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Atmospheric Plasma its Technology and Process Development
監修： 沖野晃俊

大気圧プラズマの技術とプロセス開発

エレクトロニクスシリーズ

☆実用化から40年，技術の進展とともに新たな応用が期待され 
　る大気圧プラズマ技術！
☆大気圧プラズマの物理，化学，発生法，計測法などの基礎か
　ら最新技術を詳述！
☆低コスト，連続・大量処理，利用現場の拡大，大型物体の処
　理など，多数の実例を交えて解説！

　大気圧よりも少し低い気圧，もしくは少し高い気圧であっても，その気圧を実現するには真空容器や吸排気設備が必要となる。しかし，大気圧だけは

それらを必要としない。つまり，工場や実験室や家庭などでプラズマを空間に吹き出す形式で使用できるのは，大気圧プラズマのみである。こうした理由

から，産業応用を考えた場合，大気圧プラズマは低コスト，連続・大量処理，利用現場の拡大，真空容器に入らない大型物体の処理などの多くの長所と

可能性を持っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　本書では，大気圧プラズマの物理，化学，発生法，計測法などの基礎を詳しく解説するとともに，最新の各種応用例を紹介する。本書によって大気圧

プラズマ応用に興味を持って頂き，利用や導入の参考にして頂ければ幸いである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「はじめに」より一部抜粋　沖野晃俊）
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