 剥離による帯電を防止する策】

【第３項 粘着における経験則】
　 粘弾性と複素弾性率/ダールキストの経験則/粘弾性の窓

　1.剥離紙用シリコーンとは/2.剥離紙用シリコーンの市場動向
　3.剥離紙用シリコーンの分類/3.1反応形式とその特徴/剥離性能のコントロール方法
　　　　　　　　　　　（熱硬化型/ＵＶ硬化型シリコーンの性能コントロール方法･･･等）
　4.シリコーン塗工設備とシリコーン処方の関係
　5.剥離紙の性能評価方法（塗工量試験、硬化性試験（指触法、抽出法）、
　　シリコーン移行性試験（移行性評価法、残留接着率法）、密着性試験
　　成膜度評価試験（ステイン法）、剥離試験（低速剥離･高速剥離）、滑り性試験）
　6.剥離紙の最近の課題（シリコーン原料コスト改善、泡発生防止･･等）

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１節　再剥離ラベル
　1.再剥離ラベルの設計（再剥離ラベルの必要性能、用途と粘着力、再剥離方法、加工方法･･等）
　2.再剥離粘着剤の設計（架橋による再剥離性の発現、粘着力と凝集力の調整、
　　 貼り付け後の粘着力の変化、基材への密着性･･等）/3. １液エマルション型再剥離粘着剤の開発

第２節　離解型粘着剤
1.古紙の再生処理と粘着剤/2.紙リサイクル対応型粘着剤（紙リサイクル対応型粘着剤の種類、
　　紙リサイクル対応型粘着剤の構成･･等）/3.離解性の評価方法

第３節　粘着ラベルを応用した電子レンジ容器包装の開発 　 
　1.これまでの電子レンジ用容器包装の実態/2.新システム開発へのアプローチ
　3.開発したベントシステムの特長

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
　1.開発の背景/2.自己剥離粘着テープとは/2.1自己剥離粘着剤/2.2自己剥離粘着テープ
　  2.3自己剥離のメカニズム/2.4自己剥離粘着剤の耐熱化
　3.半導体加工プロセスへの応用/3.1金属膜の形成/3.2貫通孔の形成/4.今後の展開

第５節　半導体用粘接着テープ　　　　　　　　　
　1.半導体用粘接着テープ概要/2.高密度三次元実装化プロセス/3.バックグラインドテープ
　4.ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム
　5.レーザ・ダイシング方式対応型ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム
　6.ＷＬ－ＣＳＰ用裏面保護フィルム/7.半導体用粘接着テープ今後の展望

第６節　フレキシブルプリント配線板用途 
　1.フレキシブルプリント配線板の用途/2.フレキシブルプリント配線板の市場動向
　3.フレキシブルプリント配線板の製造方法/4.フレキシブルプリント配線板用接着剤の特許動向
　5.フレキシブルプリント配線板用接着剤のハロゲンフリー化技術
　　第７節　積層セラミックコンデンサ用途

第９節　液晶ディスプレイ光学フィルム用粘着剤 
　1.ＬＣＤ光学フィルム用粘着剤の要求特性/2.耐久性/3.表示均一性/4.再剥離性（リワーク性）

第１０節　封止用途 ～粘着剤の封止への適応
　1.反応性粘着剤の比較と特長/2.反応型粘着剤の設計
　3.封止用途への展開/3.1要求される耐熱性のレベル/3.2接触する部材との粘着性
　　3.3硬化工程で、許容される熱的な条件及び、その時間
　　3.4粘着するエリアサイズと厚み/3.5低極性粘着剤の比抵抗率

第１２節　医療用粘着テープ 
　1.医療用粘着テープの構成/1.1支持体/1.2粘着剤/1.3剥離ライナー
　2.接触皮膚炎/2.1感作性/2.2化学的刺激/2.3物理的刺激/2.4皮膚表面の長時間密封
　3.医療用粘着製品の設計と評価/3.1構成素材の選定/3.1.1支持体/3.1.2粘着剤
　4.医療用粘着テープの今後の展望/4.1低刺激化の流れと機能性医療用粘着テープの開発

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）
　1.パック、マスクの目的、機能/2.パック、マスクの分類
　3.ピールオフタイプ/3.1ゼリー状パック/3.2ペースト状パック/3.3粉末状パック
　4.貼付タイプ/4.1不織布含浸タイプ/4.2ゲル貼付タイプ

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８節　LTCC製造プロセスにおける粘着テープの応用例

【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）　

　1.粘着剤設計における安全性試験/1.1皮膚刺激の分類/1.2毒性試験及び刺激性試験　
　2.皮膚への刺激性を低減させる方法/2.1角層剥離面積測定法/2.2TEWL法
　　2.3粘着力測定法/2.4保持力測定法/2.5タック測定法（球転法）
　3.薬物の経皮吸収理論からの粘着剤の選択法
　　3.1薬物の皮膚透過理論/3.2基剤（粘着剤）の選択

コントロール
～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

1.積層セラミックコンデンサの製造工程/2.剥離フィルムに塗布される誘電体ペースト材料について
3.剥離フィルムの構成/3.1基材フィルム/3.2離型剤/4.剥離フィルムの評価項目
　（剥離力（剥離性）、粘着テープによる評価、誘電体シートの剥離力、接触角（塗布性）、
　　剥離層の厚み、耐溶剤性、フィルム厚み、フィルム表面粗さ、欠陥、キズ、異物（ゴミ）、保存特性･･等）
　5.今後の剥離フィルム（剥離フィルムに求められるもの、塗布性、平滑性･･他）

"くっつく" まとめて解かる！も "剥がす" も

1.グリーンシート/2.グリーンシートの経時変形・加工変形
　2.1グリーンシートの変形要因/2.2グリーンシートの加工変形
3.グリーンシート変形の抑制策/4.粘着テープの使用例/5.粘着テープ

多数掲載！型通り 対応 できない、『実務のコツ』をには

開発 の 実例 も！【各種】
●半導体用途 ●ディスプレイ用途 ●ＦＰＣ用途

●スクリーン印刷での粘着剤塗布 ●離解型粘着剤

●積層セラミックコンデンサ ●ＬＴＣＣ

●封止への適用 ●再剥離ラベル

●電子レンジ容器包装 ●自己剥離粘着テープ 

●医療用粘着テープ ●化粧品用シート剤　･･･など

■接着とは？剥離とは？ ～経時での粘着力変化、剥離速度との関係、粘着と粘弾性の関係 など

■粘着剤による再粘着/剥離、被着体への適正は？ ～【粘着剤別】 性能･用途･配合設計 など

■粘着製品/テープ/フィルムの性能向上 ～被着体への汚染、剥離の後を残さない、帯電防止 など

■剥離紙の性能評価方法は？

■粘着剤の物性評価と性能改善策は？
～剥離紙用シリコーンの分類、性能コントロール、塗工と処方の関係 など

～粘着剥離シミュレーション、粘着の３要素を踏まえて など

第５節　オレフィン樹脂系粘着剤
1.オレフィン樹脂系粘着剤の特性/2.オレフィン樹脂系粘着剤の設計
3.最新のオレフィン系粘着剤の設計/3.1糊残り低減のための原料設計
3.2剥離強度調整のための樹脂材料の選択
（剥離強度のコモノマー含量依存性/異なる粘着特性をもつ成分とのブレンド）

第１１節　共押出成形技術

【第４項　耐剥離強度や易剥離性を向上させるための手法】

【第５項　粘着剤の跡を残さないために】
　　分子量および分子分子量分布/微粘着剤/強粘着剤 ･･等

粘着テープの設計/塗工方法の検討（粘着剤塗工/共押出)
基材表面処理/粘着剤の設計
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第1章 造粒の基礎  第1問 造粒の基礎とは？－造粒のメカニズムからプロセス制御まで－

 第2問 造粒物とは？

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1問 造粒法の種類とは？　第2問 攪拌造粒

・原理と特徴とは？・攪拌造粒機の種類とは？・操作条件と造粒結果とは？・乾燥機の操作条件とは？

・篩上の大きな粒子の処理とは？造粒機のスケールアップの現状とは？　

第3問 流動層造粒 

・原理・特徴は？～影響因子と物性の関係・制御可能な範囲の考察～・流動層造粒機内の粉の動きとは？

・流動層造粒機の種類・使用方法・留意点とは？～洗浄法/洗浄時間の短縮等～

・操作条件とは？～温度、風速/風量の影響、バインダー量の決定方法等～・ノズル高さの影響とは？～最適高さについて～

・流動層造粒機の給気温湿度はどれくらいの範囲で管理するのが一般的？また絶対湿度or相対湿度のどちらで管理すべきか(その理由も含め)？

・熱風温度・排風温度についての考察とは？～(排風温度と比較した)乾燥された粉末にかかる熱量等～

・スケールアップ方法とは？～必要なパラメータ(水分率等)・装置スケールアップ等

・スプレー開始前に余熱混合を行うと均一性に影響を及ぼすのか？

・一定の粒度・比重を持つ顆粒と賦形剤を同時に流動層造粒する際に均一性の良い造粒物を作るには？

・流動層造粒機において顆粒を重質化させるための操作方法及び添加剤とは？

・乳糖ースターチをHPCで流動層造粒する際のHPC配合量の決定方法及び配合量をできるだけ減らすには？

・顆粒食品で流動層造粒を行う際の微粒成分を均一に分散させる方法とは？

・流動層造粒において装置外に排出される微粉量をいかに抑えるか？

第4問 転動造粒　・成形の特徴とメカニズムとは？

・物性とこれに影響を与える運転/原料要因とは？・スケールアップの方法と留意点とは？

第5問 押出造粒　・原理と特徴は？・押出造粒機の種類と特徴は？・操作条件とは？  

第6問 圧縮造粒法とは？－ロール式造粒を中心として－

第７問　噴霧乾燥　 ・原理と特徴とは？ ・噴霧乾燥装置の構成機器とは？ ・噴霧熱分解装置とは？

・微粒化装置と熱風との接触方式の選定とは？・熱風との接触方式とは？・操作条件とは？

・温度制御方法とは？・粒子径、水分、かさ密度調整方法とは？ ・食品用噴霧乾燥装置の例とは？

・電子材料製造工程における最近の動向は？・噴霧乾燥装置の洗浄方法は？・最近の開発動向は？

第8問 圧力スイング造粒法の概要と特徴とは？第9問 球形晶析法の概要と特徴とは？

第10問 造粒法を変更(攪拌⇔流動層等)する状況及びその際の留意点とは？第11問 造粒法の選定基準とは？

第12問 各造粒機で液添加に使用されるスプレーノズルの種類とは？第13問 造粒機の運転管理方法とは？

第3章 造粒物に影響を与える因子の考察

・粉体原料の品温と造粒物の関係とは？・粉体特性と造粒時の添加水量の関係とは？

・温度・湿度が造粒物に与える影響とは？・色むらを防止する方法とは？

・造粒物の水分量が乾式圧縮成形に与える影響とは？・粒子径・粒度分布の影響考察とバラツキ抑制のための工夫とは？

・スプレー速度の変化による粒度の違いとは？・造粒パラメータが含量均一性に与える影響とは？

・水、油に分散性の良い造粒物の製造ポイントとは？・流動性/充填性/溶解性/崩壊性/硬度・強度に影響するパラメータとは？

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

・バインダーの種類と選定方法とは？～バインダーの特徴と選定目安／事例～

・粉体とバインダーの関係とは？～各種粉体と各種バインダーとの相性一覧等～

・最適バインダー量の決定／計算方法とは？～バインダー添加量の事例・注意事項等～

・バインダーの影響とは？～表面形状管理／推測方法等～・造粒時に使用する、添加剤又は助剤とは？

・バインダーの添加方法についてとは？～各造粒方式・温度・添加手段等～

・賦形剤の種類と選定方法とは？～各賦形剤の特徴と選定目安/事例～

・でんぷん糊(バインダー)を安定して調製する方法とは？ ～粘度評価・糊化のぶれの影響・ぶれの補正方法も踏まえ～

・生産レベルでのままこを防ぐには？・長時間使用による変質を防ぐには？

造粒物のバインダーで離型性を持たせるには？～金型付着の対策～

第5章 造粒工程の品質/運転管理・造粒物のモニタリング

・造粒設備を導入する際の留意点・トラブル事例とは？・省エネ・造粒設備の少量多品種対応を実現するには？

・造粒工程の品質・運転管理法とは？～ラインでの粉付着によるクロスコンタミの防止～

・部屋内の湿度や温度調節が出来ない場合の問題点と対策とは？・造粒操作のモニタリング法とは～リアルタイムでの粒度観察等～

・粒子径を揃えるための一般的な運転条件の傾向とは？～見かけ密度をあまり変化させずに～

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？・形状/表面粗度の評価方法とは？

・付着性・粒子密度 ・流動性の評価方法とは？ ・強度/硬度の評価方法とは？

・造粒プロセスの解析・シミュレーション技術とは？・マクロ物性(粒子密度・流動性)とミクロ物性(形状・強度)の相関とは？

・造粒物の品質分析・評価技術～医薬品設計・品質評価における分析アプローチとは？

 ～顕微レーザラマン分光マッピングを用いた造粒物評価の例、PATの概要や適用(終点見極め)等の動向・考え方も踏まえて～

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～

・指針、考え方とは？・スケールアップする際に注目するpointとは？

・ラボとパイロットの相関の考察とは？・スケールダウンの際の留意点とは？

・スケールアップ留意点・事例とは？～考慮すべきファクター・状態のバラツキ抑制～

・トラブル事例とは？～予想外の結果が出た時の原因探索と対応

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1問 分野別

・医薬品事例とは？～各種パラメータ考察/スケールアップ/溶出率制御/流動性の改善/外観の品質保持/16局の製剤総則等～

・化粧品分野での造粒技術の応用とは？

・食品用途における糖アルコールの造粒への利用とは？・農薬製剤の事例とは？

・液体現像剤(湿式トナー)事例とは？・ゼオライト造粒事例とは？

・蒸着法と造粒とは？第2問 材料別　・セラミックス事例とは？～スラリー性状と顆粒性状の関係・成形・乾燥等～

・磁性材料の事例とは？～成形体の密度分布改善・造粒体物性の制御～ ・樹脂事例とは？～粉体の凝集体など～

・エラストマー事例とは？～粘着性の高いゴムの造粒・粘着防止するエラストマーの化学構造等～

・ガラス事例とは？～造粒によるガラス化反応・ガラス均質性への影響～

・顔料/染料の造粒事例とは？－ミクロ造粒による機能的分散性付与と課題－

第3問 健康食品の回分式流動層造粒におけるトラブル事例とその対策法とは？

第4問 油脂含有冷水可溶顆粒の造粒方法とは？

第5問 仕掛顆粒の保管・管理方法とは？第6問 食品の焦げ等異物混入防止法とは？

第9章 造粒技術全般～よくあるQ＆A～・造粒原料に整粒などの前処理を施すことの是非は？

・原料粉体の水分と造粒水分の関係とは？造粒物のかさ密度を増加する方法とは？

・凝集性/撥水性/潮解性が非常に高い粉体の造粒方法とは？

・造粒した粒子の割れの原因と対策とは？・造粒終点を制御する方法とは？

・造粒工程で終点管理をせずに、整粒工程で調整することの是非は？

・焼成した造粒物の特性と造粒物の特性の関係とは？・高温で造粒する際の留意点とは？

・造粒物の固結トラブルの解決方法とは？・細粒剤に適した造粒条件とは？

・粉体のブロッキング～度合いの測定法・ブロッキング防止剤とは？

・一度造粒を失敗した(ブロッキング)粉を再度造粒することの是非は？

・最適化目的での造粒条件変更が意図に反して逆効果になった例とは？

・大きめの造粒を行う場合(10cm以上)の留意点とは？造粒時のアルコール利用例とは？

・造粒をしっかり行って整粒で調節するのと造粒で目的の粒子径にするのでは、

  どちらが水に対する親和性(濡れ性)がよくなるか？また溶出が速くなるか？

・造粒物の規格とは？・最近の造粒研究の動向とは？

第10章 造粒周辺技術～よくあるQ＆A～第1問 粉体のハンドリングへの水分の影響

・湿潤粉体を安定して供給・輸送するには？・吸湿・固結性粉粒体の空気輸送にはどのような注意が必要か？

第2問 粉砕とは？～各粉砕方式の特徴～第3問 混合操作におけるQ＆A

・混合操作とは？そのメカニズムは？・混合装置の種類と選定方法は？

・混合装置の操作条件によって、混合性能はどう変わるか？・粉粒体に与える作用力の程度と混合状態の変化は？

・微量混合の留意点は？・微粉または凝集性微粉体の混合方法は？

・精密微細混合の方法は？・サンプリングの方法と注意事項は？・混合の状態をどのように評価するか？

第4問 粉体の偏析とその防止・偏析とは？・偏析はどんなところで、どのように起こる？

・なぜ偏析が起こる？そのメカニズムは？・混合操作における偏析とその防止方法は？

第5問 粉体偏析問題への実際の対処

・粉体を実際に取り扱うとき偏析現象はどのような場で起きるか？

・偏析防止対策はどういった手順で行なうのか？

・偏析対策検討を行った実際の例にはどのようなものがあるか？

第6問　造粒物の乾燥方法とは？第7問 造粒物のふるい分け(分級)方法とは？～小粒径の分級～

第8問 造粒物の解砕方法とは？～凝集ダマの解砕等～

第9問 成形・打錠障害を回避するための造粒条件の考察とは？

 ・打錠用顆粒の製造に適した造粒法とその顆粒特性とは？

 ・粉体の表面改質(結合力UP)を目的とした造粒方法とは？

 ・滑択剤(ステアリン酸マグネシウム)無添加打錠のための造粒操作とは？

 第10問 造粒物のコーティングとは？

 ・薬物の苦マスキングを目的としたフィルムコーティング例とは？  薬・物の徐放化を目的としたフィルムコーティング例とは？

第11問 その他の粉体物性・粉体の粒度分布や流動性評価方法とは？

・粉体の取扱い性の評価とは？・充填性の評価方法とは？・レオロジー的な粉体流動性評価方法とは？

「造粒」に携わる
　　　　　　すべての方へ

造粒事例と頻出Q＆A集
<分野/材料別>
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第１部　太陽電池総覧
第１章　太陽電池の最新動向および市場動向
太陽電池市場の動向/知的財産の分析から見る太陽電池市場  

第２章　太陽電池の種類別の性能および特徴
１．シリコン系太陽電池　２．化合物系太陽電池
３．有機系太陽電池/色素増感太陽電池/有機薄膜太陽電池

第２部　各種太陽電池の最新技術動向
第１章　シリコン系太陽電池
第１節　薄膜シリコン太陽電池
 第１項　薄膜シリコン太陽電池の現状と薄膜シリコン系材料
 第２項　薄膜堆積と素子技術
第２節　薄膜Si系太陽電池用の透明導電膜
Si系薄膜太陽電池の構造と透明導電膜に要求される特性
透明導電膜の現状/SnO2:F/ZnO系透明導電膜/今後の課題
第３節　薄膜シリコンシースルー太陽電池
シースルー太陽電池の概要/特徴と利用形態/設置事例
第４節　多結晶シリコン太陽電池
製造方法/特徴/水素パッシベーション効果/品質ばらつき
第５節　単結晶シリコン太陽電池
結晶成長/ｎ型結晶基板/太陽電池構造：低コスト化・高効率化
薄型シリコン基板セル/裏面コンタクト型セル/評価
第６節　HIT太陽電池
構造と特徴/構造/特長/高性能化技術/a-Si/c-Siヘテロ接合高品質化
更なる高性能化・低コスト化への取り組み
市場への展開/モジュールの量産/両面受光型
第７節　球状シリコン太陽電池
独特な球状結晶の製造方法/スフェラーRの構造と製法/特長
反射光や拡散光の有効利用/応用例
第８節　シリコン・太陽電池の需給状況
半導体と共有するポリシリコン原料/実用化

第２章　CIS/CIGS系太陽電池　
第１節　CIS系太陽電池太陽電池
性質、特徴/作製方法/開発状況/耐久性試験/問題点
第２節　CIGS太陽電池における湿式製膜法の利用と高効率化
CIS,CISeならびにCIGSe層の電気化学製膜  
第３節　カルコパイライト型太陽電池におけるQ&A

 最新太陽電池技術の徹底検証・今後の展開

＜製造・開発および実用化、高効率化に向けた＞
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第３章　色素増感太陽電池
第１節　色素増感型太陽電池の現状、開発動向/現状
第２節　色素増感太陽電池の構成部材および技術
 第１項　増感色素
有機色素/高性能有機色素の分子構造/光電変換特性/耐久性
Ru錯体/増感色素としてのRu錯体の利点と課題
増感色素として最適なエネルギー準位と光吸収特性ビピリジン系Ru錯体
 第２項　フレキシブル色素増感型太陽電池の電極材料
酸化チタン電極に求められる要件/ペースト化/気相法酸化チタン
 第３項　色素増感太陽電池用透明導電膜の作製と特製
色素増感太陽電池用透明導電膜に求められる性能
基本性能/用途や使用環境への適用化
各種透明導電膜の特徴および性能比較
第３節　色素増感太陽電池の作製方法
 第１項　ディップコート法/概要/原理/特徴/膜厚と引き上げ速度の関係
 第２項　CVD法/大気開放型ＣＶＤ法/他の成膜プロセスとの比較
 第３項　スクリーン印刷技術
微細パターンの印刷形成方法/解決すべき技術的な課題
 第４項　ゾルゲル法/電子材料作製方法としてのゾルゲル法
第４節　高効率化と大面積
高効率化/大面積モジュール化
第５節　プラスチック色素増感太陽電池の開発
プラスチック化/プラスチック色素増感太陽電池の作製法 
プ集積型大面積モジュールの製作/耐久性
第６節　天然色素等を用いた色素増感太陽電池
D149とNKX-2553の混合色素を用いた色素増感太陽電池の特性
紫キャベツ色素を用いた色素増感太陽電池の特性
第７節　エネルギー貯蔵型色素増感太陽電池の開発
１．蓄電できる太陽電池ES-DSSCの基本構成
２．ES-DSSCのセル構造の改良　３．複合電極を用いた新構造セル
第８節　色素増感太陽電池用電解質
 第１項　固体電解質/DSSCの電解質に求められる特性
固体電解質/イオン伝導性材料/イオン伝導性固体材料
 第２項　イオン液体/色素増感太陽電池の構造
電解質/電解質の種類/イオン液体とは何か/
第９節　色素増感太陽電池の評価方法
 第１項　インピーダンス法による評価・解析

 第２項　色素増感太陽電池の性能評価方法
関連する規格/色素増感太陽電池の分光感度特性測定方法
基準太陽電池セル/色素増感太陽電池測定用ソーラシミュレータ
出力測定方法/色素増感太陽電池の光劣化と安定性
第１０節　色素増感太陽電池の問題点とその解決方法
１．色素増感太陽電池の動作機構　２．変換効率向上に関する研究動向

第４章　有機太陽電池
第１節　有機太陽電池の現状、開発動向
背景/有機太陽電池の分類と発電原理およびセル構造/課題/展望
第２節　有機薄膜太陽電池の研究・開発
高性能化のためのデバイス構造/高Vocをもたらすタンデムセルの作製
有機薄膜太陽電池の製品化に向けた用途開発
第３節　実用化へ向けた課題と取り組み/高効率化技術
実用化へ向けた試み/アプリケーション/設計指針
フレキシブル太陽電池と有機薄膜太陽電池の適用性/試作
第４節　塗布変換型有機薄膜太陽電池
変換型有機半導体の特性/特徴 
有機太陽電池高性能化へのマイルストーン、実用化のロードマップ
市場ニーズと将来展望

第５章　CdTe太陽電池
CdTe太陽電池の特徴と現状/CdTe太陽電池の構造と作製プロセス

第６章　その他次世代太陽電池
第１節　量子ドット太陽電池
量子ドット太陽電池の開発動向/量子ドットタンデム型太陽電池
中間バンド(量子ドット超格子)型太陽電池
量子ドット太陽電池の作製技術と現状/現状の課題および今後の展開
第２節　In代替材料を用いた薄膜太陽電池
CZTS薄膜とは？/スパッタ・硫化法によるCZTS薄膜の作製
CZTS薄膜の諸特性/配向CZTS薄膜の作製を目指して

第３部　太陽電池の今後の展望
第１章　太陽電池の将来展望
変換効率の向上/モジュールコストの低減/モジュールの長寿命化
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●シリコン系、CIS/CIGS系、色素増感太陽電池、有機太陽電池その他太陽電池の現状、課題、性能の比較を研究者達が詳細に解説！
●シャープ、三菱電機、三洋電機、日立製作所、三菱化学など第一線の太陽電池企業も多数執筆！



照明用途の展開状況と特性

ヘッドランプ等自動車への搭載

センサ用途の製造・実装・使用例・課題

プロジェクタ/農業用光源/屋外大型ディスプレイ

プリンタヘッド/可視光通信/GaN系高出力LD

★性能向上・考察
 LEDチップ高輝度化・配向性向上

光取出し効率向上/バラツキ抑制/フォトニック結晶の適用

信頼性・耐久性向上/静電気影響や素子周辺の歪低減策

色再現性・演色性の評価/NIST基準測定の特徴と問題

熱特性や量産化・コスト考察

★電極・実装・封止・放熱・駆動
ピックアップに対する電極の表面保護膜
パッケージ要求特性や組立技術・チップLEDの最大応力点
リードフレーム詳細・ダイ・ワイヤーボンディング
エポキシ・シリコーンの特徴/課題/比較・エポキシのクラックの解析
高輝度パッケージ構造・高品質化のための封止技術
放熱材料・周辺部材に要求される機能
熱伝導率等具体的な数値の記載/セラミック基板放熱
回路設計の重要ポイント
パルス駆動等の各駆動方式と調光制御

 

第1章 LEDの構造と原理

第2章 基板技術と化合物半導体

第1節 基板～基板による成長の違い・要求特性・他の基板との比較(利点・欠点)～

第2節 化合物半導体～材料ごとの結晶成長性・基板に対する要求特性・成長技術等～

第１項 GaNの成長・低転位化・実用状況・基板欠陥とGaN膜欠陥の相関

第2項 GaAs基板上のAlGaAs系LEDの光取り出し効率向上～DBRの適用について

第3項 GaP基板を利用したLEDとその特性

第4項 ZnO～基板材料とZnO膜の結晶性～

第5項 β-Ga2O3基板およびLiGaO2基板の現状と課題

第6項 分極場の影響と回避技術

第3節 半導体材料の評価法～発光素子評価技術の開発

第4節 素子上面へのサブ波長構造製作技術と光学的影響

第5節 LED製造プロセスとそのトレンド～化合物半導体のドライエッチング技術～

第6節 LED用サファイア基板のレーザスクライビング法

第3章 蛍光体 

第1節 蛍光体発光のメカニズム及びLEDに用いられるRGB蛍光体材料

第2節 合成法～発光効率向上のためのポイントを踏まえ～

第3節 評価方法～結晶構造・発光特性等を踏まえ～

第4節 蛍光体の要求特性と特性向上～発光効率・スペクトル幅・信頼性等～

第5節 蛍光体の厚みに起因する色ムラ改善

第6節 YAG蛍光体とBOS蛍光体・窒化物系蛍光体～種類・課題等～

第7節 蛍光体を使わない白色LED動向

第4章 光学設計～LEDを最適に設計するために～

第1節 LEDのデバイスモデル　第2節 光学シミュレーション

第3節 ＬＥＤ照明器具の配光設計

第5章 LEDチップに於ける高輝度化技術　第6章 発光効率 

第1節 発光効率向上のために～光取出し効率向上、光源放射角度バラツキ抑制の工夫等～

第2節 フォトニック結晶による発光効率の向上

第7章 配向性向上の工夫～LEDの照明用に向けた配向性制御技術の開発～

第8章 信頼性・耐久性向上のための工夫

第9章 色度　第10章 LEDの熱特性に関する考察

第11章 GaN系量産型MOCVD設備

第12章 電極～LED用透明電極の要求特性・ピックアップに対する電極の表面保護

第13章 高品質LEDパッケージ・実装構造とその信頼性向上策

第14章 封止材の開発と封止技術

第1節 LED実装基板材料と封止樹脂の要求特性と課題

第2節 エポキシ樹脂封止　第3節 シルセスキオキサン樹脂のLED封止への応用

第4節 LED用シリコーン封止材料の特性

第5節 有機・無機ハイブリッド透明材料

第6節 高輝度LEDに求められる、パッケージ構造と封止技術

第7節 真空印刷封止技術～ボイドレス封止の実現～

第15章 放熱設計

第16章 駆動回路

第1節 パワーLED(LED)の特性～波長特性・温度特性～

第2節 EZ-Color高輝度LEDコントローラの利用方法及びシステム設計手法

第17章 測定評価・品質保証  

第1節 発光・発色の測定方法・測光方法の規格化状況 ～国際的な状況を含めて～

第2節 信頼性試験 第3節 LEDの劣化解析～劣化メカニズムを踏まえて～

第4節 デバイスの品質と信頼性～デバイスメーカーと機器メーカーの対策～

第18章 LEDバックライト

第１節 LEDバックライト商品化プロセスにおける課題と対策

第2節 中空反射方式バックライトの開発

第19章 デバイス別LED～設計・要求特性・利用例・将来展望等～

第1節 一般照明市場におけるLED照明の動向と今後の展開

第2節 自動車用LEDの動向と応用例

第3節 大型映像表示装置オーロラビジョンの高画質化技術と応用事例

第4節 光センサ用光源 第5節 プロジェクタ用途へのLEDの応用

第6節 LEDヘッドの革新技術　第7節 農業分野でのLEDの利用

第8節 可視光通信と可視光LEDの高速応答性能の評価

第9節 ビスイミダゾールを用いた高感度な光開始系の開発

第20章 高出力半導体レーザの動向

第21章 LEDの市場動向　第1節 白色LED市場概観

第2節 LEDの特許情報～特許訴訟・クロスライセンスの状況～
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★結晶成長・蛍光体・輝度・設計・実装・放熱・駆動・品質/評価・デバイス・市場/特許動向

　　　　⇒ 一つ一つの内容を深く掘り下げて出来上がった至極の一冊！

★LED素子
基板と化合物半導体両面での結晶成長等の比較

素子上面へのサブ波長構造製作と光学的影響

分極場の影響と回避・最新のエッチング・レーザ加工

★蛍光体
発光効率向上を踏まえた合成法・蛍光体の厚み起因の色ムラ改善

YAG・BOS・窒化物等、種類ごとの特徴と課題

評価法と要求特性・蛍光体を使わない白色LED動向

★光学設計・シミュレーション 
内部量子/光取出し効率・配光特性等の計算/解析

温度依存のある光学シミュレーション/照明器具の配光設計

★評価・品質保証
発光・発色の測定方法と規格化状況

信頼性試験の進め方や劣化メカニズムを

踏まえたLED劣化解析事例

信頼性確保のために発光素子メーカーと

機器メーカーのとるべき対策

革新のための最新技術と展望LED
LEDの核心へ

★市場動向・特許
製品ごとの市場規模の現状と今後・コストメリットと低下予測

訴訟概要・クロスライセンスの状況・台湾・韓国等の海外企業出願状況

★バックライト

★最新製品別

CCFLからLEDに替わることの利点、

周辺部材に要求される特性

放熱対策・駆動回路・ローカルディミング

(部分輝度コントロール)の概要
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"未曾有"の一冊

【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～

●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))●大幸 裕介/松田 厚範(豊橋技術科学大学)●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((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(触媒化成工業(株))（敬称略）

第1章 ゼータ電位と粒子間相互作用の解析
粒子の荷電の原因/ゼータ電位とは/ゼータ電位の測定/電気二重層の性質

電気泳動移動度～粘度・誘電率等の影響～/粒子間の距離と引力・反発力の考察

粒子間に作用するエネルギー/ゼータ電位から分かるもの/凝集・分散の制御

凝集・分散の評価法/粒子径の表現と粒度分布曲線/沈降速度と沈降体積の測定/他

第2章 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
測定の基礎～測定の前準備～/具体的な測定方法～各種測定法の解説とその特長

測定における問題点～粒子サイズ、測定不可能な物質などにおける対処方法～

固体表面のゼータ電位/金属基板表面のゼータ電位測定/様々な測定装置

電気泳動法・流動電位法・超音波法/原理/測定方法と測定例/ 留意事項

装置の選定基準/異なる装置で測定した時のゼータ電位の比較

第2節 電気音響法による測定装置
測定原理/応用事例/高濃度アルミナスラリーのゼータ電位のｐH滴定曲線

ゼータ電位に及ぼす要因分析/粒子表面の表面改質効果/留意事項/他

第3章 ζ電位の評価方法～ζ電位と電気泳動移動度を結ぶ種々の式とその適用範囲
帯電粒子周囲の拡散電気二重層/緩和効果を考慮した式/液滴(エマルション)、高分子電解質、柔らかい粒子

液滴/高分子電解質/柔らかい粒子/最近のζ電位測定法：濃厚系を対象にした動的な方法/濃厚系/動的電気泳動

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～
粒子の分散・凝集とゼータ電位/液体中に分散された粒子間に作用する力

ゼータ電位と粒子の分散・凝集の相関性/粒子間に作用する静電的反発力の制御

pHコントロール・イオン性界面活性剤・イオン性高分子による表面電荷の制御

分散安定性の測定および評価/分散安定性評価に用いる各種物性値の測定及びその意味

ゼータ電位/吸着量/粒子径・粒度分布/分散剤の選定方法/他

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
温度とpH/イオン強度/誘電率と粘度/粒子濃度と粒子径/添加剤と不純物

親水性高分子物質/界面活性剤の性質/界面活性剤のH.L.B.－親水基と疎水基のつりあい－

臨界ミセル濃度の測定法/界面張力・レオロジー等をふまえたゼータ電位の有用性

第6章 濃厚系ゼータ電位
高濃度粒子分散系での凝集・分散/濃厚系ゼーター電位の測定/コロイド振動電位

ESA(電場音響効果)/超音波減衰/濃厚系のゼーター電位

第7章 非水系溶媒分散粒子におけるゼータ電位
電気二重層と界面動電現象/拡散電気二重層/界面動電現象

非水系溶媒分散粒子の表面構造と凝集/非水系高分子分散剤による分散制御

非水系におけるゼータ電位の測定方法/非水系溶媒分散粒子のゼータ電位測定例

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
非水系溶媒中での粒子の帯電と分散・凝集との関係/非水系溶媒の調製－極性と溶解性および溶媒の混和性－

非水系極性溶媒中での帯電機構Ｉ－粒子とプロトン性極性溶媒だけからなる系－

非水系極性溶媒中での帯電機構II－極性溶媒中にイオン性界面活性剤を添加した系－

非水系極性溶媒中での帯電機構III－系に少量の水分が含まれる場合－

非水濃厚分散系での粒子間相互作用/非水濃厚分散系における分散安定性とζ電位の関係/他

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1項 セラミックスにおけるゼータ電位の制御と利用例：スプレードライによる顆粒製造への適用
セラミックス粉末の分散/スプレードライ顆粒特性に及ぼすスラリー特性(分散、凝集)の影響/他

第2項 ゼータ電位により変化するスラリー挙動の評価と利用例
静水圧測定による分散・凝集状態の評価/堆積層の固化機構/新規ろ過濃縮技術/他

第3項 ゼータ電位測定による高分子微粒子・ナノ粒子の分散安定性評価
ζ電位による濃厚系高分子微粒子・ナノ粒子の分散・凝集状態評価/解砕過程と分散安定化過程－色々なζ電位活用法－

多検体遠心沈降法による分散安定性評価/他

第4項 ゼータ電位測定による無機微粒子・ナノ粒子の分散安定性評価
無機微粒子実用分散系の最近の傾向と分散・凝集状態の評価/凝集に対する安定性とゼータ電位

ｐHシフト法による分散安定化とin situゼータ電位評価(超音波スペクトロスコピーによる粒度分布結果との対比も含めて)

沈降に対する安定性と凝集に対する安定性の関係

第5項 研磨材におけるゼータ電位の制御・利用例・利用余地等
研磨試験方法/研磨メカニズムとゼータ電位/ゼータ電位と研磨性能

第6項 触媒におけるゼータ電位の制御・利用例・利用余地等-燃料電池触媒等を中心に-
ゼータ電位測定の燃料電池触媒への応用/ゼータ電位測定の燃料電池触媒層等への応用

第7項 マイクロバブルにおけるゼータ電位の制御・利用法・解釈
第8項 抄紙工程液(紙料液)のゼータ電位の制御・利用例・利用余地例
これまでのゼータ電位の応用例/紙繊維のゼータ電位測定

ゼータ電位コントロールによるピッチトラブル防止/オンラインゼータ電位測定の現状及び将来について/他

第9項 ゼータ電位制御による機能性コア-シェル粒子の作製
＜第2節 プロセス別編＞第1項 顔料分散工程におけるゼータ電位の制御と利用技術
ゼータ電位と顔料粒子の分散安定化/顔料の化学構造と電荷の発現/ゼータ電位と混色系での安定性

ゼータ電位の制御と利用/顔料のゼータ電位と樹脂の吸着/吸着物質のイオン性とゼータ電位への影響

ゼータ電位の測定/電気泳動法/外力電位法

第2項 粉体コーティング工程におけるゼータ電位の制御と活用法
粉体コーティング工程におけるゼータ電位の役割/塗料におけるゼータ電位制御法と活用法/他

第3項 薄膜コーティング～ゼータ電位による交互積層膜の評価～
基板の準備/平板試料のゼータ電位測定/溶液の調製/積層時間と洗浄処理/交互積層過程/積層膜の厚みの測定/ζ電位測定

第4項 めっき工程におけるゼータ電位の制御・利用例・利用余地等
複合めっき法による皮膜形成とゼータ電位/無電解めっき法による皮膜形成/ナノめっき法による皮膜形成

第5項 押出成形工程におけるゼータ電位とコンパウンド技術
第6項 放電プラズマ焼結法(SPS法)による粉末焼結技術
第7項 ゼータ電位を利用したDDSキャリヤーの表面機能制御
DDSキャリヤーの表面機能特性/DDSキャリヤー設計におけるゼータ電位の利用

DDSキャリヤーの分散性に及ぼすゼータ電位の影響/DDSキャリヤーの機能性に及ぼすゼータ電位の影響

DDSキャリヤーにおけるゼータ電位の利用に関する今後の課題

＜第3節 分野別編＞第1項 固体のゼータ電位測定(測定例:半導体/繊維)
半導体の測定例/半導体分野のゼータ電位の重要性/測定前の準備/結果

ガラス繊維の測定例/濡れ実験と比較した、ガラス繊維におけるゼータ電位測定/測定前の準備/結果/他

第2項 電気泳動ディスプレイとζ電位第3項 電池分野におけるζ電位の利用例
リチウムポリマー二次電池への適用・開発動向/電池材料の表面状態の制御

黒鉛材料の表面修飾：ζ電位による黒鉛表面状態の制御/表面状態の影響について

電極製造プロセスへの適用 ζ電位による混錬スラリーの制御/混錬状態の管理：ζ電位による評価

新規バインダーフリー電極の検討/バインダーフリー電極作製の検討 ζ電位による電着材料の解析/他

第4項 湿式トナーにおけるゼータ電位の意味と帯電制御・その利用例
トナー材料の構成と製造法/トナー現像評価からのゼータ電位と帯電制御（従来技術）

湿式トナーの電気泳動とゼータ電位/湿式トナーの電荷発生と帯電制御/他

第5項 液体トナー技術と応用展開 第6項 診断試薬用シリカナノ粒子におけるζ電位
第7項 医薬品分野におけるゼータ電位の制御と活用法
DDSの開発とゼータ電位の役割/赤血球のゼータ電位測定と表面電荷密度

極少量薬剤に対するゼータ電位測定法/種々の細胞等に対するゼータ電位測定例

第8項 日用品、トイレタリー分野におけるゼータ電位の制御・利用例
油性液体汚れ・ 固体粒子汚れの洗浄機構/浄系におけるゼータ電位とヘテロ凝集理論による解析事例

乳化系について/乳化系の生成/乳化系の安定性と崩壊機構/乳化粒子のゼータ電位と分散安定性解析事例/他

第9項 食品分野におけるゼータ電位の制御・利用例・利用分野・利用余地
第10項 生体および医療分野におけるゼータ電位
生体におけるゼータ電位/バイオマテリアルにおけるゼータ電位/人工血管/他

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
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★スラリーを　　　　　　　　　　　　　　する！『コントロール』
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
スラリー分散性・沈降性･粘度挙動の評価 
　　　　　　～凝集性ペースト･高分子による微粒子ペースト～
10μm以上の粒子を含むペーストに適したレオメータの選択方法とは？

分散性に影響をあたえる因子と分散安定性の向上～pH,電解質濃度,分散剤濃度の影響～

ぜータ電位･溶解度･薬剤･粒子サイズとスラリーの状態/粘度のコントロール方法は？

メカニズムと評価方法／付着力の測定･評価方法とは？

原料粉体にあった薬剤とは？
　　　　　　 ～粒子表面の特性/石灰水スラリー/酸化鉄/種々セラミック～
組合わせ/配合での現象解析 :分散工程、レッドダウン工程、貯蔵工程
配合後の製品の安定性評価と安定化方法とは？- 分離・沈降 -

～【ナノ分散･乳化･攪拌･乾燥･濾過など】実際のプロセス や 調製事例 を 多岐 に渡り掲載！～

搬送ラインの設計／粒子の終末速度が速い･遅い場合やスケーリング対策など
連続晶析プロセス／攪拌での滞留部の堆積・沈降・固着の防止！
スラリーの乾燥工程 ～水分の移動機構、各種スラリー用乾燥機 など
スラリー処理における沈殿濃縮/濾過/圧搾脱水技術とは！

他、 水和物、 CMP、 電池/キャパシタ、 マイクロカプセル、 医薬品、 化粧品、 食品  ･･･ など多数の事例!! 

今まで分からなかった、スラリーの  特性 ･ 挙動  をあらゆる角度から解説した１冊！
レオロジー特性 と 各種測定方法 のポイントは？ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■分散・凝集 からスラリーの コントロール を知る！

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＜堆積･沈殿、固着等の防ぐ＞スラリーの 取扱い/処理 とは？ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■スラリー 調製 における 配合 での留意点は ？

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
特性 ･ 挙動

／ ★塗料
★粘着剤

★セラミックス成膜用
／ ★セメント

：非水系/水系での顔料分散剤の設計 ：有機材料(非水系/水系）、厚膜/薄膜作製技術

：モルフォロジー制御、各種バインダー樹脂 ：水和とスラリーの経時変化、スラリー化事例

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第３章 スラリーの分散・凝集

第１章 スラリーの特性と実用的な評価方法

第２章 スラリーのレオロジー特性

第１節 分散・凝集のメカニズムと評価方法
第２節 分散性に影響を与える因子と分散安定性の向上

　　－ｐＨ，電解質濃度，分散剤濃度の影響－
第３節 分散および分散性評価

1. レオロジーの各種測定方法とポイント
2. スラリーのレオロジー特性と測定法
3. レオロジー特性からのスラリーの分散性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　および沈降性の評価
4. レオメータ・粘度計の選択

1. 粒子/分散媒界面の挙動とその評価法 
2. 粒子径分布の測定と評価
3. 粒子間力とスラリーの関係 
4. スラリー特性の評価
　　

第６節 ゼータ電位によるスラリーの状態コントロール　 

第４節 粒子に付着する物質の定量法
第５節 粒度分布による粘度の変化　 

第７節 溶解度の違いによるスラリーの状態コントロール　　 
第８節 薬剤によるスラリー粘度のコントロール　　 

第12節 界面活性剤の作用と付着力測定・評価　 

第13節 付着力の測定とその評価

第９節 粒子サイズとスラリー状態のコントロール
第10節 分散剤の種類と特徴を踏まえた選定のポイント　 　
第11節 微小粒子の凝集防止　　 

第４章 スラリー調製における配合ノウハウ 
第１節 スラリー調製の実用例　 

1. 高濃度スラリーの実用例とその利用目的 
2. 高濃度スラリーの３要素と固体粒子の分散制御因子
第２節 原料粉体の特性にあった薬剤の選定　 

　1. 粒子の表面特性と高分子分散剤の分子構造の関係
　2. 石炭水スラリー用の高分子分散剤の分子構造
　3. 酸化鉄への高分子分散剤の吸着と分散性
　4. 種々のセラミック粒子に適した高分子分散剤
第３節 原料や剤の組み合わせ・配合における留意点 

　1. 分散質・分散媒・界面活性剤
　2. スラリー調製の基本的な考え方
　3. スラリー調製の留意点とその現象解析
　

第４節 配合後の製品の安定性評価と安定化方法－分離/沈澱－　 
1. 沈降に対する安定性と凝集に対する安定性の関係
2. 多検体遠心沈降法の原理と測定装置
3. 多検体遠心沈降法によるスラリーへの応用例

第４章 <事例を踏まえた>スラリーに関する製造プロセス

第１節 粉砕工程、ナノ分散工程とスラリー　 

第２節 乳化工程とスラリー　 

第３節 攪拌工程とスラリー　 

第５節 濃厚系スラリーの特徴と上手な調製方法 
 　　　　　　　　　　　　　　　  1. スラリーにする粉体、分散媒(液体)には何を用いるのか

　 2. スラリーのpH測定/3. スラリー中の凝集粒子の解砕ならびに混合方法
　 4. 流動点・湿潤点測定からのスラリーの評価
　 5. 沈降試験/6. レオロジー評価

第５章 安定したスラリーの取扱いおよび上手な処理方法
～堆積、沈殿、固着等を防止・軽減させるためには～

第１節 スラリー搬送ラインの設計
　1. 液体中の粒子の沈降と終末速度/2. スラリーの流動状態
　3. スラリー搬送ラインの圧力損失
　4. スケーリング対策

第４節 噴霧乾燥･造粒工程とスラリー作製条件
第５節　晶析工程とスラリー　 

第４節 スラリーの乾燥工程 
1. 乾燥の進行/2. 水分の移動機構 / 3. スラリー用乾燥器
　第５節 スラリー処理における沈殿濃縮、濾過、圧搾脱水技術　 

　1. スラリーの沈殿濃縮技術/2. 濾過技術の基礎
　３. スラリーの濾過濃縮技術/４. スラリーの濾過洗浄技術
　５. スラリーの圧搾脱水技術
第６章 スラリーの取扱いと調製事例
第１節 塗料　 
1. 塗料の機能と顔料/2. 塗料の製造工程/3. 共通カラーペースト
4. 顔料分散剤/5. 共通カラーペーストの設計技術

　　　　　　第２節　粘着剤におけるスラリーの事例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　― 熱伝導性粘着シート、傾斜ドメイン粘着剤のモルフォロジー制御 ―　

　1. 熱伝導性粘着シート 
　2. 傾斜ドメイン構造粘着剤のモルフォロジー制御

　　 第３節 導電性接着剤におけるバインダーの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　種類・特性とその選定方法　1. 導電性接着剤の構成

2. バインダー樹脂のバリエーションとその特性
　
第４節 水和物スラリー

　1. 包接水和物/2. 水和物スラリー
　3. TBAB水和物スラリーの特徴/4. TBAB水和物スラリーの生成法
　5. 水和物スラリーを蓄熱材として用いた場合の省エネルギー効果

第５節 セメント
　1. セメントおよびセメント混和材とは/2. 混和材
　3. セメントおよび混和材をスラリーにする利点
　4. セメントおよびセメント混和材の水和とスラリーの経時変化
　5. 分散剤技術および遅延剤技術/6. 遅延剤技術
　7. セメントやセメント混和材のスラリー化の事例
第６節 CMPスラリー

　1. CMP技術とCMP用スラリーの概要/2. CMP用スラリーの実例
　第７節 導電性カーボンブラック含有スラリー
　1. 導電性カーボンブラックとは
　2. 導電性カーボンブラック含有スラリーを開発する上でのポイント
　3. 導電性カーボンブラック含有スラリーの応用例

第８節 セラミックス成膜用スラリー
1. スラリーに加える有機材料
2. 厚膜作製技術とスラリ/3. 薄膜作製技術とスラリー

第９節 マイクロカプセル
1. マイクロカプセルの調製方法
2. 化学的方法/3. 物理化学的方法

　　　　　 第１０節 歯周病治療用医薬品
　　　　　　　～歯周治療徐放性製剤の製剤学的検討とその効果～

　1. 製剤の特性/2. 臨床効果

第１１節 化粧品
　1. スラリー状化粧品の開発から販売までのレオロジー
　2. スラリー状化粧品の分類とレオロジー
　3. ポイントメイクアップのスラリータイプについて
　4. 製法中間工程でのスラリーの応用
　5. 陶磁器、化粧品を例にしたスラリーの経時劣化とその防止策
第１２節 食品

　　　　 第２節　連続晶析プロセスにおける滞留部での
　　　　　　　　　　　　　　　　結晶の堆積・沈殿・固着の防止方法1. 概論

2. スケールの検知方法/3. 機器内面の乾き防止法/4. バブリング法
第３節 攪拌における滞留部での結晶の堆積・沈降・固着の防止策
1. 撹拌翼の相違が固着に及ぼす影響 /2. 撹拌翼取り付け位置
3. 撹拌槽の材質の影響 /4. 邪魔板の影響

　1. 食品の階層構造と相構造
　2. 連続相が水溶液であるスラリー状食品
　3. 連続相が油脂であるスラリー状食品
　4. スラリー状食品のレオロジー特性　
　5. スラリー状食品のレオロジー特性の制御 
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【製剤/原薬・TK/PK別】

これまでの「分析法バリデーション書籍」

　　　　　　　　　にご不満だった方へ

●坂本 知昭(国立医薬品食品衛生研究所)●神田 武利((株)資生堂)●北川 雅士((株)東レリサーチセンター)●岡本 昌彦(住友化学(株))●植原 秀人(日本たばこ産業(株))●鈴木 竹一(エヌケイエス(株))●城道 修(メルシャン(株))

●佐藤 晴哉(味の素(株))●宇野 英俊((株)応用医学研究所)●大谷 淑郎(薬事コンサルタント)●小倉 紀彦/明田川 純(生化学バイオビジネス(株))●織部 秀樹(武田バイオ開発センター(株))●畑田 幸栄((株)住化分析センター)

●山田 龍彦(キッセイ薬品工業(株))●原 久典(ノバルティスファーマ(株))●戸塚 善三郎((株)JCLバイオアッセイ)●高田 昌太郎(中外製薬(株))●西 清司(三國製薬工業(株))

●大石 順二(東レ(株))●浜島 良(アストラゼネカ(株))●小熊 敏弘(第一三共(株))●桐原 清(日本ケミカルリサーチ(株))●川西 徹(国立医薬品食品衛生研究所)●大塚 誠(武蔵野大学)●田中 洵((株)高尾製作所)

●坂本 達哉(ロート製薬(株))●中村 みさ子(東和薬品(株))●佐藤 信夫((株)コーセー))●安井 明美((独)農業・食品産業技術総合研究機構)●大西 まり子((独)製品評価技術基盤機構)●香川 美由紀(田辺三菱製薬(株))

●塚本 次郎(メルシャン(株))●長谷川 弘和((株)野村総合研究所)●鈴木 博文(バイエル薬品(株))●村嶋 康平(武州製薬(株))●三輪 敏紳/番場 孝(エーザイ(株))●佐村 恵治(万有製薬(株))(敬称略)

第1章 分析法バリデーション概要－規制当局の考え方－

分析能パラメータとその評価の考え方/試験検査室管理と分析法バリデーション

分析法の技術移管，変更管理と分析法バリデーション/教育訓練と分析法バリデーション/品質試験検査とシステム適合性/他

第2章 分析手法と分析事例～分析精度の確保と維持を目指して～

第1節 クロマトグラフィー　第1項 高速液体クロマトグラフィー

分析条件の検討～最適な条件を設定するには～分離モード/HPLC充填剤

移動相溶媒/分析法設定ポイント移動相設計/カラム選択/トラブルシューティング/他

第2項 HPLCの概要及びHPLCの分離機構～検出の原理とその応用性～

HPLCからLC/MSへ、移動相の選択における留意点/他

第3項 ガスクロマトグラフィー－残留溶媒試験法にみるJP，USP，EP法の概要－

EP・USPにおける残留溶媒試験法/残留溶媒の規格設定/他

第4項 LC-MS　試験法設定上の留意点/質量分析計の校正/LC-MS法のバリデーション/他

第2節 熱分析　各分析法(DTA,DSC,TGなど)の原理・特徴/物性による安定性の違い

分析法ごとのデータ解析～チャートを読む際に知るべきポイント～/他

第3章 試験室の装置・機器のValidation/Calibration

バリデーション実施計画書/検証作業/結果記録書の作成/試験室用装置のバリデーションの実際/他

第4章 分析法バリデーションの統計解析と注意点

実験計画法を用いた分散分析による真度及び精度の推定/完全枝分かれ実験・スタッガード型枝分かれ実験評価/他

第5章 第1節 分析法バリデーションのための判定基準事例～試験事例と分析能パラメータ算出例～

判定基準設定の考え方・根拠/各分析能パラメータごとの考察～算出具体例・評価方法等～

真度・精度の設定/算出方法/事例と評価方法/併行精度/室内再現精度/

特異性・直線性・検出限界，定量限界・範囲の設定/算出方法/事例と評価方法/他

第2節 頑健性の設定/算出方法/事例と評価方法～頑健性の必要性～

第3節 システム適合性試験　システムの再現性/検出の確認/システム適合性の設定/他

第4節 規格・試験方法/設定事例と分析法バリデーション事例

－確認試験，純度試験，定量法，製剤均一性試験，質量偏差試験，溶出試験等－

規格及び試験方法の選定/設定の基本的留意事項/試験項目ごとの規格及び試験方法の設定事例・記載例

承認審査事例にみる規格及び試験方法の設定の留意点/規格設定の根拠に関する指摘事例

試験項目ごとの分析方法(試験方法)の妥当性検証の方法とバリデーション事例

承認審査事例にみる分析法バリデーションの留意点/室内再現精度の評価

標準品の規格及び試験方法の設定と試薬の取扱い/試験室管理における分析法バリデーションの役割/他

第5節 エンドトキシン試験法　局方エンドトキシン試験法/分析法バリデーションの実施例

検出限界・定量限界・真度・併行精度の評価/エンドトキシン試験法の国際調和/他

第6節 糖鎖プロファイリング試験

糖たん白質の特徴/単糖類の分析/糖鎖分析方法/糖鎖構造及び分析方法の経緯/他

第7節 不純物(生物薬品)関連試験　

第8節 試験法ごとのばらつきと標準偏差の判定基準の設定

ばらつきに関する分析能パラメータ/ばらつきに関する統計量/試験のタイプごとの標準偏差の設定/他

第6章 分析法バリデーション計画事例　計画の立案～報告,QA部門の照査,安定性試験における分析法バリデーション～

試験計画書・試験報告書の作成事例/異常値への対応/QA部門が試験に関与すべき段階

安定性試験～試験方法と安定性評価，分析法バリデーションの係わり～/設定する試験項目・留意点

安定性試験特有の試験方法のバリデーション/安定性試験における申請資料作成/事例/他

第7章 TK・PKにおけるFDAガイダンスおよびWhite Paperの解釈

Pre-study Validation/フル・部分・クロスバリデーション/実測定への応用/レポート作成/White Paperにて新たに提起された項目/他

第8章 分析法バリデーションのための試験事例

TK・PKの一般的な試験法の考え方・事例～ICH・FDAガイダンスを踏まえて～

試験室の管理方法/JP・USP・BP・EPで異なる項目と薬局方記載外試験/他

第9章 分析法バリデーション計画事例

計画の立て方・立てるうえでの留意点/安定性試験～どう安定性を確認・保証するか～

試験計画書・報告書の作成事例/予見不能の試験信頼性に影響を及ぼす事態および分析法/他

第10章 GLP分析法バリデーション～実施範囲・測定における判断基準等～

真度/精度/検量線/回収率/安定性/リガンド結合法による測定法のバリデーション

特異性と選択性/マトリックスの選択、サンプル調製及び最低希釈倍率/実際の測定における留意点/他

第11章 種類別規格設定事例と分析法バリデーション事例　

第1節 標準品における規格設定と分析法バリデーション

標準品設定に必要な項目/試験方法の設定/開発段階における標準品設定/標準品の管理と有効期限

保管容器と保管場所/管理方法/認証標準品と自家標準品/分析法の改良と標準品の評価/他

第2節 不純物規格設定事例と分析法バリデーション事例

基準不純物プロファイル設定の要件と方法/規格設定事例と分析法バリデーション事例

規格設定の対象となる不純物の選定/未知物質の同定法/他

第3節 治験薬における規格設定事例と分析法バリデーション事例

試験方法の設定/事例/規格の設定方法と統計解析を含めた妥当性・事例

海外データの利用及び調和/開発品と治験薬との関係及び治験薬GMP適用の範囲/他

第4節 生体試料における分析法バリデーション事例

バリデーション各項目における事例/複数測定施設における分析事例/他

第5節 バイオ医薬品における規格設定・試験法の考え方　第1項 培地の品質規格の設定

基本培地の選択/成分の確認/品質規格

第2項 バイオ医薬品の不純物管理及び分析法の確立・規格設定

不純物の種類/分析法の確立/宿主細胞由来たん白質・DNA/製造方法に沿ったBSEリスク評価/他

第3項 バイオ医薬品における規格設定・試験法の考え方

バイオ医薬品の「規格及び試験方法」の設定きポイント/特殊な剤形のための追加試験項目/他

第6節 ジェネリック医薬品品質評価における規格設定事例と分析バリデーション事例

規格の設定事例と妥当性確認～溶出試験における規格設定の考え方～/海外データとの調和/他

第7節 OTC医薬品における分析法確立の留意点と規格設定事例

各分析能パラメータにおける留意点/室内再現精度/具体的な規格設定例/他

第8節 医療機器における分析法バリデーションの考え方

医療機器の分析法とは/分析法バリデーションの進め方/バリデーション・リバリデーションプロトコール例 

エチレンオキサイド滅菌残留物(EO、ECH)の分析法バリデーション/ガスクロマトグラフィーのバリデーション項目/他

第9節 医薬部外品における規格設定の考え方　第10節 化粧品における規格設定の考え方

第11節 食品分野における分析法バリデーションの考え方と実際

分析法バリデーションの実際/IUPAC プロトコールによる試験室間共同試験/他

第12章 分析法バリデーションに対するQAの関わり等の考察(私見)

試験データ管理/QAが調査に関わる段階/分析能パラメーターの検証について/他

第13章 開発ステージ毎の分析法バリデーション事例・実施範囲・

　　　　リバリデーション等の考察～フルバリデーションの実施タイミング～

出発物質・中間体(購入品，委託製造品)/開発前期(フェーズⅠ～Ⅱa)/開発後期(フェーズⅡb～承認)

原薬/開発前期(フェーズⅠ～Ⅱa)/開発後期(フェーズⅡb～承認)/製剤/開発前期(フェーズⅠ～Ⅱa)/開発後期(フェーズⅡb～承認)

第14章 医薬品における有効期間及び再テストに関する考察

有効期間の設定方法/治験薬の有効期間/有効期間、リテスト期間の延長

変更時の有効期間の再設定について/再テストして用いる場合の要件/リテストの回数/他

第15章 変更管理の手法　第1節 分析法の変更手順

変更が必要となる事例/分析機器あるいは器具(消耗品も含む)の変更に伴う分析法の変更

不純物プロファイルが変わったケ－ス/承認された製品の試験法を最近の試験法に変更するケ－ス/具体的変更手順/他

第2節 標準品変更への対応

変更が必要となる事例/医薬品が日局に収載され、自社規格を日局に変更する場合

承認審査過程で標準品の規格及び試験方法変更の指摘を受けた場合/開発期間中の変更/具体的対応方法/他

第16章 分析法バリデーションと測定機器のCSV～両者の関係・違い・範囲・時期等～

サンプル(試料)のQC(品質管理）チェック/試験室のCSV/CSVにおける各段階(例)/システムのカテゴリ(分類)/他

第17章 医薬品の開発段階と分析法バリデーションの相互関係

再バリデーション/プロセスバリデーションと分析法バリデーションの相互関係/分析法の移管/分析法バリデーションの評価/他

第18章 分析法の技術移管事例及び留意点～必要なデータ及び機密保持/契約事例・評価方法等～

技術移管前の事前取り決め・実施手順/技術移管事例/技術移管時の留意点/他

第19章 第1節　分析法バリデーションとCTD-Q

分析法バリデーションデータの申請書へのまとめ方/CTD-Qに必要な分析法バリデーションの実際

Module 3の記載例/適合性書面調査への対応/添加剤の分析法バリデーション/他

第2節 バイオ医薬品のCTD申請

ウイルス安全性の評価/宿主細胞の分析、由来、調製及び特性解析/セルバンクシステム，特性解析及び試験方法/他

第20章 生データの取扱いと適合性調査　生データの保管期間/電子化の動向:電子媒体を生データとして保存する場合の留意点

適合性書面調査に対する対応～最近の動向・指摘のポイント・海外試験に対する適合性調査書面調査の対応等/他

ご回覧下さい！



●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㈱）
●宮野　信孝（大八化学工業㈱）　　　　　●林　日出男（カルプ工業㈱）　　　　　●岡田　千枝・高長　学（燐化学工業㈱）
●平澤　晋哉（昭和電工㈱）　　　　　　　●松井　誠二（神島化学工業㈱）　　　　●大川　茂（日本精鉱㈱）
●井原　俊明（信越化学工業㈱）　　　　　●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㈱）
●川辺　正直（新日鐵化学㈱）　　　　　　●野寺　明夫（出光興産㈱）　　　　　　●秋葉　光雄（アキバリサーチ）
●齋藤　嘉孝（日華化学㈱）　　　　　　　●亀岡　祐史（丸菱油化工業㈱）　　　　●大越　雅之（富士ゼロックス㈱）
●吉田　伸（昭和電線ケーブルシステム㈱）

第３項　アンチモン化合物
種類［概要｜基本物性・製法＜基本特性・熱的挙動・製造方法・
結晶構造・四酸化アンチモンおよび五酸化アンチモン・　
アンチモン酸ソーダ＞］｜効果［難燃メカニズム｜選定］応用の実際
［難燃配合例｜配合量と難燃性｜粒度と難燃性｜粒度と透明性｜
粒度と樹脂強度］需要動向｜環境課題への取り組み｜今後の展望
第４項　窒素含有フェノール樹脂系難燃剤
ハロゲンフリー化処方とATN樹脂｜特徴｜エポキシ樹脂との反応性
エポキシ樹脂のATN樹脂硬化物による難燃性と物性
積層板への適応例｜ATN樹脂と不飽和化合物との反応性
第５項　シリコーン化合物　　　　　　製法と構造｜性質｜
シリコーン系難燃剤［種類｜シリコーン単独の難燃剤＜シリコーンレジン＞
｜他の難燃剤とシリコーンを組み合わせた難燃剤＜シリコーン処理
水酸化マグネシウム・シリコーン被覆ポリリン酸アンモニウム＞］
第６項　ホウ酸塩               ホウ酸Na水溶液の高濃度化｜
非晶質ホウ酸Na水溶液の特長｜無垢木材の不燃化
［不燃性能試験｜スギの不燃化｜他の樹種へ］|集成材の不燃化
［不燃液含浸処理と不燃性能の評価］|紙、綿、有機ポリマーへの展開
第４節　ナノコンポジットによる難燃材料設計について
ホスファゼンを用いたポリウレタンの難燃化［調製＜DAPPの合成法
・縮合体の合成・ポリウレタンフォームの合成＞｜評価分析方法｜結果と考察
＜DAPPとTDI-80との反応性・DAPP変性軟質ウレタンフォームの物性・難燃性＞］
ホウ酸エステルを添加した軟質ポリウレタンフォームの難燃化
［調製＜ホウ酸エステルの合成・ポリウレタンフォームの調製＞｜難燃性］
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
安定剤の添加｜安定的製造技術［スクリューへの付着｜
発生ガスの除去｜製造中断時の処置｜ダイス形状］
安定的成形加工技術［低剪断スクリューの使用｜洗浄用ホッパーの設置｜
オープンノズルの使用｜金型設計上の注意点］
ホットランナー使用上の注意事項｜難燃PP用スクリュー材質｜洗浄技術
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
難燃作用概略｜特徴と欠点の改良方法［従来の耐湿性改善方法｜
新規耐湿性改善方法＜考え方と新規被覆剤・PTPの合成と確認・
耐湿性と耐熱性の改善効果の確認・メラミン被覆APPとの比較＞｜
PTP使用APP難燃PPの物性値］
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
概要(水マグ難燃剤の不具合と改善方法)｜原材料の説明［PER｜
無水マレイン酸変性PER｜PPパウダー｜水酸化マグネシウム］
MPERの効果と水マグ充填量の決定｜実用特性における
軟質PVCとの比較［耐摩耗性(耐スクレープ摩耗性)｜ゴム特性｜
耐白化性｜一般物性と電気的特性比較｜成形加工性比較
＜粘度・ダイスエル・メルトフラクチャーの比較＞］
各種MAH変成軟質樹脂とMPERとの比較［固体物性の比較｜
溶融流動性の比較］MPER-MOH系樹脂の構造解析と特性発現理由

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
ポリスチレン系樹脂［難燃材料の環境｜臭素系による難燃化｜
ノンハロゲン系による難燃化］｜ポリプロピレン系樹脂
［臭素系｜ノンハロゲン系］｜ポリエステル系樹脂
［素材難燃方式の難燃化｜添加型難燃剤の難燃化］｜
ポリカーボネート系樹脂［リン系｜アルカリ金属塩｜シリコーン系］
ポリアミド系樹脂［ハロゲン系｜窒素系｜その他］|
エポキシ系樹脂［ハロゲン化｜リン含有｜耐熱樹脂］
第２項　ＰＣ、およびＰＣアロイにおけるノンブロム難燃化
有機金属塩系による難燃化｜リン系による難燃化｜
PC－PDMSブロック共重合による難燃化
PC／ABSアロイの難燃化｜PC／PLAアロイの難燃化
第２節　ゴム・エラストマーの難燃化
難燃剤の難燃化作用｜耐難燃性の配合
最近の技術動向［ゴム・エラストマー｜ナノコンポジット］
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― 
繊維の難燃［難燃加工と繊維種｜素材難燃と後加工難燃｜
難燃性試験方法］ポリエステル繊維の後加工難燃
［使用難燃剤｜カーテンの後加工難燃＜染浴同浴法・
連続処理法＞｜カーシートの後加工難燃＜バックコーティング法・
連続処理法(パッド･ドライ法)・染浴同浴法＞］
第４節　壁紙
種類｜需要｜壁紙に求められる防火性能［建築基準法｜
JIS法］織物壁紙の難燃化｜塩ビ壁紙の難燃化
第５節　木材
需要｜材料認定［不燃材料｜準不燃材料｜難燃材料］|
発熱性試験｜難燃処理［無垢板、集成材｜合板］
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―
使用される樹脂材料への難燃要求｜難燃樹脂の
法的規制動向とその対応｜富士ゼロックス社に於ける
樹脂材料の環境対応活動｜難燃樹脂の材料技術課題
への取り組み［ノンハロゲン難燃剤の課題｜開発
＜リン系難燃剤・その他のノンハロゲン難燃技術＞］
第７節　電線・ケーブル
品種｜難燃性評価方法［燃焼特性｜難燃性｜腐食性ガス｜
発煙性｜発熱量］｜電線・ケーブルの難燃性評価
［60度傾斜燃焼試験｜垂直燃焼試験｜垂直トレイ燃焼試験］
ハロゲン系［材料の難燃性と腐食性｜難燃性と発煙性］
ノンハロゲン［手法｜燃焼特性＜発熱速度・総発熱量・
着火時間＞|難燃助剤の効果＜赤リン・金属化合物＞|
ケーブルの難燃性
［垂直トレイ燃焼試験｜過電流通電試験］

第１章　難燃規制、難燃機構、難燃剤、難燃材料の概況
難燃剤に関する最近の環境安全性を中心とした難燃規制
高分子の燃焼性と難燃機構［ラジカルトラップ効果｜
気相における酸素遮断効果、酸素希釈効果、吸熱効果｜
固相における酸素遮断効果、断熱効果｜相乗効果］
難燃剤の動向｜難燃材料の動向
［電気電子機器、OA機器分野｜電線、ケーブル］
第２章　難燃化機構各種　　第１節　樹脂の難燃化機構
燃焼［燃焼の種類｜樹脂の燃焼］難燃化の種類と機構
［気相での難燃作用＜ラジカルトラップ・吸熱作用・
不活性ガスの生成（酸素遮断、可燃ガス希釈）・
可燃ガスの減少（芯効果作用の減少）＞｜固相での難燃作用
＜断熱作用（断熱皮膜の生成、発泡層による断熱皮膜の増厚・
吸熱作用・気相の燃焼場への不活性ガスの放出・
各種ノンハロゲン難燃剤の特徴と主たる難燃作用＞｜
気相と固相との難燃作用の違いのCCMによる解析］
第２節　低発煙化機構、低有害性ガス化機構
低発煙化機構［煙とは｜一般高分子材料の低発煙化機構｜
PVCの低発煙化機構］｜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－
需要［芳香族臭素系難燃剤｜脂肪族臭素化難燃剤］
難燃化機構［臭素－三酸化アンチモンの併用効果］
臭素化エポキシ系難燃剤の構造と特徴
プラスチックへの応用［難燃ABS｜難燃HIPS｜難燃PBT］
ダイオキシン問題｜臭素系難燃剤のリスク評価
第２節　リン系　　　 第１項　リン酸エステル系難燃剤
難燃化機構｜種類｜難燃性と諸物性｜揮発性と耐加水分解性
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
難燃化技術［市販のリン酸塩系難燃剤及び難燃助剤｜
難燃メカニズム｜技術的課題と開発状況＜高難燃化技術・
主要難燃剤の開発状況・難燃剤各メーカーの開発品＞］
開発事例［経緯｜カルプ工業社の事例＜分散化技術＞｜
リン酸塩系難燃PPの実用物性＜成形時耐熱性・耐候性・
長期耐熱性・耐銅害性・耐湿熱性・ブリード性・リサイクル特性＞］
第３項　赤リン
難燃機構［固相｜気相］｜特長［有利な点＜高難燃性・
毒性ガスの発生量の少なさ・相乗効果＞｜注意事項
＜適用法令との関連・環境への影響＞］樹脂別適用例［ポリオレフィン系｜
ポリスチレン系｜ポリアミド系｜ポリエステル系］｜高機能化
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
製法｜特性｜熱分解特性｜難燃効果｜開発事例［HPシリーズ］
第２項　水酸化マグネシウム系フィラー
物理的性質［一般的性質｜熱的性質と難燃化機構｜
低発煙性効果］製法｜用途｜応用例

★ご回覧下さい★ 情報機構

「メーカー事例」×「難燃化機構」＝「新たな理解」へ！

難燃剤による難燃材料の 

難燃化機構と最新事例集

発刊：２００８年6月末 

定価：66,000+税

体裁：Ｂ５判 389頁

●難燃剤ごとの難燃化機構を解説！●メーカーの最新事例が豊富！ ●材料別の応用も！
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★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
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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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp
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発刊：2008年5月末 ・ 定価：76,000円＋税 ・ 体裁：Ｂ５判 417頁

第１章 薬事法に関する改正点
１．製造販売承認制度の概要
２．原薬等登録原簿（ドラッグマスターファイル）
    ＭＦの利用範囲/登録の対象/登録事項
    承認取得者に開示すべき情報
３．ＧＭＰ／ＱＭＳ適合性調査適合性調査権者
４．ＧＱＰ省令の制定/定義/総括製造販売責任者の業務
    組織及び職員/品質標準書/品質管理業務手順書
    製造業者との取決め/品質保証責任者の業務
    市場への出荷の管理/製造管理及び品質管理の確保
５．ＧＭＰの改正/改正の概要/製造管理及び品質管理
６．薬局等構造設備規則の改正
７．医療機器の規制に関する改正点/改正のポイント
８．生物由来製品に関する規制/指定//記録
第２章　ＧＱＰ／ＧＭＰ省令について
１．ＧＱＰ省令/位置付け/構成/総括製造販売責任者の業務
    品質管理業務に係る組織及び職員/品質標準書
    手順に関する文書/製造業者等との取決め
    品質保証責任者の業務/市場への出荷の管理
    同収処理/自己点検/教育訓練/医薬品の貯蔵等の管理
２．ＧＭＰ省令/改正のポイント/ＧＭＰの構成
    製造部門及び品質部門/製造管理者/職員/製品標準書
    手順書等/構造設備/製造管理/品質管理
    製造所からの出荷管理/変更管理/逸脱の管理
第３章　品質管理（QM）とGQP/GMPの基本事項
１. 品質管理と品質保証品質とは/管理/品質管理/品質保証
２．品質管理とGQP/GMP/GMP・GQPのみかた
３．品質管理と隣接概念
    製造物責任/製造物責任の定義/品質管理とのかかわり
    コンプライアンス/定義/品質管理とのかかわり
    リスクマネジメント/リスクマネジメントの定義
４．品質管理（QM）の対象とその管理のポイント
    GMPおよびGQPの管理対象/ヒト/管理の必要性
    購買（原材料、外注品）/管理の必要性
    原材料管理/外注管理設備/管理の必要性/ポイント
    方法/管理の必要性/ポイント/検査/検査の必要性
    作業環境/作業環境管理の必要性/ポイント
５．品質管理（QM）実施のために必要な要素
    組織構造/機能別管理組織の確立/
    トップマネジメントの積極的な関与
６．品質管理（QM）の基本的な進め方
    PDCA/基本/ポイント/五ゲン主義/基本/ポイント
    基本プロセス/変更管理/逸脱管理/CAPA

◎薬事法に関する改正点、ＧＱＰ／ＧＭＰ省令および製造販売承認制度の概要に関する必要事項を把握！
◎逸脱管理・・逸脱原因調査と影響評価実施。対策処置の実施など、継続的な改善策とは？

ＧＱＰ/ＧＭＰ実務資料集
●元(独)医薬品医療機器綜合機構 人見英明 ●帝人ファーマ(株) 岡本真人 ●明治製菓(株) 重光真 
●元(株)ベネシス 三宅正一 ●エーザイ(株) 杉本隆之 ●アストラゼネカ(株)浜島良 ●田辺三菱製薬(株) 花本恭治 
●(株)カネカ 中村宗弘 ●(株)カネボウ化粧品 荻野和男 ●日本オルガノン(株) 三川正明 ●元塩野義製薬(株) 若山義兼 
●大日本住友製薬(株) 野崎義人 ●(有)レギュラトリーサイエンス研究所 秦武久 ●東和薬品(株) 長村聡仁 
●マルホ(株) 大槻宣道                                                                            ＜執筆者一覧（敬称略）＞

第４章　GMP対応とその留意点
１．組織及び従業員/GMP省令の規定/製造管理者等/従業員
２．文書・記録
    GMP省令の規定/製品標準書/手順書等
    文書及び記録の一般的な要件
３．製造管理
    製造管理基準書/製造指図/製造記録/資材の管理
    構造設備の清浄の管理/職員の衛生管理/製造の設備点検
４．品質管理/品質管理基準書/検体採取/試験検査の一部省略
    他の試験検査機関の利用/試験検査結果の判定
５．バリデーション
    バリデーション実施の種類及びタイミング/「製造方法」
    「製造支援システム」/「製造設備」/「分析方法」
    「洗浄方法」のバリデーション
６．変更管理/影響評価/変更管理の実施
    変更マネジメントシステム
７．逸脱管理/逸脱原因調査と影響評価/逸脱対策処置の実施
    継続的改善
第５章　製品標準書の作成における留意点
１．製品標準書の法令上の位置づけ
２．製造販売承認書との関係性
３．製品標準書の作成における留意点/作成要件/作成方法
４．安定性試験の計画と実施上の留意点/実施の一般的要件
    保存条件と試験検査間隔/品質の変化と安定性の比較
第６章　GQP/GMP関連文書管理
１．文書管理システム/概要/関連する規制/求められる機能
    監査証跡/電子署名
２．GQP/GMP文書管理のポイント/版管理/レビュー・配布
    ワークフロー/監査証跡/電子署名/セキュリティ
３．文書および記録等の管理に関する手順書/対象となる文書
    実施規則、SOP（作業操作手順書）/教育訓練/各種規格
第７章　GQP/GMP部門の連帯
１．本社、工場、海外認定施設の関係
　　役割分担および連携/工場の変更に対する連携
　　苦情処理の連携/品質異常及び品質不良に対する連携
    市場出荷業務の連携/海外認定施設の本社と工場の連携
　　定期確認/変更管理/品質情報の連絡
２．試験検査機関と試験検査設備の関係/用語の説明
　　他の試験検査機関/他の試験検査設備/相違点・類似点
    承認申請書の記載/各種業許可/取決め/監査の観点から
３．製造販売承認書と品質標準書／製品標準書の関係
    品質標準書及び製品標準書の比較/新薬申請時の連携
　　承認申請書の承認書欄の記載/製品標準書・品質標準書の作成

　

第８章　海外製造所の管理
１．製造販売承認書の記載整備/記載整備の指針/承認書/記載事項
２．GQPの取決め/取決めの対象製造所/国内・海外の製造所
３．外国製造所の管理/定期確認の具体的な方法
　　実地調査以外の方法/外国製造所の変更管理/管理要件
４．品質情報の確認/苦情処理における外国製造所に対する必要業務
　　苦情の連絡と原因究明の依頼/問題点と留意点
５．外国製造業者の認定/認定申請の方法/申請における留意点
６．GMP適合性調査/分類/対象/承認を受けようとするときの適合性調査
第９章　医薬品GQP／GMP
１．GQP／GMPの連携/品質管理業務/製造業者との取決め
    市場への出荷の管理/適正な製造管理及び品質管理の確保
    品質等に関する情報及び品質不良等の処理
２．改正GMPのポイント/製造管理責任者及び品質管理責任者の任命不要
    製造管理者/変更の管理/逸脱の管理
３．GMP相互承認/欧州共同体の変遷/欧州共同体の加盟国
　　日本側・EU側のメリット/EUの新加盟国への制限
第１０章　医療機器GQP／QMS
１．医療機器GQP
２．QMS/QMSの概要/省令の構成/QMSの要求事項の概要
    包装等製造業者等の製造所における製造管理および品質管理
３．QMS適合性調査/調査主体/製造販売承認申請時のQMS適合性調査
第１１章　化粧品のＧＭＰ
１．技術指針の経緯   ２．新技術指針とISO22716の関係
３．化粧品GMPの適用範囲  ４．ISO22716と現行技術指針の相違点
第１２章　GMPとISO
１．ISO 9001:2000とGMP ２．一般的要件とプロセス・アプローチ
    品質マネジメントシステム/経営者の責任/資源の運用管理
第１３章　国内ＧＭＰ査察に対応した文書・記録類
１．ＧＭＰシステム査察/動向/手法/システム査察技法
２．ＧＭＰ品質システム階層的文書体系及び文書管理体系/その他
第１４章　ＦＤＡ査察への対応
第１節 査察動向  第２節 査察の概要
第３節 査察に対する準備 第４節 事例およびその対応
第１５章　EMEA（EU）査察への対応 
査察動向/査察のタイプと査察官の任務/概要/準備と対応/ポイント
補遺I:製品関連査察/補遺II:III 
第１６章　GMP監査と自己点検および進め方のポイント
監査、自己点検とは/必要性/原則、計画、実行
GMP監査（内部,外部監査、品質調査項目）/報告、改善/留意点
第１７章　GMPの現状及び今後の展開
世界のGMPの現状/日本的GMPと査察/ICH　Q trioとPIC/S
日本のGMPの向かう先/グローバル化に向けて何をするべきか

GQP/GMP　書籍
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最新・経皮吸収剤

執筆者一覧

●杉林　堅次、藤堂　浩明(城西大学)　●東條　角治(九州工業大学)　●小幡　誉子、高山　幸三(星薬科大学)
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～開発の基礎から申請のポイントまで～

◎各種経皮吸収製剤のメカニズムと最新動向！
―更年期障害、癌性疼痛、気管支喘息、ニコチン、鎮痛・抗炎症…―
　経皮エストロゲン製剤・フェンタニルパッチ・ツロブテロールテープ・ニコチネルTTS・デュロテップパッチ・熱力学的DDS etc

剤型変更による経皮吸収製剤開発に必要なものは？

　　　　　　　　　 →あなたの疑問解消のきっかけに！

66、,000＋税

★充実の執筆陣による、経皮吸収剤開発者のための基本書がここに！

★経皮吸収剤開発に必要な要素を網羅的に解説。

　実際の医療現場での処方や課題にも触れた、一歩踏み込んだ内容です。

◎経皮剤特有の試験法とポイントとは？
信頼性基準とは/GLP省令と信頼性基準の比較
In Vivo・In Vitro経皮吸収試験法

◎製剤設計もわかりやすく解説！
特性・種類/製剤開発における素材の選択/問題点

◎経皮吸収剤における申請手続きの実務！
製剤の承認申請の流れ
剤型変更・追加申請他/申請にあたっての留意点

◎経皮吸収のメカニズムを理解する！
経皮吸収促進法/皮膚透過性/経皮吸収性と皮膚毒性

第１部　基礎編
第１章　経皮吸収の基礎知識
第２章　経皮吸収剤の製剤設計

第２部　非臨床・申請編
第１章　非臨床試験
　第１節　非臨床試験の概論
　第２節　In Vivo経皮吸収試験法
　第３節　In Vitro経皮吸収試験法
　第４節　非臨床試験における
　　　　　統計学利用上の注意点
第２章　申請手続き

第３部　各論編
第１章　更年期障害用経皮吸収剤
　第１節　経皮エストロゲン製剤の基礎
　第２節　経皮エストロゲン製剤の臨床
第２章　癌性疼痛用経皮吸収剤
　第１節　癌性疼痛用経皮吸収型製剤
　第２節　現場での運用
　第３節　現場での運用
第３章　気管支喘息用経皮吸収剤
　第１節　気管支喘息用経皮吸収剤
　第２節　現場での運用

第４章　ニコチン用経皮吸収製剤の開発
第５章　鎮痛・抗炎症用経皮吸収剤
第６章　熱力学的ＤＤＳ(仮称)
　　　　経皮吸収製剤

第４部　経皮治療システムの
　　　　現状と展望

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

ご連絡頂いた、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致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名     【BA080401】 冊数

会社名

TEL所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可)　　口e-mail 　口FAX　　口郵送

FAX
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ラボレベル・研究初期で必要となる

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

★蛍光体開発、発光デバイス
　　　　　　　の評価法・評価基準、
　
無機ＥＬ、有機ＥＬ、ＰＤＰ、ＦＥＤ、
　　透明導電膜、薄膜トランジスタ、、

★ラボでは手作りの装置が活きる！

★論文では分からない、
　　　研究現場のノウハウ

第１章　ケミカル、光物理から見た
　　　　　　　　　　　蛍光体の発光とその評価
１．蛍光体の定義　/　２．蛍光体の組成、構造、分子設計の考え方
３．発光イオンの性質　/　４．エナジースキームとバンドギャップ
５．蛍光体の劣化要因　/　６．蛍光体の形態制御
７．蛍光体の合成と評価法
第２章　蛍光体合成とその評価法
１．合成方法（低温合成および高温合成）
２．実験レベルでの蛍光体の製膜法　/３．薄膜蛍光体の測定法
４．蛍光体の発光および励起スペクトル評価
５．ナノ蛍光体の開発と今後の技術展開
第３章　蛍光体におけるX線構造解析の実際
１．測定と解析
　1.1　粉末X線回折に含まれる情報/　　1.2　XRD測定と試料準備
　1.3　リートベルト解析とマキシマム・エントロピー法
２．蛍光体の粉末X線解析の実際～青色蛍光体BaMgAl10O17:Eu2+ 
　2.1　格子歪みと格子定数
　2.2　MEM解析によるミラー面内の精密電子密度分布
第４章　製品の応用に必要な発光素子･発光デバイスの
　　　　　　　　　　　光特性評価方法および評価基準
１．光特性定量評価の重要性と光特性評価のためのパラメーター
２．発光素子・発光デバイスの光特性評価のための基準
　（JIS、国際規格 など）
３．発光素子・発光デバイスの光特性とその評価
４．発光素子・発光デバイスを応用するための特性とその評価
５．光の生体への安全性とその評価
第５章　無機ＥＬ開発のための
　　　　　　　　基礎技術・装置・測定、評価法
１．無機ＥＬの構造と発光原理　/２．蛍光体の条件と開発
３．その他、材料の条件と開発　/　４．必要となる実験装置
５．各層を成膜してみる
　・下部誘電体膜　・ZnS:Mn蛍光体の成膜
　・上部誘電体膜　・上部金属電極
６．実験用のデバイスの作製、発光させてみる
７．実験用の駆動回路
８．発光特性の評価（発光効率・輝度寿命の評価・その他評価）
９．今後の無機ＥＬ研究のポイント
第６章　有機ＥＬ開発のための
　　　　　　　　基礎技術・装置・測定、評価法
１．有機ＥＬの構造
２．正孔・電子輸送材料，発光材料，高分子発光材料
３．有機発光デバイスならではの取扱いの注意点
４．必要となる実験装置とその用途
５．発光層を製膜してみる（蒸着，キャスト法）
６．実験用のデバイスの作成，発光させてみる
７．実験用の駆動回路
８．発光特性の評価（発光効率，輝度寿命の評価，その他評価）
９．今後の有機ＥＬ研究のポイント

第７章　有機ＥＬを実例とした
　　　　　　　　　薄膜発光・燐光材料の評価法
１．吸収スペクトルの実測法
２．発光スペクトルの実測法
　2.1　測定方向によるスペクトルの違い
　2.2　濃度の違いによる発光スペクトルの変化
　2.3　蛍光材料の微弱燐光測定
３．データの解釈と留意点
　3.1　異常なピーク波長をもつELスペクトルの場合
　3.2　基盤からの不純物発光
４．蛍光燐光寿命の測定と解析
５．有機EL材料評価の目的達成のために
第８章　FED開発のための基礎技術・装置・測定、評価法
１．FEDの発光原理
２．必要となる実験装置とその用途
　2.1　アノードガラス基板の製作　/2.2　カソードガラス基板の製作
３．各種電子源の形成　/　４．実験用デバイスの作製
５．発光させてみる　/６．発光効率、輝度寿命の評価、その他の評価
７．今後のFEDの研究のポイント
第９章　PDP用保護膜，蛍光体に関するシミュレーション
１. 不純物ドープしたMgO保護膜の電子状態解析
２. MgO保護膜の二次電子放出係数予測シミュレータの開発
３. 電場印加によるMgO保護膜の構造破壊プロセス
４．スパッタリングによるMgO保護膜の構造破壊プロセス
５．BAM:Eu2+青色蛍光体材料の電子状態解析
第10章　透明導電膜開発のための
　　　　　　　　　基礎技術・装置・測定、評価法
１．ラボレベルで透明導電膜を作る動機
２．成膜装置とそのコスト
３．透明導電膜作製における様々な留意点
　・ターゲット　　・基板　・酸素量の微量制御
　・スパッタ法　　・PLD法
４．ITO以外の透明導電膜作製
５．特性評価法
　5.1　X線回折法による結晶状態解析　/　5.2　薄膜の分類
　5.3　2次元検出器型X線回折装置　/5.4　組成定量分析
第11章　低ダメージスパッタ装置
～発光デバイス（有機ＥＬ）用のＩＴＯ薄膜特性と作製例
１．透明導電膜全般　　２．有機ＥＬ用透明導電膜
第12章　 薄膜トランジスタ
１． 薄膜トランジスタの動作原理
２． 薄膜トランジスタの種類・構造
３．アクティブマトリクス型有機ELディスプレイの動作原理
４．ラボレベルでの実験装置・実験方法
５．薄膜トランジスタの特性評価・経時劣化
６．有機ELディスプレイパネルの開発事例
７．今後の薄膜トランジスタの研究開発 

　発光素子・デバイスの研究初期・
導入段階（または、新規参入を考え
ている研究者）において、どのよう
な装置を用意する必要があるのか？
　サンプル作成法は？　その評価・
測定法は？　必要な予備知識は？コ
ストは？　等について、教科書的で
はなく、普段専門の研究者がおこな
っている実験フローに則り、より実
務に即した形で解説しております。

★ご回覧下さい★ 情報機構

第一線の研究者が日常、現場でどのような方法で研究、探索をしているかが分かる！

「必要となる実験装置・治具」、「実験用回路」、「実際に発光させてみる」「評価装置」

★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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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～
●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/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/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))

第1章 RtoRの概要　第1節 RtoRの概要と可能性
RtoRプロセスとは/RtoRプロセスに適した製膜・製造技術/表面処理/ラミネート/コーティング/印刷
バッチプロセスとの比較/RtoRプロセス有望アプリケーションとその可能性/有機EL/太陽電池/電子ペーパー/液晶ディスプレイ
第2節 ロールの構造と製造法
ロールの機能・構造/シェルの材料/シェル表面粗度/張力と張力制御
ウェブとロールの関係/ロールの温度制御/スプレッドロール
第3節 設備設計 薄膜形成技術/めっき法/コーティング法/工場設計/クリーンルーム/他
第4節 コスト比較　コスト計算の基本/設備投資および設備費/労務費/生産量

比例費/コスト比較とコスト低減/各プロセス間でタクトタイムが違う場合の対応

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
基本製造プロセス/TAB回路、COF回路/RTRの長所と短所/RTRラインをどのように設計するか

製造工程のRTR技術/材料/ ビアホール穴あけ/スルーホール用銅めっき/エッチングレジストのコーティング

パタンの焼き付け/エッチングレジストのスクリーン印刷/現像、エッチング、レジスト剥離/他

第3章 RtoRによる成膜・製造技術
第1節 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
製膜における基本的な考え方/密着性と基板高分子フィルムの性質
密着性と界面における相互作用/薄膜の密着性/密着性を大きくするために/他
第2節 スパッタリング法
RtoRスパッタリング装置/スパッタ蒸発源(カソード)/前処理機構
フィルム搬送系・真空排気系/RtoRスパッタリングの適用用途
第3節 真空蒸着法 電子ビーム蒸着/抵抗加熱蒸着
第4節 イオンプレーティング法 第5節 プラズマCVD法
原理/RtoRプラズマCVD装置の例/平行平板型/PDP型プラズマCVD/他
第6節 ウェットコーティング法
塗って作る部品製造/濡れ性の改善/ロールコートのレオロジー/コーターの実際
乾燥・硬化の実践理論
第7節 電鋳法によるロール金型製作
製作の流れ/転写工程/高精度転写/マスター素材/ロール電鋳金型/今後の課題/他
第8節 各成膜方法の特徴・長所/短所等
蒸発系/スパッタリング系/プラズマCVD/Cat-CVD法/PVD法とCVD法の比較
溶液法/めっき/コーティング法/他
第9節 RtoRによる膜外観や膜無し部分の発生対策
基板/異物の分析/気相・液相成膜プロセスでの異物/ピンホール/気相・液相成膜プロセスにおける外観欠陥
第10節 成膜中のフィルム挙動
フィルムからの水分放出/カール・シワ/カールの測定/内部応力の評価/シワ発生の要因と対策/他

第11節 成膜速度における考察～計算方法・成膜速度の限界等～
第12節 厚みの考察～プラスチックへの薄膜形成の厚みの限界等～
第13節 フィルムの熱負け抑制技術
第14節 成膜生産性の向上のための工夫
第15節 成膜シミュレーション技術
第16節 接着性樹脂を用いた押出ラミネーション成形技術
接着性樹脂の構造と接着原理/押出ラミネーション技術への接着性樹脂の適用
押出ラミネーション用接着性樹脂の特徴/接着力向上の方策
第17節 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
コロナ放電処理技術/表面の濡れとは？/原理/実際の処理レベルについて/問題点
帯電防止コート技術/バリアー性向上のための蒸着技術
印刷適性や接着性向上のための易接着化コーティング技術/実用事例/他
第4章 RtoR露光・塗工装置技術 第1節 RtoR露光装置技術
RtoR露光装置システム導入のポイント/RtoR露光装置の両面露光方式
テンションコントロール/蛇行制御/RtoR露光装置における露光方式の種類/他
第2節 RtoR用塗工装置技術
第5章 RtoR実装・印刷技術 第1節 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～
実装方法の適材適所/ACPを用いたフリップチップ実装の詳細な説明
RtoR実装/アンテナ基材/RtoR設備のポイント/他

第2節 RtoR印刷技術
第2項 非接触印刷法／低印圧印刷法(インクジェット、スプレー等の新規技術)
印刷方法の構造比較/インクジェットとその他の印刷法の性能・課題比較
インクジェットヘッド基本構造/インクジェット液滴吐出時問題点/他
第3節 枚葉設備～枚葉設備に対するRtoR設備の利点・欠点等～
枚葉式オフセット印刷/枚葉式シルクスクリーン印刷/ウェブ式グラビア印刷
ウェブ式フレキソ印刷/軟包装用印刷の種々の方式と今後の方向性
第4節 RtoR式UVナノインプリントプロセス
RtoR式UVナノインプリント/プロセス装置とパラメータ/モールドの種類とパターン転写結果/他
第6章 RtoR搬送・制御技術～搬送精度の向上のために～
第1節 RtoR搬送・制御技術
搬送技術の概要～厚みが不均一なフィルムを安定に走行させるための工夫等を含めて～
搬送技術全般/材料・加工・装置要因/要素技術/RolltoRoll搬送機構
蛇行防止・修正技術/擦れ傷防止方法/異物・ゴミ対策
～洗浄・ウェット処理・設備メンテナンス・ロール汚れ防止策・
装置オイル等によるフィルム汚染対策、帯電防止対策等も踏まえて～/他
第2節 テンション制御の基礎と制御方式
テンション制御の物理学/トルクとは/トルクとテンションの関係
テンション制御方式とその特長/テンション検出方式/テンション制御機械の設計ポイント/他
第3節 巻取技術～巻品質の安定化を目指して～
巻取方式の種類/内部応力解析モデルの概要/内部応力計算例と張力制御プロファイル
空気層の取扱い/ロール内部応力に着目した巻取条件検討例/他
第7章 RtoRスリッティング～スリット品質向上のために～
切る作業/巻き取る作業/作業環境/作業標準/準備確認作業/スタート前/今後の課題/他
第8章 RtoR評価・検査方法 第1節 インライン測定による検査
第2節 精度保証の考察　　
第3節 光学フィルムの検査装置技術
検査対象/装置構成/画像処理技術/.センシング技術/他
第9章 RtoR応用事例～今後の課題も踏まえて～第1節 最終製品
第1項 ステンレス鋼箔を基板とした軽量フレキシブルCIS太陽電池の開発動向
RtoR方式によるCIS系薄膜太陽電池の製造法と現状・技術課題
第2項 ICタグ
ICタグの低コスト・大量生産技術/RtoR生産時の課題/今後の技術開発(プリンテッドICタグ)
第2節 部材 第1項 プラスチックフィルム上への透明導電膜成膜技術
基材としてのプラスチックフィルム/ITO成膜技術/プラスチックフィルム上へのITO成膜
巻取り成膜装置でのITO成膜例/今後の課題
第2項 反射防止フィルム
反射防止フイルムの材料設計/RtoRによる反射防止フイルムの構成＆特性及び製造方法/今後の技術課題
第3項 高分子型ポリマーアロイによる永久帯電防止フイルム
第4項 フレキシブル有機EL向けレキサン・バリアフィルムについて
第5項 透明ポリイミドフィルム
第6項 断熱フィルム(ウインドーフィルム)
断熱フィルムの特徴と効果/製法/基材/ドライ・ウェットコーティング/.他
第10章 プラスチック基板以外のRtoR技術
第1節 ステンレス基板に対する各種成膜技術
ステンレス基板の特徴/ステンレス鋼の代表的種類、機械的・物理的性質及び耐食性/他
第2節 ステンレス鋼用RtoR表面処理
ステンレス鋼のRtoR皮膜用表面処理/酸浸漬及び陽極酸化処理/他
第3節 繊維製品製造のためのRtoR技術
繊維の染色・加工機の分類/糸染め/布染め/非連続装置/半連続法/連続法/他
第11章 Roll to Rollプロセス適用市場
市場規模推移（2006年～2015年予測）/LCD/有機ELディスプレイ
電子ペーパー/太陽電池/主要原反メーカーと関連加工メーカー動向/他
巻末資料　RFID(ICタグ回路)製造におけるRtoR印刷工法比較
各種印刷技術による回路形成テスト比較と課題・結果/グラビア印刷/フレキソ印刷/スクリーン印刷/他

ロールtoロール最前線！

　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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＜掲載内容＞

発刊：２００８年２月末・定価：\65,000 + 税　体裁：Ｂ５判　４１６頁

★ この１冊で 『 腐食 』 を 攻 略！

金属腐食

●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㈱)●篠原 正((独）物質･材料研究機構)

●幸 英昭(住友金属工業㈱) ●三浦健蔵(㈱三造試験センター）●高林 純一((有)高義興産)●高谷 泰之(兵庫県立工業技術センター)●増田 道弘(㈱トウペ)●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(㈱東芝)●篠田修和(JFEテクノリサーチ㈱)●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㈱)●塚田虎之(ローム㈱)●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㈱)

●鈴木 幸雄(東洋製罐㈱)●宮澤正純(三菱化学㈱)●室井髙城(エヌ・イーケムキャット㈱)●小野寺誠一（ソニー㈱)●中森正治((株)高温腐食・防食テクノサーチ)

■■■■■■■■執筆者一覧（敬称略）

【巻末：よくある Ｑ＆Ａ集 付！】

ガイドブック実 践
～ 具体的 な 適用･実地例 からみる 劣化要因 と 防食 ノウハウ ～

＞＜

1.腐食反応と温度の関係/2.相対湿度と腐食特性
3.金属表面の粗さ・傷による腐食/4.実用耐食材料の腐食特性の考え方

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　

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 　　
1.電子材料・部品の腐食の特徴（腐食劣化機構）
2.材料の違いによる腐食の度合い/3.環境による腐食への影響
4．金属接点の腐食と接触不良対策

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
1.腐食試験の種類・目的とその適用時の留意点
2.耐食性評価のための各種実験室的腐食試験法
　2.1 全面腐食試験/2.2 孔食試験/2.3 隙間腐食試験
　2.4粒界腐食試験/2.5 応力腐食割れ試験/2.6 異種金属接触腐食試験
3.パイロットプラント試験/4.実地試験

第２節　腐食損傷部材の調査解析Ⅰ
1.腐食損傷と調査/1.1腐食損傷/1.2損傷部材の調査
2.腐食損傷事例の調査解析/2.1スタットボルトの折損　

1.全面腐食/2.局部腐食の概念/3.高温における腐食

1.湿食/1.1湿食の機構/1.2環境因子/1.3材料因子
2.乾食/2.1乾食の機構/2.2.1H2S，SO2環境

1.腐食反応の電気化学
2.腐食の熱力学に関する計算　～電位－pH図の作成と利用～
3.腐食の速度論に関する計算/4.金属劣化推定のための電気化学的測定
5.金属局部腐食の評価/6.表面観察による金属腐食解析

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
1.腐食電位/2.定電位，定電流法/3.電位走査法 
4.電気化学インピーダンス法 /5.腐食質量減の測定
6.異種金属のカップリング電流
第５節　大気腐食環境の測定・評価　
1.大気腐食における水の役割/2.大気腐食の測定法・評価法
 2.1腐食挙動のモニタリング/2.2環境因子のモニタリング
 2.3ACMセンサによる環境腐食性の評価

1.目標と期限の設定/2.関連情報の収集/3.事故機器の予備的現地調査
4.腐食原因の予測と調査計画の立案/5.現地での試料採取
6.試料の分析/7.再現腐食試験/8.再発防止策の立案

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
1.硫酸露点腐食と防止対策/2.水分混入による腐食と防止対策

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
1.導電性高分子の種類と特徴/2.ポリアニリンによる鉄鋼材料の防食
3.導電性高分子による防食機構　

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

1.腐食の実例/2.対応策

1.方法
  1.1試料作製方法/1.2耐食性試験/2.結果と考察

1.塗膜の防食機能/2.塗装システムと耐久性
3.塗装による防食設計と留意点
4.最近の防食塗料の動向/4.1鉛・クロムフリーさび止めペイント

第３節　塗装による防食

1.使用環境と加速試験の考え方/1.3.2プリント基板・部品の寿命と故障モード
2.信頼性加速試験の種類と試験例/2.1加速試験の種類/2.2加速試験例
3.環境に起因した部品故障/3.1半導体デバイスの場合/3.2プリント基板の断線
3.3コネクタ接触部の腐食/4.環境モニタリングと環境評価方法
4.1腐食性ガスによる影響/5.洗浄による腐食対策と延命化/5.1基板の洗浄

第２節　異種金属接触腐食
1.異種金属接触腐食の電気化学的機構/2.腐食電位列
3.めっき皮膜/4.異種金属接触腐食の防止法
　第３節　水素脆化
1.引張性質/2.破壊靭性/3.疲労き裂進展

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
1.めっきの特徴/2.防食めっき
　2.1防食めっきの種類/2.1.1犠牲防食型めっき/2.1.2バリヤ型耐食性めっき
3.防食を目的としためっきの例
　3.1Zn系合金めっき/3.2マグネシウム合金へのめっき

第３節　プリント配線板
1.表面処理剤の種類/2.水溶性プレフラックスについて
3.水溶性プレフラックスの化学/4.はんだ付け特性/5.処理方法

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４節 チップ抵抗器の腐食
1.チップ抵抗器の概要/2.厚膜抵抗器/3.薄膜抵抗器
4.金属板チップ抵抗器/5.その他の腐食事例

第５節  繊維製造設備におけるステンレス鋼の腐食　
1.304ステンレス鋼のハイドロサルファイトによる腐食
2.13Crステンレス鋼製部品ヘルドの腐食

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６節　缶詰の腐食とその防食対策　

第８節　化学プラントにおける腐食と対策
1.化学プラントにおける設備構成と求められる機能
2.化学プラントにおける使用材料の種類/3.化学プラントにおける腐食形態
4.化学プラントにおける腐食対策/5.腐食モニタリングによる腐食対策

第９節　触媒における劣化と対策
1.工業触媒/2.工業触媒の劣化/3.触媒毒/4.触媒自体の変化
5.劣化対策/5.1触媒毒対策/5.2凝集と対策/5.2.1凝集現象
　5.4 金属の溶出と防止対策/5.4.1 溶出/5.4.2 溶出対策/5.5 合金化触媒
 

1.金属容器の構造と種類及び適用材料/2.金属容器用金属材料
3.金属容器用有機材料/4.缶詰の代表的腐食形態
5.金属容器の製品化フロー/6.缶詰に見られる腐食の概説
7.内容物の金属材料に対する腐食性評価例
8.金属容器の品質評価/9.缶詰外面錆について

1.ステンレス鋼の腐食事例
2.装置や配管の外面/3.冷却水環境からの応力腐食割れ
4.プロセス環境から劣化や損傷/5.高温環境（硫酸露点腐食）

1.鉛フリーはんだ継手の信頼性の分類
2.腐食・電気化学的損傷/2.1電気化学的損傷の分類
　 

実例からみる腐食損傷の評価と事前策！
プリント配線板/チップ抵抗器/めっき/鉛フリーはんだ継手/塗装/化学プラント/缶詰/導電性高分子/光触媒/工業触媒･･･

『 避けて通れない 』 金属腐食 ～ その対応策・防食方法とは！★実務必須★

　他、 環境モニタリング・測定と評価 ／ 信頼性評価試験 ／ 防食対策 ／腐食試験・試験後の評価事例 etc

＜基礎編＞

＜実務編＞

第10節　磁気テープ

1.磁気テープの構造、特性/2.酸化、腐食の評価/2.1磁化の測定
2.2電磁変換特性/2.3酸化、腐食のモデル/3.対策

★書籍申込書
（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご連絡頂いた、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致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

書籍名　【BC080201】　

金属腐食　書籍
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薄膜の応力・密着性・剥離
トラブルハンドブック

　9,975円
　普及価格にて
　　ご提供！

★薄膜を取扱ための必携本！
★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！
●薄膜プロセスによる応力の発現機構を理解！ 

　　　・・・そんな人のための一冊！

＜Ｑ＆Ａ集付＞

第1章　薄膜の応力
１．　薄膜における応力の考え方　　
　1.1　薄膜が薄膜たる所以　　
　1.2　歪みと応力の関係　　
　1.3　薄膜におけるマクロな変形：引張応力と圧縮応力
　1.4　マクロな変形量と膜応力との関係：Stoneyの式
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　　
　4.1　結晶性材料における構造欠陥　　
　4.2　薄膜／基板界面の歪み構造　　
　4.3　薄膜の成長機構　　
　4.4　核形成と初期過程における応力の発生メカニズム
　4.5　島状成長（多結晶薄膜）の初期形成過程での応力
　　　 発生メカニズム　　
　4.6　カラム成長に移行した段階で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　　
　7.1　薄膜形成時におこる応力緩和とその挙動　　
　7.2　薄膜形成時に支配的な応力
８．　マクロな薄膜構造の膜応力への影響　　
　8.1　パターン加工された薄膜でのエッジ効果　　
　8.2　積層膜における膜応力まとめ
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
　1.1　界面の形態および構造　　
　1.2　表面粗化の効果　　
　1.3　表面エネルギーと密着力　　
　1.4　密着力の実体　　
　1.5　現実の界面構造の直接観察
２．　板と薄膜の密着および剥離の考え方 　　
　2.1　密着性へのアプローチ方法　　
　2.2　どこで剥離がおこるのか
  2.3　密着力に影響を与える要因　　
　2.4　膜厚効果について
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　　
　2.1　薄膜の形成方法　　
　2.2　スパッタ法と蒸着法の相違　　
　2.3　スパッタ法とメッキ法の成膜パラメータ比較　　
　2.4　成膜方法の選択
３．　薄膜の形成過程：スパッタリング成膜を例として　　
　3.1　スパッタリング法における薄膜形成　　
　3.2　ターゲットがスパッタリングされる過程　　
　3.3　基板に到着するまでの輸送過程　　
　3.4　基板表面での付着過程
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　　

5.1　イオン・高エネルギー粒子源と照射の効果　　
　5.2　照射時の表面現象　　
　5.3　照射効果による膜質・膜特性の変化
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　　
　1.1　なぜ膜質を分析評価するのか　　
　1.2　薄膜の分析解析における障害　　
　1.3　分析解析を実施する場合の一般的注意
２．　薄膜の膜質の評価技術　　
　2.1　プローブを利用した分析手法　　
　2.2　表面・界面の評価　　
　2.3　構成物質の評価　　
　2.4　マクロな構造の分析評価　　
　2.5　超微細構造の分析評価まとめ
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　　
　2.1 直接的測定法：X線回折法　　　
　　2.1.1　測定の概略　　　
　　2.1.2　測定上の注意点　　　
　　2.1.3　界面近傍における応力測定　　
　2.2 間接的測定法：ラマン分光法　　　
　　2.2.1　測定の概略　　　
　　2.2.2　測定上の注意点　　　
　　2.2.3　薄膜形成により基板に生じる応力分布の測定例
　2.3マクロな測定法：基板曲率法　　　
　　2.3.1　測定の概略　　　
　　2.3.2　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　　
　3.1　剥離仕事と密着力の測定法　　
　3.2　引張テスト　　
　3.3　せん断テスト　　
　3.4　スクラッチ(Scratch test)法　　
　3.5　測定された密着力の意味　　
　3.6　膜厚の影響 
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　　
　2.1　剥離要因の解析手法　　
　2.2　アモルファスカーボンの剥離の問題　　
　2.3　観察される剥離現象　　
　2.4　密着力に影響を与えている因子と改善の経緯　　
　2.5　どこで剥離したかの観察　　
　2.6　なぜ剥離したかの解析　　
　2.7　密着性改善指針の策定
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　　
　4.1　表面の清浄化・活性化　　
　4.2　表面修飾剤　　
　4.3　中間層　　
　4.4　構造改質
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　　
　1.1　形態と特徴　　  1.2　発生要因　　
　1.3　対策
２．　パーティクルの発生要因と対策　　
　2.1　形態と特徴　　 2.2　発生要因　　2.3　対策
３．　ヒロック・ウイスカー・ボイドの発生要因と対策
　3.1　形態と特徴　　
　3.2　Al合金膜にみるヒロック・ウイスカーの形成過程
　3.3　Alヒロックの形成機構

◆◇Ｑ＆Ａ◆◇(巻末掲載)

●応力基礎　

　・膜の密度は応力には関係ないのでしょうか？　

　・アモルファス化により膜応力の発生を低減できるの

　　はなぜでしょうか？　

　・ガス不純物の混入により応力はどうなりますか？　

　・薄膜の弾性歪みエネルギーについて教えてください？　

　・ニ軸弾性係数の意味を教えてください？　

　・メッキ膜の応力発生機構は気相形成膜と異なりますか？

●密着力基礎　

　・膜厚が数十μｍや数百μｍになったときに密着性に

　　関する取扱はどのように変わりますか？　

　・樹脂材料を用いた場合に使われる接着力と薄膜での

　　密着力とは同じものでしょうか？

●成膜プロセス　

　・プラズマを利用して成膜でのプラズマパラメータの

　　測定はどのようにしたらよいのですか？　

　・プローブ法でグロー放電プラズマを評価した場合に

　　はどのような情報が得られるのですか？　　

　・酸化物膜などの反応性スパッタリングにおける膜質

　　の不安定性はどうしておこるのですか？その対策？　

　・成膜速度はどのような成膜パラメータと関係してい

　　るのでしょうか？　

　・成膜速度は膜応力へどのような影響をおよぼしますか？

●応力･密着力測定　

　・X線応力測定の実際について具体的に教えてください？　

  ・3点曲げ試験による密着力評価について教えてください？

　・基板曲率法で応力の温度変化を測定したデータの再現　

 　性が乏しいのですがどのような原因が考えられますか？

●剥離・密着性改善　

　・薄膜にクラックが生じました。どのように対処すれ

　　ばよいでしょうか？ 　

　・金属スパッタ膜間の密着性のバラツキはどうしてお

　　こるのでしょうか？　

　・薄膜を熱処理する場合の膜応力に関連して注意すべ

　　き点について教えてください？　

　・スパッタ成膜したときに、基板を変えてもいつも特

　　定の場所で剥離するのですがどのような原因が考え

　　られますか？

●その他トラブル　

　・ヒロックとウイスカーは同じものと考えていいので

　　しょうか？　

　・ヒロックやウイスカーが発生するとデバイスの機能

　　に悪影響を及ぼすことはないのでしょうか？　

　　・膜応力によってデバイス特性や膜特性が変化するこ

　　とがありますか？　

　・薄膜がいつもと違う色になりました。どうすればよ

　　いでしょうか？　

　・気相形成膜で膜厚分布を均一化するのにはどうした

　　らよいですか？　

　・Stoneyの式はどのように導出するのでしょうか？

       薄膜の応力・密着性・剥離 トラブルハンドブック　書籍
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＜掲載内容＞

◆攪拌のトラブル要因とその解決策は？→ 付着／バッチプロセス ／投入時･排出時／温度ムラ･伝熱不良･･･
　 →邪魔板の効果と弊害／パラメータ変動の決定方法／時間短縮のための方法

　　  せん断力の影響／工業化へのスケールアップ／粘度にばらつきのある製品

◆製品用途での事例も詳説！
　 →塗料･インキ／接着剤･粘着剤／化粧品／医薬品／食品

◆攪拌の目的に応じたスケールアップ方法とは？
　 →均一混合／分散／沈降防止／溶解／気体分散･･･

　　  液－液系／固－液系／気－液系／気－液－固系／伝熱を伴う攪拌･･･

発刊：２００７年１０月末　定価：\57,000+税 体裁：Ｂ５判 ２４５頁

＜操作事例／製品用途を踏まえた＞

攪 拌 技術 とトラブル解決

　　　　　　　＝他、内容多数！＝

☆製造プロセス／粒子径に応じた攪拌装置の選定！
☆各種攪拌翼の種類と特長、選定･設計ポイントは？
☆攪拌槽の形状の相違に伴う混合時間は？
☆付帯設備の形状に伴う攪拌効果の違いは！
☆乳化／晶析と攪拌操作、攪拌を伴う乾燥機
☆非定常攪拌機と定常攪拌機の比較事例、など･･･

 第１章 撹拌操作の概要
 1.撹拌の目的と手段/1.1撹拌の目的/1.2撹拌槽の構成/1.3撹拌翼の種類
  1.4大型翼について/1.5撹拌に使用される主な無次元数
  1.6.撹拌の基本である撹拌所要動力
 2.いろいろな撹拌技術/2.1静止型ミキサー/2.2上下振動円盤撹拌
  2.3低周波振動撹拌/2.4揺動撹拌/2.5ジェット撹拌

 第２章 攪拌装置 -スケールアップ・問題点とその対策-
 1.攪拌装置の分類と構成要素/1.1バッチ式と連続式
　1.2製品の物性に関連した分類/1.3攪拌装置の仕様や機能による分類
 2.攪拌操作条件の設定
 3.攪拌目的とスケールアップおよび評価方法
　3.1攪拌目的/3.2スケールアップおよび評価方法
 4.攪拌装置の選定/4.1製品の物性に応じた攪拌装置の選定
  4.2製造プロセスに応じた攪拌機の選定/4.3粒子径に応じた攪拌装置の選定　　　

 第３章 撹拌翼形状の最適選定
 1.撹拌翼形状選定の考え方/2.各種撹拌翼の種類と特長
 3.撹拌翼の設計ポイント
　3.1翼径に関して/3.2翼段数について/3.3翼取り付け位置に関して

 第４章 高効率化･高品質化のための攪拌槽の設計･選定
 1.攪拌槽の形状と付帯設備/1.1撹拌槽/1.2邪魔板/1.3撹拌翼
 2.攪拌槽の形状の相違に伴う混合時間
　2.1槽底形状が混合時間に及ぼす影響/2.2横型円筒槽の混合時間
 3.付帯設備の形状に伴う攪拌効果の違いと選び方のポイント
　3.1固液混合に及ぼす付帯設備の影響
　3.2気液混合に及ぼすスパージャーの影響

 第５章 撹拌にかかわる計算とスケールアップ
 第１節 撹拌にかかわる計算とスケールアップ
 1.撹拌にかかわる計算
 　1.1撹拌レイノルズ数/1.2撹拌動力の計算/1.3吐出量及び循環量の計算
 2.撹拌操作におけるスケールアップ
 　2.1撹拌装置のスケールアップ概説/2.2撹拌機のスケールアップ方法
 　2.3P/V一定のスケールアップの問題点
 　2.4P/V一定で発生する問題解決の一例(P/VとQ/Vを同時に成立させる条件）　　
　 2.5各撹拌目的とスケールアップ
 第２節 スロッシングはどのような条件で発生するか
 1.スロッシングの固有振動数/2.縦スロッシング

 第６章 攪拌操作の事例と問題点の解決
 第１節 晶析と撹拌操作
 1.過飽和と晶析操作/1.1過飽和とは/1.2過飽和を作る方法　

　1.3過飽和と結晶析出/1.4過飽和と結晶成長
 2.結晶析出と成長に及ぼす攪拌の役割
　2.1バッチ晶析/2.2連続晶析
 3.結晶粒径に及ぼす攪拌の影響
　3.1操作過飽和度/3.2滞留時間/3.3スラリー濃度/3.4結晶破砕
 4.晶析操作のトラブルと攪拌の効果/4.1結晶微粒化/4.2結晶付着/4.3閉塞
第２節 乳化と攪拌操作
 1.普通乳化法/2.転相乳化法/3.連続乳化法/4.減圧乳化法
第３節 攪拌を伴う各種乾燥機
 1.攪拌機付乾燥機/2.気流攪拌による乾燥機　
 3.熱風によって処理物を流動化する乾燥装置
 4.熱風により処理物を飛ばす方法/5.その他の攪拌機付乾燥機
第４節 製品用途での事例
 第１項 塗料・インキ
 1.撹拌操作の目的
 2.液－固 攪拌系での事例/2.1High Speed Disperser(ＨＳＤ)
　2.2ＨＳＤによる顔料の分散時間短縮
　2.3ＨＳＤ攪拌条件と塗膜性能への影響
 3.液－液 攪拌系での事例
　3.1乳化分散系でのスケールアップ/3.2攪拌条件と塗料の品質バラツキ
 第２項 接着剤、粘着剤
 1.接着剤、粘着剤
　1.1接着、粘着のメカニズム/1.2接着剤、粘着剤の組成
 2.接着剤、粘着剤のレオロジー：硬化プロセスの解析
 3.ゴム系粘着剤における相容性と粘着物性との因果関係
 第３項 化粧品
 1.基礎化粧品/1.1石鹸/1.2クリーム、乳液等エマルション類
 2.仕上げ化粧品/2.1油類＋色顔料系製品
　2.2油相(油＋色顔料＋分散剤)と水相のエマルション系製品
 第４項 医薬品
 1.増粘剤/1.1カルボマーの溶解操作/1.2小スケールのバッチ式の場合
  1.3大スケールのバッチ式の場合/1.4極性有機溶媒中へのカルボマーの分散
　1.5非水溶性溶媒へのカルボマーの分散/1.6カルボマーの粉体混合
　1.7最適分散条件/1.8増粘の機構
 2.乳化とは/2.1乳化系における粒子径および粒度分布の重要性
　2.2工程中の乳化状態/2.3界面活性剤
 3.スケールアップ/3.1スケールアップ因子/3.2攪拌機のスケールアップ方法
 第５項 食品における攪拌
 1.食用油脂加工品における攪拌/1.1製菓、製パン用乳化油脂について
 2.スポンジケーキ用乳化油脂の製造と攪拌/2.1スポンジケーキ用乳化油脂の製造　

  2.2スポンジケーキ用乳化油脂製造における攪拌翼の影響
　2.3翼長、撹拌時間の影響/2.4スケールアップ上の問題点

第７章　非定常攪拌機の適合性と評価
 1.「定常攪拌」と「非定常攪拌」との違い・そのメリット
 2.非定常攪拌技術の構成要素
 3.「定常攪拌機」と「非定常攪拌機」の事例での比較

第８章 攪拌トラブル対策
第１節 攪拌のトラブル要因とその解決策
 1.付着に関するトラブル/1.1バッチ操作において
　1.2付着面積の縮小/1.3流れの均一化/1.4表面仕上げ
 2.バッチプロセスでのトラブル/2.1濃縮プロセスでの伝熱面積の縮小
　2.2タンクスケールアップ時の仕込量に対する伝熱面積の減少
　2.3トルク不足/2.4攪拌不良
 3.混合の不均一をなくすために
　3.1高粘度の場合に、投入順序や投入方法の変更によって対応する
　3.2比重差の大きい液体の混合
 4.投入時・排出時のトラブル/4.1投入時のトラブル/4.2排出時のトラブル
 5.温度ムラや伝熱不良を起こさないために
　5.1温度境界膜を効率良く掻取る/5.2温度センサーの取付け
 6.撹拌時間短縮のための方法（ホモミキサーの場合）
 7.小試験スケールから工業化へのスケールアップ
 8.スケールアップ時のパラメータ変動の決定方法
 9.粘度にばらつきのある製品のうまい攪拌法
 10.せん断力に影響されやすい製品の攪拌混合法/11.攪拌が均一かどうかの確認方法
第２節 可変速撹拌機設計・使用上の留意点とトラブル事例
 1.可変速撹拌機設計・使用上の留意点
　1.1駆動側の出力特性と撹拌動力負荷特性との関係
　1.2危険回転数の問題/1.3インバータを使用する場合の注意点
 2.可変速撹拌機のトラブル事例/2.1出力特性と負荷特性に関わる事例
　2.2危険回転数に関わる事例(危険回転数計算と振動値の実測例）
第３節 邪魔板の効果と弊害について
第４節 異相系撹拌におけるトラブル
 1.沸騰系気－液－固三相撹拌槽内の蒸気と粒子の分散
 2.撹拌槽における低密度粒子と気体の分散
 3.粒子の凝集を評価するためのG値の使用について
 4.粒子浮遊限界撹拌速度Njsと粒子分散平衡撹拌速度Nus

第９章　新しい方式の攪拌装置
 1.既存の高速攪拌方式での壁/2.遠心力場の活用
 3.乳化・分散のメカニズム
 4.特長/4.1粒子サイズの制御/4.2粒子界面性質の制御　
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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

第１部　有機デバイスの開発状況と課題

第１章 有機ELの材料および分析技術の開発と今後の展開

第１節 有機ELの原理と構造

1. 有機ELの発光メカニズム

2. 有機ELの発光過程

3. 有機ＥＬのデバイス構造

3.1 薄膜積層構造 3.2 有機EL素子の電子構造

A) アノード、ホール注入 及びホール輸送材料

B) カソード、電子注入と電子輸送材料

C) 発光層、電荷バランス、及びキャリアの閉じ込め

D) 高分子発光材料

4. 三重項励起子の有効利用 - 燐光発光材料

5. 有機ELの課題

第２節 高性能有機EL素子を目指した新物質開発

1. 新規電子輸送材料の開発

1.1 ジアザフルオレン誘導体の合成研究

1.2 ジアザフルオレンπ電子拡張系の合成研究

1.3 5,10-ジヒドロ-1,9-ジアザシラントレンの合成研究

1.4 環状および非環状ビス

(2,5-ジフェニル-1,3,4-オキサジアゾール)の合成研究

2. 新規りん光錯体の開発

第３節 有機・無機ハイブリッドEL材料の開発

1. π共役高分子とシリカとのハイブリッド

2. ポリアリーレンビニレンとシリカとのハイブリッド

3. ポリチオフェンとシリカとのハイブリッド

4. ポリフルオレンとシリカとのハイブリッド

5. π共役高分子/シリカハイブリッドの薄膜化

第４節 低分子型有機EL材料の開発状況

1. 有機ELの開発経緯

2. 低分子型有機EL素子の構成

3. 青色発光材料

3.1 スチリル系青色材料 3.2 正孔材料の改良

3.3 青色ホスト材料の改良 3.4 フルカラー用純青色材料

3.5 新規青色発光材料の開発

4. 緑色発光材料の開発 5. 赤色発光材料の開発

6. 蛍光型3波長白色素子の開発

第５節 有機EL材料設計に対する量子化学的アプローチ

1. 光学特性に対する量子化学

1.1 低分子化合物 1.2 高分子化合物

2. 動的特性に対する量子化学

2.1 理論的背景と概要

2.1.1 電荷移動プロセス

2.1.2 電荷再結合プロセス

2.2 軌道振電相互作用解析による

 分子内再配置エネルギー（λin）の算出14)

2.2.1 振電相互作用結合定数と

 電子-フォノン相互作用結合定数

第６節 ＴＳＣ法による有機ＥＬ素子のトラップ準位の計測と劣化機構の解析

第７節 有機EL材料の精密解析技術と解析例－X線回折から固体NMRへ

1. 固体NMRの基礎 1.1 等方化学シフト

1.2 化学シフト異方性 (chemical shift anisotropy, CSA)

1.3 四極子相互作用

2. 固体27Al NMR測定 3. 固体13C NMR測定

4. 二次元二量子固体15N NMR測定

5. Alq3の発光特性

第８節 機器バックライト用途の製品応用展開

1. OLEDの特徴 2. OLEDの製法的特長と有機材料

3. 白色OLEDに特化した理由

4. 光源としての白色OLED

5. バックライティングの課題

第２章 有機トランジスタの開発状況

第１節 有機トランジスタのキャリア移動度の改善と応用

1. 有機トランジスタの構造と動作原理

2. 有機半導体材料

2.1 低分子系有機半導体材料

2.1.1 低分子系ｐ型半導体材料

① アセン系材料 ② フタロシアニン系材料 ③ アミン系材料

2.1.2 低分子系ｎ型半導体材料

2.2 高分子系有機半導体材料

3. 代表的な有機トランジスタ特性と分子配向

3.1  低分子系有機半導体

3.2  高分子系有機半導体材料

第２節 フラーレンを用いた電界効果トランジスタの作製と動作制御

1. 有機FETのキャリアの極性、動作タイプ

2. フラーレンFETの構造と作製方法

3. フラーレンFETのデバイス動作

3.1. C60FETの動作特性 3.2. C60FETの動作原理

3.3. C60以外のフラーレンFET

4. フラーレンFETの動作制御・応用へ向けた設計

第３節 有機TFT応用に向けた高性能・高安定有機材料の開発

1. 含カルコゲノフェン縮合多環芳香族を用いた有機半導体材料

2. ジナフトチエノチオフェンの合成とFET特性

第３章 有機太陽電池の開発状況

第１節 有機太陽電池の動作機構の解明と実用化への課題

1. 有機薄膜中のキャリア生成機構

2. 有機薄膜太陽電池中のキャリア生成

2.1 バンドベンディングの有無 2.2 内部電場の役割り

3. 実用化への課題 － 内部電場の研究から言えること

第２節 色素増感太陽電池の（擬）固体化と高性能化

1. 構成と機構 2. 固体化、擬固体化に関する研究動向

3.1 ヨウ素レドックスイオンパスの構築

3.2 ハイブリッド型擬固体色素増感太陽電池

第２部 有機材料開発と作製技術の展開
第１章 有機材料の開発およびメカニズムの解明への取組み
第１節 有機物質の導電性と電子状態
はじめに（電子状態から見た導電性）
1.有機物質の導電性と電子状態
2.光電子分光法 3.ケーススタディー
3.1 フタロシアニン錯体 3.2 導電性高分子 3.3 フラーレン錯体
第２節 有機半導体の光電物性の解明とその構造制御法
1.低分子材料の光電物性と構造制御
2.高分子材料の構造制御と光電物性
第３節 リサイクル可能な有機伝導体の開発
1.有機伝導体の基本構造と電子物性
2.ヨウ素結合による超分子構造の制御
3. ヨウ素結合で六方晶を構築する
 ：化学反応に参加する有機伝導体
第４節 有機半導体薄膜の核形成・成長に及ぼす
 ビシナルステップの効果
１．結晶化に求められる課題
２．水平配向した有機薄膜（PTCDA）の結晶化に及ぼすステップの効果
３．垂直配向した有機薄膜（pentacene）の結晶化に及ぼすステップの効果
第５節 ダイレクト・アブイニシオ分子動力学シミュレーション
 による有機分子デバイスの理論設計
１. ダイレクト・アブイニシオ分子動力学（MD）法とは
２. ナノ・グラフェン表面上におけるLiイオンの拡散ダイナミクス
３. フラーレン (C60) 表面上におけるLiイオンの拡散ダイナミクス
４. 固体中の原子およびイオンの拡散ダイナミクス
4.1 ダイアモンド中のプロトンの拡散ダイナミクス
4.2 シリコン中の水素原子の拡散ダイナミクス
5. 単一分子光スイッチング素子の開発： レチナールの光異性化ダイナミクス
第６節 量子化学シミュレーションによる有機分子デバイス開発
１．有機化合物への金属原子ドーピングの量子化学的概念
1.1 閉殻系における軌道相互作用（アルカリ土類金属(MgやCaなど)）
1.2 開殻系における軌道相互作用（アルカリ金属(Li, Naなど)や１３族(Al, Ga, Inなど)）
2. カルボニル化合物と金属原子の相互作用
2.1 フルオレノン-アルカリ金属錯体の電子状態
2.2 カルボニル化合物と１３族金属の相互作用
3. 水による失活メカニズム

第２章 有機デバイス応用へ向けた作製技術の展開
第１節 インクジェット方式による有機デバイスの作製プロセスと特性
1. IJP法を用いた自己整合IJP有機EL素子
2. 自己整合IJPプロセスの概略
3. ラミネートプロセスによる自己整合IJP有機EL素子
4. IJP法による自己整合有機ダイオード
4.1 IJP法による自己整合有機フォトダイオード
4.2 IJP法による自己整合有機多機能ダイオード
第２節 ナノポーラス膜形成法としてのミセル電解法とその光電変換デバイスへの応用
1. ミセル電解法（Micellar Disruption Method）
2. 光電変換デバイスへの応用 2.1 背景
2.2 ミセル電解法を用いた光電変換素子
第３節 導電性高分子ワイヤーによるデバイス作製
1. 電気化学エピタキシャル重合による表面上での単一分子細線作製
1.1 モノマー・ヨウ素混合法による表面重合
1.2 表面核埋込法による表面重合
2. ２種類の分子ワイヤーの表面上での連結

●有機ＥＬ/トランジスタ/太陽電池…デバイス開発の最新状況！
●新規有機材料の開発と動作原理の解明　　●発光効率・電子移動度…性能向上への取組み

有機デバイス開発の到達点！

ご回覧ください！
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第1章 ナノインプリントの概要と有効性～従来のリソグラフィ技術との比較～
第1節 ナノインプリントの概要と比較
ナノインプリントの始まり/モールドの作製方法/NILのインパクト/類似の技術との違い/他
第2節 従来のリソグラフィ技術との比較
第2章 NIL材料設計～様々な要求特性をクリアできるNIL材料の設計～
第1節 微細化に伴う問題点と対策
NIL材料に求められる特性/熱・UV-ナノインプリント/マイクロコンタクト･プリンティング/現状の問題点と対策
第2節 NIL材料に求められる材料特性(流動性と離型性についての定量的考察) 
樹脂の成形時間と圧力，粘性率の依存性/成型時間と分子量依存性・材料・プロセス/モールドの離型と材料特性
評価試料と評価方法/離型材料の接触角(表面エネルギー)と付着力(離型力)・摩擦係数との関係/他
第3節 NIL材料選択時の指標
UV-NIL系の課題/硬化系に見られる特徴と材料/ラジカル・カチオン重合系/UV-NIL系への適用性
第4節 NIL用熱可塑性樹脂に必要な特性と評価技術(丸善石油化学㈱の研究開発について)
熱ナノインプリントに適した樹脂材料とは（作業仮説）/弊社の材料開発について/用途開発へのアプローチ
第5節 NIL用光硬化樹脂に必要な特性と評価技術
実験装置・方法FT-IRによる架橋率の測定/Pre-Exposure Process法の効果/他
第6節 NIL用光・熱硬化樹脂に必要な特性と評価
インプリント温度の最適化/架橋反応のための最適PEB温度/実験条件および結果/Sub100nmパターンの転写/他
第7節 NIL用熱・光併用樹脂に必要な特性と評価技術
熱・光併用樹脂を用いたナノインプリントプロセスと要求特性/熱・光連続・非連続プロセスでの要求特性
熱・光併用樹脂によるナノインプリント適用事例/ 熱・光連続・非連続プロセスによるナノインプリント/他
第8節 インプリント用ドライフィルムレジスト
インプリント用ドライフィルムレジストの開発課題・応用例/微細加工用レジスト材/微細印刷リソグラフィーへの適用/今後の展望
第9節 ガラスNIL用材料に必要な特性と評価技術
～ガラス転移温度、ガラスインプリント用型材料の選択、耐熱性、熱膨張、離型性、非晶質～
第10節 材料技術の開発動向 特許から見るNIL材料開発動向/今後の可能性
第3章 NIL装置技術～アライメント機構やモールドと基板との平行度等～
第1節 熱ナノプリント装置の特徴
標準構成/アライメントユニット/搬送ユニット/プレスユニット/制御部/熱ナノインプリント装置の性能を判断する上での確認事項
転写面内プレス圧力の均一性向上/プレス面内温度の均一性/タクトタイム/転写環境のクリーン化/熱ナノインプリント装置の課題と今後の展望/他
第2節 光NIL装置の特徴 光ナノインプリントの特徴・プロセス/インプリント方式/テンプレート/アプリケーション/半導体/LED/HDD
第3節 光・熱NIL装置の特徴　第4節 ガラスNIL装置の特徴
加熱・加圧保持機構、装置の熱膨張対策/高温用小型熱インプリント装置/小型熱インプリント装置によるガラス成形
第5節 ナノインプリントプロセス装置～大面積化、高スループット化への取り組み～
大面積化・高スループット化への技術課題/装置の開発とパターン転写事例/他
第4章 NILモールド技術～コスト削減・検査方法等～
第1節 熱NIL用モールド作製技術
熱NILとモールド基板形態/モールド材料/熱NIL用モールド加工技術/パターン形成・エッチング・ Ni電鋳技術
熱NIL用モールドの各種作製例/Si・SiC・Ni電鋳・Ta・炭素系モールド
第2節 光NIL用モールド作製技術 光NIL用モールドの製造技術/フォトマスクの製造工程フロー/電子線描画
ドライエッチング・レジスト・ 検査及び修正工程/UVナノインプリント用石英モールド/半導体用モールド
第3節 ガラスNIL用モールド作製・複製技術～レーザー加工、研削加工～
研削加工による型加工とガラスの成形/耐熱性ガラス成形のまとめ/他
第5章 NILプロセス技術～寸法安定化と温度・圧力等の条件設定等～
第1節 熱ナノインプリント技術
第2節 UVインプリントと応用技術
大気圧下と減圧下における転写結果の比較/初期膜厚さを考慮した金属ナノパターンの作製工程と実験結果
第3節 UV-熱同時ナノインプリント法　STUTMプロセスの解説/LED・ハードディスクへの適用/他
第4節 リバーサルインプリント技術 リバーサルインプリント法/積層化マイクロ構造の作製/積層化ナノ構造の作製
第5節 ナノキャスティング法 多様な材料の・大面積一括ナノ構造の成型/キャスティングによるナノ構造の複製/他
第6節 モールドの離型を不要とするレプリカ転写法
レプリカモールド(MXLテンプレート)の作成/レプリカ転写実験・結果/レプリカ転写法の限界寸法
第7節 室温ナノインプリント技術 HSQスピン塗布膜を用いた・SQ液滴塗布膜を用いたナノインプリント/他 
第8節 ガラス NIL法～寸法安定化技術と温度/圧力等の条件設定,型に負荷のかからない最適成形条件～

第9節 ガラスの低温パターニング ガラスパターン形成方法/インプリント特性とパターン転写例/ガラス特性/応用例/他
第10節 ハイブリッドナノインプリント法
ハイブリッドナノインプリント法/熱ナノインプリントによるナノ構造転写/他
第11節 不均一な基板フラットネスへの対応法
基板フラットネスのインプリントへの影響/コンフォーマル・インプリントの概念・パフォーマンス
第12節 NIL後の電鋳、ロール電鋳金型
ロール電鋳金型/パターン付ロール金型の必要性/3-DEFサービスが提供するパターン付ロール電鋳金型
ロール電鋳金型での成形/電鋳技術の応用/Ni微細部品/Ni鏡面板/Cu電鋳/今後の課題/他
第13節 電鋳技術を用いた微細転写技術
微細細電鋳の応用/導光板の転写技術/インクジェットノズル/精密メッシュ/ナノインプリント/他
第6章 ナノインプリント実用技術 第1節 シミュレーション技術
第1項 熱ナノインプリントのシミュレーション
樹脂の変形解析/アスペクト比・初期膜厚依存性/熱ナノインプリントの解像性/変形の過渡応答(時間依存性)
第2項 光ナノインプリントのシミュレーション
光強度分布のシミュレーション/線幅依存性/残膜厚依存性(回折による影響)/モールド段差の影響(干渉による影響)
第2節 ナノインプリントにおけるバブル欠陥への対応
樹脂流動によるバブル欠陥の除去/光硬化樹脂の液滴を利用/減圧環境を利用/ガスを利用したバブル欠陥消去
第3節 ナノインプリント高アスペクト比パターンの成型技術
第4節 シートナノインプリントによる大面積転写の生産性向上
シートナノインプリントの原理/シートナノインプリント装置と転写例/他
第5節 NILのアライメント技術 IMAT の特徴/IMATの重ね合わせのパフォーマンス
第6節 NIL離型処理技術
ナノインプリント金型の離型処理/ディップ法/真空蒸着法/NANOS処理
NANOS処理の耐久性/高アスペクト比への対応/離型性の制御/他
第7章 NIL測定・評価方法と欠陥検査
第3節 欠陥検査方法
ナノインプリントに必要な計測技術/レーザー顕微鏡(コンフォーカル顕微鏡)
光干渉式３次元測定器/AFM/SEM（電子顕微鏡）/計測から検査へ
第4節 マクロ的評価・検査方法
欠陥形状/欠陥発生要因/マクロ検査の必要性/鏡面反射光検出技術
自動レシピ作成支援機能/マルチモード・むら検出/可視光マクロ検査技術の検出能力評価/他
第8章 NIL応用事例および今後応用の可能性がある分野
第1節 ナノインプリントとポリマーの自己組織化を用いたハードディスク記録媒体の作成
第2節 ナノインプリント技術のバイオデバイスへの応用/第3節 光学デバイス
第4節 ディスプレイ第5節 TFT-LCD製造技術の現状とナノインプリント技術への期待
第6節 PDP技術とNILに期待する性能/第7節 電子ペーパーへの応用 
第8節 非線形有機フォトニック結晶/第9節 サブ波長構造を有する光学素子の転写技術
第10節 光導波路/第11節 CMOS:半導体回路応用
第12節 ホログラム光学素子/第13節 半導体リソグラフィー
第14節 ナノインプリント技術のポータブル燃料電池製造への応用/第15節 色素増感太陽電池
第9章 NILよくあるQ＆A
第1節 継ぎ目なしに隣接する位置にパターン転写するためには？ 
第2節 柔らかい媒体や脆性材料に対して転写可能か？第3節 スクリーン印刷との生産性の違いは？
第4節 NILは多品種少量生産に向くのか？
第5節 金属パウダーインクを転写し導体を形成する際の熱処理温度/インクの固体含有率はどの程度？
第6節 屈折率差の大きいナノパターニングやナノフィルタへの応用は可能か？
第7節 RIEをするときの材料のエッチレートや耐性、選択の方向性は？
第8節 オフセット層をどのように除去するのか？
第10章 NIL技術の今後の展開 第1節 課題と今後の展望
現状と課題/解像度/コスト/フィールドサイズ/位置合わせ/モールド/各種方式の比較/応用展開/世界の情勢と日本の情勢/他
第2節 量産動向
問題点/モールドと転写材料との離型/産設備の開発動向/量産時期の目安/他
第3節 NILの特許情報 出願人動向/技術分野ごとの動向/装置・プロセス/金型/材料/アプリケーション動向/他
巻末資料　ナノインプリント用装置・金型・転写材料・離型材・検査装置取り扱い企業一覧

ナノインプリント応用事例集
～原理/材料/装置/モールド/離型/評価/量産動向/特許等を踏まえて～
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目的の製品を得るための改質技術！

○表面でどのような変化が
   おきているのか 表面の化学構造は
○化学的処理　薬品処理、
  プライマー処理、シランカップリング剤、
  ラミネートコート

○物理的処理　コロナ処理、

  プラズマ処理、ＵＶオゾン法、ＥＢ法

○ぬれ性の改質とその評価、接着性改善

○フィルムの表面分析

   表面ＩＲ、光干渉法、ガスバリア性

○ブリード現象の解明と対策

○ポリオレフィン系、ポリイミド、

  ポリエステル、ポリ乳酸,,,

○無機物の事例としてガラスの

  表面改質についても解説

発刊 19年9月末
体裁 Ｂ５判
     375頁　
定価 66,000+税　

　プラスチックフィルム
は表面処理や表面加工技
術により表面構造を制御
し、要求品質に向けた改
良や機能付与が行われま
す。しかし、その手法は
多岐に渡り、その選択や
条件設定も簡単なもので
はありません。本書では
各種材料の事例を踏まえ、
その手法から分析法まで
をまとめた一冊となって
おります。
 フィルム加工を行う際
の一助となれば幸いです。

フィルム・ガラスの

     表面処理技術と

                        その評価・分析

品川区大崎3-6-4　トキワビル3階
　

★ご回覧ください★
HPはこちら⇒http://www.johokiko.co.jp/

第１章　プラスチックの表面構造と表面改質、ぬれと接着性
１．表面構造の変化と表面改質
２．表面構造を調べる方法 
３．表面改質による表面構造の変化の実際 
４．ぬれ  /ぬれとは　そしてぬれの尺度
５．接着  /表面の性質と接着性
第２章　プラスチックフィルムの表面改質技術
１．フィルムの表面構造
２．フィルムの表面制御方法 /添加剤による表面制御
　　表面粗さ /スキン層に無機粒子添加/コーティング層に無機粒子添加
　　/コロナ処理、火炎処理による表面制御/無機材料コートによる制御
　　/二元蒸着法による表面制御
第３章　化学的処理による表面改質のメカニズムとそのプロセス
第１節　薬品処理  /１．ポリオレフィン（ＰＥ、ＰＰなど）/２．ＰＯＭ/
３．変成ＰＰＥ/４．ＰＥＥＫ/５．ＰＥＴ/６．ＡＢＳ/７．ＰＡ/８．ふっ素樹脂
９．ＰＩ/10．ＪＩＳの手法
第２節　プライマー処理
１．ポリオレフィン（ＰＥ、ＰＰなど）/２．ポリアミド樹脂（ＰＡ）
３．塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）/４．シラン化合物/５．チタネート化合物
第４章　物理(機械)的処理による表面改質のメカニズムとそのプロセス
第１節　プラズマ表面処理と改質状態の評価
第２節　バリアー放電､一気圧グロー放電による表面改質
第３節　プラスチックフィルムのプラズマエッチング
第４節　ＵＶオゾン法
１．UVオゾン法の概要  /粗面のアンカー効果による接着力向上
/極性をもつ親水性官能基による接着力向上/高清浄面効果
２．紫外線照射技術のメカニズムと効果
３．紫外線照射技術はナノスケール時代の表面改質技術の主役
第５節　電子線照射
１．ＥＢ装置の概要  /ＥＢ装置の分類 /低エネルギー型ＥＢ装置
２．ＥＢ照射技術を利用した応用製品 /包装材料へのコーティング
　 /無溶剤印刷/建築材料用化粧フィルム/磁気テープ/架橋
　 /グラフト重合/光学フィルムへの応用 /表面改質が難しい例
３．ＥＢ照射技術の特徴
第６節　実際フィルム製膜工程
１．フィルム製膜工程　/1.1　カレンダー法
1.2　溶液製膜法(キャスティング法)　/1.3　溶融製膜法(溶融押出法)
２．逐次二軸延伸フィルム製造プロセスの概要
　　2.1　押出・製膜工程/2.2　縦延伸工程/2.3　横延伸・熱固定工程
３．多層加工工程　/3.1　共押出法/3.2　ラミネート法/3.3　ヒートシール
第５章　具体的なフィルム表面分析手法と表面状態の解明
第１節　プラスチックフィルムの表面ＩＲ分析～試料前処理法～
１．ATR代替法・IR分析とは /ATR法と対応不可サンプル/ATR代替法
２．ATR代替法へのサンプル変換　　　/転写/溶出
３．ATR代替法・IR分析の実際　
　　塗膜の厚みが小さいもの/塗膜の表面粗さが大きいもの
　　塗膜のIRスペクトルが下地と類似するもの
　　塗膜成分がATR結晶を汚染するもの
　　塗膜の面積が小さいもの /ATR結晶に装着できないもの

第２節　他社品プラスチックフィルムのIR分析　～試料前処理～
１．他社品フィルムのIR分析体系
２.　他社品分析の実際 /市販カレー用容器蓋材のIR分析
　　/超多層フィルムのIR分析/偏光板のIR分析　
第３節　FT-IRにおけるフィルムの異物分析　～試料前処理～
１．FT- IRによる異物分析への準備
２．異物分析における試料前処理の位置付け/３．異物分析事例
第４節　光干渉法による表面形状計測の現状と展望
１．位相シフト法 /２．垂直走査法 /３．表面形状測定装置SP-500
４．フィルム・ガラス表面形状測定の実際
　　一般的な表面形状測定 /透明膜の表面形状測定
第５節　ガスバリア性評価
１．透過度の単位 /２．測定方法の分類/３．差圧法とは 
４．差圧法の測定方法例/５．等圧法とは /６．等圧法の測定方法例
第６節　難燃剤を事例としたブリード現象の解明とその対策
１．ブリードアウトとブルーミングの違い
２．難燃剤のブリードアウトと経時的難燃性能
３．難燃剤のブルーミングと対策/４．当面の対策では不充分なケース
５．本質解明/６．対応策/７．TBA-DB以外の難燃剤での対応
第６章　フィルム別にみる表面特性と改質事例
第１節　ポリイミドのプラズマ表面処理
第２節　ポリエステル
第３節　ポリオレフィンフィルムの表面モルフォロジー
１．インフレーションフィルム /２．押出キャスティングフィルム/３．二軸延伸フィルム
第４節　ポリ乳酸をはじめとした表面処理技術
第５節　ハイバリアー性付与と表面改質
１．無機蒸着フィルム　/1.1　二元蒸着フィルム/1.2　製作方法
２．ハイバリア化の検討
2.1　基材フィルムの表面自由エネルギー
2.2　表面エネルギーとバリア性/2.3　バリア性改善への応用
第６節　光沢、つや表面処理技術とそのトレンド
１．表面改質技術とは？ /２．重要な要素技術
３．ラミネートプロセスとは？　４．フィルム転写技術について
５．光沢の評価技術 　光沢度（グロス） /　平滑性
第７節　艶消し外観付与技術とそのトレンド
１．表面改質技術とは？ /２．「艶消し感」付与表面加飾技術とは？
３．表面艶消し加工技術 /４．加工トラブルとその対策/５．評価
第７章　ガラスの表面処理技術
第１節　ガラス・薄膜の表面改質技術
１．化学的処理による表面改質/２．物理的処理による表面改質
第２節　大気圧リモートプラズマによるガラスの親水化処理
１．大気圧リモートプラズマ表面処理装置
２．プラズマ処理によるガラスの濡れ性向上とその分析・評価
３．表面処理効果のガラス基板依存性とメカニズムの解明
第３節　ガラスのゾルゲル法コーティングと表面機能化
１．ゾルゲル法の概略/２．有機無機ナノハイブリッド体
３．コーテング膜への応用　/3.1　基板ガラスの特性
3.2　コーティングの方法/3.3　光学機能/3.4　電磁気機能
3.5　分離機能/3.6　化学的機能
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■各種導電性付与材料の特性・調整法とは？
　 上手な配合･混練･分散の技術、粒子径の影響･制御方法は？
   粒径の差異における違いは？／分散評価と最適な分散手法とは？
   カーボン系材料の選定上の留意点、粒形・形状による差異は？

■実例を踏まえて解説！～各種性能を引き出すためのポイントは？～
 →接着剤：優れた実装信頼性とは？／電気抵抗･熱伝導･基礎物性に関する課題は？
 →塗料：処方設計･製造設計は？／微粒子分散性の塗膜への影響は？
 →ゴム：ＣＢの配合量は？／混練時間･分散測定は？

☆導電率の評価･測定方法／複合材料の種類と用途／導電性ポリマーの応用事例についても解説！

　　　　　　　　　  　 ●小日向 茂(住友金属鉱山㈱)●久 英之(御国色素㈱)●前野 聖二(ケッチェン・ブラック・インターナショナル㈱)●高瀬 博文(タキロン㈱)
　　　　　　　　　　　 　 ●田路　和幸(東北大学大学院)●日野 哲男(キヤノン㈱)●吉留 博雄(触媒化成工業㈱)●後藤 正男(東京工科大学)●秋葉 光雄(アキバリサーチ)
　　　　　　　　　　　 　 ●塚越 功（日立化成工業㈱)●西沢 秀之(㈱東芝)●堀邊 英夫(金沢工業大学)●菅沼 克昭(大阪大学)●光石 一太(岡山県工業技術センター
　　　　　　　　　　　　  ●藤城 敏史(富山県工業技術センター)●中許 昌美(大阪市立工業研究所)●錦谷 禎範(新日本石油㈱)●永田 員也(岡山県工業技術センター)

◎温度依存性との関係は？　　　　　　　　◎樹脂とフィラーの混合バリエーションは？
◎フィラーの最適配合･混練･分散は？　　　◎水･酸性度･不純物が及ぼす影響とは？
◎イオンマイグレーションの防止方法は？　◎フィルムの性能を引き出すためのポイントとは？

◎導電性材料の上手な『混練･分散』の方法とは！

＜ 掲 載 内 容 ＞
  第2節 導電性接着剤の信頼性課題　　　
     １.優れた実装信頼性
　　 ２.界面の問題：すずとの界面の高温劣化
　 　３.界面の問題：すずとの界面の高湿劣化
　 　４.今後の技術開発
　 第3節 等方性導電性接着剤(ICA)の物性
　　　１.電気抵抗/２.熱伝導/３.基礎物性に関する課題
　第4節 異方導電フィルム
　　　1.ＡＣＦの概要
　　　　1.1 異方導電接続/1.2用途と接続構/1.3一般的な構成と仕様
　　　 2.構成材料の設計
　　　　2.1 接着剤/2.2導電粒子
 　　　3.性能を引き出すためのポイント
 　第5節 酸化安定・酸化防止のためのポイント
　　　1.劣化の因子/２.酸化防止剤による安定化のポイント
　　　３.ポリマー、充てん剤による安定化のポイント
　 第6節 導電性フィラーの表面処理と樹脂への混合･分散技術
　　　1.導電性フィラーの上手な表面処理手法
　　　　1.1シランカップリング剤
　　　　1.2チタネート系およびアルミニウム系カップリング剤
　　　　1.3その他の表面処理剤/1.4炭素繊維に対する表面処理
　　　2. 一般的なフィラーに対する表面処理手法
　　　　2.1湿式加熱法/2.2湿式濾過法
　　　　2.3乾式撹拌法/2.4インテグレルブレンド法
　　　3.カップリング剤のプライマーとしての効能
　　　4.ナノフィラーを取扱う際の留意点
　　　5.複合材料の特性に及ぼす各種要因の影響
　　　　5.1フィラー表面の水/5.2フィラー表面の酸性度
　　　　5.3フィラーに含有する金属不純物
　　　6.フィラーの最適配合・混錬・分散技術
　　　　6.1フィラーと樹脂との混合手法/6.2分散状態を制御した複合材料設計
　　　　6.3板状フィラーの有用性/6.4導電性フィラーの分散性評価技術
　第7節 導電塗料のイオンマイグレーション防止
　　 1.イオンマイグレーションの概要
　　　 2.銀・銅導電塗料のイオンマイグレーション
　　　　　2.1銀濃度と劣化時間/2.2マイグレーション析出物の組成
　　　　　2.3銀銅合金のマイグレーション機構
　　　 3.イオンマイグレーションの防止方法
　 第8節 低温熱処理用金属ナノ粒子の設計指針
　　　 1.金属ナノ粒子ペーストにおける導電性発現
　　　 2.ナノ粒子の粒子径制御、熱特性/3.金属ナノ粒子の分散
第５章 導電性複合材料
　　1.導電性複合材料の種類とその用途
　　　1.1概要/1.2カーボン系導電性フィラー/1.3金属系導電フィラー
　　　1.4金属酸化物系導電性フィラー/1.5帯電防止剤
　　2.導電性複合材料の導電性発現機構
　　　2.1充填粒子の平均粒子径と形状の影響
第６章 導電性ポリマーの種類･特性と応用分野
    1.導電性ポリマーの種類と特性
    2.導電性ポリマーの合成法/3.導電性ポリマーの応用
     3.1有機系太陽電池
　　　3.1.1色素増感太陽電池/3.1.2有機薄膜太陽電池
　　3.2スマート・ウィンドウ

（敬称略）

＜執筆者一覧＞

第１章 導電性材料の配合・混練・分散の技術と
　　　　　　　　　　　各種性能を引き出すためポイント
　第1節 導電性接着剤
　　  1.導電性接着剤の構成
　　  2.樹脂とフィラーの混合バリエーション
　　  3.パーコレーション
　　  4.配合・混練・分散のポイント
　　　5.異方性導電性材料
　　　6.非金属性導電性フィラーを用いる導電性接着剤
　第2節 導電性接着剤の電気伝導と高周波数特性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 1.導電性接着剤の概要
　　　2.導電性接着剤の電気伝導機構
　　　　2.1直流電気伝導の試料と測定
         2.2抵抗率の温度特性/2.3サンプルの抵抗率温度特性
         2.4銀含有量とトンネル抵抗率の相関性
　　　　2.5銀含有量と抵抗率(300K)の相関性/2.6各サンプルの温度勾配
　　　3.AFM観測
　　　4.高周波数特性（～5GHzまでの高周波数域で使用が可能なこと）
　第3節 導電性微粒子を分散した導電性塗料
      1.導電性塗料で用いる導電性微粒子
       2.導電性塗料の処方設計
       3.導電性塗料の製造方法
       4.微粒子分散性の導電性塗膜への影響
       5.分散性の評価
       6.塗工方法
  第4節 導電性ゴムⅠ
 　 1.導電性ゴムの発達史
　     2.ゴムの定性的導電機構
　　 　3.カーボンブラックの配合設計のポイント
　　　　3.1カーボンブラックの種類と配合量/3.2各種配合剤および加硫過程の影響
　 　  4.カーボンブラックの混練りと分散
　　　　4.1ゴムの可塑性/4.2混練り時間/4.3分散測定
　第5節 導電性ゴムⅡ
　　　1.導電性ゴム
 　　 2.導電性ゴム材料の基礎理論
　　　3.配合における留意点
　　　4.分散における留意点
　　　　4.1導電性制御と分散技術
           4.1.1乾式分散（混練）/4.1.2湿式分散
         4.2分散時の注意
　　　5.成型における留意点/6. カーボンナノチューブ配合の具体例
第２章 カーボン系材料の選定上の留意点と粒径・形状による差異    
　第1節 カーボンブラック(導電性カーボンブラック）
　　　 1.カーボンブラックの種類
　　　　2.後処理
　　　　3.ＣＢの基本的性質 
　　　　　3.1粒子の微細構造/3.2粒子径/3.3比表面積と非多孔比表面積
　　　　　3.4ストラクチャー/3.5粒子表面の性質
　　　　4.導電性カーボンブラックのあるべき姿　
　　　　　4.1 ストラクチャーが発達していること/4.2比表面積が大きいこと
　　　　　4.3結晶構造の発達と不純物減少
　　　  5.市販されている導電性カーボンブラックの性質

　第2節 製品事例を踏まえた導電性カーボンブラックの
　　　　　　 　　　選定と配合および高機能化・高品質化
        1.導電性カーボンブラックの特性
           1.1導電性カーボンブラックの種類・組成・構造
           1.2カーボンブラックによる導電性発現機構
           1.3導電性カーボンブラックの物性と導電性能
        2.導電性カーボンブラックの最適配合技術および高性能化
           2.1導電性カーボンブラック凝集塊の影響
           2.2マトリックス高分子材料の影響
           2.3導電性カーボンブラックの分散粒子径の影響
  第3節 カーボンナノチューブ
　　　 1.カーボンナノチューブ/CNTアプリケーションの現況と今後
　　　 2.カーボンナノチューブ凝集破壊のモデル
　　　 3.押出機を使ったCNTの分散
　　　 4.コンポジット中のCNT分散と分散評価
　　　　 4.1押出機の分散に関わるパラメータ
　　　　 4.2面積率Arと物性との相関性/4.3最適な分散とその手法
　　　 5.パーコレーション
　　　 6.CNT樹脂複合材料の展開
 第4節 カーボン系材料の評価法とその実際
       1.二次電池用グラファイトの評価
        2.電気二重層キャパシタ（EDLC）用カーボン材料
第３章 導電性の測定評価と実際の測定でのポイント
　　　1.有機材料や分散材料（無機も含む）の導電性
　　 　2.導電率の評価・測定方法
　　　　2.1四探針による導電率の評価・測定
　　　3.Hall効果によるキャリア濃度の測定
　　　4.移動度の測定
　　　　4.1 過渡光電流によるTime of Flight法
　　　　   4.1.1過渡光電流の測定法
　　　　　 4.1.2 過渡光電流の解析法
　　　　　　　　　（膜厚が光の進入長に比べ厚い場合/厚くない場合）
　　　   　4.1.4 フィッティング法/4.1.5実際の測定例
　　　　4.2 有機電界効果型トランジスタ
　　　   　4.2.1 ホッピング移動度を考慮したグラジュアルチャネル近似モデル
　　　   　4.2.2 モデルの格子化と解析手法
　　　   　4.2.3電流-電圧特性の再現
第４章 導電性における課題克服とトラブル対策
　第1節 導電性と温度依存性との関係
　　　1.導電性複合材料の導電性発現機構
　　 2.樹脂/CBからなる導電性複合材料のPTC特性
　　　　2.1背景/2.2実験方法
         2.3実験結果と考察
　　　　   2.3.1CBの種類と導電性複合材料のPTC特性
　　　　   2.3.2 ポリエチレンの結晶化度と導電性複合材料のPTC特性
　　　　   2.3.3 ポリエチレンの溶融粘度と導電性複合材料のPTC特性
　　　　   2.3.4樹脂の種類と導電性複合材料のPTC特性
　　　　   2.3.5 HDPE/CB=45/55wt%複合材料における繰り返しPTC特性とTEM写真
　　 3.樹脂/金属からなる導電性複合材料のPTC特性 
　　　　3.1背景/3.2実験方法/3.3実験結果と考察
　　　　   3.3.1導電粒子の種類を変えたときの複合材料のρL、ρH
　　　　   3.3.2導電粒子の違い（W、CB）によるPTC特性の違い

導電性材料ノウハウ集 
－配合/設計 /評価のポイント －

★書籍申込書　　

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
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＜掲載内容＞

微生物試験法と管理対策<実務対応>

ISO･GMP･HACCPと微生物試験／『JP15追補,USP･EP』の動向も！
◎実務での各種微生物試験法は？
　 ◎医薬品・医療機器の滅菌・殺菌・消毒の実例は？

　   

◎環境微生物検査の方法、利点と問題点とは？
 ◎微生物の保存法・各種保存効力対策・微生物汚染対策も！

★巻末／微生物関連業務Ｑ＆Ａ集付き！

発刊：２００７年５月末　定価：７０,０００＋税  体裁：Ｂ５判 ３９１頁

第１章 国際調和を踏まえた微生物試験の流れと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現状の課題
1.PDGにおける国際調和作業の進め方
2.無菌試験法の国際調和/3.微生物限度試験法の国際調和
4.バイオバーデン試験法国際規格/5.現状の課題
第２章 微生物試験とバリデーション　　　　　　　　　
第１節 微生物試験に関する基礎知識と準備
1.微生物と人とのかかわり/2.微生物の管理について
第２節 医薬品の微生物試験室の整備に向けて
1.わが国の微生物検査機関/2.試験検査の安全性確保/2.1試験実施適正基準
2.2試験検査の精度管理と品質保証/2.3試験検査の安全管理
2.4試験室の環境微生物評価基準/4.試験設備の整備/4.1空調/4.2排水・廃液処理
4.3廃棄物処理/4.4光熱関係・4.5安全・衛生対策/5.機器・器具・器材の整備　　
第３節 第十五改正日本薬局方における試験法と
                                          参考情報の手順と留意点
第1項 エンドトキシン試験法
1.試験環境/2.使用器具/3.エンドトキシン標準品/4.測定方法と使用試薬の選択
5.検出または定量したい濃度の設定/6.試料の最大有効希釈倍数（MVD）の決定
7.試験の実施手順/8.試験結果に影響する要因　　　　　　　　　　　　
第2項 微生物限度試験法
1.生菌数試験/1.1.1メンブランフィルター法/1.1.2カンテン平板混釈法
1.1.3カンテン平板表面塗抹法/1.1.4液体培地段階希釈法（最確数法）/2.特定微生物試験
第3項 無菌試験法に関するバリデーションと留意点
1.日本薬局方に収載される無菌試験法/2.試験法のバリデーション
2.1使用する菌株/2.4バリデーション試験に適合しなかった場合の措置
3.試験環境/4.培地/5.試験者/6.その他
第4項 生薬の微生物限度試験法
1.生菌数試験/2.培地の性能試験及び発育阻止物質の確認試験
3.特定微生物試験/3.1試験の手順/4.緩衝液、培地と試薬
第5項 製薬用水の品質管理
1.製薬用水の種類と試験方法/1.1常水/1.2精製水/1.3注射用水
2.サンプリング/3.培地性能試験/3.1R2Aカンテン培地
4.製薬用水システムの微生物に対する処置基準値
5.微生物モニタリングについての実例/5.1実験方法/5.2結果及び考察
第6項 非無菌医薬品の微生物学的品質特性　　　　 　
1.第十五改正日本薬局方における非無菌医薬品の微生物学的品質特性
2.第十五改正日本薬局方第一追補に収載予定の非無菌医薬品の微生物学的品質特性
2.1新たな微生物限度試験法の概要/2.2非無菌医薬品の微生物学的品質特性
3.排除すべきその他の特定微生物/4.日本における非無菌医薬品の微生物管理の現状
5.水分活性と微生物増殖/5.2微生物の生育最低水分活性/6.微生物限度試験適用の考え方
第7項 保存効力試験法　
1.保存効力試験/2.第十五改正日本薬局方の参考情報
2.1対象製剤とそのカテゴリー/2.2供試菌株/2.3試験菌株の培養と使用培地
2.4試験手順/3.試験上の考慮点/3.1試験菌株/3.2製剤の形態/3.3不活性化剤
第４節 培地の特性と損傷菌培養への応用
1.培地の特性：組成からの理解/２.代表的培地の特性
2.1SCD Ager/Broth/2.2チオグリコール酸培地 I / チオグリコール酸液体培地
2.3マッコンキ－Ⅱ寒天培地 /2.4XLD 
2.5マンニット食塩寒天培地 /2.6セトリミド寒天培地
2.7サブロ－デキストロ－ス寒天培地/2.8Ｒ２Ａ寒天培地
３.損傷菌の回復と培養/3.1ストレスと損傷/3.2損傷の修復

第３章 微生物の判別と同定方法　
第１節 微生物の大まかな篩い分け
1.試験開始前の篩い分け準備（大きさを測る）/2.分離培養前の篩い分け
3.微生物種の形態配列の特徴観察等かた見た大まかな判別方法
4.生理学的に特徴のある細菌郡
第２節 遺伝子解析による微生物の同定方法
1.遺伝子解析による細菌の同定方法/1.1第十五改正日本薬局方参考情報収載法
1.2対象領域直接解析法/1.3MicroSeqRTopキット法
2.遺伝子解析による真菌の同定方法
2.1第十五改正日本薬局方参考情報収載法/2.2MicroSeqRD2キット法
第３節 遺伝子解析による微生物同定における問題点とその解決
1.塩基配列/1.1塩基配列が得られない場合/1.2得られた塩基配列が汚い場合
2.相同性検索/2.1DDBJ/EMBL/3.同定された菌種に関する情報
第４章 微生物の保存　　　　　　　　　　
第１節 各種保存法とその差異
1.凍結法/1.1概要/1.2凍結標品作製および復元手順
2.乾燥法/2.2L－乾燥標品作製および復元手順/3.継代培養法
第２節 保存における疑問点と解決策
1.各種菌の適切な保存方法/2.保存菌株の品質管理/3.微生物の継代数　　　
第５章 環境微生物とモニタリング
第１節　環境微生物検査
1.環境微生物検査法/2.空中浮遊菌検査法/3.表面付着菌検査
4.水中細菌数測定法/5.清浄度検査/6.環境微生物検査法の利点と問題点
6.1空中浮遊菌数測定/6.2表面付着菌数測定/6.3水中細菌数測定
第２節　環境微生物とモニタリング
1.モニタリング計画の立て方/2.手順書の作成
3.検出対象微生物の培地及び培養条件/4.各培地の組成
第３節　クリーンルームの日常管理とブレイク時の対応
1.日常管理について/1.1施行箇所と施行頻度について
1.2施行方法について/1.3問題が生じた場合の措置
2.ブレイク時の対応について/2.1ブレイク時の施行方法
2.2付着菌・浮遊菌検査/2.3効果判定/2.4不適合時の処置
第６章 保存効力対策
第１節 医薬品
1.保存効力試験法/1.1対象製剤/1.2試験菌株とその培養
1.3製剤中へ菌接種法と接種後の保存/1.4生菌数の測定法および外観観察
2.保存効力試験法の留意点/2.1接種菌の選択/2.2接種菌の培養条件
2.3試験菌の接種方法/2.4接種した被検菌の菌数測定/2.5容器
2.6保存剤の安定性/2.7対象製剤/2.8判定基準
3.製剤に対する保存剤配合の設計/3.1保存剤の必要性の検討/3.2保存剤の選択
3.3保存剤添加試製品の保存効力試験/3.4最終処方（製品）の保存効力試験
4.製剤の保存性と微生物の抵抗性との関係　　　　　　　　　
第２節 化粧品　　　
1.保存効力対策のポイント/2.製品の使用環境および使用者に存在する微生物
3.製剤の防腐設計/3.1防腐剤/3.2防腐助剤/3.3防腐剤を低下させる原料
3.4製剤物性/3.5防腐剤の油水配分/4.容器の防腐設計/4.1容器の材料
4.2容器の構造/5.適切な使用法に関する情報発信/5.1容器への使用法に関する表示
5.2その他の情報発信/6.保存効力対策における留意点
第３節 食品
1.問題となる微生物と微生物汚染の特徴/1.1食品変敗微生物の分布
1.2食品変敗とクレーム/2.防腐剤の種類と特性/2.1食品保存剤の現状
2.2現在の食品業界の殺菌剤と問題点/2.3保存剤の種類と機構
3.保存効力の評価法と保存効力に影響を及ぼす因子

　

3.1食品中の微生物生育に関与する因子
4.防腐剤の現状と問題点及び食品原材料の防腐設計と食品の防腐設計
4.1防腐剤の現状と問題点/4.2食品原材料の防腐設計と食品の防腐設計
第７章 医療用品の滅菌・殺菌・消毒方法と無菌性保証の確保
第１節 滅菌・殺菌・消毒方法について
第２節　医薬品の滅菌事例と留意点
1.高圧蒸気滅菌/1.1高温で滅菌できないもの/1.2滅菌ムラによる滅菌の不完全性
1.5コールドスポット特定のための熱浸透試験/1.6液溜まり（デッドレグ）検査の確認
2.濾過滅菌/2.1濾過方法と濾材の種類/2.2濾過滅菌工程の評価
第３節　医用用品に使用される滅菌剤、殺菌剤、消毒剤について
1.殺菌・消毒の効力に拠る分類－高水準、中水準、低水準－
2.方法による分類－物理的消毒法と化学的消毒法－　
第４節　医療機器の滅菌事例と留意点
1.高圧蒸気滅菌/2.乾熱滅菌/3.放射線滅菌
4.エチレンオキサイドガス（EOG）滅菌法/5.過酸化水素ガスプラズマ滅菌法
第５節 無菌性保証の確保に於ける損傷菌、貧栄養菌、VNCなどを考慮する意義について
1.損傷菌/2.VNC（viable but nonculturable）菌/3.静止菌
4.貧栄養菌/4.1歯科用水中の貧栄養菌ならびに院内感染菌
第６節 医療機器の滅菌保証
1.医療機器で多用される滅菌方法/2.医療機器の滅菌に関する国内規制
3.医療機器の滅菌からのリリース/4.オーバーキル法とバイオバーデン法
5.滅菌バリデーションの要素/5.1据付時適格性確認/5.2運転適格性確認/5.3稼動性能適格性確認
5.4製品適格性の確認/5.5日常管理/5.6有効性の維持
6.エチレンオキサイド滅菌とそのバリデーション/6.1エチレンオキサイド滅菌/6.2残留EO
7.高圧蒸気滅菌とそのバリデーション/7.3湿熱滅菌におけるオーバーキル条件の達成
8.放射線滅菌とそのバリデーション
第８章 微生物汚染対策
第１節　製造工程・製造環境における微生物汚染対策と事例
1．微生物汚染の要因/2．原材料の管理/2.1原料の管理/2.2容器の管理
2.3　製造用水の管理/3．製造環境の管理/4．職員の教育/5．その他
第２節　製造時に混入しやすい微生物とその管理のポイント
1．微生物混入の経路/2．微生物に関する試験法とガイドライン/3．微生物管理のポイント
3.1原材料の管理/3.2製造工程の管理/3.3製造環境の管理/4．その他
第３節　医薬品の微生物汚染とその対策　
第９章 微生物試験に関わる三極の相違点
第１節 ＩＳＯと微生物試験規格　　
1.ISOとは/1.1ISOの目的と標準化/1.2国際規格の制定手順/2.マネジメントシステムとしてのISO9001
2.1ISO9001/2.2国際規格の微生物分野への広がり/3.TC34「農産食品」の検討する国際規格
3.1ISO15161「ISO9001:2000の食品・飲料産業への適用に関する指針」
3.2ISO22000「食品安全マネジメントシステム」/3.3TC34における各種のISO規格
3.4TC34/SC9の各種微生物規格/4.TC１９８「ヘルスケア製品の滅菌」が検討する国際規格
第２節 ＧＭＰと微生物試験
1.試験・検査による品質保証の制度/1.1非無菌製剤の微生物汚染管理/1.2微生物汚染防止法
2.非無菌医薬品の生菌数試験法及び特定微生物の検出法/2.2試料の採取方法及び試験の実施頻度
2.3微生物管理計画書/2.5微生物回収のバリデーション/2.6非無菌医薬品の微生物限度値
4.生菌数試験/5.培地の性能試験及び発育阻止物質の確認試験/6.最終滅菌医薬品の無菌試験法
8.損傷菌の検出/9.培地充てん試験法/11.無菌医薬品製造区域の微生物評価試験法
12.微生物の簡易迅速検出法/13.＜ATP測定による生菌数測定＞/14.FDA微生物施設への査察ガイド　
第３節 HACCPと微生物試験
1.危害分析/1.1HACCPシステム/2.微生物による食品の腐敗、変敗作用形態
2.1酵母による食品の危害/2.2耐熱性芽胞菌による食品の危害/2.3乳酸菌による食品の危害
3.HACCPと微生物試験/3.1検証に用いる検査方法/3.2加工食品の損傷菌について
3.3加工食品の耐熱性芽胞菌について/3.4加工食品の低温菌について
3.5加工食品の乳酸菌について/4.ＨＡＣＣＰシステムの利点と限界　　
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溶解性パラメーター適用事例集

●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/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))(執筆者一覧・敬称略）

第1章 溶解性パラメーターの原理
界面科学における溶解性パラメータの位置づけ/表・界面に働く分子間力の種類と性質

分子間力―物理結合とは/分子間力の種類/表・界面に関わる諸現象

溶解パラメーター概念の提案とその展開/Hildebrandの溶解パラメーター概念

非分散力性分子間力を考慮した溶解パラメーター概念への展開

極性相互作用について/水素結合性相互作用について/溶解性パラメーターの重要性とその限界

溶解に関わるいくつかの因子/エントロピー項について～主として高分子溶液を念頭に～

ミセル形成と可溶化/疎水結合について/イオン、電荷の影響について　

溶解性パラメーターと分子量、官能基/炭素鎖長、分子量と溶解性パラメーター

官能基と溶解性パラメーター/官能基ごとのモル全凝集エネルギー

分子間引力定数(Attraction Constant method)による整理/ハンセンパラメーター

種々の溶解パラメーターの比較/界面科学関連その他の分野における溶解性パラメーターの利用

第2章 溶解性の測定方法と相平衡計算の基礎
溶解度に関する熱力学の基礎/溶解性と溶解度/熱力学的相平衡状態

溶解度の測定方法/分析法/静置法/循環法/流通法/合成法(シンセティック法)

添加法/ポリマーに対する気体の溶解度の測定法/溶解度の計算方法/相平衡の基礎式

相平衡条件/相律と自由度/化学ポテンシャルとフガシティー/常圧相平衡条件式

気液・液液・固液平衡/活量係数式/活量係数モデルの概要/活量係数と過剰Gibbsエネルギー

理想溶液と実在溶液/正則溶液と無熱溶液/主な活量係数式/Margules式

van Laar式/HildebrandとScatchardの正則溶液論/Flory-Huggins式/Wilson式

NRTL (Nonrandam Two Liquid)式/UNIQUAC (Universal Quasi-Chemical) 式

UNIFAC (UNIQUAC Functional-group Activity Coefficient) 式/活量係数式の適用性の比較

第3章 溶液論的に見た溶解性パラメーター
溶液論の基礎概念/理想溶液/正則溶液/溶解パラメータが適用できない領域

溶解パラメータの求め方/溶解パラメータの単位/蒸発熱からの求め方

官能基のパラメータからの求め方/表面張力からの求め方/共重合体の溶解性パラメータ

子の溶解性/Flory-Hugginsの溶液論/ポリマー同士の相溶性/結晶性ポリマーの溶解性

ポリマーの溶解性パラメータの問題点/分子間力の強いポリマー

第4章 固体粉体材料の溶解性パラメーター
固体粉体の溶解性パラメーターとは/懸濁法による粉体表面の溶解性パラメーターの決定

アセトン滴定法による粉体表面の溶解性パラメーターの決定/配合設計への適用

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
計算・推算方法/測定値からの算出/原子団寄与法・グラフ理論・分子シミュレーションによる推算

溶解性パラメータを用いた相溶性の予測/χパラメータの予測/溶解性パラメータからの予測

分子シミュレーションからの直接的な予測/高分子溶液の相溶性予測

高分子ブレンドの相溶性予測/コポリマーの取り扱い/ランダムコポリマー

ブロックコポリマー/グラフ理論による推算/分子シミュレーションによる推算

第2節 熱分析によるポリマー溶解度の計算・推算方法
ポリマー溶解度の算出に必要な熱力学量/熱分析/熱力学量/hg/hx

hu/ポリマー溶解度の算出

第6章 機能性高分子のＳＰ値の計算と溶解性の評価方法
Hildebrandの溶解度パラメータの基礎/Hildebrandの溶解度パラメータを用いた溶解性評価

機能性高分子の溶解度パラメータの計算例/Fedor法による溶解度パラメーターの計算方法

Hansenの溶解度パラメーターの計算法/Hansenの溶解度パラメータによる溶解性の評価

Hildebrandの溶解度パラメータによる機能性高分子の溶解性評価

Hansenの溶解度パラメータによる機能性高分子の溶解性評価

Δδによる機能性高分子の二成分混合溶液への溶解性の評価

溶解度パラメータの寄与率による機能性高分子の溶解性の評価
第7章 溶解性パラメーター適用事例
第1節 塗料における適用事例
塗料の構成成分と成分間親和性/塗料用樹脂の溶解性パラメーター

塗料用顔料の溶解性パラメーター/溶解性パラメーターの塗料配合への具体的な適用例

アセトン滴定法により決定した疎水性顔料のSP値と水性塗料中での分散速度

樹脂のSP値と水性塗料における顔料分散性/アクリルオリゴマー濃厚溶液の粘度

傾斜構造塗膜中でのマトリクス成分樹脂間相分離制御/プラスチック素材中への塗料の浸透性制御

第2節 溶解性パラメーターとインクジェットインク
インクジェットインクの種類/インクジェットインクの要求性能/表面張力と溶解性パラメーター

表面張力と粘度の関係/溶剤のミッシビリテイー(混合性)とインクジェットインク

樹脂の溶解性パラメーターとインクジェットインク/分散剤・顔料と溶解性パラメーター

第3章 ポリマーブレンドの相溶性における適用事例
ポリマーブレンドの相溶性/共重合体ポリマーブレンドの相溶性

Miscibility Mapの２、３の例/cパラメータの温度依存性について

第4節 ポリマーコンポジットにおける適用事例
粒子充填ポリマーコンポジット/シラン処理層の観察/シランカップリング剤の反応性

均一で平滑なシラン処理層を形成させる条件/ポリマーブレンド

ポリマーブレンドの予備混合法/PVC/PVAブレンドのモルフォロジー/第3成分添加の効果

第5節 ゾル-ゲル溶液における適用事例
ゾル-ゲル溶液調製の際の出発原料化合物および溶媒の選択/ゾル-ゲル溶液の調製

ゾル-ゲル溶液中での反応（加水分解・重縮合反応とその制御）

多成分ゾル-ゲル溶液中での反応およびその制御/溶液中での構造と性質の関係

第6節 有機無機ハイブリッドにおける適用事例
エチルシリケートとフェノール樹脂のχパラメーター/β-SiC前駆体高分子と炭化物の合成

β-SiC粉末の合成と焼結体の製造/有機-無機ミクロ複合体を原料としたβ-SiC粉末の評価/考察

第7節 接着剤への適用事例
接着のメカニズム/接着剤の定義/化学結合・分子間力・機械的接合説(投錨効果、ファスナー効果)

相互拡散説(自着)/接着剤の界面化学/固体の濡れ/臨海表面張力/接着の仕事

溶解性パラメータ(ＳＰ値：Solubility Parameter)/混合とＳＰ値/ＳＰ値の測定方法

蒸発熱ΔHより算出する方法/分子構造より算出する方法/実測法/接着剤へのＳＰ値の適用

ＳＰ値の適用例/ＳＰ値の適用限界/ＳＰ値の近似と接着力との関係/接着剤の選定のまとめ

第8節 機構デバイスにおける適用事例
機構デバイスにおける接着加工/接着性の評価/接触角と溶解度パラメータ

樹脂材料の溶解度パラメータと接着力の評価/デバイス素材と充填材料

デバイスの耐油性/ゴム部品への影響

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～
エラストマーの膨潤挙動と溶解度パラメータ/エラストマーの耐油性に与える極性基の影響

エラストマーの耐油性に与える双極子モーメントの影響/エラストマーの柔軟性を維持して耐油性を向上させる手法

エラストマーの耐油性に与える結晶性の影響/極性基の導入と柔軟性の関係

第10節 クロマトグラフィーへの溶解性パラメータの適用
クロマトグラフィーにおける溶解性の概念/溶解性パラメーターと極性

クロマトグラフィーへのSP値の適用事例

第11節 医薬品における適用事例～溶解性スクリーニングシステム～
溶解性スクリーニングと医薬品開発/溶解性スクリーニングの実験手法

クライテリアについての考え方

第12節 膜粘膜透過性と溶解性パラメータ
薬物の溶解速度/薬物の溶解速度の修飾/結晶多形および無晶形固体

塩/薬物の生体膜透過性の修飾/吸収促進剤/リポソーム製剤/エマルション

非経口製剤の製剤設計/皮膚を介した薬物デリバリー/皮膚透過性の改善

基剤への影響/経皮薬物送達システム

第13節 化粧品における適用事例
化粧品分野の製剤開発で用いられる各種パラメーター(指標値)の比較/溶解性パラメーターの定義

化粧品分野における溶解性パラメーターの応用

化粧品・医薬品に用いられる主な化合物の溶解性パラーメーター

油性基材間の相溶性/紫外線吸収剤の溶解/金属石けんの溶解性パラメーターとその溶存状態

金属石けんの非水溶媒中の溶解挙動/金属石けんの合成法/金属石けんの非水溶媒中における溶解性

乳化剤の選択/HLB値と機能/HLB方式/溶解性パラメーターとHLB値

香料の溶解性パラメーターとエマルションの安定性/エマルションの安定性

香料成分の溶解性パラメーターとエマルション液滴の安定性/顔料の分散

顔料の性質/無機粒子の分散性と溶解性パラメーター

第8章 溶解性パラメーターよくあるＱ＆Ａ
第1節 未知試料の溶解性パラメーターの決定方法とは
第2節 溶解性パラメータと表面張力の関係
分子間力と表面特性/分子間力と表面自由エネルギー/表面張力と表面自由エネルギーとの関係

接着の仕事/固体の表面自由エネルギー/表面張力と接着力の関係

濡れと接着の仕事との相関/表面張力の接着耐久性への応用

熱力学的観点による接着の最適条件/溶解性パラメータ、ＳＰ値と表面張力γの関係

第3節 溶解性パラメータとプラスチックの環境応力割れの相関性について
環境応力割れとは/クレイズ、クラック、せん断降伏/溶剤クレイズ発生のメカニズム

クレイズ（クラック）発生と溶解性パラメータ

表面に発生する溶剤クレイズと溶解性パラメータ(クレイズ発生臨界ひずみと溶解性パラメータ)

クラック先端付近に発生するクレイズと溶解性パラメータ(限界ひずみエネルギ解放率と溶解性パラメータ)

第4節 溶解性パラメータとポリマーブレンドの溶融粘度との関係は？
移動因子aTの温度依存性/ゼロずり粘度h0のブレンド組成依存性

ポリマーブレンド中の絡み合い点間分子量Me

第5節 SP値(溶解度パラメータ)の温度依存性について
計算例(1)/計算例(2)

第6節 水溶性樹脂の分散構造と安定性
分散粒子溶液と高分子電解質の違い/樹脂の分散性に及ぼす中和剤の効果

分散粒子の酸-塩基挙動/樹脂の滴定曲線/分散液のpHと電導度

a0の推定方法－分散粒子モデルと配向率 

★溶解性パラメーター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？
⇒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、様々な材料における適用事例！
⇒医薬品(薬物の溶解性や溶解度改善方法等)や化粧品(ＳＰ値とＨＬＢ値の関係等）における適用事例等、各分野に完全対応！
●界面化学におけるＳＰ値の位置づけ⇒溶解に関わる因子や分子量/分子構造との関係等、基礎にもしっかり対応！

●複雑な高分子のＳＰ値考察やコポリマーの取扱、分子シミュレーションや熱分析等による推算方法！天然食品等に含まれる機能性高分子や抗酸化性物質のＳＰ値！

●溶解性の測定方法やＳＰ値による溶解性の評価方法！●SP値の計算方法や種々の材料に対する計算例！●主要なＳＰ値の一覧表も充実搭載！

よくあるＱ＆Ａ付き！★未知試料のＳＰ値決定方法やＳＰ値と環境応力割れ/粘度/表面張力/温度依存性の関係等、

～メカニズムと溶解性の評価・計算例等を踏まえて～

ＳＰ値を“使いこなす”

★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

書籍名　　　　　【BC070301】

　溶解性ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ　書籍

冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご連絡頂いた、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致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX



ご回覧ください！
 

 

ディスプレイ・光学部材における

発刊 2007年３月末・体裁 B5判 520頁　定価74,000円(+税)　

第１章　ディスプレイにおける各種コーティング方式と特徴・用途
第１節　ゾルーゲル法
ゾルーゲル法の概要/基本反応/特徴・期待される用途および問題点
ディスプレイ関連材料へのゾルーゲル法の応用例
反射防止膜/単分散酸化物粒子および複合粒子の合成
第２節　エアロゾルデポジションによる透光性厚膜コーティング
エアロゾルデポジション法/常温衝撃固化現象膜微細組織
緻密膜形成の基本メカニズム透明膜の形成/搬送ガス種と膜の透明化
透過率の改善/金属ナノ粒子分散誘電体膜によるプラズモン共鳴
電気光学部材応用におけるガラス／Ｓｉ部材との集積化
高透明、高硬度、高絶縁アルミナ膜と実用化への試み
第３節　ノンスピン・スリットコーター
従来塗布方式【Ｃｏａｔ＆ＳｐｉｎR】の概要と課題の克服
システム構成/従来塗布方式の課題/ノンスピン・スリットコートへのアプローチ
ノンスピン・スリットコート方式【SpinlesｓR】/システム概要/課題の克服
減圧乾燥技術
第４節　ラングミュア・プロジェット法（ＬＢ法）
水面上単分子膜の形成/ＬＢ膜の積層法
垂直浸漬法/累積比/水平付着法/累積特性のコントロール/色素分子のＬＢ膜 
第５節　ナイフコート法
主な「ナイフコート法」
ロールオンナイフ/フローティングナイフ/コンマコーター/リップコーター
リップコーターのシステム/制御/操作/適応用途
第６節　インクジェット法
ＩＪ法の用途、特徴/ＩＪ技術動向ＩＪ装置/ＩＪインク材料・組成物
ＩＪ用インク顔料分散技術/ＩＪ法ＣＦ製造技術/その他・応用
ＩＪインクの要求性能とその設計/ＩＪ用超微粒子顔料分散液の調製
分散設計/工業分散技術の応用
第７節　スリットコート法
コーティング方式/ＦＰＤ製造におけるコーティング方式
スリット＆スピン（スピンコート法）/スリットコート法/塗布薬液
塗布液とコーティング方式/ＦＰＤ製造工程のスリットコート法と塗布薬液
塗布膜の乾燥/塗布膜の乾燥方法/スリットコートと乾燥
スリットコータについて
コータ本体/スリットノズル/薬液供給ポンプ/ノズル洗浄・ディスペンス機構　
第８節　ディップコート法
ディップコート法の概要/原理/特徴/膜厚決定因子/コーティング環境と成膜条件
量産対応型ディップコーター/超低速ディップコーター/乾燥炉付積層薄膜形成装置
実験例/コロイド結晶膜の作製/薄膜作製/成膜現場における問題点/成膜欠陥
片面コート
第９節　スプレー法
スプレーについて/二流体式スプレー/一流体式スプレー
フラットパネルディスプレイへの適用
スプレー成膜装置とその有機EL用材料/有機ELへのスプレー法の適用
スプレー法によるITO陽極の作製と有機ELへの適用
第１０節　スプレー法　
スプレー法基本/スプレー法分類/スプレーとインクジェットの液体微粒子の出来方
スプレー法とインクジェット法の比較/印刷方式とインク特性
インクジェットにじみ防止バンクとマスク（有機EL製造法）
インクジェット、スプレーと他の印刷方式での印刷方法の比較
インクジェット技術のスプレーへの応用エア加速方式スプレー
インクジェット燃料電池製造問題点/スプレーとインクジェット燃料電池製造法比較/その他
スプレー＋マスクの組み合わせによる成膜法
濡れ性変化層をマスクとして使用する方法/疎水/親水マスクと液体噴霧によるパターン形成
スプレーによるカラーフィルタの製造法提案/スプレーの半導体債製造装置への応用
スプレー熱分解法の例/これまでのＣＶＤ装置の例/ライン型常圧プラズマＣＶＤの例/その他

第１１節　スクリーン印刷法
スクリーン印刷の基本/パターン形成装置分類
スクリーン印刷の充填版離れ工程で注意する項目/ペースト構成材料
チキソ性の説明/サドル現象の説明/サドル現象防止剤の説明
スクリーン印刷のペーストコントロール性/液体、粉体、ペースト材料と印刷特性/その他
印刷方法ノウハウ；ペーストの流動性と印刷品質/その他
第１２節　装置メーカーからみたコーティング方式の種類と選択
コーティング方式の種類/３本リバースロールコーター/グラビアコーター
５本ロールコーター/クローズド方式のコーターウルトラダイコーターVCDコーター/デジタルコーター/適した塗工液/特徴
第２章　コーティング剤の調製・開発とその特性
第１節　液相法による反射防止剤の調製及びコーティング
ゾルーゲル・ハイブリッド技術を応用した反射防止膜形成/超低屈折率単層反射防止膜
第２節　光学部材におけるフッ素系コーティング剤
フッ素系コーティング剤の種類と特徴･用途/ポリマー溶液型フッ素コーティング剤
フッ素アクリル樹脂タイプ・コーティング剤/環状構造フッ素樹脂タイプ・コーティング剤
フッ素アルキル・シランカップリング剤タイプ・コーティング剤/UV硬化型
第３節　カラーフィルタ用ブラックレジストの塗布技術
ブラックレジストの基礎/塗布方式の比較
樹脂ＢＭレジストの高ＯＤ値化による塗布特性への影響/高ＯＤ値化
ＢＭレジスト用顔料/分散安定化理論の塗布特性への影響
静電的斥力による分散安定化高分子立体障害による安定化/その他
第４節　カラーレジスト
カラーレジスト材料/顔料とその分散/バインダー及び光重合開始系
その他の添加剤/カラーレジストの特性/色特性/輝度（透過率）
コントラスト（消偏性）/画像形成性/パターン形状/大型基板への対応
コーティング性/信頼性今後の技術動向/色再現範囲の拡大/半透過型液晶用カラーフィルタ
第５節　EMIシールド用コーティング剤
ＥＭＩシールド用コーティング剤の種類/シールド効果
安価な高シールド・薄膜仕上がりの導電塗料の開発/スムースな薄膜の仕上げ技法
第６節　透明導電膜コーティング材
導電性材料の種類/光学フィルム用導電性薄膜に求められる機能
ナノコンポジット型導電性薄膜/応用例
第７節　ゾル‐ゲル法による蛍光体作製
蛍光体の用途と要求特性/用途/白色ＬＥＤ用蛍光体/ＰＤＰ用蛍光体
ＦＥＤ用蛍光体/蛍光体の発光メカニズム/希土類イオンの発光/その他
ゾル‐ゲル法による蛍光体/特徴/ゾル‐ゲル法による蛍光体の作製とメリット
第８節　シランカップリング剤の機能と特徴
シランカップリング剤の構造と特徴/作用機構/無機質表面に対する作用機構
有機樹脂に対する作用機構/シランカップリング剤のプライマーへの応用
第９節　ディスプレイにおけるシリコーンコーティング剤
有機ＵＶ硬化樹脂の組成/ＵＶ硬化型シリコーンコーティング剤の特徴
製膜プロセス/硬化皮膜の特性評価結果/今後の課題
第１０節　ＥＬ製造におけるインクジェットインキ
背景/インクジェット条件とインク/ＩＪＰ法による有機EL素子の構造例
有機ＥＬ用インクジェットインクに必要とされる条件
実際に使用されているインク材料低分子系材料を用いたIJPによるデバイス試作例
使用した装置/ＩＪＰ法による自己整合隔壁有機ELデバイス/結論と今後の展開
第11節　反射防止(AR)フィルム用の防汚膜の設計
第12節　ＦＰＤ用厚膜ペースト材料の特性
第３章　実際の製造プロセス
第１節　エレクトロ分野におけるRoll to Roll技術
各種コーティング技術の特徴/光学薄膜および防汚材料コーティング技術
ＬＣＤ用光学フイルム基板/光学膜成膜/メタモードスパッタプロセス
防汚材コーティング技術/Roll to Roll湿式コーティング法/真空蒸着法
コーティング膜の厚み測定
第２節　ＣＦ製造（コーティング技術について）/スピン方式
第３節　透明帯電防止コーティング

第４節　ディスプレイにおけるガラス基板へのウェットコーティング
膜設計/透明性/膜強度/低反射性/電気特性/膜構成コート液設計・管理
溶液物性/微粒子分散/管理項目/コーティングプロセス/基板洗浄
コーティング/欠点と対策/欠点の種類/発生原因と対策
第５節　ＦＰＤ製造プロセス用薬品
薬液の概要/洗浄液/エッチング液/アレイ材料・透明導電膜エッチング液/現像液、剥離液
第６節　ＦＰＤコーティングにおける乾燥
主な塗布装置/ロールコータの乾燥/スピンコータ/スリットコータ
乾燥工程/概要/プリベーク工程/減圧乾燥工程/乾燥時の課題
塗布直後の課題/搬送系起因の課題/減圧乾燥プロセスの課題
プリベークと減圧乾燥の乾燥の違い/乾燥炉の汚染
第７節　湿式プロセスによる反射防止技術
反射防止膜とその種類/アンチグレアタイプ/干渉タイプ/反射防止の原理
単層膜系/二層膜系/三層膜系干渉タイプによるフィルム上の反射防止/ガラス上の反射防止
塗布液の組成と調合/成膜工程/反射防止ガラスの特性
第８節　ＬＣＤ製造における塗工技術
ガラス基板サイズの変化/スリット塗布方式の塗布むらと改善手法
モヤムラ・横段ムラの改善手法/高速塗布への対応
第４章　最近の応用事例
第１節　耐傷性コーティング技術
傷防止方法/従来防止方法/従来法の問題点/自己治癒コーティング材料
自己治癒コーティング材とは/傷復元性の評価/自己治癒コーティング材の種類/特徴
第２節　多層コ－ティングにおける導電性と電磁波シールドについて
有機系の導電性/多層ウエットコーティング法における電磁波シールド　静電、磁気、電磁波/長所と短所
第３節　ウエットコーティングによるコロイドフォトニック結晶の作製
コロイドフォトニック結晶の作製方法/Colloidal Epitaxy/Convective Assembly
Inverse-Opal構造/機能性付与
第４節　機能性コーティングのフラットパネルディスプレイへの応用
透明帯電防止膜/反射防止膜/紫外腺遮蔽膜と電磁波遮蔽メッシュ膜　
近赤外線遮蔽膜・可視光線選択吸収膜
第５節　液晶用反射防止フィルム
反射防止フィルムの材料設計/光学設計/材料設計/反射防止フィルムの分類
Wet-Coating/Dry-Coating法反射防止フィルム（LRフイルム）の作製と特性
今後の技術課題/ＬＲフィルムの課題
第６節　ＰＤＰ用近赤外線吸収材料の開発
NIRフィルムの開発１/ジイモニウム系化合物の化学構造と物性
NIRフィルムの耐久性/ジイモニウム系化合物の溶解性/アレニウスプロット
NIR粘着剤の開発/フタロシアニン系化合物の化学構造と光学特性/色再現範囲の向上
第７節　有機ＥＬ製造におけるコーティング
正孔注入層用　PEDOT／ＰＳＳ/構造/PEDOT/PSSの特徴
PEDOT/PSSの塗布方法/直接重合/PEDOT によるITO代替
ＩＴＯ代替 高導電PEDOT / PSS 　Baytron PH 500
第８節　コーティングによる有機TFTの作製
有機ＴＦＴ/有機ＴＦＴとは/構造/トップコンタクト構造/ボトムコンタクト構造
トップゲート構造/コーティングによる有機ＴＦＴの作製/有機ＴＦＴ作製プロセス
印刷による有機ＴＦＴの作製/有機半導体/ゲート絶縁膜/ゲート電極およびソース/ドレイン電極
第９節　ミストによる帯電防止膜のコーティング
帯電防止剤/現状のコーティング法/ディッピング/スプレーコート
ロールコート/手拭き（刷毛塗り、布拭き）ミスト法によるコーティング
第１０節　FPDカラーフィルターにおけるコーティング技術
スリットノズルコータの概要/構成/本体フレーム/ガントリ/その他
スリットノズルコータのプロセス技術/ユニフォーミティの評価/コーティングの要点
ＴＤ方向膜厚調整/ＭＤ方向の膜厚調整/その他
第５章　ナノコーティング技術
第１節　ウェットプロセス・ナノコーティング技術
コーティング用ナノスケール物質の合成/ウェットプロセスによるナノコーティング技術の実際
ラングミュアー・ブロジェット膜法/交互吸着法/ナノコーティング膜の機能性と応用

湿式 コーティング 技術

“ウェットコーティング技術”を極める

●孫　仁徳（（株）ＫＲＩ）●明渡　純（（独）産業技術総合研究所）●山口　和伸（東京応化工業（株）●木村　尚仁（北海道工業大学）●大森　克洋（（株）ヒラノテクシード）●日口　洋一（大日本印刷（株））
●木瀬　一夫（大日本スクリーン製造（株））●川邊　隆之（（株）アインテスラ）●岩崎　豊（（株）アインテスラ）●関　成之（東京工芸大学）●内田　孝幸（東京工芸大学）●澤田　豊（東京工芸大学）
●村野　俊次（３Ｄ Powers,Inc.（株））●河合　寿和（井上金属工業（株））●福井　俊巳（（株）ＫＲＩ）●伊藤　隆彦（(株)フロロテクノロジー　）●信太　勝（東京応化工業（株））●迫　直樹（三菱化学（株））
●板野　俊明（ESD・EMI エンジニアリング（株））●平井　俊晴（触媒化成工業（株））●羽山　秀和（（株）ＫＲＩ）●柳澤　秀好（信越化学工業（株））●高橋　修一（ＡＺエレクトロニックマテリアルズ（株））
●岡田　裕之（富山大学）●中　茂樹（富山大学）●宮林　毅（ブラザー工業（株））●井上 豊和（（ブラザー工業（株））●田部井　雅利（（株）アルバック）●松井　浩平（凸版印刷（株））
●若林　淳美（住友大阪セメント（株））●阿部　啓介（旭硝子（株））●宮崎　正男（関東化学（株））●木崎　幸治（大日本スクリーン製造（株））●高松　敦（セントラル硝子（株））●川上　進（ナトコ(株)）
●浜野　尚吉（共同技研化学（株））●竹田　諭司（旭硝子（株））●佐々木　基（東レ・ダウコーニング（株））●渡辺　二郎（凸版印刷（株））●宮古 強臣（旭硝子（株））●橋本　定侍（スタルク（株））
●中馬　隆（パイオニア（株））●橋本　創（メイキ樹脂工業（株））●尾崎　文美（東レエンジニアリング（株））●近藤　洋文（ソニー（株））●吉見　考正（ノリタケ機材（株））　●佐々木　高義（物質・材料研究機構）<執筆者一覧（敬称略）>

◎ディスプレイ・光学部材に焦点を絞った、コーティング剤の調製からウェットコーティング技術まですべてがわかるこの一冊！
●ディスプレイ・光学部材に欠かせないコーティング剤とは？　
   反射防止剤・フッ素系コーティング剤・ＢＭレジスト・カラーレジスト・ＥＭＩシールド用コーティング剤・シランカップリング剤
   シリコーティング剤などの構造、特徴、今後の課題や動向を解説！
●ウェットコーティング技術による透明帯電防止膜・反射防止膜・紫外線遮蔽膜と電磁波遮蔽メッシュ膜・近赤外線遮蔽膜
   可視光選択吸収膜・有機ＴＦＴ作製を紹介！

★書籍申込書　　

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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◎２０社以上の企業がノウハウ・技術を一挙公開！
日本ペイント/日本ゼオン/富士ゼロックス/三菱化学/コニカミノルタビジネステクノロジーズ

豊田中央研究所/花王/ライオン/ＴＤＫ/王子製紙/触媒化成/旭サナック/三菱マテリアル/ＫＲＩ

ピアレックス・テクノロジーズ/東京応化/東ソー・シリカ/マグナビート/コスメテクノ/ファーマポリテック/住友金属鉱山

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～

　　　　　　果てしなく広い"微粒子の世界"に挑む

●鈴木清/埜村　守（福井大学大学院）
●松崎英男（東亞合成（株））
●今野幹男（東北大学大学院）
●田中眞人（新潟大学）
●安田昌弘（大阪府立大学大学院）
●鈴木久男（静岡大学）
●奥山喜久夫/矢吹彰広（広島大学大学院）
●加藤俊作/近田　司（(財)かがわ産業支援財団）
●脇幸吉（富士写真フイルム（株））
●阿尻雅文/大原智（東北大学）
●中山勉（アイメックス（株））
●石井利博（アシザワ・ファインテック（株））
●院去貢（寿工業（株））
●堀史説/岩瀬彰宏（大阪府立大学大学院）
●森安信彦（プライミクス（株））
●小石眞純（東京理科大学）
●空閑良壽（室蘭工業大学）
●猪ノ木雅裕（(株)ホソカワ粉体技術研究所）
●江間秋彦（日清エンジニアリング(株)）
●長谷川政裕（山形大学）

●吉田英人（広島大学大学院）
●伊藤光弘（太平洋セメント（株））
●金子貫太郎（（株）栗本鐵工所）
●伊藤均（（株）セイシン企業）
●高尾泰正（（独）産業技術総合研究所）
●堀田裕司（（独）産業技術総合研究所）
●大村康（吉田機械興業（株））
●郷司春憲（日本ペイント（株））
●岸本琢治（日本ゼオン（株））
●石山孝雄（富士ゼロックス（株））
●関根勇一（三菱化学（株））
●伊藤昇（コニカミノルタビジネステクノロジーズ（株））
●月ヶ瀬あずさ（(株)豊田中央研）
●堀田肇（花王（株））
●佐藤正則（ライオン（株））
●丸山哲/栗原雅人（ＴＤＫ（株））
●石垣隆正（（独）物質材料研究機構）
●荒井康宏（王子製紙(株)）
●吉留博雄（触媒化成工業（株））
●伊藤春揮（旭サナック（株））
●林年治（三菱マテリアル（株））

●樋口章二（（株）ＫＲＩ）
●北村透（ピアレックス・テクノロジーズ（株））
●内河喜代司（東京応化工業（株））
●塩田英司（東ソー・シリカ（株））
●王景明/畑英之（マグナビート（株））
●黒田章裕（（株）コスメテクノ）
●植村俊信（（有）ファーマポリテック）
●小日向茂（住友金属鉱山（株））
●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）
　　　　　　　　　(執筆者一覧・敬称略）

●微粒子調製方法を完全に網羅！液相：乳化・懸濁・ラジカル・エマルション重合・ゾルゲル法
   沈殿法・マイクロ波加熱法・逆ミセル法など
●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！
●ビーズミル・各種ミルによる微粒子調製からスケールアップ、運転条件を紹介！
●最適な分散手法とその安定化メカニズム
●微粒子の粒度分布・形状・表面状態・最密充填構造・・・色々な角度からの評価方法を詳説！
　　　　　　　　　　　　　　★一線の研究者達が最新の成果をまとめあげた一冊！
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新刊書籍
ご案内

・Ｅ－ＭＡＩＬ：ダイレクトメール等によるご案内希望の方は
･･･弊社ＨＰ（http://www.johokiko.co.jp/）案内登録にてお受けしております。
　★★★セミナーの申込書・申込要領等は裏面にございます★★★
主催：（株）情報機構　TEL:03-5740-8755　FAX:03-5740-8766　〒141-0032　東京都品川区大崎3-6-4　トキワビル3階

★ご回覧下さい★ 情報機構

特許Ｑ＆Ａ大全集
<実務担当者による/ための>

第7章 職務発明規定

第25問 発明者の認定基準とは

第26問 職務発明規定作成のための留意点とは

第27問 運用後のトラブルを防ぐためには

第8章 海外

第28問 無料の海外特許データベースの有効な活用方法とは

第98問 出願国の選択基準とは 

　～どの国に出願するべきかにおいて考慮すべき事～

第30問 米国に特許出願する際の留意点とは

第31問 欧州に特許出願する際の留意点とは

第32問 中国へ特許出願する際の留意点とは

第33問 米国特許に基づく侵害警告への対応方法とは

第9章 ソフトウェア分野

第34問 ソフトウェア業界の特許状況とは

第35問 プログラム登録の必要性は

第36問 通信プロトコルの著作権は　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　<共通篇>

● FI/Fタームの有効な活用方法とは

● 米国特許商標庁(USPTO)、ヨーロッパ特許庁(EPO)のデータベースと商用データベースの使い分けは

● DWPIとINPADOCの概要と比較、USPTO、esp@cenetとの使い分けは

● 概念検索とその利用例とは

● 特許公開が確認できない状態で、関連する技術分野で開発・販売をする際の適切な情報把握とは

● 米国に於ける侵害調査や侵害対応について現地代理人の選定基準とは

● 企業規模におけるパテントマップ運営の仕方の違いとは

● 分割出願を有効に利用するためには

● 国内優先権主張出願の際の留意点とは

● 発明の単一性に関する出願時の留意点とは● ノウハウ特許の取り扱い方とは

●日米欧における特許性判断の相違点とは？

● 実施予定の技術が、他者特許（出願）と抵触するおそれがある場合の対応方法は

● 発明の評価方法～出願から権利化された場合の価値算定とは～

● 技術開発者への知的財産教育を効率的に行なうには

● 均等論についての最近の解釈は

● 新規性及び進歩性の判断基準とは？● 知財信託の最新動向とは

● 審査側から見た出願基準とは？～出願理念も踏まえて～

● 日本の知的財産戦略の指針とは？～イノベーションによる価値実現に向けて～

● 「世界特許」の最新動向とは？～これまでの経緯を踏まえて～

第1章 特許戦略

第1問 海外出願も視野に入れた特許戦略の指針とは

第2問 強い知的財産を作るための社内体制構築のためには

　　　　～強い知的財産経営を推進できる社内体制構築～

第2章 検索・調査・分析

第3問 検索エンジンの選択方法とは

第4問 漏れ、ノイズのない特許検索を行うためには

第5問 特許調査に用いる各ＤＢの特徴とは

第6問 先行特許調査の意義と調査方法、留意点とは

第7問 ステージ毎に適した情報の分析とは

第8問 特許抵触性を正しく判断するためには

第9問 効果的なパテントマップ(国内外)構築法とは

第10問 パテントマップの活用法とは

第3章 特許出願・権利化と権利侵害追求

       ～裁判所で争われた事例を中心にして～

第11問 特許出願の基本的なポイントとは？

第12問 特許権利化におけるポイントとは？

第13問 権利侵害追求時に特許無効とされないためのポイントとは？

第4章 特許種類別

第14問 物質特許におけるクレームの範囲とは

第15問 物質特許を成立させるための留意点とは

第16問 用途発明の考え方とは 

第17問 パラメータ化のテクニックとは

第18問 パラメータ特許出願時及び出願後の留意点とは

第5章 契約・ライセンス交渉

第19問 原料メーカ・部材メーカとの契約の際の留意点とは

第20問 契約書作成の留意点とは/

第21問 ライセンス交渉の際の留意点とは

第22問 産学共同研究の効率的な進め方とは

第23問 適正なロイヤルティの決め方とは

第6章 紛争の予防と事前対策

第24問 問題特許への具体的対応策とは

●木所 広人(日本ゼオン(株))●松村 晴雄((株)旭リサーチセンター)●林田 幹夫(三井化学(株))●北島 政明(ＪＳＲ(株))●牧 虎彦(月島機械(株))

●秋山 守雄(ゼブラ(株))●出野 恭一(セイコーエプソン(株))●斉藤 清孝((株)オハラ)●江口 裕之((株)島津製作所)●北村 史朗((株)クレオ)

●小川 公人((株)プロパティ)●都築 泉(大阪工業大学)●六車 正道(六車技術士事務所●佐々木 茂雄(鳥取大学)●出崎 恭子(ＮＥＣトーキンテクノサービス(株))

●高橋 四郎(東北イノベーションキャピタル(株))●上條 肇(東京大学)●神野 直美(上代・神野特許事務所)●大澤 健一(万有製薬(株))

●田中 紳司(三菱ＵＦＪ信託銀行(株))●佐藤 秀樹(特許庁)●住田 孝之(経済産業省)●野仲 松男(内閣官房)（執筆者一覧・敬称略）
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発刊 2006年12月・体裁 B5判 371頁　定価69,000円＋税　
執筆者一覧（敬称略）●酒井英樹(大阪市立大学)●かせ村知之(岐阜大学)●福山紅陽（協和界面科学㈱）●竹永満（山口東京理科大学）●赤沼正信（北海道工業試験場）●今井秀秋（旭化成㈱）

●木本正樹（大阪府立産業技術総合研究所）●大畑正敏（日本ペイント㈱）●好野則夫（東京理科大学）●野中史子（旭硝子㈱）●松田厚範（豊橋技術科学大学）●稲垣訓宏（静岡大学）

●大久保雅章,山本俊昭（大阪府立大学）●加藤千尋（神奈川県産業技術センター）●神田一浩（兵庫県立大学）●中井康二（㈱ＮＨＶコーポレーション）●井上陽一（㈱日立製作所）

●田部井雅利（㈱アルバック）●井上稔（松下電工㈱）●安崎利明（日本板硝子㈱）●忠永清治（大阪府立大学）●高橋紳矢（岐阜大学）●永井秀典（産業技術総合研究所）●福田聖（東京大学）

●渡邊修（㈱ＩＮＡＸ）●朝倉浩一（慶應義塾大学）●丁野良助，桑原厚司（東レ㈱）●諸貫信行，金子伸（首都大学東京）●細野英司，周豪慎（産業技術総合研究所）●辻井薫（北海道大学）

●コーティング剤の開発と塗布、プラズマ照射による表面改質など、各種技法による撥水・親水性機能表面作製法と特性!

●表面が水または油でぬれる/ぬれないとは、どういうことか…表面で起こっていることの分析と評価・測定法

●ぬれ性の制御法…コーティング・表面改質・微細構造の造りこみなど多様な技法について詳しく解説

●「汚れないガラス」をはじめ、親水化・撥水化技術の応用例を多数収録　●ナノテクノロジーの導入で期待される展開とは

◎“超”撥水・親水化をふくめ、表面ぬれ性制御の実際と利用の最新事例！

第１章　撥水・親水材料開発のための評価法
第１節　ぬれ性評価の基礎－接触角・表面張力・表面エネルギー
１．　ぬれとはなにか
２．　どうして濡れたり，濡れなかったりするのか
３．　ぬれ性の指標である接触角から何がわかるか
４．　いろいろな接触角
第２節　表面の物性・動的接触角の測定法
１．　動的接触角 ２．　浸潤張力の緩和現象
第３節　接触角、表面張力の測定原理と測定上の注意
１．　接触角、表面張力
２．　接触角測定の基本原理と解析手法
３．　表面張力測定の基本原理と注意点
４．　適用分野
第４節　分子レベルで制御された薄膜表面のぬれ性
１．　拡張係数　２．　表面エネルギーと接触角　
３．　固体表面のぬれ易さ
４．　固体の表面エネルギー　５．　接触角ヒステリシス
６．　ぬれ研究のための液体および基板の性質
第５節　酸化チタン薄膜の防汚機能評価法
１．　防汚性能の実験室評価試験
２．　屋外暴露試験の実施例
第６節　撥水親水性機能表面の耐久性評価法
１．　建材外壁用塗膜の耐久性評価法
２．　建材外壁用塗膜の耐久性評価

第２章　撥水・親水性実現のためのコーティング剤の開発

第１節　アクリルシリコーン／シリカ・ナノコンポジットを用いた超撥水表面
１．　アクリルシリコーン／シリカ・ナノコンポジットを用いた超撥水剤の調整
２．　撥水性シリカ複合微粒子合成時における水分含有率の影響
第２節　シリコーン・アクリルブロック共重合体による
　　　　　(超)撥水塗料の開発と応用
１．　熱硬化型ブロック共重合体の合成
２．　各種架橋膜のミクロ相分離
３．　撥水機能とミクロ相分離
４．　超撥水機能の発現と劣化
５．　（超）撥水コーティング剤の応用事例
第３節　フッ素系コーティング剤の開発と性能向上
１．　フッ素系芳香族シランカップリング剤
１．１　Rf-C6H4-SiX3
１．２　Rf-C6H4-CH2CH2-SiX38)
１．３　Rf-C6H4-C6H4-CH2CH2-Si(OCH3)320)
第４節　透明フッ素樹脂とコーティング特性
１．　ＣＹＴＯＰの合成法 ２．　ＣＹＴＯＰの表面特性
３．　コーティング特性 ４．　ＣＹＴＯＰの物理特性と用途
第５節　ゾル－ゲル法による撥水・親水表面の作製と応用
１．　SiO2-TiO2系化学修飾ゲル膜を用いたフォトリソ撥水－親水パターニング
２．　RSiO3/2-TiO2系ハイブリッドゲル膜を用いた撥水－親水パターン
３．　撥水－親水パターンとPhSiO3/2ゲル膜の軟化・流動を利用した
　　　マイクロレンズの作製
４．　撥水－親水パターンを用いた電気泳動電着マイクロパターニング

第６節　分子レベルで制御されたフッ素化アルカン単分子膜のぬれ性評価
１．　有機薄膜：ＬＢ膜とＳＡ膜
２．　分子レベルで鎖長の制御された終端フッ素化アルカンＳＡ膜のぬれ性
３．　分子レベルでフッ素分子数の制御されたフッ素化アルカンＳＡ膜のぬれ性

第３章　表面改質による撥水・親水性付与
第１節　プラズマ照射によるプラスチック表面改質
１．　プラズマによる表面改質の原理
２．　プラズマを照射するとポリマー表面に何が起こるか？（化学的変化）
３．　プラズマを照射するとポリマー表面に何が起こるか？（物理的変化）
４．　インプランテーションとエッチングプロセス
５．　インプランテーションにはプラズマの何が寄与しているのか
６．　リモートプラズマを利用した表面改質技術
第２節　プラズマ複合プロセスによる
　　　　　ガラスの親水性及び撥水耐久性の改良
１．　接触角の定義 ２．　実験装置ならびに方法
３．　実験結果ならびに考察
第３節　真空紫外光を用いた高分子の表面改質
１．　高分子の表面化学構造と撥水性・親水性
２．　真空紫外光を用いた高分子の表面改質
３．　キセノン・エキシマ・ランプを用いた表面改質の特色
４．　ポリエチレンの光表面改質
第４節　放射光の照射によるぬれ性の制御
１．　放射光励起プロセスの特徴
２．　PTFE表面ぬれ性の制御
第５節　EB硬化技術の応用による防汚処理
１．　EBとは  ２．　硬化技術（キュアリング）の応用
３．　EB硬化の反応機構 ４．　EB硬化の特長と利用分野
５．　EB硬化装置  ６．　EB硬化技術の基礎
７．　防汚機能等を付与した高機能応用技術
第６節　イオン照射による樹脂の超撥水処理
１．　イオンビームと固体表面との相互作用
２．　イオン照射によるフッ素樹脂の超撥水化
３．　超撥水性を形成する表面形態，表面粗さに関する考察

第４章　新しい撥水・親水化技術とその応用事例
第１節　LCD光学フィルムへの防汚コーティング技術
１．　各種コーティング技術の特徴
２．　光学薄膜および防汚材料コーティング技術
３．　コーティング膜の厚み測定
第２節　親水、撥水、及び光触媒超親水コーティング剤
１．　光触媒超親水性コーティング材「フラッセラＰ」
２．　親水性コーティング材「フラッセラＲ」
３．　撥水・撥油性コーティング材
第３節　スパッタ光触媒ガラスの
　　　　　非加熱結晶化コーティング技術とその防汚性
１．　汚れない窓ガラスへの要望
２．　光触媒結晶化シード層技術
３．　光触媒活性の評価
４．　膜の特徴

第４節　ゾル－ゲル法によるアルミナ透明超撥水膜の作製
１．　ガラス基板上への超撥水・超親水膜の作製
２．　高分子基板上での超撥水・超親水膜の作製
３．　二成分系
４．　まとめ
第５節　親水性ポリマーによるガラス表面の
　　　　　防曇性コーティングとその動的濡れ性解析
１．　MMA/MPEGMA共重合体のSurface Dynamics
２．　MMA/MPEGMA/VS三元重合体の防曇性
第６節　ぬれ性制御によるマイクロバルブの開発
１．　ぬれ性制御によるマイクロバルブの基本原理
２．　可逆的表面ぬれ性制御
３．　光制御型マイクロバルブによる流体制御
第７節　表面改質処理による紙の撥水・撥油化
１．　紙の撥水・撥油化処理の概要
２．　紙による撥水・撥油挙動の考え方とその評価方法
３．　リン酸塩型フッ素系化合物を添加した
　　　紙の撥水・撥油性の発現機構
４．　フッ素系化合物を添加した
　　　紙の撥水・撥油処理のまとめと今後の課題
第８節　ナノ親水によるセルフクリーニング性能の実現
１．　なぜ超親水化が必要なのか
２．　超親水化技術
３．　超親水化によるセルフクリーニング効果
４．　ステンレス表面の親水化
第９節　非平衡系の自己組織化（散逸構造）による
　　　　　周期凹凸構造の形成を利用した撥水表面処理
１．　散逸構造とは
２．　周期凹凸構造の自発的形成
３．　周期凹凸構造の形成による高撥水性表面の作製
第１０節　ナノテクを用いた防汚・撥水・撥油素材の開発
１．　衣服の汚れの種類と汚れの付着
２．　防汚加工の設計
３．　ナノテクノロジーの繊維加工への応用
４．　”ナノマトリックス”加工技術による防汚加工商品の開発
第１１節　テクスチャによる濡れ性の制御とその応用
１．　テクスチャによる濡れ性の制御
２．　濡れ性パターンを利用した液滴の形状制御
３．　選択的な濡れ広がりを利用した微粒子の自己整列
第１２節　ナノ構造制御による親水性表面の超撥水化
１．　撥水性への化学的因子と構造的因子
２．　化学溶液析出法
３．　超撥水に最適な形態
４．　まとめ

第５章　今後の課題と展望
　　　　　－自己組織化ナノテクノロジーへの期待－
１．　濡れを決める二つの因子
２．　微細凹凸構造の作製戦略
３．　自己組織化ナノテクによる新展開

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
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●高橋 浩一(オリンパス(株))
●見勢 信猛(三菱化学(株))
●北村 道夫(シンテック(株))
●北村 恭司(オムロン(株))
●高橋 雅英(京都大学)
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●長谷川 雅樹(日本アイビーエム(株))
●橋本 信幸(シチズン時計(株))
●白﨑 博公(玉川大学)
●田所 利康((有)テクノ・シナジー))
●阿部 勝行(オリンパス(株))
●中澤 英子((株)日立ハイテクノロジーズ)
●矢口 紀恵((株)日立ハイテクノロジーズ)

●多持 隆一郎((株)日立ハイテクノロジーズ)
●田村 耕一(東海光学(株))
●笹谷 俊博((株)若狭光学研究所)
●吉住 恵一(松下電器産業(株))
●松井 勉(船井電機(株))
●藤本 健文((株)Philips Electronics Japan)
●上坂 哲也(新日本石油(株))
●カランタル カリル(日本ライツ(株))
●波多腰 玄一(東芝リサーチ・コンサルティング(株))
●熊 均(出光興産(株))
●登山 伸人(大日本印刷(株))
●疋田 真(NTTアドバンステクノロジ(株))
●佐藤 文孝((株)資生堂)
●熊澤 金也(日産自動車(株))
●青柳 克信(東京工業大学)

●井上 振一郎((独)理化学研究所)
●宮前 博(コニカミノルタオプト(株))
●新井 保則(新井光学システム研究所)
●小野田 勝((独)産業技術総合研究所)
●小松 正明(日本ゼオン(株))
●西田 和弘(セイコーエプソン(株))
●澤 俊行(広島大学)
●加瀬 征彦(広島大学)
●山岸 豊((株)堀場製作所)
●角屋 豊(広島大学)　
                    (執筆者一覧・敬称略）　　

光学実務資料集
～各種応用展開を見据えて～

“光”をマスター！

◎反射・透過・吸収・偏光・屈折・散乱・干渉・配向・収差等、主な光学現象と用途ごとの光学設計ポイントを丁寧に解説！

◎設計段階における性能予測方法やランプ開発時の応力問題・干渉フィルタ製作時の留意点等、

   よく直面する問題への直接解答Ｑ＆Ａ付き！!
●理想光学特性実現のための透明樹脂の分子設計・構造制御！

●偏光の伝播の計算方法！●散乱現象についての詳細な解説！

●プリズムカプラ等を用いた屈折率測定・評価方法や複屈折低減化！
●有限/境界要素法やビーム伝搬法・光線追跡法などの解説とシミュレータ選定での注意点！

●分光エリプソメトリー等や各種顕微鏡を用いた光学特性評価方法！

●非球面レンズにおけるレンズ枚数/配置/要求物性や各成型法の概要と方法ごとの注意点・評価方法！

●液晶用光学フィルムにおける色補償・広視野角化技術！

●LED・LDの光学特性やデバイス設計・高効率化！

●有機ELにおける光取出し効率の向上技術・光学設計のポイント！

●フォトマスクの種類と特性・波長と露光方式・露光特性！●光導波路の設計・ポリマ導波路の開発動向！

●化粧品の光学設計ポイント・光学粉体の開発動向！●微細構造を利用したフォトニック結晶！

⇒“光学”に慣れてない方にも、慣れている方にも、読み応えのある一冊！！

光学実務　書籍
【BB061101】
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光学フィルム　書籍

光学フィルムノウハウに迫る！
・・・ ・

　光学フィルム最新動向

                          ～要求特性と製造・評価技術～

<ディスプレイ用・種類別>

●須藤 茂((株)テクノ・システム・リサーチ)

●藤田 光貴((株)テクノ・システム・リサーチ)

●荒川 公平(日本ゼオン(株))

●山田 敏郎(金沢大学)

●辰巳 昌典((株)プラスチック工学研究所)

●和田 英之(モレキュラー・インプリンツ・インク)

●浅井 郁夫((株)名機製作所)

●田部井 雅利((株)アルバック)

●小駒 益弘(上智大学)

●三谷 修造(旭化成エンジニアリング(株))

●豊田 泰司(三菱化学エンジニアリング(株))

●藤原 良治(三菱化学エンジニアリング(株))

●伊藤 浩志(東京工業大学)

●佐内 康之(東亞合成(株))

●野口 昌太郎(日本油脂(株))

●門脇 雅美((株)三菱化学科学技術研究センター)

●吉見 裕之(日東電工(株))

●榛澤 文久(住友スリーエム(株))

●岡田 博司(日東樹脂工業(株))

●江澤 道広(GE Plastics)

●猪狩 徳夫((株)クラレ)

●青山 茂(オムロン(株))

●杉山 征人(尾池工業(株))

●宮田 照久(日立マクセル(株))

●秋山 貴信(東芝機械(株))

●橋本 孝志(アイトリックス(株))

●五十嵐 善之((ナノニクス(株))

●高津 晴義(大日本インキ化学工業(株))

　　　　　　　　　　　　　　　(執筆者一覧・敬称略）

●宮古 強臣(旭硝子(株))

★各フィルムごとの要求特性・製造方法・評価技術を徹底解説！！
◎フィルム製造方法及び留意点とは？

⇒キャスティング・押出・UV硬化樹脂転写・コーティング等製造技術及び異物混入対策！

●最新市場動向及びコストダウン対応状況とは？
●各材料ごとの特性・主な用途とは？
●コーティング膜の厚み制御/測定技術とは？
●フィルムの表面強度・防汚性の評価方法とは？
●屈折率を制御する具体的手法および特徴とは？
●AR/AGフィルムの要求特性とは？
●位相差フィルムにおける各モードごとの違いとは？
●導光板及びLEDバックライトの最新事情とは？
●PDP光学フィルタ：メッシュフィルム＆直貼フィルタの現状及びフィルム複合化の最新動向とは？
●リアプロ・有機ＥＬ用フィルムの場合は？
●ナノ光学フィルムの成形技術と最新動向とは？

⇒すべてはこの本に！

【BB060901】
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化 粧 品 大 全
～各工程における留意点・ノウハウ集～

●大谷 暁彦(カネボウホームプロダクツ販売(株))●中村 光輝((株)ファンケル)●兼久 秀典((株)マンダム)●堀内 照夫(神奈川大学)●川合 清隆(高級アルコール工業(株))
●佐野 恵右(曽田香料(株))●近藤 秀俊(東レ・ダウコーニング(株))●佐藤 信夫((株)コーセー)●橋本 賀之(第一工業製薬(株))●渡辺 啓((株)資生堂)●後藤 昌史(サンスター(株))
●澁谷 治男(プライミクス(株))●影島 一己((株)ウテナ)●兼井 典子(曽田香料(株))●金田 勇((株)資生堂)●柴田 雅史(花王(株))●田中 巧(大東化成工業(株))●荻原 毅((株)コーセー)
●福林 智子((株)カネボウ化粧品)●Roland ROGUET/實川 節子(ロレアル研究所)●聳城 豊(ライオン(株))●早瀬 基((株)カネボウ化粧品)●森 福義(ポーラ化成工業(株))●小島 肇夫(国立医薬品食品衛生研究所)
●西嶋 茂宏(大阪大学)●池山 豊((株)コーセー)●小宮山 良夫((株)アイビー化粧品)●深澤 宏((株)アルビオン)●山崎 順一(日本コルマー(株))●風間 成孔((株)タイム)●増田 和久((株)カネボウ化粧品)
●田中 泰彦/伊勢　敦司((株)カネボウ化粧品)●寺元 圭一郎((株)ダイゾー)●塩見 保(日本化粧品工業連合会)（執筆者一覧・敬称略）

第1章 粧業品（ヘルス＆ビューティカテゴリー）の市場状況及び消費者動向
インバスヘアケア/マーケット/メーカー・ブランド/消費者動向/アウトバスヘアケア
マーケット/メーカー・ブランド/消費者動向 カラーリング剤/マーケット/メーカー・ブランド/消費者動向/他

第2章　化粧品のマーケティング戦略
第3章 化粧品分野の特許状況
化粧品分野の特許概況/化粧品分野の公開／登録特許件数の推移/化粧品分野別公開特許件数
化粧品分野の特許出願人順位/特許制度の変遷と異議申立制度/美白剤/防腐剤/染毛剤/他
第4章 原料　第1節 界面活性剤
界面活性剤の構造と機能・分類とその性質/アニオン/カチオン/非イオン/両性/化粧品に用いられる主な界面活性剤
第2節 水溶性高分子
水溶性高分子の性質/水溶性高分子の分類/水溶性高分子を利用するさいの留意事項/水溶性高分子の機能
増粘作用/水溶性高分子の粘度と凝集構造/水溶性高分子の粘度に対する界面活性剤の影響/他
第3節 油脂類　ダイマージリノール酸エステルの種類と構造/ダイマー酸エステルの特徴
第4節 化粧品分野における香料のトレンド（機能性香料）
香料の二次機能について/香料の薬理効果/抗アレルギー（アレルギー物質除去、免疫賦活等）
第5節 多価アルコール類　多価アルコール/グリコール類の抗菌性 /処方上での注意
第6節 シリコーン
第7節 規制緩和後の化粧品原料の品質保証
化粧品原料の種類と分類/組成評価/主成分の把握/微量危害成分の把握/化粧品原料の原料規格の作成

第5章 乳化技術　第1節 乳化技術
メカニズム/乳化/界面と表面/ エマルションの生成・分類・転相・調製/乳化剤の役割と選択方法
乳化剤の役割/エマルションの安定化/乳化安定性の評価法/乳化剤の選択/他
第2節 エマルションの調製法の実際
O/Wエマルション/転相温度（PIT）・反転・D相・ラメラ液晶・ミセルキュービック液晶を用いた乳化法
αゲルを利用した乳化/可溶化領域を利用した超微細エマルション/他
第3節 多孔質ガラス膜を用いた乳化技術の進展
膜乳化技術の概説・特性/粒子径コントロール/界面活性剤低減化/安定性/課題/膜乳化法から膜透過微細化法への進展/他
第4節 混合・攪拌技術
攪拌機の種類/液移動型・高速回転遠心放射型/高速回転剪断型/コロイドミル
スケールアップ/基本要素/前提条件/T.K.ホモミクサーにおけるスケールアップ手法/他

第6章 分散技術
概論/粉体の濡れ・分散/分散剤・分散媒/分散機/分散系の安定化/静電的反発力による安定化
立体的障害による安定化/粒子の浮上および沈降の抑制による安定化/分散系のレオロジー
各種流体の流動曲線/粘弾性の評価に用いられる測定器/毛細管・ブルックフィールド型・回転型粘度計
分散系へのレオロジーの応用/化粧品分野における顔料とその利用/化粧品に用いられる顔料/他

第7章 可溶化技術
ミセルへの香料の可溶化/香料の種類と可溶化/界面活性剤の種類と可溶化能

第8章 ベシクル化技術
第9章 ゲル製剤・増粘化技術　第1節 水系ゲル化剤・増粘化技術
界面活性剤の構造体を利用した・水溶性増粘剤によるレオロジーコントロール/製品の品質管理/他
第2節 オイルゲル化・増粘化技術概説

第10章 機能性微粒子製造技術　
第1節 粉体の表面と表面処理技術/第2節 粒子設計による発色の制御技術
第3節 紫外線防御の粉体技術

第11章 化粧品の各種評価技術 第1節 化粧品と微生物
化粧品に使用される防腐剤/日米欧中の防腐殺菌剤の比較/汎用防腐剤の特性/パラベン
フェノキシエタノール/陽イオン界面活性剤/安息香酸及びその塩類/化粧品の防腐設計
第2節 化粧品安全性評価における再構成ヒト表皮モデル「EPISKIN」
再構成ヒト表皮モデル EPISKIN/特徴/再現性/化粧品およびその原料の安全性評価におけるEPISKINの利用
第3節 化粧品の安全性評価について
安全性評価の考え方/潜在的リスクの把捉/安全性評価の項目と試験方法/化粧品の安全性保証について
第4節 経皮吸収 第5節 パッチテスト　
パッチテスト法/オープンテスト/方法/クローズドパッチテスト/方法/パッチテストユニット/判定方法・判定基準
判定評価/判定評価者/パッチテスト法の選定/注意点/オープンテスト・クローズドパッチテストの留意点及び評価/他
第6節 皮膚毒性の安全性評価 概要/皮膚一次・連続皮膚刺激性試験/光毒性・感作性・光感作性試験
第7節 化粧品による皮膚刺激感（自覚症状である痒み・痛み等）の評価について　　
皮膚刺激感の発生率・発生部位等について/スティンギングテスト/テスト被験者の選抜/テスト実施方法
テスト実施部位/スティンギングテストの活用・影響を与える要因・留意点/感覚刺激の評価
感覚刺激/痒みの評価/化粧品の実使用試験による刺激感評価について/他
第8節 化粧品使用感とレオロジー特性―「なめらか」と感じる化粧品の設計―
第9節 官能評価
官能評価の方法：比較評価か？独立評価か？/評価尺度と官能評価の方法について/識別による評価と解析
1点・2点・3点試験法１対２点試験法マッチング(配偶法)/選択法/順位による評価と解析

第12章 化粧品メーカーにおけるGMP管理 第1節 ISO9001とGMPの融合
ISO概要/適用範囲/ISO9001品質システム構築/化粧品等GMP概要/GMPの構成/基本目的/適用範囲/法令上の地位/化粧品等GMPシステム構築/他
第2節 化粧品メーカーにおけるGMP管理
化粧品GMP工場の設計基準/化粧品GMPハード（設備）の設計ポイント/設計ポイント
化粧品調製及び充填作業室の設計ポイント/保管設備の設計ポイント/試験検査設備試験検査設備
設備の共用について設備の共用について/ゾーニング設計とサニテーション/化粧品GMP工場設計事例/他

第13章 化粧品OEMメーカーの選定基準および販売メーカーの求める基準
医薬品業界との相違点/委託者とOEMとの関係/製造業者との取決め/受託製造業者の選定基準
製造管理及び品質管理について/GMPレベル/生産技術能力/製造設備/製造コスト削減/製品開発能力
化粧品の安全性/情報提供/サービス/アウトソーシングにおけるリスク/製造物責任/製品の欠陥に基づく場合
消費者の特異体質に起因する皮膚トラブル/研究開発段階・販売・市販後のリスク管理・品質保証におけるリスク管理/他

第14章 改正薬事法対応～化粧品・医薬部外品薬事申請業務の留意点～
改正薬事法の要点/GQP・GVP(改正のポイント)/化粧品製造販売業取得申請のための要件/品質管理
化粧品製造販売業（輸入）許可取得後製品輸入のための手続き（輸入３者手続） 
化粧品製造販売業取得後の薬事法への対応/目的・効能・成分の確認/製造販売届書等の提出
品質標準書の作成/ 書類等の整理及び保管/化粧品の製造販売業許可取得後について

第15章 化粧品の表示と広告
広告規制の概念/化粧品広告の要件/広告を規制する法規/適正広告基準・公正競争規約における規制の概要
表示の実務上の留意点/法定表示の留意点/法定表示の確認事項/公正競争規約に係る法定表示の留意点
任意表示の留意点/薬事法の任意表示の留意点/景品表示法における任意表示・例外的な表示の留意点/他

第16章 化粧品容器における最近の動向 第1節 化粧品容器における最近の動向
容器に求められる機能/内容物保護/ガスバリア性/遮光性/耐衝撃性/非吸着性

第2節 エアゾール容器の最新動向
第17章 製造物責任法施行後における最近の動向
化粧品の使用上の注意表示/化粧品に対する苦情処理への対応/PL相談室の受付件数

★ご回覧下さい★
「化粧品」に携わるすべての方へ

★書籍申込書　　FAX：03-5740-8766、または、→https://www.johokiko.co.jp　に

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

書籍名　　　【BA060701】 冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご連絡頂いた、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致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

化粧品大全　書籍



 

　　第１章　レジスト基礎物性
第1節. はじめに
 1.1　微細加工におけるレジストの役割
 1.2　レジスト材料の進歩と最近の動向
第2節.　現在までに開発された代表的レジストの構造と機能
 2.1　架橋型レジスト
 2.2　溶解阻止型レジスト
 2.3　化学増幅レジスト
第3節.　これからの展開が期待されるレジスト材料
 3.1　F2 エキシマーレジストとそれ以降のレジスト
 3.2　ナノインプリント型レジスト
 3.3　感光性ポリイミドと反応現像型ポリイミド
 3.4　熱増殖型酸発生剤のレジストへの応用
 3.5　有機アモルファス材料のレジストへの応用
 3.6　架橋と分解機能をもつレジスト

第２章　レジスト材料の基礎と設計
はじめに　－レジスト材料の推移－
第1節． レジスト材料の構造と機能の発現
 1.1　ナフトキノンジアジド型レジストの構造と機能
 1.2　化学増幅型レジストの構造と機能
 1.3　化学増幅系に関わる問題
第2節． レジスト材料設計の考え方
 2.1　NQD／NVK系レジストの設計
　　　 NQD化合物／NVK樹脂
 2.2　化学増幅型レジストの設計
　　　 酸分解性樹脂／光酸発生剤　

第３章　レジスト種類
第1節．ノボラック―ジアゾナフトキノン（DNQ）系レジスト
 1.1　レジストの転換点
 1.2　ノボラック－DNQレジストの特徴
 1.3　ノボラック－DNQ系レジストの高性能化
第2節．化学増幅系レジスト　
 2.1　KrFレーザ用化学増幅系レジストの背景
 2.2　化学増幅系レジストの機構
 2.3　化学増幅系レジストの課題　
 2.4　ArFエキシマーレーザ用レジスト
第3節．電子線レジスト
 3.1　電子線レジストの背景  3.2　ポジ型電子線レジスト
 3.3　ネガ型電子線レジスト

第４章　応用技術
第1節．ナノインプリント
1項．熱ナノインプリント
 1.1　高分子樹脂の機械的特性
 1.2　熱ナノインプリントにおける樹脂の特性と変形メカニズム
 1.3　熱インプリントによる高アスペクト比パターンの成型
   高アスペクト比パターンの成型メカニズム
   高アスペクト比パターン離型時の問題点
2項．光（UV）ナノインプリント
 1　光（UV）ナノインプリントとは
  1.1　基本プロセス    1.2　熱インプリントとの比較
  1.3　光リソグラフィーとの比較
 2　要素技術
  2.1　モールド作製技術  2.2　インプリント装置
  2.3　材料技術
        材料の種類／材料への要求特性
 3　プロセス技術
  3.1　離型技術と付着力測定 3.2　多層レジストプロセス
  3.3　転写技術       3.4　均一インプリント技術
 4　ナノインプリント技術の応用展開

3項．ナノインプリントモールド
 1　モールド加工技術
  1.1　リソグラフィ  1.2　エッチング  1.3　電鋳
 2　各種ナノインプリントモールド技術
  2.1　Siモールド  2.2　SiCモールド
  2.3　石英モールド・SiO2モールド  2.4　Ni電鋳モールド
  2.5　Taモールド    2.6　炭素系モールド
第2節　カラーフィルタ用顔料分散レジスト
 1　顔料の特徴
 2　顔料分散技術
 3　顔料分散レジストの特徴と材料設計
  3.1　顔料分散レジストの特徴
        顔料分散レジストの一般的な構成成分／顔料分散
　　　　レジストを使用したカラーフィルター製造プロセス
　　　　／顔料分散レジストの光反応機構と硬化挙動
  3.2　顔料分散レジストに要求される性能
        塗布性／色特性／現像特性／表面粗度／信頼性
  3.3　COAカラーフィルターオンアレイ用顔料分散レジスト
  3.4　顔料分散レジストの今後の動向
        省液化・省プロセス化など／色特性向上

第3節　液浸レジスト
 1　ArF液浸リソグラフィ用レジストの開発スケジュール
 2　液浸溶媒のレジストへの影響とトップコート
 3　高屈折率液浸レジスト
 4　F2液浸リソグラフィ用レジスト

第５章　レジスト特性・制御・分析　
第1節　レジスト現像性
 1　アルカリ溶解に対する考え方
 2　アルカリ溶解に対するフェノール樹脂高次構造の影響
 3　アルカリ溶解挙動の解析
第2節  レジスト塗布性（塗布制御・塗布欠陥対策）
 1　塗布方式の変化
 2　スリット塗布方式における塗布ムラとその改良手法
  2.1  モヤムラの改善手法  2.2  横段ムラの改善手法
 3　スリット塗布用レジストの開発課題
第3節　レジスト膜の濡れ性、付着性
 1　スピンコート時に生じるレジスト膜の濡れ不良
 2　レジストパターンの付着性
 3　AFMによる直接剥離法によるレジストパターンの
    付着性解析
 4　パターン間の液体メニスカスの乾燥過程
第4節　レジスト剥離
 1　レジスト剥離技術の現状
 2  レジストとオゾンの反応性
  2.1　オゾンと有機物の反応性
  2.2  ラジカルとレジストの反応性の比較
 3  オゾンによるレジスト除去技術
  3.1  オゾン溶解水を用いたレジスト除去技術
  3.2  オゾンガスを用いたレジスト除去技術
  3.3  湿潤オゾンによるレジスト除去
  3.4  酢酸蒸気含有オゾンによるレジスト除去
  3.5　環境リスク及びコストの比較
第5節　レジスト制御技術
1項　レジストパターン倒れ
 1　ライン列（高密度パターン）のパターン倒れ
  1.1　パターン倒れの原因  1.2　パターン倒れの抑制
  1.3　表面張力ゼロの乾燥
 2 孤立ラインのパターン倒れ

2項　レジストLERの原因と改善
 1　ラインエッジラフネス
  1.1　LERの問題点    1.2　LERの評価方法
 2　ラフネスの支配要因とその改善策
  2.1　露光コントラスト
  2.2　パターン形成プロセスにおける統計的なばらつき
  2.3　レジスト分子量/分子量分散
  2.4　レジスト組成・ポリマー組成の不均一性
  2.5　高分子集合体
        高分子集合体と集合体脱離現像／ラフネスの低減へ
　　　　の取り組み
第6節　レジスト膜の機械的性質の分析・評価
 1　インデンテーション法によるレジスト膜の表面硬さ解析
 2　マニピュレーション法による高分子集合体の凝集性解析
 3　レジストパターンのヤング率測定
 4　レジスト膜へのアルカリ水溶液の浸透と膨潤
 5　レジスト膜の環境応力亀裂

第６章　レジストシミュレーション
第1節 リソグラフィーシミュレーションの歴史
第2節 化学増幅系ポジ型レジストのシミュレーション
 2.1  露光工程　
       光強度の計算／露光による酸発生反応／
       酸発生反応の解析
 2.2  露光後ベーク(PEB)
       脱保護反応／酸失活反応／脱保護反応の解析
 2.3  現像反応
       現像速度モデル／現像反応解析／現像特性の測定／
       現像パラメータの算出／表面難溶化反応の解析／
       化学増幅ポジ型レジストのシミュレーション
第3節 化学増幅系ネガ型レジストのシミュレーション　
 3.1  パラメータの測定装置およびシミュレーション・システム
 3.2  シミュレーションパラメータの測定
 3.3　架橋反応の解析
 3.4  レジスト形状シミュレーションの検討

第７章　製造技術 
第1節　フォトレジスト 
 1　フォトレジストの変遷 
  1.1　ポジ型フォトレジスト 
  1.2　２成分系ポジ型フォトレジスト 
 2　フォトレジストの原料 
  2.1　樹脂  2.2　感光剤  2.3　溶剤及びその他の原料 
 3　フォトレジストの製造工程 
  3.1　フォトレジストを造る  3.2　製造プロセス 
 4　品質管理と品質保証 
第2節．ドライフィルムレジスト
 1  ドライフィルム市場の現況と将来の予測
 2  ドライフィルムの技術動向
 3  回路形成プロセスとレジスト材料
 4  ドライフィルムで用いられる反応・材料
 5  ドライフィルム材料の最近のトピックス
  5.1  パッケージ用ドライフィルム
     FC-BGA用フィルム／CSP用フィルム
  5.2  直描用フィルム
     LDI用フィルム／DLP露光用フィルム
 6  永久レジスト（ソルダレジスト）のドライフィルム化
  6.1  感光性カバーレイフィルム
  6.2　PKG用ソルダレジストフィルム

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～

◆発刊　2005年9月 ◆体裁 Ｂ5判 　336頁 ◆定価 69,000円(+税) 
(執筆者・敬称略)●大阪府立大学 名誉教授 角岡正弘 ●富士写真フイルム㈱ 青合利明 ●日立化成デュポンマイクロシステムズ㈱ 上野巧
●大阪府立大学 平井義彦 ●東洋合成工業㈱ 平澤玉乃 ●NTT-ATナノファブリケーション㈱ 栗原健二 ●ＪＳＲ㈱ 長塚富雄 
●大阪大学大学院 鳥海実 ●AZエレクトロニックマテリアルズ㈱ 高橋修一●長岡技術科学大学 河合晃 ●三菱電機㈱ 野田清治
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★諸特性(現像性・塗布性・濡れ性・付着性・剥離)を制御する!
★パターン倒れ・ＬＥＲの原因と改善！
★レジストシュミレーション・パラメータの算出・設定方法!!

★レジスト膜表面および応力の分析・評価！
★各種レジストの構造・特性および課題と高性能化へのアプローチ！
★レジスト製造工程・プロセスおよび品質保証・品質管理！

★書籍申込書　

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！

書籍名　　　　　【BB050901】

　レジスト　書籍

冊数

会社名 TEL

所属部課・役職等

E-MAIL 上司役職・氏名

住所〒

申込者名

ご連絡頂いた、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致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
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。個人情報に関するお問合せ先policy@johokiko.co.jp

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　口e-mail 口FAX　口郵送　口不要

FAX

　FAX：03-5740-8766、または、→http://www.johokiko.co.jp　にて



◆発刊　2005年5月

◆体裁　B5判 269頁

◆定価　69,000円＋税

カラーフィルタ最新技術動向

第1章 カラーフィルターの概要
 １．カラーフィルターの構成と役割
 ２．カラーフィルター製造方法
 ３．カラーフィルター用材料
 　　ブラックマトリクス（BM）/RGB画素/その他
 ４．カラーフィルター最新技術
 　　モバイル用ライトホール型カラーフィルター/
 　　モニター・テレビ用超高色再現性（NTSC色）
 　　カラーフィルター/スリットコーター塗布技術
第2章 顔料の種類と性質および要求品質
第1節 カラーフィルター用顔料の種類と要求品質
 １．カラーフィルター用顔料
 ２．カラーフィルター用顔料の要求品質
     顔料の小粒径化/顔料表面エネルギーの制御技術
第2節 カーボンブラック
 １．カーボンブラックの基礎的性質
     CB粒子の微細構造/粒子径とその分布/比表面積と
     非多孔比表面積/粒子の凝集体（ストラクチャー）
     /化学的性質
 ２．遮光層（BM）について
     金属クロム系/チタンブラック系樹脂BM/
     樹脂BM用CB/Cr代替CB(一般には低抵抗)/高抵抗CB
第3節 カラーフィルターにおける超微粒子顔料分散体
 １．主要要求性能およびその理論的背景
     分光特性/高彩度/高透明性/高耐光性、耐熱性、
     耐溶剤性/パターニング方法に対する適合性/
     超微粒子分散体（着色レジスト、各種印刷インキ）
     に対する分散安定性
 ２．ミルベースの設計と必要な材料
     構成/超微粒子顔料/高吸着型高分子分散剤
 ３．超微粒子分散技術
     前処理技術/適応分散機器の選択/超微粒子分散
     における/運転条件/マイクロメディア採用に依る
     超微粒子分散/マルチパス分散の有効性/超微粒子
     分散体の評価方法/超微粒子分散体の評価方法/
     顔料分散液/粒度測定の適正化超微粒子領域の
     粒度測定/測定試料の標準化
第3章 カラーフィルター用レジスト最新動向
第1節 カラー分散レジスト
 １．顔料の特徴 ２．顔料分散技術
 ３．顔料分散レジストの特徴と材料設計
　   顔料分散レジストの特徴/顔料分散レジストの
     一般的な構成/成分/顔料分散レジストを使用した
     カラーフィルター製造/プロセス/顔料分散レジスト
     の光反応機構と硬化挙動/顔料分散レジストに要求
     される性能/塗布性/色特性/現像特性/表面粗度/
     信頼性/COAカラーフィルターオンアレイ用顔料分散
     レジスト/顔料分散レジストの今後の動向
第2節 ブラックレジスト
 １．ブラックレジストのパターニング特性
     レジストの種類/高感度化/解像力
 ２．ブラックレジストのOD値向上
　 　CBの構造/CBの分散安定化
 ３．ブラックレジストの塗布特性
　 　スピンコーティング/ノンスピンコーティング

第3節 フォトスペーサーの最近の傾向
 １．技術潮流
 ２．フォトスペーサーの弾性的な性質
     フォトスペーサーの工程/テスト方法と弾性的性質の
     解析/弾性的性質をコントロールするアプローチ
第4節 透明電極（ITO）の最新動向
 １．ITO薄膜中のSnO 量
 ２．ITO薄膜の膜厚
 ３．ノジュールとアーキングとパーティクルの関係
     ノジュール形成メカニズム/ITO焼結体の高密度化/
     Snの均一分散/ターゲットの被スパッタリング面の
     表面粗さの低下
第4章 カラーフィルター製造方法
第1節 インクジェット法による光学ＣＦへの応用
 １．インクジェット法のメリット
 ２．キヤノンにおける実施例
　 　受容層方式/直接描画方式
 ３．各要素に求められる特性
     インクに求められる特性/状態安定性/吐出安定性/
     印字物品位/ヘッドに求められる特性/着弾精度/
     吐出安定性/基板に求められる性能/BMテーパー角影響
      /BM高さ影響/描画プロセスに求められる性能
第2節 転写法によるプラスチックフィルムカラーフィルタ
 １．カラーフィルタとは
 ２．転写法によるプラスチックフィルムカラーフィルタの
     製造方法
 ３．カラーフィルタに要求される特性
     およびプラスチックフィルムカラーフィルタの特性
     耐光性/耐熱性/耐薬品性/ガスバリアー性/表面形状/
     プラスチックフィルム/カラーフィルタの特性
 ４．プラスチックフィルムカラーフィルタの今後の課題
     EL用/液晶用
第5章 製造装置
第1節 塗布装置最新技術動向
 １．スリットノズルコータ方式の開発と量産化の歴史
 ２．スリットノズルコータ方式の塗布原理
 ３．スリットノズルコータ（TSC）
     X-Zガントリー/口金/塗布材料供給装置/初期化装置
 ４．塗布プロセス技術
 ５．塗布材料の条件
 ６．G7,G8のスリットノズルコータ塗布技術
     大型化対応の課題/ステージ/ガントリー/口金
 ７．G8サイズへの対応
第2節 液晶ディスプレイ用露光装置
 １．背景 はじめに/露光方式の種類
 ２．開発動向 ３．要素技術
 ４．装置の構成
 ５．第７世代露光装置の特長
     最大級の基板サイズ/48型ワイドまでの一括露光/
     高スループット/マスクコストの削減/安定した解像力
 ６．カラーフィルター用露光装置の特長
     高スループット/高オーバーレイ精度
 ７．概略仕様
 ８．今後の方向
     装置コスト上昇の懸念点/運搬、設置の懸念点

第3節 大型基板用高速膜厚ムラ検査装置
 １．背景 ２．装置仕様 ３．測定原理 ４．測定例
 ５．本装置導入のポイント
第6章 カラーフィルタの測定・評価方法
第1節 測定方法
 １．カラーフィルタの測定方法
     分光透過スペクトルの測定/分光光度計/光源/
     リファレンス/カラーフィルタ測定の光学系/
     光ファイバ/マクロ光学系/ミクロ光学系/
     試料ステージ/分光透過スペクトル
第2節 カラーフィルタの評価法
 １．製造過程での評価
　 　OC、PS(CS)、MVA、ITO膜/分光干渉法とは/干渉波形
     からの膜厚演算/ピークバレイ法/カーブ
     フィッティング法/周波数解析法（FFT）/BM膜/
     カラーレジスト（RGB）膜の膜厚/CFのOD法を利用
     した膜厚測定/CFの分光干渉法を利用した膜厚測定/
     カラーレジスト膜の色度/カラーレジスト膜とBM膜の
     画素幅/カラーフィルタのコントラスト測定/
     仕上げのムラ検査
第7章 カラーフィルタ最新動向　
第1節 カラーフィルターの高精細化と色再現性
 １．CFの形態と機能化に対する要求の変化
 ２．CFの高機能付与のための技術
 ３．CFの色要求性能とその材料開発状況
 ４．CFの色再現性（色の最適化）
 ５．ヒューマンインターフェイスとしてのCFのあり方
第2節 液晶パネルとカラーフィルター
 １．製造方法 ２．トランサーシステムについて
 ３．トランサーシステムによるフォトスペーサーの作製
 ４．大型基板への対応
第3節 バックライト光源とカラーフィルターの相互作用
 １．色再現性 ２．新たな光源 ３．CFとバックライト光源
第4節 3LCD方式による色再現技術・明るさの向上技術
 １．3LCD方式の色再現技術
 ２．3LCD方式の明るさの向上技術
　　 MLA/Dテクノロジー/E-TORL ３．今後の技術展望
第5節 有機ELにおける色変換技術
 １．有機ELディスプレイの特徴
 ２．有機ELディスプレイ技術の最近の動向
 ３．有機ELの製造工程
 ４．有機ELディスプレイのカラー化技術
 ５．WOLED＋CF方式によるフルカラー有機ELディスプレイ
 ６．WOLED＋CFフルカラーディスプレイの低消費電力化
第8章 海外の動向
第1節 韓国の動向
 １．韓国でのLCD用レジスト材料の開発の歴史
 ２．韓国メーカーのカラーフィルタ材料への取り組み
 ３．日本レジストメーカーの韓国への進出
 ４．今後の韓国レジストメーカーの動向
第2節　台湾におけるTFT用カラーフィルター市場動向
 １．台湾におけるTFT市場について
 ２．カラーフィルターの外販市場と内作ライン
 ３．カラーフィルターの課題
     需給バランス/今後の課題

(執筆者一覧・敬称略)　久保田泰生 東レ㈱/吉岡正裕 東レ㈱/
勝部浩史 大日本インキ化学工業㈱/木内栄一 大日本インキ化学工業㈱/久英之 御国色素㈱/
日口洋 日口コンサルタンツ/長塚富雄 JSR㈱/内河喜代司 東京応化工業㈱/
坪井當昌 ADMS TECH㈱/Youlee Pae ADMS TECH㈱/内海健太郎 東ソー㈱/
赤平誠 キヤノン㈱/古川忠宏 共同印刷㈱/浜口正良 東レエンジニアリング㈱/
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山田文明 日本IBM㈱/村田雅巳 セイコーエプソン㈱/米田清 (財)山形県産業技術振興機構

～構成材料・製造・評価・海外動向～

★韓国･台湾の動向 ★超微粒子顔料分散体! ★顔料分散レジスト 他多数掲載

★書籍申込書　　

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★https://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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第1章 白色LED研究開発の歴史と国際動向
1. 2003年の市場とLED照明の国際動向 
2. 将来の市場予測と白色LED市場
3. アジア諸国の市場性 4. 今後の課題
第2章 LED白色化の工夫
1.心理物理量としての色の表示システム（表色系）
2.白色光源を評価するシステム－演色性とその評価方法
  試験色/基準光源/演色評価数
3.光源色区分と“白色”の色度範囲 
4.LEDの白色化と白色LEDの種類
  LED光源の発光原理と発光色/白色化の検討と白色LEDの開発
5.最近の白色LEDの特性 LED光源と真空システム光源の比較
第3章 LEDマルチカラー化の工夫
  光の色とその合成/3in1フルカラーLED/単一チップ
  フルカラーLED/単一チップマルチカラーLED/
  フルカラー化に向けて
第4章 LEDの輝度と色度
第1節 LEDチップの高輝度化
1.LEDチップの製造プロセス
2.チップの高輝度化 内部量子効率/発光層の構造/電流拡散/
  発光層の温度上昇/チップ放熱性/外部光取り出し効率/
  光の吸収/内部反射
第2節 LEDの高輝度化
1.赤色LED  2. 白色LED  3. 新発光材料GaNP系青色発光材料
第3節 GaN系LEDの発光効率の現状と将来展望 
1.GaN系LEDの発光効率の現状 LEDの発光効率/内部量子効率
  向上策光取り出し効率向上策
2.発光効率の展望
第4節 LEDの輝度測定とその問題点
  輝度の概念と定義/輝度と明るさ/輝度測定の重要性/
  輝度測定とその要検討点/測定に関するCIE技術委員会の活動
第5節 LEDの輝度・色度ムラの解析
1.現状の課題点
2.シミュレーションソフトを用いた輝度・色度ムラの解析
  LightTools/輝度ムラの解析/色度ムラの解析/
  シミュレーションソフトを用いて解析を行うコツ
  基本的光学知識の習得/簡易モデルでの解析 

第5章 紫外LEDの短波長化と高効率化の課題と展望
1.InAlGaN４元混晶からの高効率紫外発光
2.InAlGaNを用いた310nm帯UV-LED 
3.350nm帯InAlGaN量子井戸高効率LED

第6章 LED低消費電力化の工夫
  白色LEDの省電力化技術 白色LEDの直列接続/白色LEDのパルス
  点灯とそのタイミング/省電力化技術を用いた
  白色LEDの実施例/省電力化技術を用いた白色LED内照式標識・
  看板の実施例/道路標識/内照型看板/航空標識及び海上標識/
  白色LEDの新しい高輝度光源の開発

第7章 LED信頼性・耐久性向上のためには？
 第1節 LEDの劣化を防ぐには？
 1. LEDの劣化機構 速い劣化/遅い劣化/衝撃劣化 
 2. エピ成長からの取り組み GaNを例として/ZnSeを例として 

第2節 LED放熱性向上のために
  パッケージ部材/パッケージ構造/素子とその実装方法/
  共晶ダイスボンディング/フリップチップボンディング
第3節　LED劣化検査方法
1.静電気による劣化の測定 逆方向電流測定/
  順方向電圧測定/熱抵抗測定/静電気の印加試験
2.サイリスター特性の測定 スイープ特性による測定/
ある範囲をステップ上に印加して測定/その他の方法
3.熱抵抗測定 簡単な熱抵抗測定/本来の熱抵抗測定
第8章 LED封止樹脂と封止方法
1.白色用封止樹脂の開発 輝度劣化試験/透明性の改善　 
2.封止方法(VPES) 封止時間の検証/封止バラツキ試験
第9章 LED実装技術の信頼性追求
  ダイボンディング工程/ワイヤーボンディング工程/
  エポキシおよびシリコン封止工程/
  LED光源モジュールの設計
第10章 LED電流制御回路
1.LED駆動回路 LED駆動基本回路/
2.LED輝度調整方法 制御電流値による調整/パルス幅変調調整
3.定電流駆動回路を用いたLED制御回路 
  昇圧型スイッチングレギュレータを用いた電流制御回路
  チャージポンプ方式定電流駆動回路を用いた電流制御回路
  チャージポンプ方式定電流駆動回路を用いた輝度調整方法
  電流値による輝度調整/パルス幅変調による輝度調整
第11章 化合物半導体と結晶成長・評価
第1節 GaAs 
  GaAsの物性/光デバイスとGaAs/GaAs単結晶結晶成長法
  GaAs結晶の技術課題/今後の課題　
第2節 GaP
1.製造方法 多結晶合成/単結晶引き上げ/エピタキシャル
  構造の成長/液相エピタキシャル成長法/
  気相エピタキシャル成長法
2.デバイスの構造と特徴
3.今後の方向
第3節 GaN
  窒化物半導体の結晶構造/GaNの結晶成長と評価/
  GaAlNの結晶成長と評価/InGaNの結晶成長と評価/
  p型層の結晶成長と評価
第4節 ZnO
1.ヘテロエピタキシャルZnO膜の成長 バッファー層の検討/ 
  フラックス比の検討
2.ホモエピタキシャルZnO膜の成長
3.極性制御
4.伝導性制御
5.バンドギャップエンジニアリング
第12章 LED評価方法と国際標準
1.光源の寿命とその定義 光源の寿命/
  照明用光源の寿命の概念と定義
2.光源の寿命の要因 真空システム光源の寿命の要因/
  固体素子光源の寿命の要因 
3.光源の寿命の実際と国際規格

第13章 紫外線LEDの開発とその応用
  UV-LED発光効率の向上/In組成不均一の形成手段/
　低転位化技術
第14章 LEDの応用
第1節 LEDによるLCDの高画質化
1.バックライト光源としての蛍光管とLED/LEDの利点 
2.蛍光管と比較したLEDの特性評価 評価方法　
  スペクトル・光強度測定/全光量測定/評価結果/
  色再現性に関する測定結果/効率の測定と評価
3.今後の展開と課題
第2節 エッジライト型LEDバックライト輝度分布
      シミュレーション
1.エッジライト型LEDバックライトの構造　
2.LEDバックライト固有の輝度斑発生要因と
  その抑止対策
3.光線追跡法による光学シミュレータを用いた
  導光板最適設計方法
  バックライトユニットの解析モデル/入光面プリズム
  最適化/シミュレーション結果と実測の比較検討
第3節 車載用LED
1.車載用LED技術 ２つの材料系/求められる特性
2.チップテクノロジー InGaNチップテクノロジー/
  InGaAlPチップテクノロジー　
3.パッケージ技術 シリコーン封止技術/高放熱
  パッケージ技術
4.応用各論 インテリア/メーターイルミネーション/
  LCD バックライティング/ヘッドアップディスプレイ
  /室内灯/エクステリア/シグナルライティング/
  フォワードライティング
第4節 白色照明装置としてのLED－1
  現状/現在のLEDの実力/照明各社の現状/新しい照明
  用光源の魅力/新しい光源の姿“LEDモジュール/
  照明応用の可能性/2010年にむけての試作/
  住宅用照明/オフィス用照明/LED照明普及のための
  今後の期待/LEDの性能向上/素子あたりの光量の増加 
  /単価ダウン/演色性の改善/光色バリエーションの
  充実/光色、明るさのバラツキ改善/仕様・表示・
  表現の統一/用途開発/普及拡大の為の支援団体の
  活動/新しい領域の開拓
第5節 白色照明装置としてのLED－2
  LED光源の実力/光量の実力/LEDの白色化手法/
  他の照明光源との比較/現況LED照明機器の使用例
  LED照明の問題点/LEDの特徴/市場における問題点/
  照明装置としてのLED

付録　輝度単位換算表

ＬＥＤ ～性能向上・課題解決集～

最新技術動向

●輝度・発光効率向上のためには？  ●低消費電力のためには？  ●放熱性を向上させるには？
●耐久性を向上させるには？   ●国際評価基準とは？  ●回路での電流制御方法とは？
●化合物半導体の最新事情は？  ●応用はどこまで進んでいるのか？
●白色化・マルチカラー化を実現するには？ ⇒すべてはこの本に！

輝度単位換算表付き！
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（溶解度パラメーター）

　　ＳＰ値基礎･応用と計算方法

●<ＳＰ値>の草分け、関西大学 山本秀樹氏が業界初の資料集を執筆！

●基礎から完全解説！

●ＳＰ値の評価･測定法！

●高分子ポリマーのＳＰ値！

●Hidebrand,HansenのＳＰ値も定義からしっかり学べる！

★ＳＰ値データ集付

第１章　溶解平衡の基礎知識
　　１．物質の溶解現象と溶解度
　　２．液体の種類
　　３．溶解度に関係した溶液モデルの種類
　　４．溶解度に寄与する因子
　　５．溶解度パラメーターの推算に利用できる液体の
　　　　一般通性

第２章　溶解度の測定法
　　１．溶解度測定に与える因子
　　２．気体の溶解度
　　３．固体の溶解度
　　４．液体の相互溶解度
　　５．溶解度の測定装置

第３章　溶解度パラメーターの基礎と応用
　　１．Hildebrandの溶解度パラメーターと
　　　　溶液の熱力学の基礎
　　２．溶解度パラメーターの熱力学
　　３．Hansenの溶解度パラメーター
　　４．分散溶解度パラメーターδdの計算
　　５．極性溶解度パラメーターδpの計算
　　６．水素結合溶解度パラメーターδhの計算
　　７．溶解度パラメーターの度依存性
　　８．水のHansen溶解度パラメーター

第４章　溶解度パラメーター計算法
　　１．溶解度パラメーターの計算と応用
　　　1.1　物性値から推算する方法
　　　1.2　分子構造から推算する方法

第５章　高分子溶解度パラメーター
　　１．高分子の溶解度パラメーターの計算方法
　　２．Hansenの溶解度パラメーターの計算
　　３．Hansenの溶解度パラメーターの推算例

第６章　高分子の溶解度パラメーターの推算方法
　　１．KreverenとHoftyzerの推算法
　　２．Fedorの推算法

第７章　溶解度パラメーターを用いた溶解性の評価
　　１．気体の溶解度の評価法
　　２．液体の相互溶解度の評価法
　　３．固体の溶解度の評価法

第８章　溶解度パラメーターの用途
　　１．工業的用途
　　２．研究での用途
　　３．溶解度パラメーターを用いた
　　　　凝集・分散性の評価

第９章　ＳＰ値データ集

第10章　溶解度に関するデータの所在
　　１．各研究者ごとの溶解度データの所在
　　２．Solubility Data Project

第11章　練習問題

★書籍申込書

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。

　FAX:03-5740-8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
　振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の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、請求書および振込
　要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
　にてお願いいたします。原則として領収証の
　発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。

★http://www.johokiko.co.jp/　
　の申込みフォームからも承ります！
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