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第1章　金属材料の強度特性と破面観察・解析の手法
 　1節　疲労破面の特徴とその見方
　　1.はじめに
　　2.観察方法
　　3.疲労破面の特徴(マクロ観察)
　　4.疲労破面の特徴(ミクロ観察)
　　5.その他に関連する破面
　　6.ボルトの疲労破壊

 　2節　破面のマクロ観察と解析
　　1.はじめに
　　2.マクロ観察での破損原因推定
　　　2.1　疲労破壊　　2.2　応力腐食割れ　　2.3　延性破壊　　2.4　脆性破壊
　　　2.5　水素脆性(遅れ破壊)
　　3.マクロ観察でのき裂進展方向および起点位置の推定
　　　3.1　ビーチマーク　　3.2　ステップ(ラチェット模様)　　3.3　放射状模様
　　　3.4　最終破断部　　3.5　負荷状況の推定
　　4.破面マクロ観察の例
　　　4.1　応用集中部で破断した回転軸の破面観察
　　　4.2　ステンレス配管溶接部近傍に生じたき裂
　　　4.3　締結後に破断が確認されたボルト

　3節　ミクロ観察と破面解析
　　1.ミクロ観察とは
　　2.ミクロ観察に必要な機器と特徴
　　　2.1　走査型電子顕微鏡(SEM)　　2.2　共焦点型レーザー顕微鏡(LSM)
　　　2.3　SEMとLSMの長所と短所
　　3.ミクロ観察の代表的な例
　　　3.1　非時間依存型破壊(静的・準静的破壊)　　3.2　時間依存型破壊

 　4節　事故事例と破面解析事例
　　1.日航ジャンボ旅客機隔壁の破損
　　　1.1　事故状況　　1.2　原因究明　　1.3　対策技術
　　2.半導体パッケージのはく離、レジン割れ
　　　2.1　接着界面損傷の事例
　　　2.2　接着端応力特異場パラメータによるはく離発生評価
　　　2.3　はく離端応力特異場パラメータによるはく離進展評価
　　　2.4　応力特異場パラメータによるレジン割れ発生評価
　　　2.5　破壊力学パラ、エータによるレジン割れ進展評価　　2.6　まとめ
　　3.H-ⅡとケットLE-7エンジン水素ターボポンプ
　　　3.1　事故状況　　3.2　原因究明(基礎技術、流体振動)
　　　3.3　対策技術(基礎技術、流体振動)
　　4.タービン発電機ロータのフレッティング疲労
　　　4.1　事故状況　　4.2　原因究明　　4.3　対策技術
　　5.蒸気タービン長翼取付のフレッティング疲労
　　　5.1　事故状況　　5.2　原因究明

第2章　ガラスの強度特性と破面観察・解析の手法
 　1節　ガラスの破壊特性とフラクトグラフィ
　　1.はじめに
　　2.脆性と延性
　　3.応力と応力集中
　　4.応力拡大係数
　　5.破壊靭性値
　　6.ガラスの疲労
　　7.ガラスのフラクトグラフィの歴史
　　8.超音波フラクトグラフィ
　　9.押し込み誘起クラック
　　10.おわりに

　2節　ガラス製品の破面調査と破損事例について
　　1.独立行政法人製品評価技術基盤機構の事故情報収集制度について
　　2.破損事故調査の手順
　　　2.1　使用機器等　　2.2　事故状況の把握と破片の回収
　　　2.3　破損品の復元と起点探索　　2.4　ガラスの破損原因の推定について
　　3.事故調査事例
　　　3.1　ソーダ石灰ガラスが使用されている製品での事故事例
　　　3.2　強化ガラスが使用されている製品での事故事例

第3章　セラミックスの強度特性とフラクトグラフィー
　　1.はじめに
　　　1.1　セラミックスの特性と結合様式　　1.2　セラミックスの結晶構造
　　　1.3　セラミックスと岩石の関係
　　2.自然界に於ける岩石の破面　
　　　2.1　岩石の破面　　2.2　岩石の磨耗面と圧縮破面　
　　　2.3　破壊の制御による石器の製造
　　3.セラミックスの強度特性と破壊形態
　　　3.1　応力状態による巨視的破壊形態の相違
　　　3.2　引張り強さの破壊力学モデル
　　　3.3　圧縮強さの破壊力学モデル　　3.4　圧縮強さと引張り強さの関係
　　4.セラミックスの破面の特徴
　　5.フラクトグラフィーの破壊統計への応用
　　　5.1　破壊源の同定と破壊源関連情報
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　　　5.2　破壊原因の種類数と強度分布の理論式(1変数分布関数)
　　　5.3　破壊応力と破壊位置を確率変数に持つ分布関数(2変数分布関数)
　　6.亀裂進展の制御とフラクトグラフィー
　　　6.1　側圧切断における軸応力の効果
　　7.おわりに

第4章　高分子材料(プラスチック)の強度特性と破面観察・解析の手法
 　1節　プラスチックの強度特性と破面観察・解析手法
　　1.プラスチックの強度
　　2.プラスチックの強度の概念
　　　2.1　静的強度　　2.2　長時間強度　　2.3　耐熱強度　　2.4　耐衝撃強度
　　　2.5　疲労強度　　2.6　化学的雰囲気下における強度
　　　2.7　環境劣化による強度
　　3.強度を向上させる分子構造
　　　3.1　塑性変形が起こり難い分子間鎖の構造
　　　3.2　強度の向上には分子量を大きくする
　　　3.3　ポリマー分子を結晶化させる　　3.4　ポリマー分子を引き伸ばす
　　4.強度に及ぼす添加剤の影響
　　5.プラスチックの破壊
　　　5.1　クレーズとクラック　　5.2　延性破壊とぜい性破壊
　　　5.3　ストレスクラックとソルベントクラック　　5.4　破壊のモードについて
　　　5.5　破壊のプロセス
　　6.プラスチックの強度特性を知ろう
　　　6.1　引張り特性　　6.2　曲げ特性　　6.3　衝撃特性　　6.4　疲労強度特性
　　　6.5　応力緩和、クリープ強度特性
　　7.プラスチックの劣化現象を知ろう
　　　7.1　成形加工時の劣化　　7.2　熱劣化　　7.3　加水分解による劣化
　　　7.4　紫外線劣化　　7.5　微生物による劣化　　7.6　放射線劣化
　　　7.7　薬品による劣化
　　8.プラスチックの破面解析とその手法
　　　8.1　破損解析の目的　　8.2　破損解析の手法
　　　8.3　破面解析によって何が解るか　　8.4　破面観察における基礎事項　
　　　8.5　破面観察に用いる機器
　　9.マクロ的な破断面模様と見方
　　10.破断面の観察手順
　　11.ミクロ的な破断面の模様

 　2節　高分子材料の疲労破壊メカニズムと破面解析
　　1.緒言
　　2.疲労強度とS-N曲線
　　3.疲労き裂の発生と初期の進展
　　4.巨視的疲労き裂の進展
　　5.結言

 　3節　結晶性プラスチックの破面観察・破損解析
　　1.はじめに
　　2.破面解析の手順
　　　2.1　不良状況の把握　　2.2　破面解析の方法
 　　3.ポリアセタール樹脂「ジュラコンRPOM」の標準破面
　　　3.1　脆性破面　　3.2　静的な力による延性破面　　3.3　疲労破面
　　　3.4　クリープ破面　　3.5　腐食劣化破面
　　　3.6　非強化PBT樹脂の破面形態
　　4.強化系樹脂の解析手法
　　5.破損および対策事例
　　　5.1　シャープコーナーが原因になる破壊
　　　5.2　ウエルドライン上の異物混入による密着不良部からの破壊
　　　5.3　層分離部からの破壊　　5.4　疲労破壊の対策
　　　5.5　インサートギアのクリープ破壊
　　6.おわりに

　4節　プラスチック成形品の破面観察法とクラック対策
　　1.プラスチック成形品の破断面解析の意義
　　　1.1　トラブル原因の特定　　1.2　特定困難な場合　　1.3　でも対策は立つ
　　2.プラスチック成形品の破断面の観察方法
　　　2.1　拡大鏡　　2.2　光学顕微鏡　　2.3　電子顕微鏡
 　　3.プラスチック成形品のクラックの種類
　　　3.1　シャープコーナーのクラック　　3.2　ゲートクラック
　　　3.3　抜け不良クラック　　3.4　単純応力クラック　　3.5　残留応力クラック
　　　3.6　環境応力クラック　　3.7　熱応力クラック　　3.8　熱劣化クラック
　　　3.9　成形材料過熱のクラック　　3.10　再生材料使用のクラック
　　　3.11　低温脆性によるクラック　　3.12　耐候性不足によるクラック
　　　3.13　ウェルドラインのクラック　　3.14　バブルによるクラック
　　　3.15　異物によるクラック　　3.16　ガラス繊維の抜けによるクラック

　5節　プラスチック成形品の破損トラブルと原因解析
　　1.はじめに
　　2.汎用プラスチック
　　　2.1　ポリエチレン　　2.2　ポリプロピレン(PP)　　2.3　ポリスチレン
　　　2.4　ポリ塩化ビニル　　2.5　ABS樹脂　　2.6　ピロメチルメタクリレート
　　3.汎用エンジニアリングプラスチック
　　　3.1　ポリアミド　　3.2　ポリアセタール　　3.3　ポリカーボネート
　　　3.4　ポリブチレンテレフタレート　　3.5　変性ポリフェニレンエーテル
　　4.スーパーエンジニアリングプラスチック
　　　4.1　ポリフェニレンスルフィド　　4.2　ポリテトラフルオロエチレン
　　5.おわりに
　　付録　ソルベントクラックのジグとデモ
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新田　陽子 　 岡山県立大学
栗田　賢一 　 グリコ栄養食品(株)
市原　敬司 　 江崎グリコ(株)
中村　彰宏 　 不二製油(株)マ
岸本　由香 　 松谷化学工業(株)
中久喜輝夫 　 (一社)菓子・食品新素材技術セン
ター
釜阪　寛 　   江崎グリコ(株)
竹田　茂生 　 京都大学
櫻井　和朗 　 北九州市立大学
宮本　寛子 　 北九州市立大学
望月　慎一 　 北九州市立大学

東　大志 　   熊本大学
本山　敬一 　 熊本大学
有馬　英俊 　 熊本大学
早川　和久 　 信越化学工業(株)
原　正之 　   大阪府立大学
南　三郎 　   鳥取大学名誉教授
作田　香子 　 お茶の水女子大学
佐野　琴音 　 お茶の水女子大学
小川　温子 　 お茶の水女子大学
田渕　眞理 　 立教大学
磯貝　明 　   東京大学
北岡　卓也 　 九州大学
伊福　伸介 　 鳥取大学
西尾　嘉之 　 京都大学
巽　美緒 　   京都大学
佐藤　潤一 　 京都大学
五味　俊一 　 旭化成ケミカルズ(株)
高島　義徳 　 大阪大学
原田　明 　   大阪大学
木田　敏之 　 大阪大学
明石　満 　   大阪大学
川崎　ナナ 　 横浜市立大学
原園　景 　   医薬品食品衛生研究所
石井　明子 　 医薬品食品衛生研究所
末武　周一 　 三和澱粉工業(株)
大和谷和彦　　DSP五協フード＆ケミカル(株)
柴　克宏 　   伊那食品工業(株)
岩元　勝昭 　 マリン・サイエンス(株)
清水　明寿 　 (株)林原
梯　悦宏 　   MCフードスペシャリティーズ(株)
鈴木　挙直 　 千葉製粉(株)
酒井　康雄 　 天然新素材科学研究所(株)
吉岡　寿 　   天然新素材科学研究所(株)
藤本　佳則 　 日本食品化工(株)
中西　泰介 　 昭和産業(株)生産
丸田　和彦 　 (株)林原
上野　慶一 　 (株)明治
伊藤　哲也 　 塩水港精糖(株)
阿部　達也 　 日本甜菜製糖(株)
菊地　裕人 　 日本甜菜製糖(株)
金井　晴彦 　 ヤクルト薬品工業(株)
関　信夫 　   森永乳業(株)
渡井　直樹 　 森永乳業(株)
永井　幸枝 　 三井製糖(株)
宅見　央子 　 江崎グリコ(株)
長井　敦史 　 東洋精糖(株)
石原　達也 　 (株)林原

第1編 　序
第1章 生命機能としての糖鎖と応用
第2章 グライコマテリアルサイエンス時代を迎えて

第2編 　糖鎖の生命科学─機能
第1章 生体内の糖鎖
　第1節 糖タンパク質─構造・生合成・代謝
　[1] N 結合型糖鎖
　[2] O-グリカンの化学的性質とムチンの生物学的意義 
　[3] 非典型的なO 結合型糖鎖　[4] O-GlcNAc
　第2節 GPI アンカー　第3節 プロテオグリカン
　[1] コンドロイチン硫酸　[2] ヘパラン硫酸
　第4節 糖脂質　第5節 レクチン　第6節 分解酵素
　[1] グリコサミノグリカン・プロテオグリカンの分解
　[2] シアリダーゼ
　第7節 多糖の構造・生合成・代謝
第2章 糖鎖と生命
　第1節 受精　第2節 プロテオグリカンと四肢の発生
　第3節 細胞間情報伝達，Notch 情報伝達
　第4節 神経 ─神経可塑性と糖鎖─ 　第5節 免疫
　[1] NKT　[2] Siglec
　[3] 免疫応答・炎症を調節するヘパラン硫酸・ヘパリンとヘパラナーゼ
　[4] ガレクチン
　[5] 真菌細胞壁糖鎖受容体デクチンの免疫機能
　[6] 自然免疫
　第6節 サイトカイン，増殖因子：ミッドカインを一例
　第7節 リンパ球ホーミン
　第8節 糖タンパク質の品質管理機構
　第9節 糖タンパク質の細胞内輸送
　第10節 細菌毒素の受容体としての糖脂質
　第3章 糖鎖と疾患　第1節 がん
　[1] ガングリオシドによるがんの悪性形質の制御機構-神経外胚葉系腫瘍 
　[2] 上皮腫瘍
　第2節 糖鎖と脂肪肝
　第3節 アルツハイマー病の中心分子に結合するO 型糖鎖
　第4節 筋ジストロフィー
　第5節 慢性閉塞性肺疾患（COPD と糖鎖）　第6節 糖尿病
　[1] インスリン　[2] Glc 輸送体
　第7節 感染（細菌）─ピロリ菌を中心に
　第8節 感染（ウイルス）─インフルエンザウイルスへマグルチ
ニンの糖鎖ウイルス学─

　第9節 先天異常（CDG）　第10節 ギラン・バレー症候群
　第11節 糖鎖蓄積症
第4章 iPS と糖鎖レクチンタイピング-レクチンによる細胞の規格化
第5章 動物モデル
　第1節 ショウジョウバエが解き明かす，糖鎖による，発生とシグ
ナル伝達の制御
　第2節 線虫でこそわかる糖鎖の新機能

第3編 　糖鎖の構造解析・プロファイリング
第1章 質量分析グライコミクス／グライコプロテオミクスの進展
へ貢献する質量分析法
第2章 HPLC マッピング法による糖鎖プロファイリング
第3章 キャピラリー電気泳動法を用いた糖鎖プロファイリング
第4章 レクチンを用いた相互作用解析：FAC とレクチンマイクロアレイ
第5章 等温滴定型熱量計を用いたレクチン-糖鎖の分子間相互
作用測定
第6章 NMR
第7章 X 線結晶構造解析
セレン含有糖鎖を用いた糖鎖結合タンパク質の位相決定法
第8章 1 分子観察用ガングリオシドプローブの開発と脂質ラフト
研究への応
第9章 計算化学
第10章 多糖の構造解析
　第1節 糖鎖構造決定　第2節 多糖の分子量と分子量分
　第3節 X 線回折　第4節 小角X 線散乱法（SAXS）

第4編 　糖鎖の工学-合成・機能
第1章 糖鎖合成-合成手法
　第1節 立体選択的グリコシル化反応
　第2節 2-デオキシ糖のグリコシル化
　第3節 シアル酸のグリコシル化反応　第4節 新規合成手法
　[1] 固相合成　[2] フルオラス合成　[3] ワンポットグリコシル化
　[4] マイクロ波合成
　[5] マイクロリアクターを利用したグリコシル化
　[6] 電解グリコシル化　[7] 環境調和型グリコシル化反応
第2章 糖鎖合成（化学合成）と機能
　第1節 生理活性ガングリオシドの合成　第2節 複合糖質合成
　第3節  糖タンパク質品質管理の稼働状況を知る
　～化学合成基質による糖鎖プロファイルの再構成～
　第4節 糖タンパク質合成　第5節 グリコサミノグリカン合成
　第6節 免疫増強複合糖質　第7節 β（1,3）グルカンの合成

　第8節 結核菌細胞壁複合糖質　第9節 リポオリゴ糖の合成
　第10節 標的糖鎖光分解用生体機能分子
第3章 糖鎖の合成-生物系
　第1節 糖鎖プライマー法
　第2節 酵素法と酵母細胞を利用した糖タンパク質合成
　第3節 植物を利用した糖タンパク質合成
　第4節 酵素合成Ⅰ：加水分解酵素を利用した糖鎖合成
　第5節 酵素合成Ⅱ：糖転移酵素を利用した糖鎖合成
　第6節 酵素合成Ⅲ：糖転移酵素を利用した糖鎖合成
　第7節 酵素合成IV：ホスホリラーゼを利用した糖鎖合成
　第8節 酵素合成V：エンド型グリコシダーゼを利用した糖鎖合成
第4章 多糖の合成と修飾
　第1節 グライコポリマー
　第2節 糖鎖デンドリマー　～その場観察可能なウイルス，微
生物類の検出薬への応用～
　第3節 植物デンプン代謝のエンジニアリング
　第4節 機能化アミロースの酵素合成
　第5節 ブロックポリマーの酵素合成

第5編  メディカルサイエンスと糖鎖
第1章 医薬品開発
　第1節 抗体　第2節 糖タンパク質エリスロポエチンの化学合成
　第3節 バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保
　第4節 ヒアルロン酸
　第5節 インフルエンザウイルス感染阻害剤
第2章 検査・試薬 ─糖鎖センサー─
第3章 イメージング
　第1節 糖鎖イメージング　第2節 糖鎖の蛍光イメージング

第6編 ヘルスケアサイエンスと糖鎖
第1章 ヘルスサイエンスと糖鎖
第2章 糖鎖と食品の物性
　第1節 多糖のレオロジーとゲル化挙動
　第2節 デンプンと加工デンプン　第3節 水溶性大豆多糖類
第3章 食品生理機能と糖鎖
　第1節 難消化性デキストリン（ファイバーソル2）
　第2節 オリゴ糖　第3節 リン酸化オリゴ糖カルシウム

第7編 　マテリアルサイエンスと糖鎖
第1章 バイオマテリアル
　第1節 イオン性多糖を用いた遺伝子のデリバリーシステム

　第2節 多糖の疎水化によるナノゲル形成と機能
　第3節 多糖・核酸3 重らせん複合体によるDDS
　第4節 シクロデキストリンを用いたドラッグデリバリーシステム
　第5節 医薬製剤用のセルロース誘導体
　第6節 アルギン酸材料による再生医療
　第7節 キチンによる外科治療
　第8節 細胞外マトリックス分子の糖鎖による肝再生の制御
　第9節 バクテリアセルロースのバイオ応用
第2章 ナノテクノロジー，産業利用
　第1節 セルロースシングルナノファイバー 
　第2節 セルロースペーパー触媒
　第3節 キチンナノファイバー
　第4節 セルロース系多糖の液晶機能材料
　第5節 結晶セルロースおよび結晶セルロース製剤と応用事例
　第6節 シクロデキストリンの分子認識による自己修復ゲル
　第7節 シクロデキストリンによる環境浄化
　─汚染油中の有害物質を除去・回収できるシクロデキストリン材料─

第8編 　安全性評価と課題
　糖タンパク質バイオ医薬品の開発と品質・安全性評価

資料編　産業利用糖鎖
第1章 多糖
第1節 デキストリン 第2節 ペクチン　第3節 タマリンドシードガム
　第4節 ガラクトマンナン　第5節 アラビアガム　第6節 寒天
　第7節 カラギーナン　第8節 キサンタンガム　第9節 プルラン
　第10節 カードラン　第11節 ジェランガム　第12節 デキスト
     リン脂肪酸エステル　第13節 両親媒性キトサン誘導体
第2章 オリゴ糖
　第1節 マルトオリゴ糖　第2節 イソマルトオリゴ糖　第3節 シ
　クロデキストリン　第4節 トレハロース　第5節 ニゲロオリゴ
　糖　第6節 ゲンチオオリゴ糖　第7節 フラクトオリゴ糖　第8
　節 ラクトスクロース　第9節 ラフィノース　第10節 ガラクトオ
　リゴ糖　第11節 ラクチュロース　第12節 イソマルツロース（
　パラチノースR）
第3章 配糖体
　第1節 糖転移ヘスペリジン　第2節 ルチン配糖体　第3節 グ
　ルコシルアスコルビン酸　第4節 グリセリルグルコシド
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