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　第3 節　高分子材料のぬれ性制御と接着性改善(※)
　　1.　大気圧プラズマ処理技術
　　2.　高分子材料に対する大気圧プラズマ処理
　第4 節　大気圧グロープラズマを用いたフッ素系高分子の接着性改善
　　1.　官能基導入を目的としたプラズマ処理
　　2.　ホウ素源を用いたフッ素原子除去処理
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　　5.　木材－プラスチック複合体への応用

第5 章　大気圧プラズマによる膜形成
　第1 節　大気圧プラズマCVD によるシリコン薄膜の形成
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　　2.　低温エピ成長技術の課題
　　3.　実験方法
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　　3.　犠牲層膜への応用
　第3 節　大気圧プラズマCVD による高ガスバリア性炭素膜の合成
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　　2.　線状マイクロプラズマエッチング装置の構成
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　　6.　流体シミュレーションによる考察
　第2 節　SiO2 エッチング(※)
　　1.　マイクロ波励起大気圧非平衡プラズマを用いたSiO2 膜の超高速加工
　　2.　大気圧非平衡パルスプラズマを用いた
　　　　　シリコン酸化膜高速エッチング加工と気相診断
　第3 節　プラズマCVM による超精密形状創成と
　　　　　　　プラズマ援用研磨による表面仕上げ
　　1.　プラズマCVM による形状創成加工
　　2.　プラズマ援用研磨による難加工硬脆材料の超平滑仕上げ

第7 章　大気圧プラズマCVD による単層カーボンナノチューブ合成
　　1.　大気圧プラズマの特徴とCVD への応用
　　2.　プラズマCVD とCNT 合成
　　3.　大気圧プラズマ（APRFD）によるCNT 合成と反応メカニズム
　　4.　展望：大気圧プラズマを用いた二層CNT の合成と化学修飾

第8 章　大気圧プラズマによる滅菌およびバイオ分野への応用
　大気圧プラズマ放電による滅菌－エンドポイントとキャリアのダメージ評価
　概要
　　1.　序論
　　2.　大気圧プラズマ実験装置
　　3.　大気圧窒素ストリーマ滅菌
　　4.　コロニー計数法による滅菌特性の評価
　　5.　バイオロジカルインジケータの問題点

第9 章　液中プラズマ
　第1 節　液中プラズマプロセスとその応用技術
　　1.　液中プラズマを発生させる方法
　　2.　液中プラズマの特徴
　　3.　液中プラズマによるダイヤモンド合成
　　4.　ナノテク材料の合成
　第2 節　ソリューションプラズマによるナノ粒子合成
　　1.　ソリューションプラズマ
　　2.　ソリューションプラズマ・プロセシング（SPP）
　　3.　ソリューションプラズマ・プロセシングによるナノ粒子の合成
　第3 節　水中非平衡プラズマによる難分解有機物の分解
　　1.　水中非平衡プラズマによる水処理研究
　　2.　水処理用大気圧プラズマの生成
　　3.　水中気泡内プラズマを使った難分解有機物分解

第10 章　大気圧マイクロプラズマとその材料プロセスへの応用(※)
　　1.　大気圧マイクロプラズマ
　　2.　マイクロプラズマ
　　　補足；この5 年間の展開について

第11 章　アルゴンプラズマ凝固法の原理と応用(※)
　　1.　アルゴンプラズマ凝固法の原理
　　2.　アルゴンプラズマ凝固法（APC）の組織への効果と特徴
　　3.　アルゴンプラズマ凝固装置の構成
　　4.　応用例
　　5.　注意点

(※)印のあるものは
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