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１．「接着技術者スキルアップ講座」について  

 構造接着研究会では、接着剤を用いる製品組立における接着の品質向上を目的として、製品の開発・設計・製造・品質

業務などに関わる技術者の技術力向上を図るために、2016 年度より「接着適用技術者養成講座（4 日間講座）」を開催し

ています。この講座では、高信頼性・高品質接着に必要な要素技術とその最適化について講義しています。  

 接着技術者スキルアップ講座は、養成講座で関心が高かったテーマを取り上げ、さまざまな状態や現象を広い観点で俯

瞰し、その上で「接着」と「他の要求機能」を両立させるためには何が必要か、何をすべきかを考えるための知識を基礎

から実践レベルまで習得していただくことを目的としています。接着を使う立場の技術者、接着用材料を開発・製造され

る立場の技術者の双方に有益です。  

 今回の第 3 回目は、「プラスチックの表面処理、表面改質」をテーマとして、プラスチック、接着の基礎から表面処理、

表面改質の実例までを、この道の第一人者である金沢工業大学名誉教授の小川俊夫先生に分かりやすく解説いただきます。  

 なお、受講者には、テキストの他に、小川先生著書「プラスチックの表面処理と接着」を配布します。 

 接着適用技術者養成講座を受講されていない方、構造接着・精密接着研究会や日本接着学会の非会員の方でも参加可能

ですので、この機会に奮ってご参加下さい。御社内外の関係者への展開もよろしくお願いいたします。 

 

２．第３回「接着技術者スキルアップ講座」の実施要領  

■日 時 2020 年 2 月 25 日(火) 10:15～17:15  

■場 所 東京工業大学 すずかけ台キャンパス 多目的ホール 

交通アクセス：http://www.sok.titech.ac.jp/hp-zentai/access.html 

構内地図   ：https://www.titech.ac.jp/maps/suzukakedai/  

■テーマ 「プラスチックの性質と接着のための表面処理、表面改質」 

■講 師 金沢工業大学 名誉教授 小川俊夫先生 

■プログラム   

１．プラスチックの基礎 

２．表面と接着 

３．接着の基本 

４．凹凸効果による結合 

５．接着強度 

６．表面処理 

７．表面処理に伴う分子構造の変化 

８．表面処理のキャラクタリゼーション 

９．表面処理の実例 

※プログラムの詳細は、https://www.struct-adhesion.org/skillup/ をご覧下さい。 

■受講料 （消費税別） （一名当たり） 

①第 1 回～第 4 回接着適用技術者養成講座受講者           5,000 円  

②構造接着・精密接着研究会会員（企業会員、団体会員、個人会員） 10,000 円  

  ※企業会員は、複数名のお申込ができます。 

③日本接着学会会員（法人会員、個人会員）            15,000 円  

  ※法人会員は、複数名のお申込ができます。 

④学生                               無料 （書籍の配布はありません。） 

⑤上記以外の方                         20,000 円  

 ※接着学会法人会員に配布の催し物優待券は使用できません。  

 ※構造接着・精密接着研究会の企業・団体会員名簿は、https://www.struct-adhesion.org/memberlist/ をご覧下さい。  

 ※日本接着学会の法人会員リストは、http://www.adhesion.or.jp/about/membership をご覧下さい。 

■聴講申込方法 ：https://www.struct-adhesion.org/skillup/ からお申込み下さい。  

■申込締切日 2020 年 2 月 14 日(金)   

■受講料のお支払い 事務局より請求書をお送りいたします。お支払い期限：3 月 31 日 

■テキストについて 事前に、ホームページ https://www.struct-adhesion.org/skillup/ に、pdfファイルを掲載し、パスワー

ドをご連絡いたします。各自で印刷して持参願います。PCやタブレットの持参は可能ですが、会場の各座席には電源はあ

りませんので、電池切れにはご注意下さい。紙での配布は行いません。（小川先生の著書は、当日受付で配布いたします。） 

■講座当日の受付 受講票は発行しません。受付で会社名等と氏名をお伝えいただき、名刺 1 枚をお渡し下さい。 

■その他詳細  https://www.struct-adhesion.org/skillup/ をご覧下さい。 

■印刷用ファイル 下部より、印刷用 pdf ファイルをダウンロード願います。 

■問合せ先   一般社団法人 日本接着学会 構造接着・精密接着研究会事務局  

        〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央 1-28-22-201  

TEL. 045-479-8855  

 E-mail : jimu@struct-adhesion.sakura.ne.jp 

http://www.adhesion.or.jp/
http://e.jimdo.com/app/sb463122345b6ced3/pba3393228def2442/
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