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第４編 開発・応用・リサイクル事例

■最新の材料・技術・応用事例を1,200点に及ぶ図・表・写真を駆使し、125名による技術陣が執筆した。
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合成高分子が工業的に生産されるようになってからは未だ１世紀を経ていない。
特に20世紀後半には、汎用高分子などが大量に生産され、次いで様々な特徴を持った多種多
様な高分子材料が供給されるようになった。そして様々な機能を有する高分子材料の研究が
盛んになり、これらも実用に供されるようになっている。
一方、大量に高分子材料を使用するようになった結果、廃棄物が問題となり、マテリアル
リサイクルが行われるようになり、一部ではケミカルリサイクルも試みられている。
高分子材料が生産され、使用されてから廃棄されるまでの全過程を考えないと、どこにリス
クがあるかが明らかにならない。これからは、生産から廃棄までの全過程を対象にした管理の
問題に取り組む必要がある。
このようなことから、第１編は高分子材料のリスク管理とした。また、高度な要求を満た
す材料の開発をより少ない研究者・技術者がやらなければならない状況から、第２編は高分
子材料の性質の制御とした。第3編は高分子機能材料とし最新の状況を伝えるようにした。第
4編の開発・応用事例ではリサイクルから機能材料までの様々な事例を集めた。
高分子材料の技術開発に携わる方々に活用されることを目的とし、125名の協力を得てまと
められた。

【 送 付 先 】 ㈱産業技術サービスセンター 販売部
〒110-0005 東京都台東区上野 5-6-11
TEL:03-3833-3855
E-mail: sales@sgsc.co.jp
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『高分子材料・技術総覧』執筆者一覧
〔第１編 高分子材料のリスク管理〕
大武 義人 （財）化学物質評価研究機構・理事 高分子技術センター 所長
東京事業所 高分子技術部長 工学博士
高月 峰夫 （財）化学物質評価研究機構・理事 安全性評価技術研究所長 理学博士
矢可部芳州 （財）化学物質評価研究機構・理事 安全性評価技術研究所 副所長
理学博士
〔第２編 高分子材料の性質の制御〕
第１章 力学物性
田代 孝二 大阪大学 大学院理学研究科 高分子科学専攻 教授 理学博士
金元 哲夫 東京理科大学 理学部 応用化学科 教授 理学博士
澤井 大輔 東京理科大学 理学部 応用化学科
高橋 雅興 京都工芸繊維大学 繊維学部 高分子学科 教授 工学博士
高原
淳 九州大学 先導物質化学研究所 分子集積化学部門 教授 工学博士
東藤
貢 九州大学 応用力学研究所 助教授 Ph.D.
甲本 忠史 群馬大学 工学部 材料工学科 教授 工学博士
第２章 熱的性質
畠山 立子 大妻女子大学 家政学部 被服学科 教授 工学博士
吉田 博久 東京都立大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 助教授 工学博士
橋本 壽正 東京工業大学 大学院理工学研究科 有機・高分子物質専攻 教授 工学博士
横田 力男 （独）宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 宇宙構造・
材料工学研究系 主任研究員 工学博士
小澤 丈夫 元千葉工業大学 理学博士
第３章 電気的性質
小野田光宣 兵庫県立大学 大学院工学研究科 教授 工学博士
岡本 達希 （財）電力中央研究所 電力技術研究所 副所長 工学博士
藤波 達雄 静岡大学 工学部 物質工学科 教授 工学博士
半那 純一 東京工業大学 大学院理工学研究科 附属像情報工学研究施設 教授 工学博士
古川 猛夫 東京理科大学 理学部 化学科 教授 工学博士
第４章 光学物性
梅垣 真祐 慶應義塾大学 理工学部 電子工学科 教授 工学博士
小池 康博 慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 教授 工学博士
近藤 篤志 （独）科学技術振興機構 ERATO 小池プロジェクト 研究員
第５章 高次構造制御
新田 晃平 金沢大学 大学院自然科学研究科 物質科学専攻 助教授 工学博士
井上 正志 京都大学 化学研究所 複合基盤化学研究系 助教授 工学博士
鞠谷 雄士 東京工業大学 大学院理工学研究科 有機・高分子物質専攻 教授 工学博士
大越
豊 信州大学 繊維学部 繊維システム工学科 助教授 工学博士
齋藤
拓 東京農工大学 工学部 有機材料化学科 助教授 工学博士
渡邊 順次 東京工業大学 大学院理工学研究科 有機・高分子物質専攻 教授 工学博士
第６章 耐久性の制御
市原 祥次 東京農工大学 工学部 有機材料化学科 教授 工学博士
飛田 悦男 旭電化工業㈱ 樹脂添加剤開発研究所 添加剤研究室 室長
村瀬 繁満 東京農工大学 工学部 有機材料化学科 客員教授 工学博士
〔第３編 高分子機能材料〕
第１章 光機能材料
戒能 俊邦 東北大学 多元物質科学研究所 教授 工学博士
丸野
透 NTT フォトニクス研究所 部長 工学博士
渡邊 順次 東京工業大学 大学院理工学研究科 有機・高分子物質専攻 教授 工学博士
細川 地潮 出光興産㈱ 中央研究所 電子材料室 EL開発センター 所長
原田龍太郎 大日本印刷㈱ ディスプレイ製品事業部 ディスプレイ製品研究所 エキスパート
岡田 豊和 住友化学工業㈱ 光学製品事業部 光学製品部 主席部員
平井 俊晴 触媒化成工業㈱ 研究開発本部 ファインマルチメディア研究所 所長 工学博士

青合 利明 富士写真フィルム㈱ 印刷材料研究所 研究担当部長 工学博士
宮田 隆志 関西大学 工学部 教養化学 助教授 工学博士
中瀬
真 （社）電子情報技術産業協会 標準・技術部 部長
西
則雄 北海道大学 大学院地球環境科学研究科 生態環境科学専攻 教授 理学博士
福田 隆史 （独）産業技術総合研究所 光技術研究部門 バイオフォトニクスグループ
宇田 泰三 広島県立大学 生物資源学部 生物資源開発学科 教授 工学博士
主任研究員 工学博士
伊藤 嘉浩 （財）神奈川科学技術アカデミー 研究室長／（独）理化学研究所
河合
壯 奈良先端技術大学院大学 物質科学教育研究センター 教授 工学博士
主任研究員 工学博士
和田 達夫 理化学研究所 中央研究所 和田超分子科学研究室 主任研究員 工学博士
民谷 栄一 北陸先端科学技術大学院大学 材料科学研究科 機能科学専攻 教授 工学博士
第２章 エレクトロニクス材料
菊池 明彦 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 助教授 工学博士
佐藤
充 東京応化工業㈱ 開発本部 先端材料開発一部 課長
河野 健司 大阪府立大学 大学院工学研究科 物質系専攻 教授 工学博士
鈴木
宏 日立化成工業㈱ 半導体材料事業部門 開発グループ 開発担当部長
岩c 泰彦 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 助教授 工学博士
野村 好弘 日立化成工業㈱ 電子材料事業本部 半導体材料ビジネスユニット
木村 良晴 京都工芸繊維大学 繊維学部 高分子学科 教授 工学博士
五井プロダクトセンタ長
長岡 昭二 東京都立大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 教授 工学博士
上野
巧 日立化成デュポンマイクロシステムズ㈱ 山崎開発センター 研究開発部長
松村 英雄 日本大学 歯学部 歯科補綴学教室 教授 歯学博士
橋本 定待 スタルクヴイテック㈱ 第２営業部 マネジャー
岸田 晶夫 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授 工学博士
竹澤 由高 ㈱日立製作所 日立研究所 電子材料研究部 主任研究員 工学博士
岩田 博夫 京都大学 再生医科学研究所 教授 工学博士
飯田 和生 三重大学 工学部 電気電子工学科 助教授 工学博士
藤田
聡 京都大学 再生医科学研究所
工藤 康夫 松下電子部品㈱ コンデンサビジネスユニット 技術グループ 主幹技師 第６章 航空，自動車材料
工学博士
高田 忠彦 広島大学 大学院工学研究科 教授 工学博士
山本 隆一 東京工業大学 資源化学研究所 教授 工学博士
大背戸浩樹 東レ㈱ 複合材料研究所 研究主幹 リサーチフェロー
飯島 孝幸 東京工業大学 資源化学研究所
佐藤 紀夫 ㈱豊田中央研究所 研究推進部 部長 工学博士
二階堂広基 住友ベークライト㈱ 情報・通信材料総合研究センター
平岡 康行 三井化学㈱ 研究開発部門 石化研究所 所長
電子デバイス材料第一研究所 研究部 主任研究員
田中 裕二 旭化成ケミカルズ㈱ 自動車材料技術部 課長
田中 秀明 日本メクトロン㈱ 技術本部 材料開発部 副部長 工学博士
山中 啓造 住友スリーエム㈱ 技術本部 開発部 部長 工学博士
鎌田 俊英 （独）産業技術総合研究所 光技術研究部門 有機半導体デバイスグループ長
杉井 新治 住友スリーエム㈱ 電気・通信マーケット担当 執行役員 工学博士
理学博士
毛利
浩 ㈱ブリヂストン タイヤ材料設計第一部 部長 工学博士
第３章 エネルギー関連材料
林
秀典 豊田合成㈱ 材料技術部 エラストマー材料技術室 ＧＬ
石川 正司 関西大学 工学部 応用化学科 助教授 工学博士
竹内 勝政 豊田合成㈱ 材料技術部 部長
河野 通之 第一工業製薬㈱ 電子デバイス材料事業部 副事業部長 工学博士
須貝 英生 関西ペイント㈱ ＣＭ研究所 第一研究部・第二研究部 部長
中根 育朗 三洋電機㈱ コンポーネント企業グループ モバイルエナジーカンパニー
川口 大輔 日本ペイント㈱ 自動車塗料技術研究所
R&Dビジネスユニット 第３開発部 専任部長
臼杵 有光 ㈱豊田中央研究所 有機材料研究室 主席研究員
吉村 精司 三洋電機㈱ コンポーネント企業グループ モバイルエナジーカンパニー 〔第４編 開発・応用・リサイクル事例〕
R&Dビジネスユニット 第１開発部 専任部長 工学博士
春名
徹 旭電化工業㈱ 取締役兼常務執行役員 研究開発本部長
伊藤 敬人 三重大学 工学部 分子素材工学科 教授 工学博士
魚津 吉弘 三菱レイヨン㈱ 中央技術研究所 主席技師 工学博士
野田 和宏 ソニー㈱ マテリアル研究所 第２グループ長
八木
修 ㈱飾一 超越紙研究所 研究所長 工学博士
北村 隆之 大阪大学 大学院工学研究科 物質・生命工学専攻 助手 博士（工学）
能勢 健吉 帝人ファイバー㈱ モルフォ推進室
柳田 祥三 大阪大学 先端科学イノベーションセンター 特任教授 工学博士
神山 三枝 帝人ファイバー㈱ 研究開発センター 繊維技術開発グループ
早瀬 修二 九州工業大学 大学院生命体工学研究科 生体機能専攻 教授 理学博士
塚越
功 日立化成工業㈱ 電子材料事業グループ 部長代理
宮武 健治 山梨大学 クリーンエネルギー研究センター 助教授 工学博士
鈴木 政信 日本化薬㈱ 医薬事業本部創薬本部 ナノテクノロジー製剤開発推進室長 理学博士
渡辺 政廣 山梨大学 クリーンエネルギー研究センター センター長 教授 工学博士
西村 隆雄 旭化成㈱ 研究開発本部 膜技術研究所 主席研究員 工学博士
大西 和夫 イーメックス㈱ 専務取締役 工学博士
大西 徳幸 チッソ石油化学㈱ 研究第二センター 刺激応答材料テーマリーダー
第４章 分離機能材料
山村 廣行 日本油脂㈱ DDS事業開発部 執行役員 DDS事業開発部長
川上 文明 旭化成㈱ 研究開発本部 博士（工学）
秋田
隆 三菱レイヨン㈱ 事業企画開発室（ゲノムG） 担当部長
柴田
徹 ダイセル化学工業㈱ セルロースカンパニー企画開発室 兵庫県立大学
筒井 俊之 三井化学㈱ 解媒科学研究所 研究主幹 工学博士
理学研究科 客員教授 博士（理学）
大原 洋一 鐘淵化学工業㈱ 樹脂加工製品開発センター 樹脂加工研究室
土井 正一 旭化成ケミカルズ㈱ 交換膜技術開発部 膜開発グループ長
中村
秀 旭硝子㈱ 中央研究所 統括主幹
久保田 昇 旭化成ケミカルズ㈱ マイクローザ技術開発部 新製品設計開発グループ長
石戸谷昌洋 日本油脂㈱ 電材事業開発部 第２開発営業部長 工学博士
工学博士
表 雄一郎 東洋紡績㈱ テキスタイル生産技術・開発部 テキスタイル開発グループ
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第３章
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2. ダイボンディング材料
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1. 導電性高分子
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散
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結晶化理論

１節
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3. 拡

高次構造形成

3. 成形プロセスにおける結晶化挙動

第２章 エレクトロニクス
材料

1. マクスウェル方程式と波動方程式

2. 耐熱性試験方法

３節
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2. 耐熱性の制御

1. 化学構造・高次構造と粘弾性

2.1 達成目標としての理論ヤング率

2.2 フォトリフラクティブ素子

1. レジストの定義

2. 高分子材料の光劣化
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1. 応力光学則

1. ガラス状態
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2. 結晶化機構
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（応力―光学則）

3. 強誘電性高分子の圧電・焦電特性

1. 高分子化合物のリスク管理

静置場での高次構造形成

1. 光電流の支配因子

3. ガラス転移温度に影響する因子

6. 分子末端が揃ったナノ構造材料

分子コンデンサ

2.1 有機フォトリフラクティブ材料

分子コンデンサ
１節

光導電性

1. フーリエの法則

高分子材料に必要なリスク管理

高次構造制御

1. 結晶構造と高次構造

2. 廃プラスチックによる海洋汚染
３節
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コンデンサ
2.1 積層型アルミニウム機能性高

イオン伝導性高分子

４節

ガラス転移とエンタルピー緩和

2. 導電性高分子を用いた電解

記録材料

5. プラスチック光ファイバー
（ＰＯＦ）

3. 結晶化
２節

2.3 代表的な測定法と特徴
５節

2. 長時間絶縁特性

材料

電解コンデンサ

1. 従来の電解コンデンサ

1. フォトクロミズム

2.1 劣化要因

3. 高分子材料の誘電特性
６節

2.2 有機非線形材料の分類と特徴

4. 光をマニピュレイトする光学材料

4. プロトン伝導性高分子

解

非線形光学材料

2.1 三次非線形光学効果

4. 最も透明なポリマーとは何か

1. 駿河湾のミズウオ

3. 生分解性高分子の分解性メカニズム

１節

2. 融

1. 極性構造に由来する電圧，焦電，

光学材料の透明向上

2. 三次非線形光学材料

3. 光吸収損失とポリマーの分子構造

絶縁性，誘電性

評価方法
2. 生分解性高分子の構造

４節

高分子の融解と結晶化

1. 熱容量

液晶場での構造制御

1. 絶縁体中を流れる微小電流

２節

2. イオン導電率
１節

６節

3. 分子をふるい分けるキャビティ材料

生分解性高分子の生分解性

1. 生分解高分子の意義

2. 誘電特性

8. ポーラロンとバイポーラロン

高分子材料の耐久性とリサイクル

2.1 リサイクル品の混合比率によ

1.4 有機非線形光学材料

3. 一次構造制御による高靭化

３節

リスク

3. 超臨界流体場での高次構造制御

7. ソリトン

５節

2. マテリアルリサイクルにおける

1. フィルム・コンデンサ

2. 高靭化の基本概念

6. ブレンドによる高靭化

フロースキーム

1.3 電気光学効果

2. 混合した材料の屈折率
６節

コンデンサ用誘電材料

2. 圧力場での結晶化

1. 局所場の補正

1. 高分子材料のリサイクルの特徴
１節

材料の混合による屈折率の制御

6. パイエルス転移

5. 複合構造による高靭化

１節

５節

温度（熱履歴）の推定事例
５節

1.2 光非線形効果の起源

5. 導電性高分子の絶縁体−金属転移

3. 分子量からの考察

第３章 高分子材料の
リスク管理

4. 導電性高分子の電子状態

2.4 回転機ロータ部材の平均使用

1.1 非線形光学効果

1. 圧力場での物理量変化

1. 破壊靭性

2. 変異原性データからの構造的特徴
2. プラスチックの開発とリスク
3. 医療用高分子材料の開発とリスク

4. 非線形粘弾性の発現と疲労挙動

1. 二次非線形光学材料

圧力場での構造形成

露光用レジスト
2.4 ArFエキシマレーザ（193nm）
露光用レジスト
2.5 F 2レーザ（157nm）露光用
４節

6. 有機ELへの応用
４節

絶縁材料関係技術

1. 絶縁エポキシ樹脂のナノ高次構
造制御による高熱伝導化

1.6 難燃剤
2. 最近の開発課題
（フレキシブルプリント配線板）
９節 基板
1. 実装用プリント基板としての
FPCの歴史と成長
2. FPCの製造方法
3. FPCの材料構造
4. FPCの機能
5. FPC材料のトレンド
１０節

半導体材料

1. 半導体の基本性質
2. キャリアの伝導機構

1.1 高熱伝導性付与の考え方

3. 半導体素子

1.2 モノメソゲン型樹脂の諸特性

3.1 トランジスタ

1.3 ツインメソゲン型樹脂の諸特性

3.2 半導体素子における性能要因

2. 光診断による絶縁材料の非破壊

3.3 様々な種類の高分子半導体材料

劣化診断
2.1 有機材料の熱劣化に伴う光損
失変化

レジスト

2.2 寿命予測の考え方

非線形光学材料

2.3 電気機器絶縁材料の劣化診断

第３章 エネルギー
関連材料
１節

大容量キャパシタ

1. 電気二重層キャパシタの原理と
電解質

4. イオン性溶液を用いたゲル電解質
８節

2. キャパシタ用高分子電解質の概要
3. キャパシタ用高分子ゲル電解質
の利点
4. 高分子ゲル電解質における留意点
5. 有機可塑剤を含有する高分子ゲル
電解質
6. 電極界面とゲル電解質接合の具体例

3. 性能評価

プロトン伝導膜

4. 今後の展望

1. パーフルオロスルホン酸膜材料
2. 炭化水素膜材料
９節

高分子アクチュエータ

9. キャパシタ用水系高分子ゲル電解質
２節

リチウム電池用高分子ゲル電解質

1. 高分子ゲル電解質
2. 高分子量重合体を用いた高分子
ゲル電解質
3. 架橋基を持つオリゴマーの重合体
リチウムイオン高分子ゲル型電池

1. ポリマーリチウムイオン電池技術
1.1 ポリマーリチウムイオン電池とゲル

1. 高分子材料の構造とその分離機能
２節

材料と物性

7. ウレタン系構造用接着剤

5. 免疫賦活材料

8. 接着剤の応用

2. 特定の機能を付与したイオン交
換樹脂
3. 用途及び使用例
３節

キレート樹脂

1. キレート基の構造，合成方法及
びその特性
2. 用途及び使用例
４節

クロマトグラフィー用樹脂

気体分離膜

フロー型酵素センサー

１３節

歯科材料

1.2 ポリプロピレン用造核剤の種類
1.3 造核剤によるポリプロピレン

2. 代表的な材料の構造

3. 免疫センサーチップ

根管充填材／仮封材／間接法用歯

3. 応用と動向

4. 細胞チップを用いたアレルゲン

冠修復材料／印象材／印象用トレ

1.2 低燃費タイヤトレッド用材料

ー材／咬合記録材／模型材／セラ

1.3 新しい材料の開発

の開発

ミックス用プライマー／非貴金属用プ
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2.1 新規相溶剤ポリマーブレンド
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1.5 タイヤの耐久性の向上
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材料／咬合床材料／咬合堤材料／

2. 自動車部品用ゴム材料

ド形成技術

義歯床用レジン／人工歯／義歯床

2.1 自動車部品用ゴム材料設計

2.2 プラスチックロッ
ドレンズの製造技術

裏装材／粘膜調整材／人工歯根

2.2 ゴム製品の使用環境

2.3 プラスチックロッドレンズの高

の測定

4. 特許出願の傾向
８節

第５章 バイオ，医療
機能材料
１節

バイオ・マイクロ化学チップ

バイオセパレーション

分離への応用
2.1 刺激応答性高分子を利用した
分離システム

1. ＤＮＡチップ
2. プロテインチップ

2.2 温度応答性高分子とその分離
材料としての応用

２節

パターン材

3. 感覚系の人工臓器

1.3 電着塗料

4. 構造系の人工臓器

1.4 中塗塗料

の開発

5. 人工臓器用高分子材料に必要な性能

1.5 上塗塗料

4.1 発色原理

「エアードライブ」

1.6 バンパー関係

4.2 繊維化技術

15.1 技術的特長

1.7 水性塗料でのレオロジー

4.3 モルフォテックスの特徴

15.1.1 素材：高吸放湿性微粒子

4.4 用途開発状況

15.1.2 製品概要

ロマトグラフィー

１５節

再生医療と組織工学

1. 再生医療と組織工学
2. 幹細胞

５節

リチウムポリマー二次電池

1. エーテル側鎖型ポリジメチルシロキ
サン
（SLX/EO）
のイオン伝導特性
2. 純正ポリマー電解質型固体電解

2. 刺激応答性バイオゲルの合成と

1. キラル分離の概要

応用例

3.3 吸着クロマトグラフィー
９節

ドラッグデリバリー

1. 体内動態制御のストラテジー

2.1 pH応答性バイオゲル

3. 高分子ミセル

2.1 糖質およびその誘導体

2.2 温度応答性バイオゲル

4. リポソーム

2.2 ポリアクリル酸，ポリメタクリル

2.3 電場応答性バイオゲル

5. 細胞内デリバリー

2.4 グルコース応答性バイオゲル

6. 遺伝子デリバリー

酸誘導体

3. 材

料

コントロール剤
1.8 今後の塗装工程

3.2 免疫隔離

2.1 粉体塗料の現状と問題点

5.2 主な開発経過

16.1 重合法トナーの特徴

4. 今後望まれる材料

2.2 懸濁製法

5.3 今後の展望とまとめ

16.2 低温定着化技術

第６章 航空，
自動車材料
１節

高強度材料

2.3 塗料特性

6. 抗がん剤を運ぶDDSの開発と実用化

2.4 塗膜平滑性とその支配要因

7. 極細繊維による血球分離フィルター

2.5 懸濁プロセスよる回収粉リサ
６節

1. リモネン溶解法による

ナノコンポジット

7.2 輸血用白血球除去フィルターの開発

ポリスチレンリサイクル技術

7.3 応用展開

1.1 EPSリサイクルシステム

2.5 タンパク質応答性バイオゲル

1. 高強度繊維

1. クレイハイブリッド

3. バイオゲルの用途例

1. 生体適合性材料の設計概念

2. 繊維強化複合材料

1.1 層間での重合…ナイロン6

3.1 吸着材，分離材

1.1 抗血栓性マテリアル

3. 複合材料の信頼性評価技術

イオン交換膜

リサイクル関連

7.1 血球分離基本技術の開発

3. その他の高分子
６節

第２章

の開発と実用化

イクルの可能性

2.3 ポリアミド，ポリウレタン

1. 色素増感太陽電池の発電原理

15.1.3 エアードライブの機能
16. 重合法トナーの開発と工業化

5.1 ACFの構造と接続原理

色素増感太陽電池

生体適合材料

5. 異方導電フィルム（ACF）の開発

14.2 機能性コーティング材への応用
15. 高吸放湿性機能膜加工商品

2. 粉体塗料

低分子ゲル化剤を用いた

１０節

4. 干渉発色繊維（モルフォテックス）

の工業化
14.1 ブロック酸を利用した架橋システム

3.1 足場としての吸収性材料

2. 高分子−薬物コンジュゲート

2. 高分子キラルセレクタの概要

質Li二次電池
６節

ニティークロマトグラフィー

6. 高度センシングに貢献する粒子
1. バイオゲルの基礎

規架橋システムと熱硬化性塗料

し分離を達成するカラム

3.2 細胞分離に利用されるアフィ

光学活性体分離

13.2 サイトップの用途
14. 熱解離平衡反応を基盤とした新

2.4 温度応答性アフィニティーク

3.1 細胞を分離する方法

グラフィー

のパーフルオロ透明樹脂
13.1 サイトップの合成

3.3 環境との関わり

5. スマートバイオリアクター／

５節

の特徴
13. 先端的電子・光学向け材料として

1.2 自動車塗膜構成と水性化状況

2.2 逆相クロマトグラフィー

4. ゲル系高分子固体電解質

の開発
12.4 ノンフロン発泡剤のXPS3種

2. 代謝系の人工臓器

3. 用途と今後の展望

3.ドライ系高分子固体電解質

12.3 ノンフロン発泡剤によるXPS3種

水性相互作用とを同時に制御

3. 細胞分離材料

バイオゲル

12.2 ノンフロン発泡剤の意義

3.2 応用例

人工臓器

4. アフィニティラテックスの効用

３節

性能化（外周部処理技術）
3. 超越紙

の押出法ポリスチレンフォーム
12.1 押出法ポリスチレンフォームとは

3.1 超越紙とは

１４節

2.1 ゲル濾過クロマトグラフィー

2.5 大規模，精密な液体クロマト

低環境負荷型塗料

オレフィンの創製
12. ノンフロン発泡剤による高断熱性

1.1 水性塗料用樹脂

3. 生体成分を担持したバイオ微粒子

温度応答酵素固定粒子

2.3 最近の自動車部品を取り巻く環境
５節

の高性能化
2. プラスチックロッドレンズアレイ

およびEL製造技術と機能化ポリ

1. 水性塗料

2.3 温度変化で静電相互作用と疎

バイオマイクロ・ナノ微粒子

2.3 イオン交換クロマトグラフィー

要求特性

10.2 繊維型DNAチップ
11. メタロセン触媒を用いたLLDPE

1. 循環器系の人工臓器

3. 電気泳動チップ
4. マイクロ化学チップ

（歯科インプラント）
／矯正歯科材料／

2. 電池性能と仕様

2. 高分子固体電解質の分類

1.1 ポリプロピレンと造核剤

1.1 タイヤトレッドに求められる

2. 非生体物質からなるバイオ微粒子

2.4 アフィニティークロマトグラフィー

高性能化

1. タイヤ用ゴム材料

1. バイオ微粒子

1. 高分子固体電解質の特性と評価

1. 造核剤による汎用プラスチックの

成形修復材料／歯質ボンディング材／

2. 液体クロマトグラフィー，及び

リチウム電池用高分子固体電解質

ゴム材料

開発関連

小窩裂溝填塞材／窩洞裏層材／

1. クロマトグラフィーの基礎

４節

４節

第１章

2. 電極型遺伝子センサー

1.3 ゲル状ポリマー電解質形成プロセス

その充填剤

1. 微細加工技術を用いたマイクロ

5. プライマー

1. 原理・特徴

1.4 ポリマーリチウムイオン電池
用電極材料

バイオセンサー

開発・応用・リサイクル事例

4. 表面処理と耐久性

4. 血液吸着剤

７節

膜材料）

第４編

3. エポキシ系接着剤の靭性化

5. 細胞培養用バイオリアクター

イオン交換樹脂

1. 構造と合成方法

2. 血液透析・濾過膜（人工腎臓用

2. エポキシ系接着剤

6. 構造用アクリル系接着剤

９節

高分子分離機能材料

材料）

1. 接着剤の種類とそれらの特徴

3. 血漿分離膜

5. 応用と最新の動向

１節

2. 三次元培養

代謝機能材料

1. 気体透過膜材料（膜型人工肺用

4. 細胞工学用バイオチップ

3. 今後の開発

分離機能材料

1. 細胞培養に用いられる高分子基材

１２節

2. RO膜の形状・構造・素材
4. モジュール

第４章

細胞工学材料

3. 幹細胞培養

3. RO膜の製法

状ポリマー電解質
（高分子ゲル）
1.2 ゲル状ポリマー電解質の構成

逆浸透膜

3. 新型バイオ触媒
６節

1. 逆浸透膜の原理と特徴

2. 導電性高分子アクチュエータ

4. 高分子ゲル電解質の電気化学界面
３節

８節

1. イオン伝導アクチュエータ

7. 高分子ゲル系と有機溶液系の比較
8. 有機系高分子ゲル電解質の展望

2. 素材および製膜方法

固体高分子形燃料電池用

クレイハイブリッド

8. 診断用磁気ビーズの開発と実用化
9. 医療用ポリエチレングリコールの

1.2 課題と展望
2. 動的脱架橋／動的架橋による

2. 電解質の固体化

1. 一般的な解説

3.2 細胞培養基材

1.2 血液適合性マテリアルと水の構造

開発と実用化

ゴムリサイクル

3. イオン伝導性ゲル

2. イオン交換膜の工業的応用

3.3 人工臓器

1.3 細胞／組織適合性マテリアル

1. 内外装材料

9.1 ポリエチレングリコール（PEG）

2.1 基本技術：動的脱架橋

4. イオン性液体

2.1 拡散透析法

3.4 DDS

2. 生体適合性の評価

1.1 PPコンパウンド

9.2 医薬用界面活性剤としての

2.2 動的脱架橋によるゴム再生技

5. イオンゲル

2.2 電気透析法

2.1 タンパク質吸着

1.2 外装材料

７節

４節

生体高分子材料

高分子ゲル化剤を用いた

2.3 交換膜電解法

色素増感太陽電池

3. 加工技術，複合技術

1. コラーゲン

4. 技術動向

2. キチン・キトサン

4.1 食塩電解用陽イオン交換膜

3. DNA

1. 高分子ゲル化剤を色素増感太陽
電池に使用する場合の問題点
2. チタニアと固体電解質の界面構築
3. ゲル電解質のイオン拡散に関す
る報告

4.2 その他の分解技術
７節

限外濾過膜・精密濾過膜

1. 用途および要求性能

（コラーゲン，DNA，糖など）

2.2 細胞応答

２節

自動車用熱可塑性樹脂

1.2 層間にポリマーをインターカレート

PEGの誘導体

1.3 内装材料

9.3 PEGによる薬剤の修飾

1.4 外板材料

9.4 ドラッグキャリヤーの修飾

1. 吸収性と構造要件

1.5 これからの課題

9.5 PEGによる細胞の修飾

2. 酵素分解型生体吸収性高分子

2. エンジン周辺材料

3. 自然分解型吸収性材料

2.1 樹脂材料

9.7 PEGの止血剤、癒着防止剤への応用

1. 各種バイオ触媒

4. 生体吸収性高分子の用途

2.2 加工技術

10. 繊維技術を用いた新型DNAチップ

2. 固定化酵素

5. 組織再生用スキャホールド

５節

バイオ触媒工学材料

１１節

生体吸収性材料

３節

接着剤

9.6 櫛形PEG修飾剤

10.1 DNAチップとは

術の開発
2.3 動的脱架橋と動的架橋の連続
プロセスによる熱可塑性エラ
ストマ化技術の開発
3. PPバンパーリサイクル
3.1 反応押出機による再生
4. 繊維リサイクル

