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 静電気障害を取り除くには、まず正しい静電気測定が必要です。トラブル発生の状況把握、静電気対策の効果測定・定期的な管理すべてに、必ず
必要です。しかし、静電気測定は正しい「原理」の理解、適切な「条件設定」、「データの理解」無くしては、役立つものとなりません。また、現場で起こ
る静電気障害要因は様々であり、論理が実践にそのまま適用できるとは限りません。
　本書は、1章で正しい理解すべての基本となる基礎を解説し、2章・3章では、読者に直接ヒントとなる原理・実践的な測定・対策を繰り返し説明して
います。静電気障害・災害対策に、ご利用ください。

トラブル発生の状況把握に！　静電気対策の効果測定に！　定期的な管理に！
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