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旨

「シランカップリング剤の効果と使用法」が2006年に発刊されて速いものでもう6年が経過した。様々な企業の方から私へのシランカップリング剤についての相談は,
特に最近増加している。肝心の部分を隠されての相談も多い(企業時代の私もそうだった)が,確実にその応用範囲が広がっていることを感じる。また,確立された製
造組成中のシランカップリング剤を,より効果を高めるために見直そうという動きもある。このように相談に来られた方のほとんどが,既に本書を読まれて来られたのに
も驚いた。2006年の発刊に当たり,多くの応用分野におけるシランカップリング剤の使い方と効果を単に並べて解説するだけでなく,従来ブラックボックスであったシ
ランカップリング剤による界面の構造を,本書から読者に考えて頂けることを目的とした。複合材料の特性は「界面」で決まる。成功例も「Why」を考えないと次につな
がらない。つまり,本書からこの「why」への解答が見えてくるような内容にすることを目的とした。「Why」の追求は,きっと強力な「How」に結びつくはずである。このよう
な目的で書かれた本書が,最前線で十分に役立ってきたと感じた。
改訂版でも上述の「Why」や「How」を考えるための書にしようとする基本路線は継承し,これをより充実させようとした。応用分野はできる限り最新の情報を取り入れ
ようと努力した。でき上がった目次を見比べるとたった6年間でのシランカップリング剤の応用の広がりが実感できる。21世紀の材料開発でも重要な役割を演じ続け
ているのである。(はじめに/中村吉伸 抜粋)
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F(CF2)nCH2CH2Si(OCH3)3,によるガラスの表面改質
2.2 改質ガラス表面の耐酸化性,耐酸性
2.3 イソシアナト型シランカップリング剤によるガラスの
表面改質
2.4 改質表面の耐熱性
3節 抗菌性シランカップリング剤と応用
1. 実験
1.1 合成試薬
1.2 最小発育阻止濃度ならびにシェークフラスコ試験
1.3 菌類
1.4 機器
1.5 合成
2. 結果と考察
2.1 アミノシラン(MDAA3M)の合成
2.2 第4級アンモニウム塩型シランカップリング剤(n-X)の
合成
2.3 抗菌試験
4節 光応答性シランカップリング剤と応用
1. 光応答性基板の作製のための化合物
1.1 光分解性シランカップリング剤
1.2 光応答性リンカー
1.3 光応答性基板の作製
2. 光応答性基板の評価と応用
2.1 光応答性基板の評価
2.2 光応答性基板の応用
5節 双性イオン型高分子シランカップリング剤とその応用
1. 修飾法
1.1シランカップリング基担持共重合体
1.2 シランカップリング基を末端に有する高分子
1.3 ガラス表面へのシランカップリングによる高分子の修飾
2. 修飾された基材の表面特性
2.1 接触角測定による濡れ性評価
2.2 PCMBの濡れ性に対するCMB分率の影響
2.3 楕円偏光測定(エリプソメトリー)による膜厚の評価
2.4 ゼータ電位測定による表面電位の評価
2.5 BCA法によるタンパク質吸着測定
2.6 双性イオン型共重合体シランカップリング剤修飾表面
への細胞接着
2.7 TMS-PCMBによるS-PCMB基板表面の修飾
2.8 PCMBをグラフトしたPCMB薄膜表面への細胞付着
6節 オリゴメリックなフッ素系シランカップリング剤の開発と
表面処理剤への応用
1. オリゴメリックなフッ素系シランカップリング剤による
高分子ナノ粒子の調製
2. 種々の低分子芳香族化合物をカプセル化させたオリゴメ
リックなフッ素系シランカップリング剤の調製と表面処理
剤への応用
3. オリゴメリックなフッ素系シランカップリング剤/酸化チタン
ナノコンポジットの調製
4. オリゴメリックなフッ素系シランカップリング剤/ヒドロキシ
アパタイトナノコンポジットの調製と表面改質剤への応用
9章
1節
1.
2.
3.

シランカップリング剤の分析技術
シランカップリング剤処理層の構造解析
シラン処理層の構造の制御とキャラクタリゼーション
パルスNMRによるシラン処理層の構造解析
シラン処理層の構造が充てん系の力学特性におよぼす
影響
2節 処理界面の力学特性評価法(※)
1. 弾性率
2. 降伏強度
3. 衝撃強度(靱性)
4. 動的粘弾性特性
5. その他の評価方法
3節 金属/シランカップリング剤界面の密着性解析
1. 材料設計における高効率化の課題
2. カップリング剤との密着強度に優れた金属箔を設計する
解析モデル
3. 解析方法
3.1 分子動力学法による密着強度の解析手法
3.2 タグチメソッドによる直交表を用いた感度解析の方法
4. 解析結果および考察
4.1 密着強度の感度についての解析結果
4.2 ロバスト性の解析結果
4.3 設計指針および結果の考察
5. 実験との比較
(※)印のあるものは2006年発刊(2010年新装版)【シランカップ
リング剤の効果と使用 】とほぼ同じ内容です

